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すみません。ちょっとまたプラントの状態がまたえートランジェントになってきましたのでも

う一度みなさんですね、あの今やっている仕事が続けた上でおー余裕のある人が本部の前でえ

ースタンバイお願いします。よろしいでしょうか？ちょっと今ですねいろいろあるんですが、

あの新たな話として４号機でですね、火災発生の模様です。ということで、昨日ありました４

号機のあーなんだ北西北西、北西？北西の部分からのあー煙と炎がまた見られるということで

すので、そこの対応をまず一班で一班しっかりやっていきたいと思いますが、悪いけどそこを

●●君の方で一手にやっといて、そんでまずは通報、まずは通報して、それから消火がなかな

かあそこ難しいところなんだけどいずれにしてもちょっとそこを【ピー】の方でチームを作っ

て対応してください。それお願いします。

あ、すみません。吉田所長本店の●●ですけど、すみません、最初の方ちょっと聞こえなかっ

たんですけれども、火災発生ということですか？

今ですね、４、ろっ６時前にですね現場にいっておった、あー、ゴメン、発生、発見日時ちょ

っと確認して。発見時間。まず発見時間。

５時４５分くらい。

５時４５分くらい？んで

５時４５分頃。

ＯＫ。５時４５分くらいに当社の●●君が現場で煙のようなものを見たと、４号機の北西コー

ナー、北西の部分ですね、昨日、あのー火災があったエリア、でという報告がまずありました。

それで、まず対応、まず対応お願いします。

わかりました。これはまた通報しても多分繋がらないけれど通報するのですよね？

一応ね。だけどこれ本店繋がっているので、申し訳ないけど本店サポートを最大限お願いした

いんですけれども。あの、昨日もですね火災に行こうと思っても機材も何もなかったのででき

なかったので、いま、今日も、同じことで、消火行為はサイ、サイトの方ではできないので、

そこの対応をすみません、大至急お願いしたいと思います。

わかりました、はい了解しました。

●●ですけど、昨日見てきた事から考えると、

M-G セット B側。はい。

で、えー昨日のＡ側はプールと反対側なので良いんですけれど、えーとＢ側は横がプール、プ

ールなんですね。その辺がちょっと気になるところですね。■■■（

すけど、そこの隣がプールなのでＦＰＣ、燃料プール、燃料プールはい。で、

えきってしまえばだんだん鎮火してきちゃうんで、

ちゃえば、まぁば影響はないと思うんですけど。はい。

何が心配？ 

プールの壁のあたりがどう、どう風になっているか。そういう影響。

壁、ああ。 

横か。真横だね。

えっと、すみません。これとまったくですね、違うんです、違う事象なんですが、さっきです

ね４号機の、えっとすいません。もとい、２号機、２号機、２号機のおー給水ラインの給水が

０になっているという報告が、えーこれは中操にある

事で確認を致しました。その結果、現場ではですね、まだあの十分確認が終わってませんが…
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で、えー昨日のＡ側はプールと反対側なので良いんですけれど、えーとＢ側は横がプール、プ

）油があるんで

の方は油が燃

セットは油だだったら、多分燃えきっ

えっと、すみません。これとまったくですね、違うんです、違う事象なんですが、さっきです

ね４号機の、えっとすいません。もとい、２号機、２号機、２号機のおー給水ラインの給水が

盤の流量計の方の指示が落ちたという

事で確認を致しました。その結果、現場ではですね、まだあの十分確認が終わってませんが…
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えーポンプのおー吐出圧は、ちょっと【ピー】出ているのね？

吐出圧出ています。

建屋のつなぎ込みまではたしかに。

吐出圧出ている。

２号機 

流量は出ている。

出ている。あ、すみません。えー

ー５時５５分に現場を見たところ、吐出圧が１．１

ットルか１４００ℓ／分だね、はい、の値が出ているということなので、基本的にちょっと大き

い、ここは０になっていなかったのでとりあえず一安心なんですが、本当に今流れているかど

うかもうちょっと確認はフォローアップが必要だと思いますので、そこをお願いいたします。

えーと発電所からの風の方向ですけれども、６時現在

海の方に向いて流れているということになります。

現在の風は北西方向ですね。はい。

吉田さん、すみません。●●ですけれども、本店側でも今、防衛省の方にヘリ飛ばしてもらう

とかなんか、いろいろやってますけれども、あの、そういうラインくらいしかあのちょっと検

討がつきませんけれども、本部の方であの調整してみたいと思います。

申し訳ございません。お願いします。

それから、えーとちょっとまだ火災だということで、昨日はあの４号の方は爆発みたいな怪我

人でなかったですけれど、やっぱりあの現場に行かれる方、十分注意されて、していただけれ

ばと思います。

はい。わかりました。ありがとうございます。はい。

２Ｆ経由で、公設に連絡してもらって、でだめだったんですけれども。

あ、本当。じゃあ、今回もあれか２Ｆ経由で。

２Ｆ経由で 

２Ｆ経由でやろう、ああ。

これを使えばいいじゃん、公設だめだったんだ、結局。な。今日、今日。１Ｆの公設と連絡で

きない？ 

まだしていない、これからします。

福島第二さん、福島第二さん、お願いします。福島第二さん、第二さん、お願いします。公設

の方の連絡をですね、つけたいんですけれども。福島第二さんからもお願いしたいと思います。

バックアップでですね、えー公設の方への連絡をお願いしたいと思います。福島第二大丈夫で

すか？ 

呼ばれてる？福島第二です。
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はい。わかりました。ありがとうございます。はい。
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福島第一の吉田ですが、

福島第二の増田です。ああ、おはようございます。

ご報告したとおり、まず、えー４号機、福島第一の４号機、第一の４号機の北西部から昨日と

同じ、ほぼ同じと思われる箇所から、えー炎が上がっているというか煙が上がっているという

報告がありました。それで火災だと判断しておりまして、今公設への連絡をしておりますが、

福島第二さんから公設消防への連絡をお願い致します。

了解。わかりました。昨日と同じ場所ですね。了解。わかりました。大至急やります。

はい、お願いします。

はい。 

すみません。本店本部内にちょっと確認なんですけれども、昨日、あの防衛省の、あごめんな

さい、えっと米軍にヘリを要請していたという所はどの部門でしたっけ？結局なんかこなかっ

たんですけど。えっと、そこをまた要請するのが一番速いし、そこしかないと思うんですよね。

自衛隊は多分飛びたくないと言っているので。どこでしたっけ？

はい。高、高橋さんが海江田、海江田産業、経産大臣に連絡したのだと思うんです。

高橋・・ 

フェロー、フェロー。

フェローの明男さんですか？

はい。ええ。ええ。

わかりました。海江田さんの方に連絡してもらって、それでなんか、あの細かい話が下に伝わ

ってなくてちょっと昨日はだめだったみたいなんですけれども。わかりました。ちょっとそち

らのつてでもあたってみます。

はい。 

発見時間は本当は＠＠やで。彼、通信手段持っていないから、ぱって帰ってきて、だから何時

くらいやろ？ 

とりあえず、だから、そこは正しい時間に訂正しといて、要は発見したのは何時だって、わか

ればいいんだけど。５時？

５時４５分。 

５時４５分だろ。

５時に発見した。だから誤解されないようにだけしといて。

柏崎【ピー音】です。あの、官邸じゃないですか、連絡は。官邸じゃないですか。

だからちょっと本店さんから、官邸ラインの連絡をお願いしたいんですよ。

そうですね、官邸の方が早いかもしれないですね。はい、わかりました。
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わかりました。海江田さんの方に連絡してもらって、それでなんか、あの細かい話が下に伝わ

ってなくてちょっと昨日はだめだったみたいなんですけれども。わかりました。ちょっとそち

らのつてでもあたってみます。

発見時間は本当は＠＠やで。彼、通信手段持っていないから、ぱって帰ってきて、だから何時

 

とりあえず、だから、そこは正しい時間に訂正しといて、要は発見したのは何時だって、わか

ればいいんだけど。５時？ 

 

５時４５分だろ。 

５時に発見した。だから誤解されないようにだけしといて。

柏崎【ピー音】です。あの、官邸じゃないですか、連絡は。官邸じゃないですか。

だからちょっと本店さんから、官邸ラインの連絡をお願いしたいんですよ。

そうですね、官邸の方が早いかもしれないですね。はい、わかりました。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

福島第二の増田です。ああ、おはようございます。

ご報告したとおり、まず、えー４号機、福島第一の４号機、第一の４号機の北西部から昨日と

同じ、ほぼ同じと思われる箇所から、えー炎が上がっているというか煙が上がっているという

報告がありました。それで火災だと判断しておりまして、今公設への連絡をしておりますが、

福島第二さんから公設消防への連絡をお願い致します。

了解。わかりました。昨日と同じ場所ですね。了解。わかりました。大至急やります。

すみません。本店本部内にちょっと確認なんですけれども、昨日、あの防衛省の、あごめんな

さい、えっと米軍にヘリを要請していたという所はどの部門でしたっけ？結局なんかこなかっ

たんですけど。えっと、そこをまた要請するのが一番速いし、そこしかないと思うんですよね。

自衛隊は多分飛びたくないと言っているので。どこでしたっけ？

はい。高、高橋さんが海江田、海江田産業、経産大臣に連絡したのだと思うんです。

 

わかりました。海江田さんの方に連絡してもらって、それでなんか、あの細かい話が下に伝わ

ってなくてちょっと昨日はだめだったみたいなんですけれども。わかりました。ちょっとそち

らのつてでもあたってみます。 

発見時間は本当は＠＠やで。彼、通信手段持っていないから、ぱって帰ってきて、だから何時

とりあえず、だから、そこは正しい時間に訂正しといて、要は発見したのは何時だって、わか

 

５時に発見した。だから誤解されないようにだけしといて。

柏崎【ピー音】です。あの、官邸じゃないですか、連絡は。官邸じゃないですか。

だからちょっと本店さんから、官邸ラインの連絡をお願いしたいんですよ。

そうですね、官邸の方が早いかもしれないですね。はい、わかりました。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

福島第二の増田です。ああ、おはようございます。 

ご報告したとおり、まず、えー４号機、福島第一の４号機、第一の４号機の北西部から昨日と

同じ、ほぼ同じと思われる箇所から、えー炎が上がっているというか煙が上がっているという

報告がありました。それで火災だと判断しておりまして、今公設への連絡をしておりますが、

福島第二さんから公設消防への連絡をお願い致します。 

了解。わかりました。昨日と同じ場所ですね。了解。わかりました。大至急やります。

すみません。本店本部内にちょっと確認なんですけれども、昨日、あの防衛省の、あごめんな

さい、えっと米軍にヘリを要請していたという所はどの部門でしたっけ？結局なんかこなかっ

たんですけど。えっと、そこをまた要請するのが一番速いし、そこしかないと思うんですよね。

自衛隊は多分飛びたくないと言っているので。どこでしたっけ？

はい。高、高橋さんが海江田、海江田産業、経産大臣に連絡したのだと思うんです。

わかりました。海江田さんの方に連絡してもらって、それでなんか、あの細かい話が下に伝わ

ってなくてちょっと昨日はだめだったみたいなんですけれども。わかりました。ちょっとそち

発見時間は本当は＠＠やで。彼、通信手段持っていないから、ぱって帰ってきて、だから何時

とりあえず、だから、そこは正しい時間に訂正しといて、要は発見したのは何時だって、わか

５時に発見した。だから誤解されないようにだけしといて。

柏崎【ピー音】です。あの、官邸じゃないですか、連絡は。官邸じゃないですか。

だからちょっと本店さんから、官邸ラインの連絡をお願いしたいんですよ。

そうですね、官邸の方が早いかもしれないですね。はい、わかりました。
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ご報告したとおり、まず、えー４号機、福島第一の４号機、第一の４号機の北西部から昨日と

同じ、ほぼ同じと思われる箇所から、えー炎が上がっているというか煙が上がっているという

報告がありました。それで火災だと判断しておりまして、今公設への連絡をしておりますが、

了解。わかりました。昨日と同じ場所ですね。了解。わかりました。大至急やります。

すみません。本店本部内にちょっと確認なんですけれども、昨日、あの防衛省の、あごめんな

さい、えっと米軍にヘリを要請していたという所はどの部門でしたっけ？結局なんかこなかっ

たんですけど。えっと、そこをまた要請するのが一番速いし、そこしかないと思うんですよね。

自衛隊は多分飛びたくないと言っているので。どこでしたっけ？ 

はい。高、高橋さんが海江田、海江田産業、経産大臣に連絡したのだと思うんです。

わかりました。海江田さんの方に連絡してもらって、それでなんか、あの細かい話が下に伝わ

ってなくてちょっと昨日はだめだったみたいなんですけれども。わかりました。ちょっとそち

発見時間は本当は＠＠やで。彼、通信手段持っていないから、ぱって帰ってきて、だから何時

とりあえず、だから、そこは正しい時間に訂正しといて、要は発見したのは何時だって、わか

５時に発見した。だから誤解されないようにだけしといて。 

柏崎【ピー音】です。あの、官邸じゃないですか、連絡は。官邸じゃないですか。

だからちょっと本店さんから、官邸ラインの連絡をお願いしたいんですよ。

そうですね、官邸の方が早いかもしれないですね。はい、わかりました。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

ご報告したとおり、まず、えー４号機、福島第一の４号機、第一の４号機の北西部から昨日と

同じ、ほぼ同じと思われる箇所から、えー炎が上がっているというか煙が上がっているという

報告がありました。それで火災だと判断しておりまして、今公設への連絡をしておりますが、

了解。わかりました。昨日と同じ場所ですね。了解。わかりました。大至急やります。 

すみません。本店本部内にちょっと確認なんですけれども、昨日、あの防衛省の、あごめんな

さい、えっと米軍にヘリを要請していたという所はどの部門でしたっけ？結局なんかこなかっ

たんですけど。えっと、そこをまた要請するのが一番速いし、そこしかないと思うんですよね。

はい。高、高橋さんが海江田、海江田産業、経産大臣に連絡したのだと思うんです。 

わかりました。海江田さんの方に連絡してもらって、それでなんか、あの細かい話が下に伝わ

ってなくてちょっと昨日はだめだったみたいなんですけれども。わかりました。ちょっとそち

発見時間は本当は＠＠やで。彼、通信手段持っていないから、ぱって帰ってきて、だから何時

とりあえず、だから、そこは正しい時間に訂正しといて、要は発見したのは何時だって、わか

柏崎【ピー音】です。あの、官邸じゃないですか、連絡は。官邸じゃないですか。 

だからちょっと本店さんから、官邸ラインの連絡をお願いしたいんですよ。 

 

 

ご報告したとおり、まず、えー４号機、福島第一の４号機、第一の４号機の北西部から昨日と

同じ、ほぼ同じと思われる箇所から、えー炎が上がっているというか煙が上がっているという

報告がありました。それで火災だと判断しておりまして、今公設への連絡をしておりますが、

 

すみません。本店本部内にちょっと確認なんですけれども、昨日、あの防衛省の、あごめんな

さい、えっと米軍にヘリを要請していたという所はどの部門でしたっけ？結局なんかこなかっ

たんですけど。えっと、そこをまた要請するのが一番速いし、そこしかないと思うんですよね。

わかりました。海江田さんの方に連絡してもらって、それでなんか、あの細かい話が下に伝わ

ってなくてちょっと昨日はだめだったみたいなんですけれども。わかりました。ちょっとそち

発見時間は本当は＠＠やで。彼、通信手段持っていないから、ぱって帰ってきて、だから何時

とりあえず、だから、そこは正しい時間に訂正しといて、要は発見したのは何時だって、わか
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そう、まず官邸、まず官邸。

ええ、了解しました。

ええ。はい。 

はい、はい。 

昨日と同じ所ですね、見たら。もう１回確認したら。

うん。 

確認したら。プールは下、

昨日あの後、鎮火確認いったんだっけ？

柏崎の●●ですが、おはようございます。吉田さん、最初の流量計を見に行ったら０だったと

いう流量計はどこにあるのですか？

流量計、ヤードの海水ポンプ。消防ポンプ…だね、消防ポンプですから…。

それじゃ屋外というか、外なんですね？

あ、ごめん。ちょっと話が混乱したんだけど、要するに一等最初に落ちてると言ったのは中操、

中操の AM 盤の流量計なんです。

了解。それが聞きたかったのです。中操に見に行くのですね？じゃあ明るくなって中操に見に

行ったら、中操の

違います。AM 盤のは結構、頻繁に見ているので、それはもう１０分前には

データが。 

そういうことですか。了解。

そういうこと。だから、それがいきなり落ちたので、ビック、あのおー、ちょっと至急現場に

人をやって、本当の現場のですね、しょう、消防、消防ポンプ、消火ポンプの流量・吐出圧が

大丈夫かと確認に行ったら、あのちゃんと流量・吐出圧がでてたということです。だからあの

AM 盤の流量計のあの、単独の電源のダウンとか、そういうことがが考えられます。

はい、柏崎了解しました。

すみません。本店の●●ですけど、１

ども、今は煙だけなのですか？炎は昨日みたいに見えていない？

ごめんなさい。今確認に行った人間から聞くと、炎が見えたと。

炎が見えたのですね？

炎が見えたということでございます。

わかりました。炎が見えた。それから、えっと現地の天候はどんな天候なんでしょうか？雨？

小雨です。小雨。はい。

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  4 / 197 

そう、まず官邸、まず官邸。 

ええ、了解しました。 

 

 

昨日と同じ所ですね、見たら。もう１回確認したら。

確認したら。プールは下、 

昨日あの後、鎮火確認いったんだっけ？

柏崎の●●ですが、おはようございます。吉田さん、最初の流量計を見に行ったら０だったと

いう流量計はどこにあるのですか？

流量計、ヤードの海水ポンプ。消防ポンプ…だね、消防ポンプですから…。

それじゃ屋外というか、外なんですね？

あ、ごめん。ちょっと話が混乱したんだけど、要するに一等最初に落ちてると言ったのは中操、

盤の流量計なんです。

了解。それが聞きたかったのです。中操に見に行くのですね？じゃあ明るくなって中操に見に

行ったら、中操の AM 盤のが０になっていたのでびっくりしたと、そういうことですね？

盤のは結構、頻繁に見ているので、それはもう１０分前には

そういうことですか。了解。 

そういうこと。だから、それがいきなり落ちたので、ビック、あのおー、ちょっと至急現場に

人をやって、本当の現場のですね、しょう、消防、消防ポンプ、消火ポンプの流量・吐出圧が

大丈夫かと確認に行ったら、あのちゃんと流量・吐出圧がでてたということです。だからあの

盤の流量計のあの、単独の電源のダウンとか、そういうことがが考えられます。

はい、柏崎了解しました。 

すみません。本店の●●ですけど、１

ども、今は煙だけなのですか？炎は昨日みたいに見えていない？

ごめんなさい。今確認に行った人間から聞くと、炎が見えたと。

炎が見えたのですね？ 

炎が見えたということでございます。

わかりました。炎が見えた。それから、えっと現地の天候はどんな天候なんでしょうか？雨？

小雨です。小雨。はい。 
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発言内容

 

昨日と同じ所ですね、見たら。もう１回確認したら。

 

昨日あの後、鎮火確認いったんだっけ？ 

柏崎の●●ですが、おはようございます。吉田さん、最初の流量計を見に行ったら０だったと

いう流量計はどこにあるのですか？ 

流量計、ヤードの海水ポンプ。消防ポンプ…だね、消防ポンプですから…。

それじゃ屋外というか、外なんですね？ 

あ、ごめん。ちょっと話が混乱したんだけど、要するに一等最初に落ちてると言ったのは中操、

盤の流量計なんです。 

了解。それが聞きたかったのです。中操に見に行くのですね？じゃあ明るくなって中操に見に

盤のが０になっていたのでびっくりしたと、そういうことですね？

盤のは結構、頻繁に見ているので、それはもう１０分前には

 

そういうこと。だから、それがいきなり落ちたので、ビック、あのおー、ちょっと至急現場に

人をやって、本当の現場のですね、しょう、消防、消防ポンプ、消火ポンプの流量・吐出圧が

大丈夫かと確認に行ったら、あのちゃんと流量・吐出圧がでてたということです。だからあの

盤の流量計のあの、単独の電源のダウンとか、そういうことがが考えられます。

 

すみません。本店の●●ですけど、１Fさん、あの、例えばヘリコプター等で行くのですけれ

ども、今は煙だけなのですか？炎は昨日みたいに見えていない？

ごめんなさい。今確認に行った人間から聞くと、炎が見えたと。

炎が見えたということでございます。 

わかりました。炎が見えた。それから、えっと現地の天候はどんな天候なんでしょうか？雨？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

昨日と同じ所ですね、見たら。もう１回確認したら。 

柏崎の●●ですが、おはようございます。吉田さん、最初の流量計を見に行ったら０だったと

流量計、ヤードの海水ポンプ。消防ポンプ…だね、消防ポンプですから…。

あ、ごめん。ちょっと話が混乱したんだけど、要するに一等最初に落ちてると言ったのは中操、

了解。それが聞きたかったのです。中操に見に行くのですね？じゃあ明るくなって中操に見に

盤のが０になっていたのでびっくりしたと、そういうことですね？

盤のは結構、頻繁に見ているので、それはもう１０分前には

そういうこと。だから、それがいきなり落ちたので、ビック、あのおー、ちょっと至急現場に

人をやって、本当の現場のですね、しょう、消防、消防ポンプ、消火ポンプの流量・吐出圧が

大丈夫かと確認に行ったら、あのちゃんと流量・吐出圧がでてたということです。だからあの

盤の流量計のあの、単独の電源のダウンとか、そういうことがが考えられます。

さん、あの、例えばヘリコプター等で行くのですけれ

ども、今は煙だけなのですか？炎は昨日みたいに見えていない？

ごめんなさい。今確認に行った人間から聞くと、炎が見えたと。

わかりました。炎が見えた。それから、えっと現地の天候はどんな天候なんでしょうか？雨？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

柏崎の●●ですが、おはようございます。吉田さん、最初の流量計を見に行ったら０だったと

流量計、ヤードの海水ポンプ。消防ポンプ…だね、消防ポンプですから…。

あ、ごめん。ちょっと話が混乱したんだけど、要するに一等最初に落ちてると言ったのは中操、

了解。それが聞きたかったのです。中操に見に行くのですね？じゃあ明るくなって中操に見に

盤のが０になっていたのでびっくりしたと、そういうことですね？

盤のは結構、頻繁に見ているので、それはもう１０分前には

そういうこと。だから、それがいきなり落ちたので、ビック、あのおー、ちょっと至急現場に

人をやって、本当の現場のですね、しょう、消防、消防ポンプ、消火ポンプの流量・吐出圧が

大丈夫かと確認に行ったら、あのちゃんと流量・吐出圧がでてたということです。だからあの

盤の流量計のあの、単独の電源のダウンとか、そういうことがが考えられます。

さん、あの、例えばヘリコプター等で行くのですけれ

ども、今は煙だけなのですか？炎は昨日みたいに見えていない？ 

ごめんなさい。今確認に行った人間から聞くと、炎が見えたと。 

わかりました。炎が見えた。それから、えっと現地の天候はどんな天候なんでしょうか？雨？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

柏崎の●●ですが、おはようございます。吉田さん、最初の流量計を見に行ったら０だったと

流量計、ヤードの海水ポンプ。消防ポンプ…だね、消防ポンプですから…。 

あ、ごめん。ちょっと話が混乱したんだけど、要するに一等最初に落ちてると言ったのは中操、

了解。それが聞きたかったのです。中操に見に行くのですね？じゃあ明るくなって中操に見に

盤のが０になっていたのでびっくりしたと、そういうことですね？ 

盤のは結構、頻繁に見ているので、それはもう１０分前には OK だったのですよ。
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小雨ですか。はい。わかりました。風は？ごめんなさいね。

風は北西方向です。

強弱は、だいたいで良いのですけれど強弱はわかりますか？

強弱、わかんねぇかな？

２ｍ／ｓです。

北西２ｍ／ｓです。

わかりました。ありがとうございます。

今、ちょうど中操のデータ取りに、えっと３・４号中操の●●２人が着いたので、ちょっと脇

から見てもらいます。

はい。今あの３・４号中操に●●が到着しましたので、脇から現場を安全を図りつつ確認する

という指示を出しました。

あの、現場確認指示、了解しました。

●●が今、現場を確認して電話をくれました。裏扉から出て、そこのちょうどＳＧ

の所を見上げるようなかたちで見たのだけれども、えー炎、煙確認できない？

リアクタービル自体が見えない。

えーそこの当該の部分が直視できないので、確認できないということなので、です。

はい。もう一度確認しますと、最初の確認者は遠くから見たんだよね？で、今●●がかなり近

い所から、ちょっと仰ぎ見るように見たところ、●●の目からは炎は…

見えない 

炎ではなくて、そこのフロア自体が見えない場所なので。離れているので。

ようするに、死角になってるんだな？死角になってて当該の場所は●●が見れないということ

でした。すみません。今、合わせてですね、デジカメによる写真を撮りに、えーとぉ遠くから

なんですけれども写真を撮りに行かせました。

２Ｆ増田です。２Ｆ増田です。今、衛星の電話を使って、双葉の公設消防に電話を続けており

ますが、今のところ出ません。ずっと出るまで続けます。

はい。了解。 

吉田さん。すみません。●●ですけど、これから１Ｆ－４の燃料プールの方にあの、水を入れ

ようとしている消防車というのは、これはもうあれですかね、瓦礫があって行けないというこ

とですよね？ 

すみません。そちらのフォローアップはこちらでまだできてないんです。

はい。わかりました。そうですね。あまり準備不足で行くと危ないですものね。

はい。 
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はい。わかりました。

あの、瓦礫除去は午前中くらいにやるということで、サイトの土木と調整してます。

はい。了解しました。

復旧班の●●です。先程２号機の炉水への水が入っていないことについて現場確認してきまし

た。えっと、１／２／３、１・２号機とも建屋の所までは水がパンパンに入ってました。えっ

と、吐出圧も前回と同じようにちょっと見えないな、出てます。で、道中ホースを確認したら、

タイヤの跡等があるんで、おそらくパトロール隊か何かの消火、消火ポンプ等のおーあれです

ね、タイヤ痕だと思われますので、１．４号の海側の方の道路は通行止めにしたいと思います。

それとある程度…

建築さん。建築さん、瓦礫をどける工事であの辺で車通っているという可能性ってありますか？

それはまだ入ってないと思います。

わかりました。

海側は瓦礫を除くやつはもうとっくに終わってるんで…

あ、そう。土木の人いる？いまここに。

今日は３号機にあるバックホーを片付けるという作業を…

だから今はやってないんだよね？

今はやってません。

あ、そう。了解、了解。わかりました。前のやつだと思います。

で、後準備が整い次第、やっぱりホースが所々水が漏れてるんで、配管か何かにしないとちょ

っとまずいかなと思います。で、配管は所々ねじ込みにした配管にして、そういった布設の方

法を考えます。はい、以上。

はい。お願いします。それで、あの●●さん。資材、資機材関係ね、そのあの改、改造だとか、

消火ライン強化する訳だよね？ホースじゃなくて。ちょっと本、本店と本店に最、最大限バッ

クアップもらって。資機材で。えー検討お願いします。

了解しました。

本店さん、それで、そういうところで今我々の生命線のポンプの流入が、チョロいホースだけ

でやっているのでですね、是非あの早めにもうちょっとこう、恒久的な物に変えるような検討

を我々やりますけども、本店でも最大限バックアップの方よろしくお願いします。

本店資材班の●●ですが、えっと了解しました。福１さんの、ご連絡をとる場合は、どなたが

よろしいでしょうか？

すいません、私共の方からその資材関係の話は、えー担当を決めてから●●さんの方へ連絡さ

せていただきます。

はい。わかりました。よろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。はい。ということで、あの、おー１Ｆの方でそれを作ってくださ

い。えっとじゃあ…福島第一●●が●●さんと対応取らせていただきます。それから現場関係
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も統括してみるということで対応させていただきますのでよろしくお願い致します。

はい。本店資材班ですけれども、第一の●●ですね。了解いたしました。

そうです。はい。お願いします。

すみません。ちょっと今の資材の話でですね、状況だけご説明しますと、今の喫緊の状況もあ

るんですが、あの今我々かなり仮設のポンプであるとか、それから６号機唯一動いてるディー

ゼル発電機の油であるとか、えーこの建屋の油であるとか、建屋を運用するための油であると

か、ちょっとガソリン・軽油関係が相当いまあまり入手できてなくて困ってます。今、物量を

まとめてますので、今の資機材と合わせて、至急これは手配の方をよろしくお願いします。

福島第二増田です。今、公設消防連絡取れました。直ちに向かうとのことです。よろしくお願

いします。 

はい。ありがとうございます。

公設消防何分でしょうか？ごめんなさい。すみません。２０分くらいですかね。増田さん。公

設消防は６時２０分くらいに通じたんですね？

今、繋がったばかりですから２０分ですね。

はい。ありがとうございます。

本店資材班です。ガソリンと軽油了解しました。

よろしくお願いします。すぐに今、全体量をまとめて、こちらの方からご連絡しますので確保

の方をお願い致します。●●よろしくお願いします。

吉田さん。公設消防がそちらに行くと、あのあれでしたっけ、現地までは消防車アクセスでき

るのですか？ 

えっとですね…消防がどんな消防が来るによるんですよね？

あの、案内さしあげるのと、それからその高さみたいなものだから、届くかどうかっていうの

もあるんですけれども。それと、今瓦礫があると仰ってたので、その辺を…

まず、昨日、私は現場近くまで行って参りましたが普通の乗用車ではなかなかですね、あの、

最後のところ、４号行くところがアクセスが難しいところがあります。

福島第二増田です。まずどんな車が行くか確認しませんでしたが、もう一度トライしてはしご

も行ってくれと公設の方に言います。

よろしくお願いします。

すみません。広報班です。第一報のプレス分の案を作成しましたので書画をご覧ください。よ

ろしいでしょうか。「福島第一原子力発電所４号機における火災の発生について本日午前５時

４５分頃、４号機の中央制御室にバッテリーを運んでいた当社社員が、中央制御室から戻る際

に、原子炉建屋北西部付近から炎が上がっていることを確認しました。ただちに消防署、地元

自治体へ通報するとともに、原子力安全・保安院を通じて関係各所へ連絡し、鎮火活動に努め

ております。以上。」

保安院は通じてないよ。これ…前回もそうだけ

サイトさん。吉田所長かな？プレ文これでよろしいですか？
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あのすみません。本店側の話なんですけど、これ保安院を通じっていうのを前回も違っていて、

保安院を通じてないんですけどもどうすんですかね？官房を通じて・・。

じゃ、通じを消しましょう。通報するとともに・・関係各所という、そこを抜くのでどうです

か？ 

通報するとともに、保安院は関係ないですよ…だから…あれ、今依頼したのは、何ていうんで

したっけ？官邸ですか？官邸の危機管理センターからということですよね？で、あれでしたっ

け、何かやってくれるとか仰って頂いたんでしたっけ？

公設消防は、昨日は連絡取れなかったんですけれども、今日は６時２０分に福島第二の方から

連絡がとれたということです。

なるほど。すみません。公設消防の公設というのは普通の消防署という主旨…

普通の消防署という意味です。

そういうことですね。

公の設置の消防署ということです。

そこに消火の要請をされたということでよろしいですか？わかりました。

はい。できました、ということです。ただ、今現地の状態はえっと爆発等で散らばっている瓦

礫があったりですね、そういう障害物があったりするので。

まだ瓦礫の除去は終わっていないということですね。もともとやろうとしていた放水ホースと

かの準備もまだできていないということでよろしいですね。

できていない、そうですね。はい。

保安班から連絡しますと、当該エリアについては４００ｍ

いないという話もまだあるので、線量的にはかなり消火活動として大変なところかと思います。

また構内についてはすべて汚染してますから、公設の消防が入った場合、出れないということ

でご了承願いたいのですが。

４号機の燃料プール、北西付近から炎があがっている。６時１１分？６時過ぎくらいでしたっ

け。役員には連絡取れていないから。

炎があがっているというのは。

炎も見えたって言っていましたね。

●●さんとかわかんないんだけど、入ったら出られないという程の所に公設の方が来ていただ

くというのは、どこか事前にお話しておいた方が良いんじゃないですか？

えっと、それは正門とかで誘導する時にお伝えできるかどうかだと思いますけれども。

いや。本人達だけじゃなくて、いやその県、県というのかな・・

それは伝えた方が良いに決まっているのだけれども、努力を続けるだけで良いでしょう。

わかりました。お任せします。
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礫があったりですね、そういう障害物があったりするので。

まだ瓦礫の除去は終わっていないということですね。もともとやろうとしていた放水ホースと

かの準備もまだできていないということでよろしいですね。

できていない、そうですね。はい。 

保安班から連絡しますと、当該エリアについては４００ｍ

いないという話もまだあるので、線量的にはかなり消火活動として大変なところかと思います。

また構内についてはすべて汚染してますから、公設の消防が入った場合、出れないということ

 

４号機の燃料プール、北西付近から炎があがっている。６時１１分？６時過ぎくらいでしたっ

け。役員には連絡取れていないから。 

炎があがっているというのは。 

炎も見えたって言っていましたね。 

●●さんとかわかんないんだけど、入ったら出られないという程の所に公設の方が来ていただ

くというのは、どこか事前にお話しておいた方が良いんじゃないですか？

えっと、それは正門とかで誘導する時にお伝えできるかどうかだと思いますけれども。

いや。本人達だけじゃなくて、いやその県、県というのかな・・

それは伝えた方が良いに決まっているのだけれども、努力を続けるだけで良いでしょう。

わかりました。お任せします。 
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発言内容 

あのすみません。本店側の話なんですけど、これ保安院を通じっていうのを前回も違っていて、

保安院を通じてないんですけどもどうすんですかね？官房を通じて・・。

じゃ、通じを消しましょう。通報するとともに・・関係各所という、そこを抜くのでどうです

通報するとともに、保安院は関係ないですよ…だから…あれ、今依頼したのは、何ていうんで

したっけ？官邸ですか？官邸の危機管理センターからということですよね？で、あれでしたっ

け、何かやってくれるとか仰って頂いたんでしたっけ？ 

公設消防は、昨日は連絡取れなかったんですけれども、今日は６時２０分に福島第二の方から

なるほど。すみません。公設消防の公設というのは普通の消防署という主旨…

そこに消火の要請をされたということでよろしいですか？わかりました。

はい。できました、ということです。ただ、今現地の状態はえっと爆発等で散らばっている瓦

礫があったりですね、そういう障害物があったりするので。

まだ瓦礫の除去は終わっていないということですね。もともとやろうとしていた放水ホースと

かの準備もまだできていないということでよろしいですね。

保安班から連絡しますと、当該エリアについては４００ｍSv

いないという話もまだあるので、線量的にはかなり消火活動として大変なところかと思います。

また構内についてはすべて汚染してますから、公設の消防が入った場合、出れないということ

４号機の燃料プール、北西付近から炎があがっている。６時１１分？６時過ぎくらいでしたっ

●●さんとかわかんないんだけど、入ったら出られないという程の所に公設の方が来ていただ

くというのは、どこか事前にお話しておいた方が良いんじゃないですか？

えっと、それは正門とかで誘導する時にお伝えできるかどうかだと思いますけれども。

いや。本人達だけじゃなくて、いやその県、県というのかな・・

それは伝えた方が良いに決まっているのだけれども、努力を続けるだけで良いでしょう。
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あのすみません。本店側の話なんですけど、これ保安院を通じっていうのを前回も違っていて、

保安院を通じてないんですけどもどうすんですかね？官房を通じて・・。 

じゃ、通じを消しましょう。通報するとともに・・関係各所という、そこを抜くのでどうです

通報するとともに、保安院は関係ないですよ…だから…あれ、今依頼したのは、何ていうんで

したっけ？官邸ですか？官邸の危機管理センターからということですよね？で、あれでしたっ

公設消防は、昨日は連絡取れなかったんですけれども、今日は６時２０分に福島第二の方から

なるほど。すみません。公設消防の公設というのは普通の消防署という主旨…

そこに消火の要請をされたということでよろしいですか？わかりました。 

はい。できました、ということです。ただ、今現地の状態はえっと爆発等で散らばっている瓦

礫があったりですね、そういう障害物があったりするので。 

まだ瓦礫の除去は終わっていないということですね。もともとやろうとしていた放水ホースと

かの準備もまだできていないということでよろしいですね。 

Sv／ｈの所の瓦礫はまだ片付かって

いないという話もまだあるので、線量的にはかなり消火活動として大変なところかと思います。

また構内についてはすべて汚染してますから、公設の消防が入った場合、出れないということ

４号機の燃料プール、北西付近から炎があがっている。６時１１分？６時過ぎくらいでしたっ

●●さんとかわかんないんだけど、入ったら出られないという程の所に公設の方が来ていただ

くというのは、どこか事前にお話しておいた方が良いんじゃないですか？ 

えっと、それは正門とかで誘導する時にお伝えできるかどうかだと思いますけれども。

いや。本人達だけじゃなくて、いやその県、県というのかな・・ 

それは伝えた方が良いに決まっているのだけれども、努力を続けるだけで良いでしょう。
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あのすみません。本店側の話なんですけど、これ保安院を通じっていうのを前回も違っていて、

 

じゃ、通じを消しましょう。通報するとともに・・関係各所という、そこを抜くのでどうです

通報するとともに、保安院は関係ないですよ…だから…あれ、今依頼したのは、何ていうんで

したっけ？官邸ですか？官邸の危機管理センターからということですよね？で、あれでしたっ
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なるほど。すみません。公設消防の公設というのは普通の消防署という主旨… 

 

はい。できました、ということです。ただ、今現地の状態はえっと爆発等で散らばっている瓦

まだ瓦礫の除去は終わっていないということですね。もともとやろうとしていた放水ホースと

／ｈの所の瓦礫はまだ片付かって

いないという話もまだあるので、線量的にはかなり消火活動として大変なところかと思います。

また構内についてはすべて汚染してますから、公設の消防が入った場合、出れないということ

４号機の燃料プール、北西付近から炎があがっている。６時１１分？６時過ぎくらいでしたっ

●●さんとかわかんないんだけど、入ったら出られないという程の所に公設の方が来ていただ

 

えっと、それは正門とかで誘導する時にお伝えできるかどうかだと思いますけれども。 

それは伝えた方が良いに決まっているのだけれども、努力を続けるだけで良いでしょう。

 

あのすみません。本店側の話なんですけど、これ保安院を通じっていうのを前回も違っていて、

じゃ、通じを消しましょう。通報するとともに・・関係各所という、そこを抜くのでどうです

通報するとともに、保安院は関係ないですよ…だから…あれ、今依頼したのは、何ていうんで

したっけ？官邸ですか？官邸の危機管理センターからということですよね？で、あれでしたっ

公設消防は、昨日は連絡取れなかったんですけれども、今日は６時２０分に福島第二の方から

はい。できました、ということです。ただ、今現地の状態はえっと爆発等で散らばっている瓦

まだ瓦礫の除去は終わっていないということですね。もともとやろうとしていた放水ホースと

／ｈの所の瓦礫はまだ片付かって

いないという話もまだあるので、線量的にはかなり消火活動として大変なところかと思います。

また構内についてはすべて汚染してますから、公設の消防が入った場合、出れないということ

４号機の燃料プール、北西付近から炎があがっている。６時１１分？６時過ぎくらいでしたっ

●●さんとかわかんないんだけど、入ったら出られないという程の所に公設の方が来ていただ

 

それは伝えた方が良いに決まっているのだけれども、努力を続けるだけで良いでしょう。 
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そのプレ文、危機管理センターという言葉を使って良いかどうか、ですね？危機管理センター

というのを消しても、関係各所へやってるとはいえるので、消した方が硬いか、それとも事実

だから入れとくか、この二つの判断だと思います。

２Ｆの増田所長聞こえますでしょうか？

はい。２Ｆ増田です。

すみません。公設消防さんへですね。線量が非常に高いことと、瓦礫があって近づき難いこと

はお伝えできますでしょうか？

いや。もうスタートした運転手へは伝わる訳はないので、こちらから消防署へ言っても無駄だ

と思います。逆にもっと違うレベルで上に言って話をしておいた方が良い話だと思います。

地元消防なので、消防署の方にですね、消防車は無線持ってますから、地元消防署の方にお伝

えするという訳にはなかなかまいりませんか？

わかりました。

あの、努力だけ、努力だけ、トライだけお願いします。すみません。

ちょっと今、広報さん直してもらってますけれども、●●さん仰るように「関係箇所へ連絡し」

にした方が良いと思います。みなさんいかがですか？それでよろしければ、それでいきましょ

う。 

はい。「関係箇所連絡」にしましょう。

すみません。官邸でございますが、海江田大臣へのご報告、さっき高橋フェローという方から

というお話ありましたが、それは高橋フェローという方から海江田大臣の方に直接ご連絡が行

っているという理解でよろしいですか？

すいません。それは昨日の、昨日の同じ箇所の…火事の時にそんな形だったということです。

誰か知ってる人いませんね。すいません、未確認です。

それは、昨日の話ということですね？今日の話はまだ直接は言っていないということですね？

わかりました。

ないです。今日はないです。

わかりました。

すみません。プレスですが、直したものを書画にあげましたのでご覧いただけたらと思います。

一番下の行ですね。

福島第二増田です。今、公設消防の方に瓦礫が多くて走りづらいから気を付けてほしいという

話と、線量が高いことは伝えました。

ありがとうございました。

公設消防と今話をしてるかぎりだと、外から消すのかなというようなことを言ってるようです。

了解です。ありがとうございました。●●さん了解ですね？
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そのプレ文、危機管理センターという言葉を使って良いかどうか、ですね？危機管理センター

というのを消しても、関係各所へやってるとはいえるので、消した方が硬いか、それとも事実

だから入れとくか、この二つの判断だと思います。

２Ｆの増田所長聞こえますでしょうか？

はい。２Ｆ増田です。 

すみません。公設消防さんへですね。線量が非常に高いことと、瓦礫があって近づき難いこと

はお伝えできますでしょうか？

いや。もうスタートした運転手へは伝わる訳はないので、こちらから消防署へ言っても無駄だ

と思います。逆にもっと違うレベルで上に言って話をしておいた方が良い話だと思います。

地元消防なので、消防署の方にですね、消防車は無線持ってますから、地元消防署の方にお伝

えするという訳にはなかなかまいりませんか？

わかりました。 

あの、努力だけ、努力だけ、トライだけお願いします。すみません。

ちょっと今、広報さん直してもらってますけれども、●●さん仰るように「関係箇所へ連絡し」

にした方が良いと思います。みなさんいかがですか？それでよろしければ、それでいきましょ

はい。「関係箇所連絡」にしましょう。

すみません。官邸でございますが、海江田大臣へのご報告、さっき高橋フェローという方から

というお話ありましたが、それは高橋フェローという方から海江田大臣の方に直接ご連絡が行

っているという理解でよろしいですか？

すいません。それは昨日の、昨日の同じ箇所の…火事の時にそんな形だったということです。

誰か知ってる人いませんね。すいません、未確認です。

それは、昨日の話ということですね？今日の話はまだ直接は言っていないということですね？

わかりました。 

ないです。今日はないです。 

わかりました。 

すみません。プレスですが、直したものを書画にあげましたのでご覧いただけたらと思います。

一番下の行ですね。 

福島第二増田です。今、公設消防の方に瓦礫が多くて走りづらいから気を付けてほしいという

話と、線量が高いことは伝えました。

ありがとうございました。 

公設消防と今話をしてるかぎりだと、外から消すのかなというようなことを言ってるようです。

了解です。ありがとうございました。●●さん了解ですね？
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発言内容

そのプレ文、危機管理センターという言葉を使って良いかどうか、ですね？危機管理センター

というのを消しても、関係各所へやってるとはいえるので、消した方が硬いか、それとも事実

だから入れとくか、この二つの判断だと思います。

２Ｆの増田所長聞こえますでしょうか？ 

すみません。公設消防さんへですね。線量が非常に高いことと、瓦礫があって近づき難いこと

はお伝えできますでしょうか？ 

いや。もうスタートした運転手へは伝わる訳はないので、こちらから消防署へ言っても無駄だ

と思います。逆にもっと違うレベルで上に言って話をしておいた方が良い話だと思います。

地元消防なので、消防署の方にですね、消防車は無線持ってますから、地元消防署の方にお伝

えするという訳にはなかなかまいりませんか？

あの、努力だけ、努力だけ、トライだけお願いします。すみません。

ちょっと今、広報さん直してもらってますけれども、●●さん仰るように「関係箇所へ連絡し」

にした方が良いと思います。みなさんいかがですか？それでよろしければ、それでいきましょ

はい。「関係箇所連絡」にしましょう。 

すみません。官邸でございますが、海江田大臣へのご報告、さっき高橋フェローという方から

というお話ありましたが、それは高橋フェローという方から海江田大臣の方に直接ご連絡が行

っているという理解でよろしいですか？ 

すいません。それは昨日の、昨日の同じ箇所の…火事の時にそんな形だったということです。

誰か知ってる人いませんね。すいません、未確認です。

それは、昨日の話ということですね？今日の話はまだ直接は言っていないということですね？

 

すみません。プレスですが、直したものを書画にあげましたのでご覧いただけたらと思います。

福島第二増田です。今、公設消防の方に瓦礫が多くて走りづらいから気を付けてほしいという

話と、線量が高いことは伝えました。 

 

公設消防と今話をしてるかぎりだと、外から消すのかなというようなことを言ってるようです。

了解です。ありがとうございました。●●さん了解ですね？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

そのプレ文、危機管理センターという言葉を使って良いかどうか、ですね？危機管理センター

というのを消しても、関係各所へやってるとはいえるので、消した方が硬いか、それとも事実

だから入れとくか、この二つの判断だと思います。 

すみません。公設消防さんへですね。線量が非常に高いことと、瓦礫があって近づき難いこと

いや。もうスタートした運転手へは伝わる訳はないので、こちらから消防署へ言っても無駄だ

と思います。逆にもっと違うレベルで上に言って話をしておいた方が良い話だと思います。

地元消防なので、消防署の方にですね、消防車は無線持ってますから、地元消防署の方にお伝

えするという訳にはなかなかまいりませんか？ 

あの、努力だけ、努力だけ、トライだけお願いします。すみません。

ちょっと今、広報さん直してもらってますけれども、●●さん仰るように「関係箇所へ連絡し」

にした方が良いと思います。みなさんいかがですか？それでよろしければ、それでいきましょ

すみません。官邸でございますが、海江田大臣へのご報告、さっき高橋フェローという方から

というお話ありましたが、それは高橋フェローという方から海江田大臣の方に直接ご連絡が行

すいません。それは昨日の、昨日の同じ箇所の…火事の時にそんな形だったということです。

誰か知ってる人いませんね。すいません、未確認です。 

それは、昨日の話ということですね？今日の話はまだ直接は言っていないということですね？

すみません。プレスですが、直したものを書画にあげましたのでご覧いただけたらと思います。

福島第二増田です。今、公設消防の方に瓦礫が多くて走りづらいから気を付けてほしいという

公設消防と今話をしてるかぎりだと、外から消すのかなというようなことを言ってるようです。

了解です。ありがとうございました。●●さん了解ですね？
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そのプレ文、危機管理センターという言葉を使って良いかどうか、ですね？危機管理センター

というのを消しても、関係各所へやってるとはいえるので、消した方が硬いか、それとも事実

すみません。公設消防さんへですね。線量が非常に高いことと、瓦礫があって近づき難いこと

いや。もうスタートした運転手へは伝わる訳はないので、こちらから消防署へ言っても無駄だ

と思います。逆にもっと違うレベルで上に言って話をしておいた方が良い話だと思います。

地元消防なので、消防署の方にですね、消防車は無線持ってますから、地元消防署の方にお伝

あの、努力だけ、努力だけ、トライだけお願いします。すみません。 

ちょっと今、広報さん直してもらってますけれども、●●さん仰るように「関係箇所へ連絡し」

にした方が良いと思います。みなさんいかがですか？それでよろしければ、それでいきましょ

すみません。官邸でございますが、海江田大臣へのご報告、さっき高橋フェローという方から

というお話ありましたが、それは高橋フェローという方から海江田大臣の方に直接ご連絡が行

すいません。それは昨日の、昨日の同じ箇所の…火事の時にそんな形だったということです。

それは、昨日の話ということですね？今日の話はまだ直接は言っていないということですね？

すみません。プレスですが、直したものを書画にあげましたのでご覧いただけたらと思います。

福島第二増田です。今、公設消防の方に瓦礫が多くて走りづらいから気を付けてほしいという

公設消防と今話をしてるかぎりだと、外から消すのかなというようなことを言ってるようです。
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ありがとうございました。

すみません。本店広報です。ただちに消防署、地元自治体へ通報するとともに、関係各所へ連

絡し、鎮火活動に努めております。一応このバージョン用意しました。

異議がある方だけ発言をお願いします。１Ｆさんどうですか？

ちょっと、現時点で鎮火活動という程の活動ができてないのが、ちょっと誤解を与えないかな

と？そこだけです。

消火活動だね。連絡すること含めて消火活動という意味でしょ？

はい。消火活動へ修正、承知しました。

●●副所長が公設消防さんとの対応窓口になりました。

了解です。所長、他はプレ文はよろしいですね？

すみません。先程２号機に流量がとれてない件については、流量計の電圧が０であることを確

認しましたので、

吉田所長、プレ文もういいですね？

はい？ 

プレ文もういいですね？さっきの鎮火を消火に戻して。

広報についての調整はそちらでやっていただけますか？私は事案があったということの第一報

と、事案についての報告は私がやりますが、広報についての調整はそちらでお願いします。

それは通常のルートということでよろしいのですか？

そうです。 

広報さん。プレ文。この場所と１Ｆのレベルは

承知しました。今関係所に確認しております。

保安班から連絡します。保安班から連絡します。公設消防への

実施しております２５０ミリでの管理ではなく、えー法令で要求されている災害時の１００ミ

リのマージンを取りました８０のセット値で

予定です。 

はい。了解しました。お願いします。

正門では説明と、あとは誘導とをよろしくお願いします。

はい。説明・誘導についてはこちらで行います。

福島第一吉田さん。福島第二増田です。公設消防に対しては、説明・誘導が付くということを

連絡しました。１Ｆの方でも対応を是非よろしくお願い致します。

はい。ありがとうございます。
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と、事案についての報告は私がやりますが、広報についての調整はそちらでお願いします。

それは通常のルートということでよろしいのですか？
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連絡しました。１Ｆの方でも対応を是非よろしくお願い致します。

はい。ありがとうございます。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

すみません。本店広報です。ただちに消防署、地元自治体へ通報するとともに、関係各所へ連

絡し、鎮火活動に努めております。一応このバージョン用意しました。
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と、事案についての報告は私がやりますが、広報についての調整はそちらでお願いします。

それは通常のルートということでよろしいのですか？ 

広報さん。プレ文。この場所と１Ｆのレベルは OK です。 

承知しました。今関係所に確認しております。 

保安班から連絡します。保安班から連絡します。公設消防への

実施しております２５０ミリでの管理ではなく、えー法令で要求されている災害時の１００ミ

リのマージンを取りました８０のセット値で APD を準備し、正門の方に行って現状を説明する

正門では説明と、あとは誘導とをよろしくお願いします。 

はい。説明・誘導についてはこちらで行います。 
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実施しております２５０ミリでの管理ではなく、えー法令で要求されている災害時の１００ミ

を準備し、正門の方に行って現状を説明する
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広報についての調整はそちらでやっていただけますか？私は事案があったということの第一報

と、事案についての報告は私がやりますが、広報についての調整はそちらでお願いします。 
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を準備し、正門の方に行って現状を説明する

福島第一吉田さん。福島第二増田です。公設消防に対しては、説明・誘導が付くということを
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それから、情報班？技術班なのかな？今当該燃えてる部分の、なんだろう、燃えてるだろう部

分の GA っていうのか、ジェネラルアレンジメント。

情報班了解しました。

いずれにしても両方。

吉田さん。すみません。後に行った●●の方が現場確認された時間ていうのはだいたいわかり

ますか？ごめんなさい。

確認、確認のうえ連絡します。

すみません。申し訳ありません。

あと、すみません。中央制御室と現場との距離というのは、どのくらい離れているのか教えて

いただけますか？

併せて連絡します。

本店広報です。プレス時間確認したいのですが、４０分、６時４０分はいかがでしょうか？

何がですか？ 

プレス発表時間を４０分とさせていただきたいと思います。

はい。お任せします。

はい。では６時４０分でプレスをさせていただきます。

●●さん、●●さん。

４号の現場を見た人は、●●ではなくて計装の●●

福島第二増田です。公設消防は１３人。はしご車を含む４隊の体制で出るそうです。公設消防

ははしご車を含む４隊、１３人４隊の体制で出るそうですよろしく。

はい。ありがとうございます。

増田さん。本店も了解しました。

公設消防の要請で、放管分かる人１３人。その消防署の人ひとりずつに付けてくれと言ってま

すので、なんとか、別に放射線管理の人じゃなくて良いと思うので、分かる人付けてやってく

ださい。よろしくお願いします。

了解しました。

案内人は正門に行ってください。案内人は正門。よろしく。

●●さん。聞こえなかったんで時間だけ教えてください。もう一回。時間だけで良いです。

はい。６時２０分頃。

６時２０分頃、計装関係者ですね。
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それから、情報班？技術班なのかな？今当該燃えてる部分の、なんだろう、燃えてるだろう部

っていうのか、ジェネラルアレンジメント。

情報班了解しました。 

いずれにしても両方。 

吉田さん。すみません。後に行った●●の方が現場確認された時間ていうのはだいたいわかり

ますか？ごめんなさい。 

確認、確認のうえ連絡します。

すみません。申し訳ありません。

あと、すみません。中央制御室と現場との距離というのは、どのくらい離れているのか教えて

いただけますか？ 

併せて連絡します。 

本店広報です。プレス時間確認したいのですが、４０分、６時４０分はいかがでしょうか？

 

プレス発表時間を４０分とさせていただきたいと思います。

はい。お任せします。 

はい。では６時４０分でプレスをさせていただきます。

●●さん、●●さん。 

４号の現場を見た人は、●●ではなくて計装の●●

福島第二増田です。公設消防は１３人。はしご車を含む４隊の体制で出るそうです。公設消防

ははしご車を含む４隊、１３人４隊の体制で出るそうですよろしく。

はい。ありがとうございます。

増田さん。本店も了解しました。

公設消防の要請で、放管分かる人１３人。その消防署の人ひとりずつに付けてくれと言ってま

すので、なんとか、別に放射線管理の人じゃなくて良いと思うので、分かる人付けてやってく

ださい。よろしくお願いします。

了解しました。 

案内人は正門に行ってください。案内人は正門。よろしく。

●●さん。聞こえなかったんで時間だけ教えてください。もう一回。時間だけで良いです。

はい。６時２０分頃。 

６時２０分頃、計装関係者ですね。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

それから、情報班？技術班なのかな？今当該燃えてる部分の、なんだろう、燃えてるだろう部

っていうのか、ジェネラルアレンジメント。

吉田さん。すみません。後に行った●●の方が現場確認された時間ていうのはだいたいわかり

確認、確認のうえ連絡します。 

すみません。申し訳ありません。 

あと、すみません。中央制御室と現場との距離というのは、どのくらい離れているのか教えて

本店広報です。プレス時間確認したいのですが、４０分、６時４０分はいかがでしょうか？

プレス発表時間を４０分とさせていただきたいと思います。

はい。では６時４０分でプレスをさせていただきます。

４号の現場を見た人は、●●ではなくて計装の●●

福島第二増田です。公設消防は１３人。はしご車を含む４隊の体制で出るそうです。公設消防

ははしご車を含む４隊、１３人４隊の体制で出るそうですよろしく。

はい。ありがとうございます。 

増田さん。本店も了解しました。 

公設消防の要請で、放管分かる人１３人。その消防署の人ひとりずつに付けてくれと言ってま

すので、なんとか、別に放射線管理の人じゃなくて良いと思うので、分かる人付けてやってく

ださい。よろしくお願いします。 

案内人は正門に行ってください。案内人は正門。よろしく。

●●さん。聞こえなかったんで時間だけ教えてください。もう一回。時間だけで良いです。

６時２０分頃、計装関係者ですね。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

それから、情報班？技術班なのかな？今当該燃えてる部分の、なんだろう、燃えてるだろう部

っていうのか、ジェネラルアレンジメント。 

吉田さん。すみません。後に行った●●の方が現場確認された時間ていうのはだいたいわかり

あと、すみません。中央制御室と現場との距離というのは、どのくらい離れているのか教えて

本店広報です。プレス時間確認したいのですが、４０分、６時４０分はいかがでしょうか？

プレス発表時間を４０分とさせていただきたいと思います。

はい。では６時４０分でプレスをさせていただきます。 

４号の現場を見た人は、●●ではなくて計装の●●GM。時間は６時２０分頃。

福島第二増田です。公設消防は１３人。はしご車を含む４隊の体制で出るそうです。公設消防

ははしご車を含む４隊、１３人４隊の体制で出るそうですよろしく。

公設消防の要請で、放管分かる人１３人。その消防署の人ひとりずつに付けてくれと言ってま

すので、なんとか、別に放射線管理の人じゃなくて良いと思うので、分かる人付けてやってく

案内人は正門に行ってください。案内人は正門。よろしく。

●●さん。聞こえなかったんで時間だけ教えてください。もう一回。時間だけで良いです。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

それから、情報班？技術班なのかな？今当該燃えてる部分の、なんだろう、燃えてるだろう部

吉田さん。すみません。後に行った●●の方が現場確認された時間ていうのはだいたいわかり

あと、すみません。中央制御室と現場との距離というのは、どのくらい離れているのか教えて

本店広報です。プレス時間確認したいのですが、４０分、６時４０分はいかがでしょうか？

プレス発表時間を４０分とさせていただきたいと思います。 

。時間は６時２０分頃。

福島第二増田です。公設消防は１３人。はしご車を含む４隊の体制で出るそうです。公設消防

ははしご車を含む４隊、１３人４隊の体制で出るそうですよろしく。 

公設消防の要請で、放管分かる人１３人。その消防署の人ひとりずつに付けてくれと言ってま

すので、なんとか、別に放射線管理の人じゃなくて良いと思うので、分かる人付けてやってく

案内人は正門に行ってください。案内人は正門。よろしく。 

●●さん。聞こえなかったんで時間だけ教えてください。もう一回。時間だけで良いです。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

それから、情報班？技術班なのかな？今当該燃えてる部分の、なんだろう、燃えてるだろう部

吉田さん。すみません。後に行った●●の方が現場確認された時間ていうのはだいたいわかり

あと、すみません。中央制御室と現場との距離というのは、どのくらい離れているのか教えて

本店広報です。プレス時間確認したいのですが、４０分、６時４０分はいかがでしょうか？

。時間は６時２０分頃。 

福島第二増田です。公設消防は１３人。はしご車を含む４隊の体制で出るそうです。公設消防

公設消防の要請で、放管分かる人１３人。その消防署の人ひとりずつに付けてくれと言ってま

すので、なんとか、別に放射線管理の人じゃなくて良いと思うので、分かる人付けてやってく

●●さん。聞こえなかったんで時間だけ教えてください。もう一回。時間だけで良いです。

 

それから、情報班？技術班なのかな？今当該燃えてる部分の、なんだろう、燃えてるだろう部

吉田さん。すみません。後に行った●●の方が現場確認された時間ていうのはだいたいわかり

あと、すみません。中央制御室と現場との距離というのは、どのくらい離れているのか教えて

本店広報です。プレス時間確認したいのですが、４０分、６時４０分はいかがでしょうか？ 

福島第二増田です。公設消防は１３人。はしご車を含む４隊の体制で出るそうです。公設消防

公設消防の要請で、放管分かる人１３人。その消防署の人ひとりずつに付けてくれと言ってま

すので、なんとか、別に放射線管理の人じゃなくて良いと思うので、分かる人付けてやってく

●●さん。聞こえなかったんで時間だけ教えてください。もう一回。時間だけで良いです。 
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発電班

 

 

 

吉田所長
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１Ｆ 
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吉田所長

 

吉田所長

 

吉田所長

総務班

テレビ会議 
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発電班  

 

  

 

  

発電班  

 

 

 

吉田所長  

 

吉田所長  

 

吉田所長  

  

 

総務班  

吉田所長  

 

吉田所長  

 

吉田所長  

総務班  

2011 年 3 月

 

はい。そうです。

了解しました。

●●さん。今の６時２０分っていうのは再確認っていう時刻ですか？

そうですね。再確認。

あ、了解。 

６時２０分に中操近くにいた●●

は… 

あ、わかりました。あの、いいです。そんなにあれなんで。

はい。えっと、６時２０分。はい。保全、近くにいらっしゃったはい、保全のＧＭの方、あり

がとうございます。

すみません。本店●●ですが、炎の大きさってどのくらいですね。ボンボン燃えているのかど

うか。 

今これからですね、書画の方に映像が入ってきましたので、それを写しますのでちょっとお待

ちください。 

了解しました。

本店の方にも書画でわかるようにしてほしいんだけれども。本店も私たち書画で見ていますの

で、えー 

赤いのみえるね。

…●●君、見に行った●●君、ちょっと。

●●！●●！どこがどうなのよ。これ３号だよな？

これ３号機です。

本店見えました。１Ｆさん本店見えました。ありがとうございます。

はい。ということで赤い炎です。

炎じゃないんです。私が見たのはこの辺なんです。

あ、すみません。炎は？あなた見てないの？

ちょっと違うようですね。

ごめんなさい。今の写真で赤く見えてるのは、これは炎ではなくて、何か、なんかまあ要する

に色の、要するに炎ではないと、。もともとこれを最初に見た人間が見たら、もっと右側の所、

黒い所から炎らしきものが見えたと。

ちょっと本店と見てるものが同じでしょうか？本店には赤いものが見えないので。
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はい。そうです。 

了解しました。 

●●さん。今の６時２０分っていうのは再確認っていう時刻ですか？

そうですね。再確認。 

６時２０分に中操近くにいた●●

あ、わかりました。あの、いいです。そんなにあれなんで。

はい。えっと、６時２０分。はい。保全、近くにいらっしゃったはい、保全のＧＭの方、あり

がとうございます。 

すみません。本店●●ですが、炎の大きさってどのくらいですね。ボンボン燃えているのかど

今これからですね、書画の方に映像が入ってきましたので、それを写しますのでちょっとお待

 

了解しました。 

本店の方にも書画でわかるようにしてほしいんだけれども。本店も私たち書画で見ていますの

赤いのみえるね。 

…●●君、見に行った●●君、ちょっと。

●●！●●！どこがどうなのよ。これ３号だよな？

これ３号機です。 

本店見えました。１Ｆさん本店見えました。ありがとうございます。

はい。ということで赤い炎です。

炎じゃないんです。私が見たのはこの辺なんです。

あ、すみません。炎は？あなた見てないの？

ちょっと違うようですね。 

ごめんなさい。今の写真で赤く見えてるのは、これは炎ではなくて、何か、なんかまあ要する

に色の、要するに炎ではないと、。もともとこれを最初に見た人間が見たら、もっと右側の所、

黒い所から炎らしきものが見えたと。

ちょっと本店と見てるものが同じでしょうか？本店には赤いものが見えないので。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

●●さん。今の６時２０分っていうのは再確認っていう時刻ですか？

６時２０分に中操近くにいた●●GM がえっと、はい、見えるかどうか確認した時間。で、結論

あ、わかりました。あの、いいです。そんなにあれなんで。

はい。えっと、６時２０分。はい。保全、近くにいらっしゃったはい、保全のＧＭの方、あり

すみません。本店●●ですが、炎の大きさってどのくらいですね。ボンボン燃えているのかど

今これからですね、書画の方に映像が入ってきましたので、それを写しますのでちょっとお待

本店の方にも書画でわかるようにしてほしいんだけれども。本店も私たち書画で見ていますの

…●●君、見に行った●●君、ちょっと。 

●●！●●！どこがどうなのよ。これ３号だよな？

本店見えました。１Ｆさん本店見えました。ありがとうございます。

はい。ということで赤い炎です。 

炎じゃないんです。私が見たのはこの辺なんです。

あ、すみません。炎は？あなた見てないの？

 

ごめんなさい。今の写真で赤く見えてるのは、これは炎ではなくて、何か、なんかまあ要する

に色の、要するに炎ではないと、。もともとこれを最初に見た人間が見たら、もっと右側の所、

黒い所から炎らしきものが見えたと。 

ちょっと本店と見てるものが同じでしょうか？本店には赤いものが見えないので。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

●●さん。今の６時２０分っていうのは再確認っていう時刻ですか？

がえっと、はい、見えるかどうか確認した時間。で、結論

あ、わかりました。あの、いいです。そんなにあれなんで。

はい。えっと、６時２０分。はい。保全、近くにいらっしゃったはい、保全のＧＭの方、あり

すみません。本店●●ですが、炎の大きさってどのくらいですね。ボンボン燃えているのかど

今これからですね、書画の方に映像が入ってきましたので、それを写しますのでちょっとお待

本店の方にも書画でわかるようにしてほしいんだけれども。本店も私たち書画で見ていますの

 

●●！●●！どこがどうなのよ。これ３号だよな？ 

本店見えました。１Ｆさん本店見えました。ありがとうございます。

炎じゃないんです。私が見たのはこの辺なんです。 

あ、すみません。炎は？あなた見てないの？ 

ごめんなさい。今の写真で赤く見えてるのは、これは炎ではなくて、何か、なんかまあ要する

に色の、要するに炎ではないと、。もともとこれを最初に見た人間が見たら、もっと右側の所、

ちょっと本店と見てるものが同じでしょうか？本店には赤いものが見えないので。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

●●さん。今の６時２０分っていうのは再確認っていう時刻ですか？ 

がえっと、はい、見えるかどうか確認した時間。で、結論

あ、わかりました。あの、いいです。そんなにあれなんで。 

はい。えっと、６時２０分。はい。保全、近くにいらっしゃったはい、保全のＧＭの方、あり

すみません。本店●●ですが、炎の大きさってどのくらいですね。ボンボン燃えているのかど

今これからですね、書画の方に映像が入ってきましたので、それを写しますのでちょっとお待

本店の方にも書画でわかるようにしてほしいんだけれども。本店も私たち書画で見ていますの

本店見えました。１Ｆさん本店見えました。ありがとうございます。 

ごめんなさい。今の写真で赤く見えてるのは、これは炎ではなくて、何か、なんかまあ要する

に色の、要するに炎ではないと、。もともとこれを最初に見た人間が見たら、もっと右側の所、

ちょっと本店と見てるものが同じでしょうか？本店には赤いものが見えないので。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

がえっと、はい、見えるかどうか確認した時間。で、結論

はい。えっと、６時２０分。はい。保全、近くにいらっしゃったはい、保全のＧＭの方、あり

すみません。本店●●ですが、炎の大きさってどのくらいですね。ボンボン燃えているのかど

今これからですね、書画の方に映像が入ってきましたので、それを写しますのでちょっとお待

本店の方にも書画でわかるようにしてほしいんだけれども。本店も私たち書画で見ていますの

ごめんなさい。今の写真で赤く見えてるのは、これは炎ではなくて、何か、なんかまあ要する

に色の、要するに炎ではないと、。もともとこれを最初に見た人間が見たら、もっと右側の所、

ちょっと本店と見てるものが同じでしょうか？本店には赤いものが見えないので。 

 

がえっと、はい、見えるかどうか確認した時間。で、結論

はい。えっと、６時２０分。はい。保全、近くにいらっしゃったはい、保全のＧＭの方、あり

すみません。本店●●ですが、炎の大きさってどのくらいですね。ボンボン燃えているのかど

今これからですね、書画の方に映像が入ってきましたので、それを写しますのでちょっとお待

本店の方にも書画でわかるようにしてほしいんだけれども。本店も私たち書画で見ていますの

ごめんなさい。今の写真で赤く見えてるのは、これは炎ではなくて、何か、なんかまあ要する

に色の、要するに炎ではないと、。もともとこれを最初に見た人間が見たら、もっと右側の所、
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総務班  
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総務班  

吉田所長  
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2011 年 3 月

 

いずれにしても、結論からして、今のこの写真で見えてる赤いものも含めて、この写真からは

炎が見えていないと。というのが事実です。

了解です。了解です。ちょっと書画の方に、本当に今吉田所長が仰った写真が写っているのか

どうか再確認ください

この写真は４号機でよろしいですか？

この写真で赤いという場所を指してくれますか？それが炎じゃないということはわかりました

ので。 

４号機の崩れたようなやつですね、いつもの１Ｆの塗装、塗装のうあつがズタズタにくずれた

下の部分の下の方が、壁が貫通してるその写真です。

煙が出ていた、炎が出ていたのはどのあたりか、ポインタでクルクル回してもらって良いです

か？ 

最初に見たのは、いま大きくなりましたね。このど真ん中よりちょっと上ですね。

ポインタでクルクル回すと、こっちに見えると思ったんですけど。どうですかね。ああ、そう

です。矢印でどの辺て言ってください。

えっと、私が確認したのは、今パワーポイントのマークが出てるあたりに炎が、炎らしきもの

が見えたと。 

炎らしきものが。煙はその時どうですか？

煙は見えておりません。見えたのはこの辺で、燃えてるというのも勢いよく燃えてるような感

じじゃなくて、様子を見直して、炎かな～？という感じで見ていたところ、やっぱり炎だと。

よく目を凝らすと炎に見えた。メラメラとしてた。そういうことですかね？

はい。そういうことです。

煙は、しかしその時見えていない。そうですか？

すいません、もう一回お願いします。

しかしその時見えていない。それでよろしいですか？

はい。その時煙は見えておりません。

はい。ありがとうございました。

はいはい。はい。はい。はい。ええ、ええ、ええ、はいはいはい。はい。えっと…今ですね、

福島第一の４号機で火災が発生したのでお願いをしたと思うのですけれども、それと同じ場所

に再度ですね、昨日は自然鎮火したような感じだったんでんですけれども、また火が出ている

っていうことがありましたので、そこへのあの消火について官邸の対応を、私どものお願いし

たところです。はい、と思います。はい、はい。ないです。それはないです。はい。はい。は

い。はい。えっと米軍がどういう装備を持っているか分からないので、まずは我々はＳＯＳと

いう意味で出したので。すいません。はい、はい。

ちょっとすみません。若干あの落ち着いてもういっぺん整理しますと、この写真で火事だとい

うのに最初に判断したなんだ、発見者の●●くんは、暗い所に炎が見えたと、ぼそぼそと炎が

見えたんで、連絡してくれたんだよね？で、その後で当該箇所を見に行った●●は、場所が近

すぎて見えなかったということなんでで引き上げてもらったと。それで再度この写真を撮りに

行ったのは、また、●●くんと●●くん、二人で行ったんだ。そしたら最初に見ていた時と比
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いずれにしても、結論からして、今のこの写真で見えてる赤いものも含めて、この写真からは

炎が見えていないと。というのが事実です。

了解です。了解です。ちょっと書画の方に、本当に今吉田所長が仰った写真が写っているのか
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４号機の崩れたようなやつですね、いつもの１Ｆの塗装、塗装のうあつがズタズタにくずれた

下の部分の下の方が、壁が貫通してるその写真です。

煙が出ていた、炎が出ていたのはどのあたりか、ポインタでクルクル回してもらって良いです

最初に見たのは、いま大きくなりましたね。このど真ん中よりちょっと上ですね。

ポインタでクルクル回すと、こっちに見えると思ったんですけど。どうですかね。ああ、そう

です。矢印でどの辺て言ってください。

えっと、私が確認したのは、今パワーポイントのマークが出てるあたりに炎が、炎らしきもの

 

炎らしきものが。煙はその時どうですか？

煙は見えておりません。見えたのはこの辺で、燃えてるというのも勢いよく燃えてるような感

じじゃなくて、様子を見直して、炎かな～？という感じで見ていたところ、やっぱり炎だと。

よく目を凝らすと炎に見えた。メラメラとしてた。そういうことですかね？

はい。そういうことです。 

煙は、しかしその時見えていない。そうですか？

すいません、もう一回お願いします。

しかしその時見えていない。それでよろしいですか？

はい。その時煙は見えておりません。

はい。ありがとうございました。

はいはい。はい。はい。はい。ええ、ええ、ええ、はいはいはい。はい。えっと…今ですね、

福島第一の４号機で火災が発生したのでお願いをしたと思うのですけれども、それと同じ場所

に再度ですね、昨日は自然鎮火したような感じだったんでんですけれども、また火が出ている

っていうことがありましたので、そこへのあの消火について官邸の対応を、私どものお願いし

たところです。はい、と思います。はい、はい。ないです。それはないです。はい。はい。は

い。はい。えっと米軍がどういう装備を持っているか分からないので、まずは我々はＳＯＳと

で出したので。すいません。はい、はい。

ちょっとすみません。若干あの落ち着いてもういっぺん整理しますと、この写真で火事だとい

うのに最初に判断したなんだ、発見者の●●くんは、暗い所に炎が見えたと、ぼそぼそと炎が

見えたんで、連絡してくれたんだよね？で、その後で当該箇所を見に行った●●は、場所が近

すぎて見えなかったということなんでで引き上げてもらったと。それで再度この写真を撮りに

行ったのは、また、●●くんと●●くん、二人で行ったんだ。そしたら最初に見ていた時と比
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発言内容

いずれにしても、結論からして、今のこの写真で見えてる赤いものも含めて、この写真からは

炎が見えていないと。というのが事実です。

了解です。了解です。ちょっと書画の方に、本当に今吉田所長が仰った写真が写っているのか

この写真は４号機でよろしいですか？ 

この写真で赤いという場所を指してくれますか？それが炎じゃないということはわかりました

４号機の崩れたようなやつですね、いつもの１Ｆの塗装、塗装のうあつがズタズタにくずれた

下の部分の下の方が、壁が貫通してるその写真です。

煙が出ていた、炎が出ていたのはどのあたりか、ポインタでクルクル回してもらって良いです

最初に見たのは、いま大きくなりましたね。このど真ん中よりちょっと上ですね。

ポインタでクルクル回すと、こっちに見えると思ったんですけど。どうですかね。ああ、そう

です。矢印でどの辺て言ってください。 

えっと、私が確認したのは、今パワーポイントのマークが出てるあたりに炎が、炎らしきもの

炎らしきものが。煙はその時どうですか？ 

煙は見えておりません。見えたのはこの辺で、燃えてるというのも勢いよく燃えてるような感

じじゃなくて、様子を見直して、炎かな～？という感じで見ていたところ、やっぱり炎だと。

よく目を凝らすと炎に見えた。メラメラとしてた。そういうことですかね？

 

煙は、しかしその時見えていない。そうですか？

すいません、もう一回お願いします。 

しかしその時見えていない。それでよろしいですか？

はい。その時煙は見えておりません。 

はい。ありがとうございました。 

はいはい。はい。はい。はい。ええ、ええ、ええ、はいはいはい。はい。えっと…今ですね、

福島第一の４号機で火災が発生したのでお願いをしたと思うのですけれども、それと同じ場所

に再度ですね、昨日は自然鎮火したような感じだったんでんですけれども、また火が出ている

っていうことがありましたので、そこへのあの消火について官邸の対応を、私どものお願いし

たところです。はい、と思います。はい、はい。ないです。それはないです。はい。はい。は

い。はい。えっと米軍がどういう装備を持っているか分からないので、まずは我々はＳＯＳと

で出したので。すいません。はい、はい。

ちょっとすみません。若干あの落ち着いてもういっぺん整理しますと、この写真で火事だとい

うのに最初に判断したなんだ、発見者の●●くんは、暗い所に炎が見えたと、ぼそぼそと炎が

見えたんで、連絡してくれたんだよね？で、その後で当該箇所を見に行った●●は、場所が近

すぎて見えなかったということなんでで引き上げてもらったと。それで再度この写真を撮りに

行ったのは、また、●●くんと●●くん、二人で行ったんだ。そしたら最初に見ていた時と比
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発言内容 

いずれにしても、結論からして、今のこの写真で見えてる赤いものも含めて、この写真からは

炎が見えていないと。というのが事実です。 

了解です。了解です。ちょっと書画の方に、本当に今吉田所長が仰った写真が写っているのか

この写真で赤いという場所を指してくれますか？それが炎じゃないということはわかりました

４号機の崩れたようなやつですね、いつもの１Ｆの塗装、塗装のうあつがズタズタにくずれた

下の部分の下の方が、壁が貫通してるその写真です。 

煙が出ていた、炎が出ていたのはどのあたりか、ポインタでクルクル回してもらって良いです

最初に見たのは、いま大きくなりましたね。このど真ん中よりちょっと上ですね。

ポインタでクルクル回すと、こっちに見えると思ったんですけど。どうですかね。ああ、そう

えっと、私が確認したのは、今パワーポイントのマークが出てるあたりに炎が、炎らしきもの

 

煙は見えておりません。見えたのはこの辺で、燃えてるというのも勢いよく燃えてるような感

じじゃなくて、様子を見直して、炎かな～？という感じで見ていたところ、やっぱり炎だと。

よく目を凝らすと炎に見えた。メラメラとしてた。そういうことですかね？

煙は、しかしその時見えていない。そうですか？ 

しかしその時見えていない。それでよろしいですか？ 

はいはい。はい。はい。はい。ええ、ええ、ええ、はいはいはい。はい。えっと…今ですね、

福島第一の４号機で火災が発生したのでお願いをしたと思うのですけれども、それと同じ場所

に再度ですね、昨日は自然鎮火したような感じだったんでんですけれども、また火が出ている

っていうことがありましたので、そこへのあの消火について官邸の対応を、私どものお願いし

たところです。はい、と思います。はい、はい。ないです。それはないです。はい。はい。は

い。はい。えっと米軍がどういう装備を持っているか分からないので、まずは我々はＳＯＳと

で出したので。すいません。はい、はい。 

ちょっとすみません。若干あの落ち着いてもういっぺん整理しますと、この写真で火事だとい

うのに最初に判断したなんだ、発見者の●●くんは、暗い所に炎が見えたと、ぼそぼそと炎が

見えたんで、連絡してくれたんだよね？で、その後で当該箇所を見に行った●●は、場所が近

すぎて見えなかったということなんでで引き上げてもらったと。それで再度この写真を撮りに

行ったのは、また、●●くんと●●くん、二人で行ったんだ。そしたら最初に見ていた時と比
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いずれにしても、結論からして、今のこの写真で見えてる赤いものも含めて、この写真からは

了解です。了解です。ちょっと書画の方に、本当に今吉田所長が仰った写真が写っているのか

この写真で赤いという場所を指してくれますか？それが炎じゃないということはわかりました

４号機の崩れたようなやつですね、いつもの１Ｆの塗装、塗装のうあつがズタズタにくずれた

煙が出ていた、炎が出ていたのはどのあたりか、ポインタでクルクル回してもらって良いです

最初に見たのは、いま大きくなりましたね。このど真ん中よりちょっと上ですね。

ポインタでクルクル回すと、こっちに見えると思ったんですけど。どうですかね。ああ、そう

えっと、私が確認したのは、今パワーポイントのマークが出てるあたりに炎が、炎らしきもの

煙は見えておりません。見えたのはこの辺で、燃えてるというのも勢いよく燃えてるような感

じじゃなくて、様子を見直して、炎かな～？という感じで見ていたところ、やっぱり炎だと。

よく目を凝らすと炎に見えた。メラメラとしてた。そういうことですかね？

はいはい。はい。はい。はい。ええ、ええ、ええ、はいはいはい。はい。えっと…今ですね、

福島第一の４号機で火災が発生したのでお願いをしたと思うのですけれども、それと同じ場所

に再度ですね、昨日は自然鎮火したような感じだったんでんですけれども、また火が出ている

っていうことがありましたので、そこへのあの消火について官邸の対応を、私どものお願いし

たところです。はい、と思います。はい、はい。ないです。それはないです。はい。はい。は

い。はい。えっと米軍がどういう装備を持っているか分からないので、まずは我々はＳＯＳと

ちょっとすみません。若干あの落ち着いてもういっぺん整理しますと、この写真で火事だとい

うのに最初に判断したなんだ、発見者の●●くんは、暗い所に炎が見えたと、ぼそぼそと炎が

見えたんで、連絡してくれたんだよね？で、その後で当該箇所を見に行った●●は、場所が近

すぎて見えなかったということなんでで引き上げてもらったと。それで再度この写真を撮りに

行ったのは、また、●●くんと●●くん、二人で行ったんだ。そしたら最初に見ていた時と比
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いずれにしても、結論からして、今のこの写真で見えてる赤いものも含めて、この写真からは

了解です。了解です。ちょっと書画の方に、本当に今吉田所長が仰った写真が写っているのか

この写真で赤いという場所を指してくれますか？それが炎じゃないということはわかりました

４号機の崩れたようなやつですね、いつもの１Ｆの塗装、塗装のうあつがズタズタにくずれた

煙が出ていた、炎が出ていたのはどのあたりか、ポインタでクルクル回してもらって良いです

最初に見たのは、いま大きくなりましたね。このど真ん中よりちょっと上ですね。 

ポインタでクルクル回すと、こっちに見えると思ったんですけど。どうですかね。ああ、そう

えっと、私が確認したのは、今パワーポイントのマークが出てるあたりに炎が、炎らしきもの

煙は見えておりません。見えたのはこの辺で、燃えてるというのも勢いよく燃えてるような感

じじゃなくて、様子を見直して、炎かな～？という感じで見ていたところ、やっぱり炎だと。

よく目を凝らすと炎に見えた。メラメラとしてた。そういうことですかね？ 

はいはい。はい。はい。はい。ええ、ええ、ええ、はいはいはい。はい。えっと…今ですね、

福島第一の４号機で火災が発生したのでお願いをしたと思うのですけれども、それと同じ場所

に再度ですね、昨日は自然鎮火したような感じだったんでんですけれども、また火が出ている

っていうことがありましたので、そこへのあの消火について官邸の対応を、私どものお願いし

たところです。はい、と思います。はい、はい。ないです。それはないです。はい。はい。は

い。はい。えっと米軍がどういう装備を持っているか分からないので、まずは我々はＳＯＳと

ちょっとすみません。若干あの落ち着いてもういっぺん整理しますと、この写真で火事だとい

うのに最初に判断したなんだ、発見者の●●くんは、暗い所に炎が見えたと、ぼそぼそと炎が

見えたんで、連絡してくれたんだよね？で、その後で当該箇所を見に行った●●は、場所が近

すぎて見えなかったということなんでで引き上げてもらったと。それで再度この写真を撮りに

行ったのは、また、●●くんと●●くん、二人で行ったんだ。そしたら最初に見ていた時と比

 

いずれにしても、結論からして、今のこの写真で見えてる赤いものも含めて、この写真からは

了解です。了解です。ちょっと書画の方に、本当に今吉田所長が仰った写真が写っているのか

この写真で赤いという場所を指してくれますか？それが炎じゃないということはわかりました

４号機の崩れたようなやつですね、いつもの１Ｆの塗装、塗装のうあつがズタズタにくずれた

煙が出ていた、炎が出ていたのはどのあたりか、ポインタでクルクル回してもらって良いです

ポインタでクルクル回すと、こっちに見えると思ったんですけど。どうですかね。ああ、そう

えっと、私が確認したのは、今パワーポイントのマークが出てるあたりに炎が、炎らしきもの

煙は見えておりません。見えたのはこの辺で、燃えてるというのも勢いよく燃えてるような感

じじゃなくて、様子を見直して、炎かな～？という感じで見ていたところ、やっぱり炎だと。 

はいはい。はい。はい。はい。ええ、ええ、ええ、はいはいはい。はい。えっと…今ですね、

福島第一の４号機で火災が発生したのでお願いをしたと思うのですけれども、それと同じ場所

に再度ですね、昨日は自然鎮火したような感じだったんでんですけれども、また火が出ている

っていうことがありましたので、そこへのあの消火について官邸の対応を、私どものお願いし

たところです。はい、と思います。はい、はい。ないです。それはないです。はい。はい。は

い。はい。えっと米軍がどういう装備を持っているか分からないので、まずは我々はＳＯＳと

ちょっとすみません。若干あの落ち着いてもういっぺん整理しますと、この写真で火事だとい

うのに最初に判断したなんだ、発見者の●●くんは、暗い所に炎が見えたと、ぼそぼそと炎が

見えたんで、連絡してくれたんだよね？で、その後で当該箇所を見に行った●●は、場所が近

すぎて見えなかったということなんでで引き上げてもらったと。それで再度この写真を撮りに

行ったのは、また、●●くんと●●くん、二人で行ったんだ。そしたら最初に見ていた時と比
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べて炎はでていなかった。煙もでていなかった。そういうことね。最初は炎だけ出てたと。

最初は炎だけ。で、車に同乗者が他に３人いたので、４人で火事だよね？と…

ＯＫ。了解。 

吉田所長、あの、衆議院の細野です。線量、周辺の放射能はどうですか。何か材料ありますか。

はい。えっとですね、周辺線量について報告します。

保安班より連絡致します。今朝６：４０現在、正門で計っておりますモニタリングの結果につ

きましては、８３７

現在のところ１０分前のデータとあまり変わりありませんし、６時に発見した時点と数値につ

いては変化はありません。

保安班、先ほど現場近くの線量の話をされませんでしたっけ？どうぞ。

現場近くの線量につきましては、４号機、３，４号機西側のえー若干がれきが有るところです

が、４００ミリシーベルト／ｈから１００ミリシーベルト／ｈとなっております。

現場付近は４００ないし１００ということが今のデータということですか？

その通りです。

了解 

吉田さん、すいません。●●ですけども、あの、炎はまぁ楽観視はできないけど、炎は今見え

てないってことでよろしいですか？

ええ、再度確認に言ったとき４人で見て今、炎は無いと言っております。

今、オンラインで見えているんですか？

いやいや、見えてないよ。この写真を撮りに行った時に見たんです。

そうですよね、行ったときですよね、常時いるわけではないですよね。

常時いれません。線量が高くて。

わかりました。

線量ですけども、もう少し幅広にですね、１号機から３号機も含めて周辺の線量を測定してい

ただけないでしょうか。

はい、周辺線量の測定について今から書画で説明させていただきます。

はい、よろしくお願いいたします。

書画にとばしてください。

現場の線量についてご説明いたします。消防署の入れるルートとして、７番ゲートの７番ゲー

トの建屋の西側になります２号機３号機４号機と並びます建屋のちょうど中心部のところにゲ

ートがございます。その所で７０ミリシーベルト／ｈ、それを海側の方に直進しますと３００、
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４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

べて炎はでていなかった。煙もでていなかった。そういうことね。最初は炎だけ出てたと。

最初は炎だけ。で、車に同乗者が他に３人いたので、４人で火事だよね？と…

吉田所長、あの、衆議院の細野です。線量、周辺の放射能はどうですか。何か材料ありますか。

はい。えっとですね、周辺線量について報告します。

保安班より連絡致します。今朝６：４０現在、正門で計っておりますモニタリングの結果につ

／ｈ、中性子関連については検出されず風向、西北西１．４ｍ／ｓ、

現在のところ１０分前のデータとあまり変わりありませんし、６時に発見した時点と数値につ

 

保安班、先ほど現場近くの線量の話をされませんでしたっけ？どうぞ。

現場近くの線量につきましては、４号機、３，４号機西側のえー若干がれきが有るところです

が、４００ミリシーベルト／ｈから１００ミリシーベルト／ｈとなっております。

現場付近は４００ないし１００ということが今のデータということですか？

吉田さん、すいません。●●ですけども、あの、炎はまぁ楽観視はできないけど、炎は今見え

てないってことでよろしいですか？ 

ええ、再度確認に言ったとき４人で見て今、炎は無いと言っております。

今、オンラインで見えているんですか？ 

いやいや、見えてないよ。この写真を撮りに行った時に見たんです。

そうですよね、行ったときですよね、常時いるわけではないですよね。

常時いれません。線量が高くて。 

線量ですけども、もう少し幅広にですね、１号機から３号機も含めて周辺の線量を測定してい

はい、周辺線量の測定について今から書画で説明させていただきます。

はい、よろしくお願いいたします。 

 

現場の線量についてご説明いたします。消防署の入れるルートとして、７番ゲートの７番ゲー

トの建屋の西側になります２号機３号機４号機と並びます建屋のちょうど中心部のところにゲ

ートがございます。その所で７０ミリシーベルト／ｈ、それを海側の方に直進しますと３００、

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

べて炎はでていなかった。煙もでていなかった。そういうことね。最初は炎だけ出てたと。

最初は炎だけ。で、車に同乗者が他に３人いたので、４人で火事だよね？と…

吉田所長、あの、衆議院の細野です。線量、周辺の放射能はどうですか。何か材料ありますか。

はい。えっとですね、周辺線量について報告します。 

保安班より連絡致します。今朝６：４０現在、正門で計っておりますモニタリングの結果につ

／ｈ、中性子関連については検出されず風向、西北西１．４ｍ／ｓ、

現在のところ１０分前のデータとあまり変わりありませんし、６時に発見した時点と数値につ

保安班、先ほど現場近くの線量の話をされませんでしたっけ？どうぞ。

現場近くの線量につきましては、４号機、３，４号機西側のえー若干がれきが有るところです

が、４００ミリシーベルト／ｈから１００ミリシーベルト／ｈとなっております。

現場付近は４００ないし１００ということが今のデータということですか？

吉田さん、すいません。●●ですけども、あの、炎はまぁ楽観視はできないけど、炎は今見え

ええ、再度確認に言ったとき４人で見て今、炎は無いと言っております。

いやいや、見えてないよ。この写真を撮りに行った時に見たんです。

そうですよね、行ったときですよね、常時いるわけではないですよね。

線量ですけども、もう少し幅広にですね、１号機から３号機も含めて周辺の線量を測定してい

はい、周辺線量の測定について今から書画で説明させていただきます。

現場の線量についてご説明いたします。消防署の入れるルートとして、７番ゲートの７番ゲー

トの建屋の西側になります２号機３号機４号機と並びます建屋のちょうど中心部のところにゲ

ートがございます。その所で７０ミリシーベルト／ｈ、それを海側の方に直進しますと３００、

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

べて炎はでていなかった。煙もでていなかった。そういうことね。最初は炎だけ出てたと。

最初は炎だけ。で、車に同乗者が他に３人いたので、４人で火事だよね？と…

吉田所長、あの、衆議院の細野です。線量、周辺の放射能はどうですか。何か材料ありますか。

保安班より連絡致します。今朝６：４０現在、正門で計っておりますモニタリングの結果につ

／ｈ、中性子関連については検出されず風向、西北西１．４ｍ／ｓ、

現在のところ１０分前のデータとあまり変わりありませんし、６時に発見した時点と数値につ

保安班、先ほど現場近くの線量の話をされませんでしたっけ？どうぞ。 

現場近くの線量につきましては、４号機、３，４号機西側のえー若干がれきが有るところです

が、４００ミリシーベルト／ｈから１００ミリシーベルト／ｈとなっております。

現場付近は４００ないし１００ということが今のデータということですか？

吉田さん、すいません。●●ですけども、あの、炎はまぁ楽観視はできないけど、炎は今見え

ええ、再度確認に言ったとき４人で見て今、炎は無いと言っております。 

いやいや、見えてないよ。この写真を撮りに行った時に見たんです。 

そうですよね、行ったときですよね、常時いるわけではないですよね。 

線量ですけども、もう少し幅広にですね、１号機から３号機も含めて周辺の線量を測定してい

はい、周辺線量の測定について今から書画で説明させていただきます。 

現場の線量についてご説明いたします。消防署の入れるルートとして、７番ゲートの７番ゲー

トの建屋の西側になります２号機３号機４号機と並びます建屋のちょうど中心部のところにゲ

ートがございます。その所で７０ミリシーベルト／ｈ、それを海側の方に直進しますと３００、

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

べて炎はでていなかった。煙もでていなかった。そういうことね。最初は炎だけ出てたと。

最初は炎だけ。で、車に同乗者が他に３人いたので、４人で火事だよね？と… 

吉田所長、あの、衆議院の細野です。線量、周辺の放射能はどうですか。何か材料ありますか。

保安班より連絡致します。今朝６：４０現在、正門で計っておりますモニタリングの結果につ

／ｈ、中性子関連については検出されず風向、西北西１．４ｍ／ｓ、

現在のところ１０分前のデータとあまり変わりありませんし、６時に発見した時点と数値につ

現場近くの線量につきましては、４号機、３，４号機西側のえー若干がれきが有るところです

が、４００ミリシーベルト／ｈから１００ミリシーベルト／ｈとなっております。 

現場付近は４００ないし１００ということが今のデータということですか？ 

吉田さん、すいません。●●ですけども、あの、炎はまぁ楽観視はできないけど、炎は今見え

 

線量ですけども、もう少し幅広にですね、１号機から３号機も含めて周辺の線量を測定してい

現場の線量についてご説明いたします。消防署の入れるルートとして、７番ゲートの７番ゲー

トの建屋の西側になります２号機３号機４号機と並びます建屋のちょうど中心部のところにゲ

ートがございます。その所で７０ミリシーベルト／ｈ、それを海側の方に直進しますと３００、

 

べて炎はでていなかった。煙もでていなかった。そういうことね。最初は炎だけ出てたと。 

吉田所長、あの、衆議院の細野です。線量、周辺の放射能はどうですか。何か材料ありますか。 

保安班より連絡致します。今朝６：４０現在、正門で計っておりますモニタリングの結果につ

／ｈ、中性子関連については検出されず風向、西北西１．４ｍ／ｓ、

現在のところ１０分前のデータとあまり変わりありませんし、６時に発見した時点と数値につ

現場近くの線量につきましては、４号機、３，４号機西側のえー若干がれきが有るところです

吉田さん、すいません。●●ですけども、あの、炎はまぁ楽観視はできないけど、炎は今見え

線量ですけども、もう少し幅広にですね、１号機から３号機も含めて周辺の線量を測定してい

現場の線量についてご説明いたします。消防署の入れるルートとして、７番ゲートの７番ゲー

トの建屋の西側になります２号機３号機４号機と並びます建屋のちょうど中心部のところにゲ

ートがございます。その所で７０ミリシーベルト／ｈ、それを海側の方に直進しますと３００、



 

時刻 

06:50 

 

 

 

 

 

 

06:51 

 

 

06:52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

総務班

 

資材班

 

 

総務班

 

吉田所長

 

資材班

 

 

１Ｆ 

 

吉田所長

１Ｆ 

テレビ会議 

 

発言者  

吉田所長  

保安班  

吉田所長  

保安班  

吉田所長  

保安班  

総務班  

 

資材班  

 

 

総務班  

 

吉田所長  

 

資材班  

 

 

  

 

吉田所長  

  

2011 年 3 月

 

海側に出ますと３０です。それを４号、３号タービン、４号タービンと行きます。当該箇所は

丁度こちら、山側になりますこの辺だと思われます。ですから、４００のところを通って１０

０に行く、また２号機側の方に行きましては、５０程度になります。今わかってる線量につき

ましては、こういったところです。

はい、●●さん。このデータはいつとったデータをベースにしてるってことでいいすか？

昨日の１０時になります。

そうだよね、昨日の１０時時点からは追加のデータは計っていなかったということでいいです

よね。 

はい。 

すいません。そのデータ的にはその昨日の１０時レベルですから、これからの変動はあるかも

しれません、ということでご理解いただきたい。そういう意味では、ここのデータで、どっか

のデータをとって、校正するというか、昨日の朝時点と比べてどうなってるか確認するような

データは無いですかね。

確認します。 

本店、昨日レベルのデータであること、了解です。

話割って入ってすいません。１Ｆ●●ですが、本店●●、今ですね、こちらの物品の必要な物

のリストをそちらにＦＡＸで入れておりますので、消火ホースと油関係ですね軽油、それから

ガソリンよろしくお願いします。

はい、本店資材班了解しました。ＦＡＸお待ちしております。

よろしくお願いします。

すいません、一点確認させてください。先ほど６時４０分正門、モニタリングポストの値は８

３７でよろしいですか？

数字８３７、その通りです。

これはマイクロシーベルトですか？

マイクロシーベルト・パー・アワーです。

Ｕ字抗。 

一応、１００本入れておきましたから。

それでコンクリートのＵ字抗あるじゃないですか。あれも。

凄まじい量、いるんだろ。

でも、んなこといってられないからさ。

じゃぁそれを。もう何本いるかって、計算してくれる。

それＵ字抗何に使うの？

あのホースの保護。整理。
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あのさ、あのさ、ちょっとさ、守るのはいいんだけれども、守るのはやるけれども、

サイトさん、もう一度書画に写真出していただいてもいいですか？どうぞ。ＯＫですありがと

うございます。

線量率が違うんだよ、だから配管のさ、だっと持ってきてもらって、だっとつなぎ込みをさす

ることを考えた方がいい。そんなＵ字抗なんて時間かかってしょうがない。

重たくてしょうがないですね。

仮設的にはそういう感じ、配管ひいたほうがいいよ。

えっと、すいません。今ですね、本日の線量のデータのチェックをしておるところですが、え

ー細かい話…したんだっけ？書画切り替え！書画切り替え！はい、●●さんお願いします。

今朝ほど説明しました内容で、今朝６時２０分にデータを採取したポイント、７番ゲートにつ

きましては、７０が５５まで落ちております。また２号機と３号機の間につきましては、３０

０ミリシーベルトから４０ミリシーベルトに落ちていまして、海側については２５ミリシーベ

ルトまでおちています。この通路につきましては、若干がれきの撤去が始まっておりますので、

その影響で下がったのかと思われます。西側につきましては、まだ清掃が終わってないという

ことで若干この辺まで・・には車は行けないということなので、実質的には移動は歩いての移

動になろうかというような話もあります。線量についてはまだ確認しておりませんので、まだ

今持ってる線量としては４００，１００ということになります。

はい。じゃ、その図面、ちょっと書画のままにしておいてください。今ちょっと詳細まで計れ

てませんが、昨日のデータと今日計った物をまとめますとそういうことで、若干、つ、がれき

を整理したエリアは線量率が下がっておりますが、がれきを整理していないところは下がる可

能性は低いということでいいですか？●●さん。

そう考えます。

はい。そういうことは、４００ミリだとか３００ミリという線源は建屋等からというより、が

れきからの可能性が高いということでよろしいですか？ガレキからの影響が強いんだな？

はい、がれきの影響と思われます。

はい、分かりました。

今、だんだんと分かってきている情報ですが、現場の公設さんに伝わるように後から追加の人

を出すようにちょっとご配慮ください。お願いします。

はい。 

訂正させていただきます。がれきの影響ではなく、４００については壁側、３号機、４号機の

壁側、上に向けた値ですので…大変申し訳ございません。がれきではなくて、建屋からきてい

る影響が大きいものと思われます。

わかりました。４００、１００は建屋からの影響だと。分かりました。

こちら柏崎●●です。ちょっと吉田さん、割り込んでよろしいでしょうか？

はい、どうぞ。

今、横村さんから電話があったんですが、今発見された暗い奥の方の赤い炎ですが、破損され

た燃料じゃないのかと…したがって、消防が水をかけるといきなりフラッシングをするんでは

ないのかと…慎重な対応を必要とするのではないかという電話がございました。
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壁側、上に向けた値ですので…大変申し訳ございません。がれきではなくて、建屋からきてい

わかりました。４００、１００は建屋からの影響だと。分かりました。

こちら柏崎●●です。ちょっと吉田さん、割り込んでよろしいでしょうか？

今、横村さんから電話があったんですが、今発見された暗い奥の方の赤い炎ですが、破損され

た燃料じゃないのかと…したがって、消防が水をかけるといきなりフラッシングをするんでは

ないのかと…慎重な対応を必要とするのではないかという電話がございました。
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あのさ、あのさ、ちょっとさ、守るのはいいんだけれども、守るのはやるけれども、

サイトさん、もう一度書画に写真出していただいてもいいですか？どうぞ。ＯＫですありがと

線量率が違うんだよ、だから配管のさ、だっと持ってきてもらって、だっとつなぎ込みをさす

ることを考えた方がいい。そんなＵ字抗なんて時間かかってしょうがない。

えっと、すいません。今ですね、本日の線量のデータのチェックをしておるところですが、え

ー細かい話…したんだっけ？書画切り替え！書画切り替え！はい、●●さんお願いします。

今朝ほど説明しました内容で、今朝６時２０分にデータを採取したポイント、７番ゲートにつ

きましては、７０が５５まで落ちております。また２号機と３号機の間につきましては、３０

０ミリシーベルトから４０ミリシーベルトに落ちていまして、海側については２５ミリシーベ

ルトまでおちています。この通路につきましては、若干がれきの撤去が始まっておりますので、

その影響で下がったのかと思われます。西側につきましては、まだ清掃が終わってないという

ことで若干この辺まで・・には車は行けないということなので、実質的には移動は歩いての移

ろうかというような話もあります。線量についてはまだ確認しておりませんので、まだ
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はい。じゃ、その図面、ちょっと書画のままにしておいてください。今ちょっと詳細まで計れ

てませんが、昨日のデータと今日計った物をまとめますとそういうことで、若干、つ、がれき

を整理したエリアは線量率が下がっておりますが、がれきを整理していないところは下がる可

はい。そういうことは、４００ミリだとか３００ミリという線源は建屋等からというより、が

れきからの可能性が高いということでよろしいですか？ガレキからの影響が強いんだな？
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はい。あの、ありがたい話を…

吉田さん、吉田さん。確認ですけど、今がれきが除去できてるのは今の書画のどこら辺までで

すか。 

センターのですね…

ポインターで示しましょう。ポインターで…吉田さんの説明はそのままでいいです。周りの方、

ポインターで示しましょう。

センターの海側で３０と書いてあるとこらから、下の７０と書いてある中央通り。ここについ

てはまず、車両が通れるエリアを確保するというところで、全部ではありませんが、その範囲

はがれきを片づけております。

そこまでは車が入るの？

はい。但し、はい、その下の７０と書いてあるところから右折する所は、すぐの所からもうい

ろんながれきだとか、えー一部車両も置いてある、乗り捨ててあるというような状況でござい

まして、昨日私も朝当該箇所に行きましたが、なかなか車でちょっと頭を突っ込んだんですけ

れども、普通の車両では、えー乗用車レベルではなかなか行きづらい、進みづらい、という状

況でした。 

分かりました。で、そこは除去の見通しみたいなものはありますか？

それは今日の午前中に実施するという方向で、昨日の夜サイトと調整しました。

午前中ね。はい、ありがとうございました。

すいません、柏崎●●です。先ほどの写真でサーモビューアって…温度見れませんか？

１Ｆさん、本店です。今柏崎からサーモビューアで温度が見れるかもしれないとアドバイスと、

破損した燃料である可能性という指摘がありました。写真を見て、これが位置他関係等から破

損した燃料であるかないかについて慎重に検討お願いします。できれば書画で本店にも見せて、

本店関係者検討に加わってください。お願いします。放水の可否についてはできる限り事業者

から消防署にお伝えしたいと思いますので、是非検討お願いします。了解でしょうか？

了解ですけども、すいません。サイトでそこの判断ができませんので…

ですから書画で写していただいて、こちらでも一緒に見ましょう。

はい…すいません、そこのサーモなんとかというやつは、今撮りに行かないといけないんでし

ょ？ 

いえいえ。サーモビューアだと温度が分かるけど出来るならばどうですか、というアドバイス

です。 

それはうちで出来るんでしたっけ？

サーモビューアお持ちでしたら温度が測れるかもしれません。書画カメラに写真を写していた

だけますでしょうか？

ちょっとすいません。サーモビューアのイメージがわかないので、分かってる人に連絡してく

ださい。 

誰かそこにいる人分かっていれば対応してください。アドバイスです。それはただのアドバイ

スです。書画カメラに写真を写していただけるでしょうか。
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損した燃料であるかないかについて慎重に検討お願いします。できれば書画で本店にも見せて、

本店関係者検討に加わってください。お願いします。放水の可否についてはできる限り事業者

から消防署にお伝えしたいと思いますので、是非検討お願いします。了解でしょうか？

了解ですけども、すいません。サイトでそこの判断ができませんので…

ですから書画で写していただいて、こちらでも一緒に見ましょう。

はい…すいません、そこのサーモなんとかというやつは、今撮りに行かないといけないんでし

いえいえ。サーモビューアだと温度が分かるけど出来るならばどうですか、というアドバイス

サーモビューアお持ちでしたら温度が測れるかもしれません。書画カメラに写真を写していた

ちょっとすいません。サーモビューアのイメージがわかないので、分かってる人に連絡してく

誰かそこにいる人分かっていれば対応してください。アドバイスです。それはただのアドバイ

スです。書画カメラに写真を写していただけるでしょうか。
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まず写真に変えて。

落ち着いて操作ください。ゆっくりで良いですよ。落ち着いて確実に写真を出してみてくださ

い。 

さっきの写真出してくれればいいんだよ。

今官邸からです。７時半に総理がここに来るということで、がれきの撤去状況、撤去見込み、

放水の開始見込みを答えられるようにしてくれということがきました。

撤去見込みは建設復旧班すいませんけどお願いします。あーそれから放水の見込みは、誰がい

いかな？放水の見込み分かる人、誰か来てくれますか？

今、放水は公設消防が来ていただけるので、それの到着状況を私の方で…

うん、公設あるけど、昨日うちが計画した●●なんかが…

ああ、うちのですか。じゃあ…

武藤さん、福島第一吉田です。いまの放水の予定ということで言いますと、ちょっと今、誰も

分からないといったら申し訳ないんだけども、そのがれき撤去するのを我々の方で今これから

やるんですが、何処に消防車を置いて、どういう風にやるのか手順が分かりませんので、発電

所では答え兼ねるんですよ。

ごめん、何が分かりかねる？

いや、要するに、放水し始める時間については…

分かった分かった。

はい。 

放水見込み、現場到着含めて刻々の状況をお知らせください。その中で本店で判断がついたら

報告することにしましょう。写真を少しクローズアップしてもらっていいですか？

はい、写真クローズアップして下さい。

はい、それでは燃料の一部である可能性があるか無いかについての検討の為なので、その部分

をだんだんクローズアップしていただいていいいですか。少しあげていただいて…もう少しク

ローズアップで。もう少しだけ…ストップでいいです。そこでストップで良いです。

この位置関係ですけど、このパネルが４つある下の所がオペフロの所で良いですかね。

はい。ちょっとレベル関係を説明いたしますが…ちょっと説明してくれる？

レベル関係が今ポインティングで指している所が５階と４階の分かれ目になりますね。

これはどっちから撮った写真だろう。北側から見たのかな？

そうです。北側から見てます。

そういうことだな。

はい。 
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落ち着いて操作ください。ゆっくりで良いですよ。落ち着いて確実に写真を出してみてくださ

今官邸からです。７時半に総理がここに来るということで、がれきの撤去状況、撤去見込み、

撤去見込みは建設復旧班すいませんけどお願いします。あーそれから放水の見込みは、誰がい

 

武藤さん、福島第一吉田です。いまの放水の予定ということで言いますと、ちょっと今、誰も

分からないといったら申し訳ないんだけども、そのがれき撤去するのを我々の方で今これから

やるんですが、何処に消防車を置いて、どういう風にやるのか手順が分かりませんので、発電

放水見込み、現場到着含めて刻々の状況をお知らせください。その中で本店で判断がついたら

報告することにしましょう。写真を少しクローズアップしてもらっていいですか？ 

はい、それでは燃料の一部である可能性があるか無いかについての検討の為なので、その部分

をだんだんクローズアップしていただいていいいですか。少しあげていただいて…もう少しク

ローズアップで。もう少しだけ…ストップでいいです。そこでストップで良いです。 

この位置関係ですけど、このパネルが４つある下の所がオペフロの所で良いですかね。 

はい。ちょっとレベル関係を説明いたしますが…ちょっと説明してくれる？ 

レベル関係が今ポインティングで指している所が５階と４階の分かれ目になりますね。 

 

落ち着いて操作ください。ゆっくりで良いですよ。落ち着いて確実に写真を出してみてくださ

今官邸からです。７時半に総理がここに来るということで、がれきの撤去状況、撤去見込み、

撤去見込みは建設復旧班すいませんけどお願いします。あーそれから放水の見込みは、誰がい

武藤さん、福島第一吉田です。いまの放水の予定ということで言いますと、ちょっと今、誰も

分からないといったら申し訳ないんだけども、そのがれき撤去するのを我々の方で今これから

やるんですが、何処に消防車を置いて、どういう風にやるのか手順が分かりませんので、発電

放水見込み、現場到着含めて刻々の状況をお知らせください。その中で本店で判断がついたら

はい、それでは燃料の一部である可能性があるか無いかについての検討の為なので、その部分

をだんだんクローズアップしていただいていいいですか。少しあげていただいて…もう少しク
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それで一端、書画を写してもらえますか？それで、写真の方で西側から２番目のスパンの所に

あたります、ここのところです。

ちょっと書画で何処の方向から見てるのか手で書いてみて。今のすだれ垂れている…そうだね、

そこから… 

鉛筆の方向から見てます。それで右から２スパン目ですね。そこはおそらくでっかい黒い穴が

開いたケーブルのぶら下がっていた所だと思います。その奥にＭＧセットがあります。左側が

ウェルとかＤＳプールですね。燃料プールは今、鉛筆で指してる所にあります。

はい、平面図はそういうことですがよろしいでしょうか？それでは写真に戻してください。

吉田さん、ということは横村さんが言ってた燃料が落ちてくるということはあり得ないという

ことですよね。

エリア的にですね、横村さんが言っているエリアは燃料プールとはチョットエリア的には違う

んじゃないかなとは思っております。

はい。 

それで今、言いましたように、この燃えている所の上、四円盤？の所、チョット矢印さしてく

れる？書画でさ、ヨエンバン？の上。そこがですね、それが、フロア的に言うと３８，３８．

９ｍのオペフロの…ちがうちがう、その下でしょ、そこオペフロだよね、オペフロもういっぺ

ん、オペフロがその上だよね、そうだね、そこがオペフロだよね。はい。ということです。ん？

そうか、そこか…

すみません。マスコミさんに今日は爆発音は確認されていないのか聞かれているのですが…

はい？ 

爆発音は今日は確認されていないのか聞かれているようですが、無いでよろしいでしょうか。

はい。ないで結構です。

ありがとうございます。

そんでまだ、着いていないんだよね？

まだです。 

車両５台。はい。はしご車１台。はい。１７名。はい。放管１名つけろ。はい。１７名つけろ

だね。はい。 

え？１７名？ 

除染。除染の対処をちゃんとやってくれと。はい。

消防誰にお願いしてるの？

吉田さん。本店高橋ですけど。吉田さ～ん。

はい。吉田です。

ベントフューレル。ベントルフォール。４号ですけども、一定の放水…
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それで一端、書画を写してもらえますか？それで、写真の方で西側から２番目のスパンの所に

あたります、ここのところです。

ちょっと書画で何処の方向から見てるのか手で書いてみて。今のすだれ垂れている…そうだね、

鉛筆の方向から見てます。それで右から２スパン目ですね。そこはおそらくでっかい黒い穴が

開いたケーブルのぶら下がっていた所だと思います。その奥にＭＧセットがあります。左側が

ウェルとかＤＳプールですね。燃料プールは今、鉛筆で指してる所にあります。

はい、平面図はそういうことですがよろしいでしょうか？それでは写真に戻してください。

吉田さん、ということは横村さんが言ってた燃料が落ちてくるということはあり得ないという

ことですよね。 

エリア的にですね、横村さんが言っているエリアは燃料プールとはチョットエリア的には違う

んじゃないかなとは思っております。

それで今、言いましたように、この燃えている所の上、四円盤？の所、チョット矢印さしてく

れる？書画でさ、ヨエンバン？の上。そこがですね、それが、フロア的に言うと３８，３８．

９ｍのオペフロの…ちがうちがう、その下でしょ、そこオペフロだよね、オペフロもういっぺ

ん、オペフロがその上だよね、そうだね、そこがオペフロだよね。はい。ということです。ん？

そうか、そこか… 

すみません。マスコミさんに今日は爆発音は確認されていないのか聞かれているのですが…

爆発音は今日は確認されていないのか聞かれているようですが、無いでよろしいでしょうか。

はい。ないで結構です。 

ありがとうございます。 

そんでまだ、着いていないんだよね？

車両５台。はい。はしご車１台。はい。１７名。はい。放管１名つけろ。はい。１７名つけろ

 

 

除染。除染の対処をちゃんとやってくれと。はい。

消防誰にお願いしてるの？ 

吉田さん。本店高橋ですけど。吉田さ～ん。

はい。吉田です。 

ベントフューレル。ベントルフォール。４号ですけども、一定の放水…

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

それで一端、書画を写してもらえますか？それで、写真の方で西側から２番目のスパンの所に

あたります、ここのところです。 

ちょっと書画で何処の方向から見てるのか手で書いてみて。今のすだれ垂れている…そうだね、

鉛筆の方向から見てます。それで右から２スパン目ですね。そこはおそらくでっかい黒い穴が

開いたケーブルのぶら下がっていた所だと思います。その奥にＭＧセットがあります。左側が

ウェルとかＤＳプールですね。燃料プールは今、鉛筆で指してる所にあります。

はい、平面図はそういうことですがよろしいでしょうか？それでは写真に戻してください。

吉田さん、ということは横村さんが言ってた燃料が落ちてくるということはあり得ないという

エリア的にですね、横村さんが言っているエリアは燃料プールとはチョットエリア的には違う

んじゃないかなとは思っております。 

それで今、言いましたように、この燃えている所の上、四円盤？の所、チョット矢印さしてく

れる？書画でさ、ヨエンバン？の上。そこがですね、それが、フロア的に言うと３８，３８．

９ｍのオペフロの…ちがうちがう、その下でしょ、そこオペフロだよね、オペフロもういっぺ

ん、オペフロがその上だよね、そうだね、そこがオペフロだよね。はい。ということです。ん？

すみません。マスコミさんに今日は爆発音は確認されていないのか聞かれているのですが…

爆発音は今日は確認されていないのか聞かれているようですが、無いでよろしいでしょうか。

そんでまだ、着いていないんだよね？ 

車両５台。はい。はしご車１台。はい。１７名。はい。放管１名つけろ。はい。１７名つけろ

除染。除染の対処をちゃんとやってくれと。はい。

 

吉田さん。本店高橋ですけど。吉田さ～ん。

ベントフューレル。ベントルフォール。４号ですけども、一定の放水…

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

それで一端、書画を写してもらえますか？それで、写真の方で西側から２番目のスパンの所に

ちょっと書画で何処の方向から見てるのか手で書いてみて。今のすだれ垂れている…そうだね、

鉛筆の方向から見てます。それで右から２スパン目ですね。そこはおそらくでっかい黒い穴が

開いたケーブルのぶら下がっていた所だと思います。その奥にＭＧセットがあります。左側が

ウェルとかＤＳプールですね。燃料プールは今、鉛筆で指してる所にあります。

はい、平面図はそういうことですがよろしいでしょうか？それでは写真に戻してください。

吉田さん、ということは横村さんが言ってた燃料が落ちてくるということはあり得ないという

エリア的にですね、横村さんが言っているエリアは燃料プールとはチョットエリア的には違う

それで今、言いましたように、この燃えている所の上、四円盤？の所、チョット矢印さしてく

れる？書画でさ、ヨエンバン？の上。そこがですね、それが、フロア的に言うと３８，３８．

９ｍのオペフロの…ちがうちがう、その下でしょ、そこオペフロだよね、オペフロもういっぺ

ん、オペフロがその上だよね、そうだね、そこがオペフロだよね。はい。ということです。ん？

すみません。マスコミさんに今日は爆発音は確認されていないのか聞かれているのですが…

爆発音は今日は確認されていないのか聞かれているようですが、無いでよろしいでしょうか。

車両５台。はい。はしご車１台。はい。１７名。はい。放管１名つけろ。はい。１７名つけろ

除染。除染の対処をちゃんとやってくれと。はい。 

吉田さん。本店高橋ですけど。吉田さ～ん。 

ベントフューレル。ベントルフォール。４号ですけども、一定の放水…

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

それで一端、書画を写してもらえますか？それで、写真の方で西側から２番目のスパンの所に

ちょっと書画で何処の方向から見てるのか手で書いてみて。今のすだれ垂れている…そうだね、

鉛筆の方向から見てます。それで右から２スパン目ですね。そこはおそらくでっかい黒い穴が

開いたケーブルのぶら下がっていた所だと思います。その奥にＭＧセットがあります。左側が

ウェルとかＤＳプールですね。燃料プールは今、鉛筆で指してる所にあります。

はい、平面図はそういうことですがよろしいでしょうか？それでは写真に戻してください。

吉田さん、ということは横村さんが言ってた燃料が落ちてくるということはあり得ないという

エリア的にですね、横村さんが言っているエリアは燃料プールとはチョットエリア的には違う

それで今、言いましたように、この燃えている所の上、四円盤？の所、チョット矢印さしてく

れる？書画でさ、ヨエンバン？の上。そこがですね、それが、フロア的に言うと３８，３８．

９ｍのオペフロの…ちがうちがう、その下でしょ、そこオペフロだよね、オペフロもういっぺ

ん、オペフロがその上だよね、そうだね、そこがオペフロだよね。はい。ということです。ん？

すみません。マスコミさんに今日は爆発音は確認されていないのか聞かれているのですが…

爆発音は今日は確認されていないのか聞かれているようですが、無いでよろしいでしょうか。

車両５台。はい。はしご車１台。はい。１７名。はい。放管１名つけろ。はい。１７名つけろ

ベントフューレル。ベントルフォール。４号ですけども、一定の放水… 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

それで一端、書画を写してもらえますか？それで、写真の方で西側から２番目のスパンの所に

ちょっと書画で何処の方向から見てるのか手で書いてみて。今のすだれ垂れている…そうだね、

鉛筆の方向から見てます。それで右から２スパン目ですね。そこはおそらくでっかい黒い穴が

開いたケーブルのぶら下がっていた所だと思います。その奥にＭＧセットがあります。左側が

ウェルとかＤＳプールですね。燃料プールは今、鉛筆で指してる所にあります。 

はい、平面図はそういうことですがよろしいでしょうか？それでは写真に戻してください。

吉田さん、ということは横村さんが言ってた燃料が落ちてくるということはあり得ないという

エリア的にですね、横村さんが言っているエリアは燃料プールとはチョットエリア的には違う

それで今、言いましたように、この燃えている所の上、四円盤？の所、チョット矢印さしてく

れる？書画でさ、ヨエンバン？の上。そこがですね、それが、フロア的に言うと３８，３８．

９ｍのオペフロの…ちがうちがう、その下でしょ、そこオペフロだよね、オペフロもういっぺ

ん、オペフロがその上だよね、そうだね、そこがオペフロだよね。はい。ということです。ん？

すみません。マスコミさんに今日は爆発音は確認されていないのか聞かれているのですが…

爆発音は今日は確認されていないのか聞かれているようですが、無いでよろしいでしょうか。

車両５台。はい。はしご車１台。はい。１７名。はい。放管１名つけろ。はい。１７名つけろ

 

それで一端、書画を写してもらえますか？それで、写真の方で西側から２番目のスパンの所に

ちょっと書画で何処の方向から見てるのか手で書いてみて。今のすだれ垂れている…そうだね、

鉛筆の方向から見てます。それで右から２スパン目ですね。そこはおそらくでっかい黒い穴が

開いたケーブルのぶら下がっていた所だと思います。その奥にＭＧセットがあります。左側が

はい、平面図はそういうことですがよろしいでしょうか？それでは写真に戻してください。 

吉田さん、ということは横村さんが言ってた燃料が落ちてくるということはあり得ないという

エリア的にですね、横村さんが言っているエリアは燃料プールとはチョットエリア的には違う

それで今、言いましたように、この燃えている所の上、四円盤？の所、チョット矢印さしてく

れる？書画でさ、ヨエンバン？の上。そこがですね、それが、フロア的に言うと３８，３８．

９ｍのオペフロの…ちがうちがう、その下でしょ、そこオペフロだよね、オペフロもういっぺ

ん、オペフロがその上だよね、そうだね、そこがオペフロだよね。はい。ということです。ん？

すみません。マスコミさんに今日は爆発音は確認されていないのか聞かれているのですが… 

爆発音は今日は確認されていないのか聞かれているようですが、無いでよろしいでしょうか。 

車両５台。はい。はしご車１台。はい。１７名。はい。放管１名つけろ。はい。１７名つけろ
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ちょっと、待って、後ろでやらないでくれる？いいから、いいから、ちょっと後ろで離れてや

ってよ。 

放水の件で、がれきの片付けなんですけれども、海側のね、ヤードのほうは３・４の海側のヤ

ードってがれきは片付いているんでしたっけ？

３・４の海側のヤードはですね…片付いておりません。まだ十分に、あそこはですね、例の３

号機の逆洗ピットの海水ライン繋ぎ止めで非常に重要だった、そこの部分だけはなんとかです

ね、片付けられる範囲でやっているんだけれども、全面的な撤去はまだできていないという状

況です。 

はい、了解 

作業にあたれる人間というかあたっているというかどのくらいのリソースがありますか？

土木さん、土木さん。今さ、バックホーだとか、あの…

機材は今朝も届いています。十分あります。

機材届いているでしょ。機材と人…報告して。どれくらいの人数なのか。

土木グループ●●と申します。機材とオペレータについては今朝到着した分も含めて、今日の

対応は十分だと考えております。

何人？具体的に…

オペレータ８人。

オペレータ８人で…

重機については、バックホーが５台。でございます。

バックホーだけか…ブルはあるの？

ブルについては昨日の…一昨日の夜届く予定だったんですけれども…あのー

まだないのね。

はい。きてません。

まだ、きてないのね。

来る見通しは？

今のところたっておりません。

まだないのね。

ブルでなくてバックホーでやる予定でございます。

分かった。で、ブルはどこにあるの？

第二発電所の近くです。

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念
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ちょっと、待って、後ろでやらないでくれる？いいから、いいから、ちょっと後ろで離れてや

放水の件で、がれきの片付けなんですけれども、海側のね、ヤードのほうは３・４の海側のヤ

ードってがれきは片付いているんでしたっけ？

３・４の海側のヤードはですね…片付いておりません。まだ十分に、あそこはですね、例の３

号機の逆洗ピットの海水ライン繋ぎ止めで非常に重要だった、そこの部分だけはなんとかです

ね、片付けられる範囲でやっているんだけれども、全面的な撤去はまだできていないという状

作業にあたれる人間というかあたっているというかどのくらいのリソースがありますか？

土木さん、土木さん。今さ、バックホーだとか、あの…

機材は今朝も届いています。十分あります。

機材届いているでしょ。機材と人…報告して。どれくらいの人数なのか。

土木グループ●●と申します。機材とオペレータについては今朝到着した分も含めて、今日の

対応は十分だと考えております。

何人？具体的に… 

オペレータ８人。 

オペレータ８人で… 

重機については、バックホーが５台。でございます。

バックホーだけか…ブルはあるの？

ブルについては昨日の…一昨日の夜届く予定だったんですけれども…あのー

まだないのね。 

はい。きてません。 

まだ、きてないのね。 

来る見通しは？ 

今のところたっておりません。

まだないのね。 

ブルでなくてバックホーでやる予定でございます。

分かった。で、ブルはどこにあるの？

第二発電所の近くです。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

ちょっと、待って、後ろでやらないでくれる？いいから、いいから、ちょっと後ろで離れてや

放水の件で、がれきの片付けなんですけれども、海側のね、ヤードのほうは３・４の海側のヤ

ードってがれきは片付いているんでしたっけ？

３・４の海側のヤードはですね…片付いておりません。まだ十分に、あそこはですね、例の３

号機の逆洗ピットの海水ライン繋ぎ止めで非常に重要だった、そこの部分だけはなんとかです

ね、片付けられる範囲でやっているんだけれども、全面的な撤去はまだできていないという状

作業にあたれる人間というかあたっているというかどのくらいのリソースがありますか？

土木さん、土木さん。今さ、バックホーだとか、あの…

機材は今朝も届いています。十分あります。

機材届いているでしょ。機材と人…報告して。どれくらいの人数なのか。

土木グループ●●と申します。機材とオペレータについては今朝到着した分も含めて、今日の

対応は十分だと考えております。 

重機については、バックホーが５台。でございます。

バックホーだけか…ブルはあるの？ 

ブルについては昨日の…一昨日の夜届く予定だったんですけれども…あのー

今のところたっておりません。 

ブルでなくてバックホーでやる予定でございます。

分かった。で、ブルはどこにあるの？ 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

ちょっと、待って、後ろでやらないでくれる？いいから、いいから、ちょっと後ろで離れてや

放水の件で、がれきの片付けなんですけれども、海側のね、ヤードのほうは３・４の海側のヤ

ードってがれきは片付いているんでしたっけ？ 

３・４の海側のヤードはですね…片付いておりません。まだ十分に、あそこはですね、例の３

号機の逆洗ピットの海水ライン繋ぎ止めで非常に重要だった、そこの部分だけはなんとかです

ね、片付けられる範囲でやっているんだけれども、全面的な撤去はまだできていないという状

作業にあたれる人間というかあたっているというかどのくらいのリソースがありますか？

土木さん、土木さん。今さ、バックホーだとか、あの… 

機材は今朝も届いています。十分あります。 

機材届いているでしょ。機材と人…報告して。どれくらいの人数なのか。

土木グループ●●と申します。機材とオペレータについては今朝到着した分も含めて、今日の

重機については、バックホーが５台。でございます。 

ブルについては昨日の…一昨日の夜届く予定だったんですけれども…あのー

ブルでなくてバックホーでやる予定でございます。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

ちょっと、待って、後ろでやらないでくれる？いいから、いいから、ちょっと後ろで離れてや

放水の件で、がれきの片付けなんですけれども、海側のね、ヤードのほうは３・４の海側のヤ

３・４の海側のヤードはですね…片付いておりません。まだ十分に、あそこはですね、例の３

号機の逆洗ピットの海水ライン繋ぎ止めで非常に重要だった、そこの部分だけはなんとかです

ね、片付けられる範囲でやっているんだけれども、全面的な撤去はまだできていないという状

作業にあたれる人間というかあたっているというかどのくらいのリソースがありますか？

機材届いているでしょ。機材と人…報告して。どれくらいの人数なのか。 

土木グループ●●と申します。機材とオペレータについては今朝到着した分も含めて、今日の

ブルについては昨日の…一昨日の夜届く予定だったんですけれども…あのー

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

ちょっと、待って、後ろでやらないでくれる？いいから、いいから、ちょっと後ろで離れてや

放水の件で、がれきの片付けなんですけれども、海側のね、ヤードのほうは３・４の海側のヤ

３・４の海側のヤードはですね…片付いておりません。まだ十分に、あそこはですね、例の３

号機の逆洗ピットの海水ライン繋ぎ止めで非常に重要だった、そこの部分だけはなんとかです

ね、片付けられる範囲でやっているんだけれども、全面的な撤去はまだできていないという状

作業にあたれる人間というかあたっているというかどのくらいのリソースがありますか？

 

土木グループ●●と申します。機材とオペレータについては今朝到着した分も含めて、今日の

ブルについては昨日の…一昨日の夜届く予定だったんですけれども…あのー 

 

ちょっと、待って、後ろでやらないでくれる？いいから、いいから、ちょっと後ろで離れてや

放水の件で、がれきの片付けなんですけれども、海側のね、ヤードのほうは３・４の海側のヤ

３・４の海側のヤードはですね…片付いておりません。まだ十分に、あそこはですね、例の３

号機の逆洗ピットの海水ライン繋ぎ止めで非常に重要だった、そこの部分だけはなんとかです

ね、片付けられる範囲でやっているんだけれども、全面的な撤去はまだできていないという状

作業にあたれる人間というかあたっているというかどのくらいのリソースがありますか？ 

土木グループ●●と申します。機材とオペレータについては今朝到着した分も含めて、今日の
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 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

武藤副社長

土木 

武藤副社長

土木 

武藤副社長

土木 

武藤副社長

土木 

吉田所長

武藤副社長

官庁連絡班

吉田所長

武藤副社長

土木 

官庁連絡班

土木 

官庁連絡班

土木 

官庁連絡班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

テレビ会議 

 

発言者  

武藤副社長  

  

武藤副社長  

  

武藤副社長  

  

武藤副社長  

  

吉田所長  

武藤副社長  

官庁連絡班  

吉田所長  

武藤副社長  

  

官庁連絡班  

  

官庁連絡班  

  

官庁連絡班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

2011 年 3 月

 

第二ね。これ、まだ来る見通しなしだな。

はい。 

８人と５台のバックホーってことね。

はいそうです。

８人というのは現場に８人？それとも待機している人も含めて８人？

現場で待機しております。

現場に８人。 

はい。 

フルで８人しかいないんだろ…ですから線量のこともありますけども、今８人しかいないと。

全部でね。わかった。

吉田さん、それで、３・４号のさっき言ってた、山側のほうの通路についてのがれきの片づけ

が、さっき午前中という話があるのと、もう一つ別なところから１時間位という話があったん

ですけど、実際にどれくらいで終了見込みですか？

えっとうちの●●君の話では作業開始から３時間程度ということ…説明して。

ごめん。書画の字消してくれないかな？続けて下さい。

海側１時間程度。

海側１時間？ 

山側については３時間程度と考えております。

３時間程度。今からですか？

はい。消防活動が終った後、実施する計画です。

はい。 

すいません。今、話が違います。先程本店から指摘がありました、サーモビュアというものが

あるのが確認できました。サイトに…今、横に現物がきております。ただ、これの使い方を…

これはあれですよね、ＲＣＭ…

吉田さん。●●です。それは温度を測る機械で遠くから遠隔で温度がわかる仕組みをもってい

ます。従って柏崎さんからのアドバイスは遠くからそれをあてると温度がわかるかもしれない、

参考になるかもしれないよというアドバイスです。マスト使えという意味ではありません。了

解でしょうか。

分かりました。

はい。 

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念
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第二ね。これ、まだ来る見通しなしだな。

８人と５台のバックホーってことね。

はいそうです。 

８人というのは現場に８人？それとも待機している人も含めて８人？

現場で待機しております。 

 

フルで８人しかいないんだろ…ですから線量のこともありますけども、今８人しかいないと。

全部でね。わかった。 

吉田さん、それで、３・４号のさっき言ってた、山側のほうの通路についてのがれきの片づけ

が、さっき午前中という話があるのと、もう一つ別なところから１時間位という話があったん

ですけど、実際にどれくらいで終了見込みですか？

えっとうちの●●君の話では作業開始から３時間程度ということ…説明して。

ごめん。書画の字消してくれないかな？続けて下さい。

海側１時間程度。 

 

山側については３時間程度と考えております。

３時間程度。今からですか？ 

はい。消防活動が終った後、実施する計画です。

すいません。今、話が違います。先程本店から指摘がありました、サーモビュアというものが

あるのが確認できました。サイトに…今、横に現物がきております。ただ、これの使い方を…

これはあれですよね、ＲＣＭ…

吉田さん。●●です。それは温度を測る機械で遠くから遠隔で温度がわかる仕組みをもってい

ます。従って柏崎さんからのアドバイスは遠くからそれをあてると温度がわかるかもしれない、

参考になるかもしれないよというアドバイスです。マスト使えという意味ではありません。了

解でしょうか。 

分かりました。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

第二ね。これ、まだ来る見通しなしだな。 

８人と５台のバックホーってことね。 

８人というのは現場に８人？それとも待機している人も含めて８人？

 

フルで８人しかいないんだろ…ですから線量のこともありますけども、今８人しかいないと。

吉田さん、それで、３・４号のさっき言ってた、山側のほうの通路についてのがれきの片づけ

が、さっき午前中という話があるのと、もう一つ別なところから１時間位という話があったん

ですけど、実際にどれくらいで終了見込みですか？

えっとうちの●●君の話では作業開始から３時間程度ということ…説明して。

ごめん。書画の字消してくれないかな？続けて下さい。

山側については３時間程度と考えております。

 

はい。消防活動が終った後、実施する計画です。

すいません。今、話が違います。先程本店から指摘がありました、サーモビュアというものが

あるのが確認できました。サイトに…今、横に現物がきております。ただ、これの使い方を…

これはあれですよね、ＲＣＭ… 

吉田さん。●●です。それは温度を測る機械で遠くから遠隔で温度がわかる仕組みをもってい

ます。従って柏崎さんからのアドバイスは遠くからそれをあてると温度がわかるかもしれない、

参考になるかもしれないよというアドバイスです。マスト使えという意味ではありません。了

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

 

８人というのは現場に８人？それとも待機している人も含めて８人？

フルで８人しかいないんだろ…ですから線量のこともありますけども、今８人しかいないと。

吉田さん、それで、３・４号のさっき言ってた、山側のほうの通路についてのがれきの片づけ

が、さっき午前中という話があるのと、もう一つ別なところから１時間位という話があったん

ですけど、実際にどれくらいで終了見込みですか？ 

えっとうちの●●君の話では作業開始から３時間程度ということ…説明して。

ごめん。書画の字消してくれないかな？続けて下さい。 

山側については３時間程度と考えております。 

はい。消防活動が終った後、実施する計画です。 

すいません。今、話が違います。先程本店から指摘がありました、サーモビュアというものが

あるのが確認できました。サイトに…今、横に現物がきております。ただ、これの使い方を…

吉田さん。●●です。それは温度を測る機械で遠くから遠隔で温度がわかる仕組みをもってい

ます。従って柏崎さんからのアドバイスは遠くからそれをあてると温度がわかるかもしれない、

参考になるかもしれないよというアドバイスです。マスト使えという意味ではありません。了

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

８人というのは現場に８人？それとも待機している人も含めて８人？ 

フルで８人しかいないんだろ…ですから線量のこともありますけども、今８人しかいないと。

吉田さん、それで、３・４号のさっき言ってた、山側のほうの通路についてのがれきの片づけ

が、さっき午前中という話があるのと、もう一つ別なところから１時間位という話があったん

えっとうちの●●君の話では作業開始から３時間程度ということ…説明して。

すいません。今、話が違います。先程本店から指摘がありました、サーモビュアというものが

あるのが確認できました。サイトに…今、横に現物がきております。ただ、これの使い方を…

吉田さん。●●です。それは温度を測る機械で遠くから遠隔で温度がわかる仕組みをもってい

ます。従って柏崎さんからのアドバイスは遠くからそれをあてると温度がわかるかもしれない、

参考になるかもしれないよというアドバイスです。マスト使えという意味ではありません。了

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

フルで８人しかいないんだろ…ですから線量のこともありますけども、今８人しかいないと。

吉田さん、それで、３・４号のさっき言ってた、山側のほうの通路についてのがれきの片づけ

が、さっき午前中という話があるのと、もう一つ別なところから１時間位という話があったん

えっとうちの●●君の話では作業開始から３時間程度ということ…説明して。 

すいません。今、話が違います。先程本店から指摘がありました、サーモビュアというものが

あるのが確認できました。サイトに…今、横に現物がきております。ただ、これの使い方を…

吉田さん。●●です。それは温度を測る機械で遠くから遠隔で温度がわかる仕組みをもってい

ます。従って柏崎さんからのアドバイスは遠くからそれをあてると温度がわかるかもしれない、

参考になるかもしれないよというアドバイスです。マスト使えという意味ではありません。了

 

フルで８人しかいないんだろ…ですから線量のこともありますけども、今８人しかいないと。 

吉田さん、それで、３・４号のさっき言ってた、山側のほうの通路についてのがれきの片づけ

が、さっき午前中という話があるのと、もう一つ別なところから１時間位という話があったん

すいません。今、話が違います。先程本店から指摘がありました、サーモビュアというものが

あるのが確認できました。サイトに…今、横に現物がきております。ただ、これの使い方を…

吉田さん。●●です。それは温度を測る機械で遠くから遠隔で温度がわかる仕組みをもってい

ます。従って柏崎さんからのアドバイスは遠くからそれをあてると温度がわかるかもしれない、

参考になるかもしれないよというアドバイスです。マスト使えという意味ではありません。了
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本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

総務班

吉田所長

吉田所長

保安班

官庁連絡班

吉田所長

官庁連絡班

１Ｆ 

復旧班

１Ｆ 

復旧班

 

吉田所長

テレビ会議 

 

発言者  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

総務班  

吉田所長  

吉田所長  

保安班  

官庁連絡班  

吉田所長  

官庁連絡班  

  

復旧班  

  

復旧班  

 

吉田所長  

2011 年 3 月

 

吉田さん。それからもう一つ質問ですけども…３・４号の海側ヤードを通って４号の使用済み

燃料のところに放水車を運ぶことはできますか？持っていくことは？

えっと、チョット待ってください。すいません、ここは、３、海側のエリアはですね今の３号

機の、１・２・３号機に海水を送る（

の放､放、放水車もあるんですよ。それに必要な消防車も置いてありますので、そのエリアに消

火のための消防車をまわすことは困難だと言っております。

通過できないということね。

通過出来ません。

はい。 

吉田所長、その点公設消防にもよくご理解頂くようにしてください。生命線が傷つけられるこ

とのないように。正確な情報提供お願い致します。以上。

ということで、ちょっとね、みなさんにわかりやすいようにジェネラルアレンジメントに立ち

入り禁止区域がわかる図面を至急作って内容を共有して下さい。それは誰がやってくれるか

な？●●以下で早速やって下さい。どのエリアが今、立ち入りが出来ないかと、重機等がです

ね、そういう図面を作ります。

それと…先だってですね、さっきの線量表示の図面をもういっぺん書画でだしてもらえます？

●●さん、この書画でさ、この、書画、この書画ベースでいいから入れる範囲、だめな範囲を

図面で示してくれる？ごめんマイク使って。

書画で映ってます。左側の方から物揚場です。このブルーのところから３・４号機入り口海側

の道路のここまでを車の立ち入りを禁止したいと思います。車の立ち入り禁止します。７番ゲ

ートからこちら側の片づけをする場合はここの、のり面側の山側の道路を通ってもらうように

表示します。立ち入り規制はこういったものを使ってやります。以上です。あと…大きい全体

図でいきますと、これ見えるかな？これが物揚場。ここが海、海側です。

●●さん。チョット割り込んでいい？

高橋さんどうぞ。

●●さんの説明のやつで、今、本店で検討していた４号への注水ってね、ＰＰのさ、Ｒ／Ｂ１・

２号の山側を通って、それから中央の通りを海側にえっと、いって、それから今、その図面で

３０って書いてあるところをポールを右折して海側ヤードをずっといって４号Ｔ／Ｂの方にい

ってＲ／Ｂの４号に放水しようと思ってるんだけど、それが出来ないってこと？

それがさ、もう一回いいですか？今、高橋さんが言ったルートは、こう通って（指を指しなが

ら説明）…ぐるっと回って来ると…今、我々の設定でいくと、ここ通れませんから。

４号のＲ／Ｂの前が線量が厳しいと聞いていたのでＴ／Ｂの裏から回ってＴ／Ｂの陰からＲ／

Ｂに放水するというルートで後ろを通るルートを考えてい、そのルートががれきが沢山あるの

でがれきの処理をして頂くということで考えていたんだけれど、それが使えないってことです

かね、使えるってことですかね、多分、今、がれきがあるから使えない

すいません、もう一回お願いできます？

Ｔ／Ｂの後ろを回り込んでＴ／Ｂの裏からＲ／Ｂを望めるところで…

Ｔ／Ｂ側だと給水装置が残っちゃうな…

いいんだよ。もう言ってあるから。
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で、そのがれきの処理が済めばＴ／Ｂの裏側から回り込んで線量の低いところで放水するとい

うことを考えていたんですよ。で、がれきの処理さえ済めば、そちらからアクセスできると本

店は考えておったんですが、それについてサイトはどうお考えですかね。

何？何？いや、だからがれきの問題ではなくて、ここの…●●、あのポンプ車のあるところ、

その場所示してあげたら？そこのエリアはポンプ車があって、そこから３号４号、３号４号ま

でホース車があるでしょ。ホース車があるでしょ？ホースがいってるでしょ？

ポンプ、ポンプ…でホースがこうなっていて（図面を指しながら説明）１号２号３号で供給さ

れています。ですから、先程言ったようにここまでの範囲が禁止。

そういうことね。

●●さん、だからさっきの絵でいくと命綱の給水のホースがここまできているわけですよ。だ

から、ここのがれきを片付ける以前にもうすでにここが入れない状態。そういうことです。

そこを何とか鉄板で養生して入ろうと思ってたんですよ。それでちょっと時間がかかるかと思

っていたんですが。

でも、３０って書いてある下のところはさぁ、ようするに養生をしっかりやればホースを傷つ

けないようにやればクリアできんでしょ？

ええ、そういうつもりで…

出来るんでしょ。悪いんだけど、本店さんの計画に入っているんだかわからないけど、そこの

養生の装置を至急手配してもらって、きてもらうと…いい？

そこは今、土木がいっているチームが昨日気が付いて養生の手配をしたということになってい

ます。 

●●さん、それでいい？タービンで養生する…タービンの責任者誰かいる？

タービンの人いる？●●でわかる？わかんない？ちょっと確実に確認できないんで…

今、それがどのくらい確実に出来るか不明です。だから、予断をもたないで、ここの担当して

いる者から説明して今、実現可能性を確認して報告させます。以上です。もしそれがうまくい

けば、ここの３０って書いてあるところをまたいでバックホーを入れて、この通行できずとい

うエリアにバックホーを入れて、それでここのがれきを片付けるという作業を土木でやろうと

しているわけ？

はい、そうです。

本部の方に再度お伝えします。総理大臣が７時半にここに見える予定と申しましたけれども併

せて海江田大臣及び保安院もみえるということです。

公設消防さんはまだこられてないということでいいですか？

はい、まだです。

●●さん。●●さん。

はい●●です。…はい。わかりました。

…今日昼に大成が１２時到着の予定でもう向かってますんで、おっかけで、今８人って言いま

したけど、プラス２０人、２０人でいいんだよね、が昼に、今日の１２時に到着します。です
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…今日昼に大成が１２時到着の予定でもう向かってますんで、おっかけで、今８人って言いま

したけど、プラス２０人、２０人でいいんだよね、が昼に、今日の１２時に到着します。です
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から後続が向かっています。

２Ｆの増田さん。２Ｆ増田さんいらっしゃいますか？

●●さんいます？

大臣ブリーフィング、●●ですけど。

公設消防はですね、どちらの公設かわかりますかね。

浪江、富岡…富岡消防署だよね？富岡消防署だよね。

富岡消防署です。

富岡消防署ですね。了解しました。

この時間を使ってチョット確認。プラントのパラメータに大きな変化ないですか？１号２号３

号のプラントパラメータには大きな変化ないですか？読み上げる必要はないんで。

ありません。 

ないってことね。●●さん、ＯＫ。

４号火災でＱＡを一つ確認させて下さい。Ｑです。前回の火災が鎮火して以降、どのような監

視を行ってきたか。これ参考アンサーですが、海水移送ポンプの発電機に燃料を補給する際な

どに、通行する社員がその都度目視で現場を確認してきた。常時監視はしていない。どうでし

ょうか。 

ぐちゃぐちゃ言わないで、常時監視はしていないんだからさ、油運ぶ際にとか言わないでさ、

ディスクリートにっていうかさ、点検したっていう言い方で良いんじゃないの。ディスクリー

トにって何て言うんだ日本語で。

散発的に。 

まあ、さんぱ…

たまたまその時に。

たまたま…ん～

かんけつ的に。

かんけつ、そう、うん、かんけつ的にまあちょっと工夫してくれよそんなもん、こっち側にお

前全部頼まないでお前、そんなもんやっとったら全部考えなきゃいけないこっちは。

テスト、テスト、テレビ朝日マイクテスト、マイクテストです。はい、ありがとうございます。

作業自体は、瓦礫除去はですね、作業にとっかかれば一時間程度なんですよ。ただし今あの、

消防の関係があるんで、あの、その後、その今この火災の話が無ければもう朝一からって事だ

ったんですけど。ええ…ええ・・・。

今書画で…どういう位置関係ね。書画で見せてもらいますから。ええ、それは引き続き、大成

チームのほうで出来るという、最優先は消火の方で、次は電源の方という流れでやってます。
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今消防車がどこまで行っていて、どういう条件があるのかという事をちょっと書画で、●●さ

んお願い。 

もうちょっと小さくしてこれ。いまえっと海側の道路を、まあガラがこうあるという事で、今

ここにあの重機があります。で、この重機を使ってですね、この道路のガラを片付けるのは一

時間位で出来るという事です。今この４号の火災の、が終わって、この安全上が確保されたら

一時間で事が片付くと。あとここの部分がその養生が必要と言ってる部分で、この養生が終わ

ればこういう道を通ってこっち側に寄り付けると。一応そういう今作業の状況です。で、もう

こちらが入る準備というのは出来ていて、あとはその安全の確保の状況次第という形です。

その段取りがどうなってるかっていう事まで。

その段取り自体はもう出来ていて、重機もあって除去は一時間で、後はあそこの送水管の鉄板

の養生、実作業は一時間で出来るという事が、今●●が説明した…。

その鉄板養生がいつ頃終わりそうかって事だよ。

発電所のタービンさんでさっき吉田さん至急詰めてると言ってますが、サイトの方ではどんな

感じでしょうか？

ちょっとまだ情報が入って来てないんで。

ほう酸ですか？ほう酸はですね、あります。ちょっと量、●●君か？量的なもの報告して。

あとですね、あとでいいです。

福島第一の在庫量。今第一の構内に６００キロあります。あと１８トンが町内に今あります。

以上です。 

吉田所長。その後現場に行かれた方はいらっしゃいませんか、どうぞ。

現場に行った人は居ませんね。

了解。その後現場に行かれて、今、現在煙があるか炎があるかが確認出来た場合至急ご連絡下

さい。お願いします。

了解しました。

保安班います？

保安班、本店本部保安班。

保安班より連絡します。最新のモニタリング情報、正門の所でのモニタリング結果でございま

すが、７時３０分現在６５１マイクロシーベルト／ｈ、えー中性子検出されず、えー風向北西

の風１．３ｍ／ｓ、以上です。

１Ｆさん。モニタリングポストの値、えーもう一度読み上げて下さい。

了解しました。７時３０分現在６５１マイクロシーベルト／ｈ、中性子線量０．０１マイクロ

シーベルト／ｈ以下、風向北西１．３ｍ／ｓ、採取場所は正門です。ＭＰ６の近傍と判断しま

す。 

１Ｆさん、現在の天候はいかがでしょうか。

今確認中です。
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了解しました。７時３０分現在６５１マイクロシーベルト／ｈ、中性子線量０．０１マイクロ
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了解しました。

本店広報班なんですが、ちょっと確認よろしいでしょうか。今一旦、一階プレスルームの記者

レクは一旦中止させていただきまして、新しい情報が入り次第という事になっております。確

認させていただいている事は、昨日起こりました際、その際一応私共、自然消火しましたとい

う事プレスしているんですが、その際には消防は入っていたんですか？っていう確認がありま

す。第一さん、聞こえますでしょうか？

消、昨日は消防は入っておりません。

はい。それから、消火を確認してから、その後の動きなんですけども、定期的に検査に監視に

行ってたとか、そういった所はあるんでしょうか。

はい。定期的には、定期的には、このエリアを遠くからなんですけど、線量が高くて近づけな

いんで遠くからですが、目視で確認に行ってたという事でございます。

誰か天気確認してくれた？天気。

すいませんでした。曇り。雨はありません。

雨ない。現在の気候、天気は曇りです。雨は降っておりません。以上。

すいません、広報班ですけど一点確認させて下さい。プレスからの確認なんですけれども、公

設の消防隊は発電所に到着してるかどうかという点はいかがでしょうか。

まだです。 

了解致しました。

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。現場をですね、直近で確認したのはいつ

で、どこから見たか、これをすいません確認させていただきたいんですが。

了解しました。

直近でですね、現場はいつ？を確認したのは…６時４５分です。

直近でですね、現場を確認したのは…６時４５分です。

公設消防が到着した時の対応は大丈夫ですか？

確認場所はですね、その４号リアクタービルの当該の箇所が遠望出来る高台から。

了解致しました。それは先程の写真ですか？どうぞ。

そうです。それで、今、再度同じところから見に行かせてますので。

了解、了解。広報さんそれでは６時４５分に最後に見た時には炎が無い、炎がありません。お

願いします。 

了解致しました。

最後に現場を見たのは６時４５分、当該箇所遠望から眺めて、その時点で炎は無かった。お願

いします。 

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  26 / 197 

了解しました。 

本店広報班なんですが、ちょっと確認よろしいでしょうか。今一旦、一階プレスルームの記者

レクは一旦中止させていただきまして、新しい情報が入り次第という事になっております。確

認させていただいている事は、昨日起こりました際、その際一応私共、自然消火しましたとい

う事プレスしているんですが、その際には消防は入っていたんですか？っていう確認がありま

す。第一さん、聞こえますでしょうか？

消、昨日は消防は入っておりません。

はい。それから、消火を確認してから、その後の動きなんですけども、定期的に検査に監視に

行ってたとか、そういった所はあるんでしょうか。

はい。定期的には、定期的には、このエリアを遠くからなんですけど、線量が高くて近づけな

いんで遠くからですが、目視で確認に行ってたという事でございます。

誰か天気確認してくれた？天気。

すいませんでした。曇り。雨はありません。

雨ない。現在の気候、天気は曇りです。雨は降っておりません。以上。

すいません、広報班ですけど一点確認させて下さい。プレスからの確認なんですけれども、公

設の消防隊は発電所に到着してるかどうかという点はいかがでしょうか。

了解致しました。 

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。現場をですね、直近で確認したのはいつ

で、どこから見たか、これをすいません確認させていただきたいんですが。

了解しました。 

直近でですね、現場はいつ？を確認したのは…６時４５分です。

直近でですね、現場を確認したのは…６時４５分です。

公設消防が到着した時の対応は大丈夫ですか？

確認場所はですね、その４号リアクタービルの当該の箇所が遠望出来る高台から。

了解致しました。それは先程の写真ですか？どうぞ。

そうです。それで、今、再度同じところから見に行かせてますので。

了解、了解。広報さんそれでは６時４５分に最後に見た時には炎が無い、炎がありません。お

 

了解致しました。 

最後に現場を見たのは６時４５分、当該箇所遠望から眺めて、その時点で炎は無かった。お願

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

本店広報班なんですが、ちょっと確認よろしいでしょうか。今一旦、一階プレスルームの記者

レクは一旦中止させていただきまして、新しい情報が入り次第という事になっております。確

認させていただいている事は、昨日起こりました際、その際一応私共、自然消火しましたとい

う事プレスしているんですが、その際には消防は入っていたんですか？っていう確認がありま

す。第一さん、聞こえますでしょうか？ 

消、昨日は消防は入っておりません。 

はい。それから、消火を確認してから、その後の動きなんですけども、定期的に検査に監視に

行ってたとか、そういった所はあるんでしょうか。

はい。定期的には、定期的には、このエリアを遠くからなんですけど、線量が高くて近づけな

いんで遠くからですが、目視で確認に行ってたという事でございます。

誰か天気確認してくれた？天気。 

すいませんでした。曇り。雨はありません。

雨ない。現在の気候、天気は曇りです。雨は降っておりません。以上。

すいません、広報班ですけど一点確認させて下さい。プレスからの確認なんですけれども、公

設の消防隊は発電所に到着してるかどうかという点はいかがでしょうか。

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。現場をですね、直近で確認したのはいつ

で、どこから見たか、これをすいません確認させていただきたいんですが。

直近でですね、現場はいつ？を確認したのは…６時４５分です。

直近でですね、現場を確認したのは…６時４５分です。

公設消防が到着した時の対応は大丈夫ですか？

確認場所はですね、その４号リアクタービルの当該の箇所が遠望出来る高台から。

了解致しました。それは先程の写真ですか？どうぞ。

そうです。それで、今、再度同じところから見に行かせてますので。

了解、了解。広報さんそれでは６時４５分に最後に見た時には炎が無い、炎がありません。お

最後に現場を見たのは６時４５分、当該箇所遠望から眺めて、その時点で炎は無かった。お願

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

本店広報班なんですが、ちょっと確認よろしいでしょうか。今一旦、一階プレスルームの記者

レクは一旦中止させていただきまして、新しい情報が入り次第という事になっております。確

認させていただいている事は、昨日起こりました際、その際一応私共、自然消火しましたとい

う事プレスしているんですが、その際には消防は入っていたんですか？っていう確認がありま

はい。それから、消火を確認してから、その後の動きなんですけども、定期的に検査に監視に

行ってたとか、そういった所はあるんでしょうか。 

はい。定期的には、定期的には、このエリアを遠くからなんですけど、線量が高くて近づけな

いんで遠くからですが、目視で確認に行ってたという事でございます。

すいませんでした。曇り。雨はありません。 

雨ない。現在の気候、天気は曇りです。雨は降っておりません。以上。

すいません、広報班ですけど一点確認させて下さい。プレスからの確認なんですけれども、公

設の消防隊は発電所に到着してるかどうかという点はいかがでしょうか。

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。現場をですね、直近で確認したのはいつ

で、どこから見たか、これをすいません確認させていただきたいんですが。

直近でですね、現場はいつ？を確認したのは…６時４５分です。

直近でですね、現場を確認したのは…６時４５分です。 

公設消防が到着した時の対応は大丈夫ですか？ 

確認場所はですね、その４号リアクタービルの当該の箇所が遠望出来る高台から。

了解致しました。それは先程の写真ですか？どうぞ。 

そうです。それで、今、再度同じところから見に行かせてますので。

了解、了解。広報さんそれでは６時４５分に最後に見た時には炎が無い、炎がありません。お

最後に現場を見たのは６時４５分、当該箇所遠望から眺めて、その時点で炎は無かった。お願

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

本店広報班なんですが、ちょっと確認よろしいでしょうか。今一旦、一階プレスルームの記者

レクは一旦中止させていただきまして、新しい情報が入り次第という事になっております。確

認させていただいている事は、昨日起こりました際、その際一応私共、自然消火しましたとい

う事プレスしているんですが、その際には消防は入っていたんですか？っていう確認がありま

はい。それから、消火を確認してから、その後の動きなんですけども、定期的に検査に監視に

はい。定期的には、定期的には、このエリアを遠くからなんですけど、線量が高くて近づけな

いんで遠くからですが、目視で確認に行ってたという事でございます。 

雨ない。現在の気候、天気は曇りです。雨は降っておりません。以上。 

すいません、広報班ですけど一点確認させて下さい。プレスからの確認なんですけれども、公

設の消防隊は発電所に到着してるかどうかという点はいかがでしょうか。 

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。現場をですね、直近で確認したのはいつ

で、どこから見たか、これをすいません確認させていただきたいんですが。

直近でですね、現場はいつ？を確認したのは…６時４５分です。 

確認場所はですね、その４号リアクタービルの当該の箇所が遠望出来る高台から。

そうです。それで、今、再度同じところから見に行かせてますので。 

了解、了解。広報さんそれでは６時４５分に最後に見た時には炎が無い、炎がありません。お

最後に現場を見たのは６時４５分、当該箇所遠望から眺めて、その時点で炎は無かった。お願

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

本店広報班なんですが、ちょっと確認よろしいでしょうか。今一旦、一階プレスルームの記者

レクは一旦中止させていただきまして、新しい情報が入り次第という事になっております。確

認させていただいている事は、昨日起こりました際、その際一応私共、自然消火しましたとい

う事プレスしているんですが、その際には消防は入っていたんですか？っていう確認がありま

はい。それから、消火を確認してから、その後の動きなんですけども、定期的に検査に監視に

はい。定期的には、定期的には、このエリアを遠くからなんですけど、線量が高くて近づけな

すいません、広報班ですけど一点確認させて下さい。プレスからの確認なんですけれども、公

 

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。現場をですね、直近で確認したのはいつ

で、どこから見たか、これをすいません確認させていただきたいんですが。 

確認場所はですね、その４号リアクタービルの当該の箇所が遠望出来る高台から。 

了解、了解。広報さんそれでは６時４５分に最後に見た時には炎が無い、炎がありません。お

最後に現場を見たのは６時４５分、当該箇所遠望から眺めて、その時点で炎は無かった。お願

 

本店広報班なんですが、ちょっと確認よろしいでしょうか。今一旦、一階プレスルームの記者

レクは一旦中止させていただきまして、新しい情報が入り次第という事になっております。確

認させていただいている事は、昨日起こりました際、その際一応私共、自然消火しましたとい

う事プレスしているんですが、その際には消防は入っていたんですか？っていう確認がありま

はい。それから、消火を確認してから、その後の動きなんですけども、定期的に検査に監視に

はい。定期的には、定期的には、このエリアを遠くからなんですけど、線量が高くて近づけな

すいません、広報班ですけど一点確認させて下さい。プレスからの確認なんですけれども、公

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。現場をですね、直近で確認したのはいつ

了解、了解。広報さんそれでは６時４５分に最後に見た時には炎が無い、炎がありません。お

最後に現場を見たのは６時４５分、当該箇所遠望から眺めて、その時点で炎は無かった。お願
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了解致しました。

訂正です、訂正です。６時４５分ではなくて、６時１５分です。申し訳ありません。訂正お願

い出来ますか？

６時１５分、了解致しました。

はい。 

復旧班、復旧班だと思いますが、技術スタッフ社長の横に配置して下さい。社長が情報がきち

んと取れるように技術スタッフを配置して下さい。技術班了解ですか？技術班、復旧班、復旧

班、復旧班。 

いいです。 

１Ｆサイトさん、本店ですけれども、電源の復旧の東北工事線からの工事の状況分かりますか。

ちょっとお待ち下さい。

えっと、機材と作業員の方はこちらに着いております。当初の予定では、６時から説明を行っ

てえー作業に掛かる予定でおりましたが、えー消火活動がありますので、それが終わってから

スタートという事を考えております。消火活動が終わった後、えっと、放射線の確認をしてい

ただいて、その後スタートをするという計画をしております。

という事はもう今あれ消えちゃって消火活動も無いから、もう開始するって事で良いですか？

いや、今消火活動が不要という判断をしていただければ、作業に掛かる事が出来ます。

いやいやそんなあれじゃないんですよ。消火活動最優先。

そうですよね。

最優先。 

●●部長？ 

吉田さん。 

はい、吉田です。

１、２、３号機、４号機の状況簡単にちょっと説明してくれますか。原子炉の状況など。

はい、ちょっとお待ち下さいませ。まず、細かい話は別として１、２、３号機は今、パラメー

タは順調に推移しております。それだけまず最初にご報告します。●●くん、●●くん、プラ

ント状況を報告して下さい。

はい。プラントのパラメータは、大きな変化は無くて特段異常はありません。２号機で外部か

ら海水を注入しているポンプの流量が一時的に取れなくなりましたが、原因は計装系のバッテ

リーが低下した事と判断され、注水は継続しているので、こちらについても特段大きな問題は

ありません。以上です。

○○さん。４号機の今のそのプールの、昨日から手配してるあれの状況はどこまでいってんだ？

あれ、ほら、昨日から水を注入する（
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了解致しました。 

訂正です、訂正です。６時４５分ではなくて、６時１５分です。申し訳ありません。訂正お願

い出来ますか？ 

６時１５分、了解致しました。

復旧班、復旧班だと思いますが、技術スタッフ社長の横に配置して下さい。社長が情報がきち

んと取れるように技術スタッフを配置して下さい。技術班了解ですか？技術班、復旧班、復旧

 

１Ｆサイトさん、本店ですけれども、電源の復旧の東北工事線からの工事の状況分かりますか。

ちょっとお待ち下さい。 

えっと、機材と作業員の方はこちらに着いております。当初の予定では、６時から説明を行っ

てえー作業に掛かる予定でおりましたが、えー消火活動がありますので、それが終わってから

スタートという事を考えております。消火活動が終わった後、えっと、放射線の確認をしてい

ただいて、その後スタートをするという計画をしております。

という事はもう今あれ消えちゃって消火活動も無いから、もう開始するって事で良いですか？

いや、今消火活動が不要という判断をしていただければ、作業に掛かる事が出来ます。

いやいやそんなあれじゃないんですよ。消火活動最優先。

そうですよね。 

はい、吉田です。 

１、２、３号機、４号機の状況簡単にちょっと説明してくれますか。原子炉の状況など。

はい、ちょっとお待ち下さいませ。まず、細かい話は別として１、２、３号機は今、パラメー

タは順調に推移しております。それだけまず最初にご報告します。●●くん、●●くん、プラ

ント状況を報告して下さい。 

はい。プラントのパラメータは、大きな変化は無くて特段異常はありません。２号機で外部か

ら海水を注入しているポンプの流量が一時的に取れなくなりましたが、原因は計装系のバッテ

リーが低下した事と判断され、注水は継続しているので、こちらについても特段大きな問題は

ありません。以上です。 

○○さん。４号機の今のそのプールの、昨日から手配してるあれの状況はどこまでいってんだ？

あれ、ほら、昨日から水を注入する（

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

訂正です、訂正です。６時４５分ではなくて、６時１５分です。申し訳ありません。訂正お願

６時１５分、了解致しました。 

復旧班、復旧班だと思いますが、技術スタッフ社長の横に配置して下さい。社長が情報がきち

んと取れるように技術スタッフを配置して下さい。技術班了解ですか？技術班、復旧班、復旧

１Ｆサイトさん、本店ですけれども、電源の復旧の東北工事線からの工事の状況分かりますか。

えっと、機材と作業員の方はこちらに着いております。当初の予定では、６時から説明を行っ

てえー作業に掛かる予定でおりましたが、えー消火活動がありますので、それが終わってから

スタートという事を考えております。消火活動が終わった後、えっと、放射線の確認をしてい

ただいて、その後スタートをするという計画をしております。

という事はもう今あれ消えちゃって消火活動も無いから、もう開始するって事で良いですか？

いや、今消火活動が不要という判断をしていただければ、作業に掛かる事が出来ます。

いやいやそんなあれじゃないんですよ。消火活動最優先。

１、２、３号機、４号機の状況簡単にちょっと説明してくれますか。原子炉の状況など。

はい、ちょっとお待ち下さいませ。まず、細かい話は別として１、２、３号機は今、パラメー

タは順調に推移しております。それだけまず最初にご報告します。●●くん、●●くん、プラ

 

はい。プラントのパラメータは、大きな変化は無くて特段異常はありません。２号機で外部か

ら海水を注入しているポンプの流量が一時的に取れなくなりましたが、原因は計装系のバッテ

リーが低下した事と判断され、注水は継続しているので、こちらについても特段大きな問題は

○○さん。４号機の今のそのプールの、昨日から手配してるあれの状況はどこまでいってんだ？

あれ、ほら、昨日から水を注入する（?）それ本店のほうからあれ、やったけども。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

訂正です、訂正です。６時４５分ではなくて、６時１５分です。申し訳ありません。訂正お願

復旧班、復旧班だと思いますが、技術スタッフ社長の横に配置して下さい。社長が情報がきち

んと取れるように技術スタッフを配置して下さい。技術班了解ですか？技術班、復旧班、復旧

１Ｆサイトさん、本店ですけれども、電源の復旧の東北工事線からの工事の状況分かりますか。

えっと、機材と作業員の方はこちらに着いております。当初の予定では、６時から説明を行っ

てえー作業に掛かる予定でおりましたが、えー消火活動がありますので、それが終わってから

スタートという事を考えております。消火活動が終わった後、えっと、放射線の確認をしてい

ただいて、その後スタートをするという計画をしております。

という事はもう今あれ消えちゃって消火活動も無いから、もう開始するって事で良いですか？

いや、今消火活動が不要という判断をしていただければ、作業に掛かる事が出来ます。

いやいやそんなあれじゃないんですよ。消火活動最優先。 

１、２、３号機、４号機の状況簡単にちょっと説明してくれますか。原子炉の状況など。

はい、ちょっとお待ち下さいませ。まず、細かい話は別として１、２、３号機は今、パラメー

タは順調に推移しております。それだけまず最初にご報告します。●●くん、●●くん、プラ

はい。プラントのパラメータは、大きな変化は無くて特段異常はありません。２号機で外部か

ら海水を注入しているポンプの流量が一時的に取れなくなりましたが、原因は計装系のバッテ

リーが低下した事と判断され、注水は継続しているので、こちらについても特段大きな問題は

○○さん。４号機の今のそのプールの、昨日から手配してるあれの状況はどこまでいってんだ？

）それ本店のほうからあれ、やったけども。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

訂正です、訂正です。６時４５分ではなくて、６時１５分です。申し訳ありません。訂正お願

復旧班、復旧班だと思いますが、技術スタッフ社長の横に配置して下さい。社長が情報がきち

んと取れるように技術スタッフを配置して下さい。技術班了解ですか？技術班、復旧班、復旧

１Ｆサイトさん、本店ですけれども、電源の復旧の東北工事線からの工事の状況分かりますか。

えっと、機材と作業員の方はこちらに着いております。当初の予定では、６時から説明を行っ

てえー作業に掛かる予定でおりましたが、えー消火活動がありますので、それが終わってから

スタートという事を考えております。消火活動が終わった後、えっと、放射線の確認をしてい

ただいて、その後スタートをするという計画をしております。 

という事はもう今あれ消えちゃって消火活動も無いから、もう開始するって事で良いですか？

いや、今消火活動が不要という判断をしていただければ、作業に掛かる事が出来ます。

 

１、２、３号機、４号機の状況簡単にちょっと説明してくれますか。原子炉の状況など。

はい、ちょっとお待ち下さいませ。まず、細かい話は別として１、２、３号機は今、パラメー

タは順調に推移しております。それだけまず最初にご報告します。●●くん、●●くん、プラ

はい。プラントのパラメータは、大きな変化は無くて特段異常はありません。２号機で外部か

ら海水を注入しているポンプの流量が一時的に取れなくなりましたが、原因は計装系のバッテ

リーが低下した事と判断され、注水は継続しているので、こちらについても特段大きな問題は

○○さん。４号機の今のそのプールの、昨日から手配してるあれの状況はどこまでいってんだ？

）それ本店のほうからあれ、やったけども。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

訂正です、訂正です。６時４５分ではなくて、６時１５分です。申し訳ありません。訂正お願

復旧班、復旧班だと思いますが、技術スタッフ社長の横に配置して下さい。社長が情報がきち

んと取れるように技術スタッフを配置して下さい。技術班了解ですか？技術班、復旧班、復旧

１Ｆサイトさん、本店ですけれども、電源の復旧の東北工事線からの工事の状況分かりますか。

えっと、機材と作業員の方はこちらに着いております。当初の予定では、６時から説明を行っ

てえー作業に掛かる予定でおりましたが、えー消火活動がありますので、それが終わってから

スタートという事を考えております。消火活動が終わった後、えっと、放射線の確認をしてい

という事はもう今あれ消えちゃって消火活動も無いから、もう開始するって事で良いですか？

いや、今消火活動が不要という判断をしていただければ、作業に掛かる事が出来ます。 

１、２、３号機、４号機の状況簡単にちょっと説明してくれますか。原子炉の状況など。

はい、ちょっとお待ち下さいませ。まず、細かい話は別として１、２、３号機は今、パラメー

タは順調に推移しております。それだけまず最初にご報告します。●●くん、●●くん、プラ

はい。プラントのパラメータは、大きな変化は無くて特段異常はありません。２号機で外部か

ら海水を注入しているポンプの流量が一時的に取れなくなりましたが、原因は計装系のバッテ

リーが低下した事と判断され、注水は継続しているので、こちらについても特段大きな問題は

○○さん。４号機の今のそのプールの、昨日から手配してるあれの状況はどこまでいってんだ？

）それ本店のほうからあれ、やったけども。 

 

訂正です、訂正です。６時４５分ではなくて、６時１５分です。申し訳ありません。訂正お願

復旧班、復旧班だと思いますが、技術スタッフ社長の横に配置して下さい。社長が情報がきち

んと取れるように技術スタッフを配置して下さい。技術班了解ですか？技術班、復旧班、復旧

１Ｆサイトさん、本店ですけれども、電源の復旧の東北工事線からの工事の状況分かりますか。 

えっと、機材と作業員の方はこちらに着いております。当初の予定では、６時から説明を行っ

てえー作業に掛かる予定でおりましたが、えー消火活動がありますので、それが終わってから

スタートという事を考えております。消火活動が終わった後、えっと、放射線の確認をしてい

という事はもう今あれ消えちゃって消火活動も無いから、もう開始するって事で良いですか？ 

 

１、２、３号機、４号機の状況簡単にちょっと説明してくれますか。原子炉の状況など。 

はい、ちょっとお待ち下さいませ。まず、細かい話は別として１、２、３号機は今、パラメー

タは順調に推移しております。それだけまず最初にご報告します。●●くん、●●くん、プラ

はい。プラントのパラメータは、大きな変化は無くて特段異常はありません。２号機で外部か

ら海水を注入しているポンプの流量が一時的に取れなくなりましたが、原因は計装系のバッテ

リーが低下した事と判断され、注水は継続しているので、こちらについても特段大きな問題は

○○さん。４号機の今のそのプールの、昨日から手配してるあれの状況はどこまでいってんだ？
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清水社長
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清水社長
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広報班  
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広報班  
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発電班  

吉田所長  

 

吉田所長  

 

吉田所長  

 

吉田所長  

 

清水社長  

復旧班  

清水社長  

復旧班  

清水社長  

復旧班  

 

広報班  

 

2011 年 3 月

 

これまでのデータは、本店さんのほうに、細かいパラメータは今まで通り送っておりますが、

えっと必要があればここでもご説明致しますので、本店さんのほうでご確認下さい。指示下さ

い。お願いします。

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。本日５時４５分に炎が上がっているのを

確認されましたが、その前に、その前に直近で現場を確認された時間がもし分かれば教えてい

ただけますか。

はい。いつ確認したかもう一度確認してご連絡致します。

あとすいません、広報班ですけれどもう一点。３・４号の中央制御室に現在何名の方がいらっ

しゃるか、この人数を確認いただければと思います。

違うよ、ごめん、今、今よ。今何人居るのか。今ね。

はい。現在は０名です。

もう一度整理します。現時点では３・４号中操は、避難をしておりまして０名です。よろしい

ですか？ 

はい、結構です。

あとですね、先程今の天候はという事で私曇りと答えましたが、ちょっと小雨が降ったりパラ

パラ降ったりという事で、あの曇り時々雨というそういう状態です。

吉田さん。本店●●ですが。●●ですけれども、何番に電話すれば良いですか？電話しますけ

ど。 

携帯？ 

内線で良いです。

●●●●。 

はい、分かりました。

復旧班、復旧班、今の４号機のプラント全体の火災以外の状況と、それから５号機の状況もし

っかり確認しておいて下さい。

はい。確認して報告します。

それから、公設消防が入った時の現場の対応策、今とにかく待機状態？

待機状態です。

その時の必要な手当て、それをまとめてきちんとサイトに指示しといて。

はい。指示してここにも報告します。

１Ｆ、１Ｆからですが、前回の４号機パトロールは４時３０分台に行っています。

４時３０分、了解致しました。

すいません、切り替えてもらえますか・書画にしてもらえますか。
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これまでのデータは、本店さんのほうに、細かいパラメータは今まで通り送っておりますが、

えっと必要があればここでもご説明致しますので、本店さんのほうでご確認下さい。指示下さ

い。お願いします。 

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。本日５時４５分に炎が上がっているのを

確認されましたが、その前に、その前に直近で現場を確認された時間がもし分かれば教えてい

ただけますか。 

はい。いつ確認したかもう一度確認してご連絡致します。

あとすいません、広報班ですけれどもう一点。３・４号の中央制御室に現在何名の方がいらっ

しゃるか、この人数を確認いただければと思います。

違うよ、ごめん、今、今よ。今何人居るのか。今ね。

はい。現在は０名です。 

もう一度整理します。現時点では３・４号中操は、避難をしておりまして０名です。よろしい

はい、結構です。 

あとですね、先程今の天候はという事で私曇りと答えましたが、ちょっと小雨が降ったりパラ

パラ降ったりという事で、あの曇り時々雨というそういう状態です。

吉田さん。本店●●ですが。●●ですけれども、何番に電話すれば良いですか？電話しますけ

内線で良いです。 

はい、分かりました。 

復旧班、復旧班、今の４号機のプラント全体の火災以外の状況と、それから５号機の状況もし

っかり確認しておいて下さい。

はい。確認して報告します。 

それから、公設消防が入った時の現場の対応策、今とにかく待機状態？

待機状態です。 

その時の必要な手当て、それをまとめてきちんとサイトに指示しといて。

はい。指示してここにも報告します。

１Ｆ、１Ｆからですが、前回の４号機パトロールは４時３０分台に行っています。

４時３０分、了解致しました。

すいません、切り替えてもらえますか・書画にしてもらえますか。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

これまでのデータは、本店さんのほうに、細かいパラメータは今まで通り送っておりますが、

えっと必要があればここでもご説明致しますので、本店さんのほうでご確認下さい。指示下さ

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。本日５時４５分に炎が上がっているのを

確認されましたが、その前に、その前に直近で現場を確認された時間がもし分かれば教えてい

はい。いつ確認したかもう一度確認してご連絡致します。

あとすいません、広報班ですけれどもう一点。３・４号の中央制御室に現在何名の方がいらっ

しゃるか、この人数を確認いただければと思います。

違うよ、ごめん、今、今よ。今何人居るのか。今ね。

もう一度整理します。現時点では３・４号中操は、避難をしておりまして０名です。よろしい

あとですね、先程今の天候はという事で私曇りと答えましたが、ちょっと小雨が降ったりパラ

パラ降ったりという事で、あの曇り時々雨というそういう状態です。

吉田さん。本店●●ですが。●●ですけれども、何番に電話すれば良いですか？電話しますけ

復旧班、復旧班、今の４号機のプラント全体の火災以外の状況と、それから５号機の状況もし

っかり確認しておいて下さい。 

 

それから、公設消防が入った時の現場の対応策、今とにかく待機状態？

その時の必要な手当て、それをまとめてきちんとサイトに指示しといて。

はい。指示してここにも報告します。 

１Ｆ、１Ｆからですが、前回の４号機パトロールは４時３０分台に行っています。

４時３０分、了解致しました。 

すいません、切り替えてもらえますか・書画にしてもらえますか。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

これまでのデータは、本店さんのほうに、細かいパラメータは今まで通り送っておりますが、

えっと必要があればここでもご説明致しますので、本店さんのほうでご確認下さい。指示下さ

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。本日５時４５分に炎が上がっているのを

確認されましたが、その前に、その前に直近で現場を確認された時間がもし分かれば教えてい

はい。いつ確認したかもう一度確認してご連絡致します。 

あとすいません、広報班ですけれどもう一点。３・４号の中央制御室に現在何名の方がいらっ

しゃるか、この人数を確認いただければと思います。 

違うよ、ごめん、今、今よ。今何人居るのか。今ね。 

もう一度整理します。現時点では３・４号中操は、避難をしておりまして０名です。よろしい

あとですね、先程今の天候はという事で私曇りと答えましたが、ちょっと小雨が降ったりパラ

パラ降ったりという事で、あの曇り時々雨というそういう状態です。

吉田さん。本店●●ですが。●●ですけれども、何番に電話すれば良いですか？電話しますけ

復旧班、復旧班、今の４号機のプラント全体の火災以外の状況と、それから５号機の状況もし

それから、公設消防が入った時の現場の対応策、今とにかく待機状態？

その時の必要な手当て、それをまとめてきちんとサイトに指示しといて。

１Ｆ、１Ｆからですが、前回の４号機パトロールは４時３０分台に行っています。

すいません、切り替えてもらえますか・書画にしてもらえますか。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

これまでのデータは、本店さんのほうに、細かいパラメータは今まで通り送っておりますが、

えっと必要があればここでもご説明致しますので、本店さんのほうでご確認下さい。指示下さ

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。本日５時４５分に炎が上がっているのを

確認されましたが、その前に、その前に直近で現場を確認された時間がもし分かれば教えてい

 

あとすいません、広報班ですけれどもう一点。３・４号の中央制御室に現在何名の方がいらっ

もう一度整理します。現時点では３・４号中操は、避難をしておりまして０名です。よろしい

あとですね、先程今の天候はという事で私曇りと答えましたが、ちょっと小雨が降ったりパラ

パラ降ったりという事で、あの曇り時々雨というそういう状態です。 

吉田さん。本店●●ですが。●●ですけれども、何番に電話すれば良いですか？電話しますけ

復旧班、復旧班、今の４号機のプラント全体の火災以外の状況と、それから５号機の状況もし

それから、公設消防が入った時の現場の対応策、今とにかく待機状態？ 

その時の必要な手当て、それをまとめてきちんとサイトに指示しといて。 

１Ｆ、１Ｆからですが、前回の４号機パトロールは４時３０分台に行っています。

すいません、切り替えてもらえますか・書画にしてもらえますか。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

これまでのデータは、本店さんのほうに、細かいパラメータは今まで通り送っておりますが、

えっと必要があればここでもご説明致しますので、本店さんのほうでご確認下さい。指示下さ

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。本日５時４５分に炎が上がっているのを

確認されましたが、その前に、その前に直近で現場を確認された時間がもし分かれば教えてい

あとすいません、広報班ですけれどもう一点。３・４号の中央制御室に現在何名の方がいらっ

もう一度整理します。現時点では３・４号中操は、避難をしておりまして０名です。よろしい

あとですね、先程今の天候はという事で私曇りと答えましたが、ちょっと小雨が降ったりパラ

吉田さん。本店●●ですが。●●ですけれども、何番に電話すれば良いですか？電話しますけ

復旧班、復旧班、今の４号機のプラント全体の火災以外の状況と、それから５号機の状況もし

 

１Ｆ、１Ｆからですが、前回の４号機パトロールは４時３０分台に行っています。 

 

これまでのデータは、本店さんのほうに、細かいパラメータは今まで通り送っておりますが、

えっと必要があればここでもご説明致しますので、本店さんのほうでご確認下さい。指示下さ

すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。本日５時４５分に炎が上がっているのを

確認されましたが、その前に、その前に直近で現場を確認された時間がもし分かれば教えてい

あとすいません、広報班ですけれどもう一点。３・４号の中央制御室に現在何名の方がいらっ

もう一度整理します。現時点では３・４号中操は、避難をしておりまして０名です。よろしい

あとですね、先程今の天候はという事で私曇りと答えましたが、ちょっと小雨が降ったりパラ

吉田さん。本店●●ですが。●●ですけれども、何番に電話すれば良いですか？電話しますけ

復旧班、復旧班、今の４号機のプラント全体の火災以外の状況と、それから５号機の状況もし
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本店 
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本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 
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本店 
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総務 

広報班

総務班

発話場所不

非公開> 
清水社長

総務班

発話場所不

非公開> 
清水社長

総務班

発話場所不

非公開> 
清水社長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

清水社長

総務班

情報班

テレビ会議 

 

発言者  

  

広報班  

総務班  

清水社長  

総務班  

清水社長  

総務班  

清水社長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

清水社長  

総務班  

情報班  

2011 年 3 月

 

ただいまの情報では、菅総理お見えにならなくなった、という事です。情勢変化ありますから、

ひとつの情報として捉えて下さい。

すいません、広報班ですけれども、火災の発生に関する第２報をですね、プレスしたいと思っ

ております。書画に今内容をかけてございます。変更点はですね、最後の３行だけでございま

す。そちらを読み上げます。同日、午前６時１５分頃、当社社員が現場確認をしたところ、自

然に火が消えている事を確認しました。今後注意深く監視して参ります。この様な内容で２報

をおかけしたいと思いますが、いかがでしょうか。

福島第一さん聞こえますか？

清水だけどね、今のその現場の状況についてもう一回現場の確認した状況をちょっと報告して

下さい。復旧班。

福島第一さん聞こえますか？

復旧班、復旧班。その今の広報のあれは事実なんだね？自然消火ってのは。

福島第一さん、所長以外で誰か出られませんか？

それ、あとでちゃんと確認しといて。

はい。すいません。今、プレ文を中心に社長からのお尋ねがあります。下の三行ですが。６時

１５分に見たら火がなかった。これは事実か。これが１番です。事実ですね。

火がなかったというのは、本人が確認した事実でございます。

事実ですね。了解。火が。自然に火が消えていたが言い過ぎかどうかを一つテーマとしましょ

う。 

それは事実じゃないです。それはわかりません。

了解。自然に火が消えていたかどうかはわからないのは広報さんちょっと把握しといて下さい。

社長からの指示です。可及的速やかに、現場の今の様子が知りたい。これが社長からの指示で

す。福島第一さん。了解でしょうか。

すいません。ちょっと、あの、聞き取りづらいんでもう少し大きい声でお願いします。

はい。えーなるべく早く現場の今の様子が知りたい。この火事の現場のことです。それが社長

の願いです。了解でしょうか。

わかりました。今ですね。現場にまた確認、現場といいますか、この当該の箇所まで行けませ

んので、先ほどから見ております場所に、今、人がいっておりまして、そこでの確認、再確認

をしております。

了解。今、火があるか。今、煙が出ているか、という観点が重要です。よろしくお願いします。

今ね。本店班で把握してもらいたいんだけど。本店の各班。えっと…現状のサイトにいる人員、

社員、協力会社等サイトと事務連絡しながら確認しといて下さい。

えっと…こちらは原子力情報。

情報班で確認いたします。情報班ですぐ確認いたします。
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ただいまの情報では、菅総理お見えにならなくなった、という事です。情勢変化ありますから、

ひとつの情報として捉えて下さい。

すいません、広報班ですけれども、火災の発生に関する第２報をですね、プレスしたいと思っ

ております。書画に今内容をかけてございます。変更点はですね、最後の３行だけでございま

す。そちらを読み上げます。同日、午前６時１５分頃、当社社員が現場確認をしたところ、自

然に火が消えている事を確認しました。今後注意深く監視して参ります。この様な内容で２報

をおかけしたいと思いますが、いかがでしょうか。

福島第一さん聞こえますか？ 

清水だけどね、今のその現場の状況についてもう一回現場の確認した状況をちょっと報告して

下さい。復旧班。 

福島第一さん聞こえますか？ 

復旧班、復旧班。その今の広報のあれは事実なんだね？自然消火ってのは。

福島第一さん、所長以外で誰か出られませんか？

それ、あとでちゃんと確認しといて。

はい。すいません。今、プレ文を中心に社長からのお尋ねがあります。下の三行ですが。６時

１５分に見たら火がなかった。これは事実か。これが１番です。事実ですね。

火がなかったというのは、本人が確認した事実でございます。

事実ですね。了解。火が。自然に火が消えていたが言い過ぎかどうかを一つテーマとしましょ

それは事実じゃないです。それはわかりません。

了解。自然に火が消えていたかどうかはわからないのは広報さんちょっと把握しといて下さい。

社長からの指示です。可及的速やかに、現場の今の様子が知りたい。これが社長からの指示で

す。福島第一さん。了解でしょうか。

すいません。ちょっと、あの、聞き取りづらいんでもう少し大きい声でお願いします。

はい。えーなるべく早く現場の今の様子が知りたい。この火事の現場のことです。それが社長

の願いです。了解でしょうか。

わかりました。今ですね。現場にまた確認、現場といいますか、この当該の箇所まで行けませ

んので、先ほどから見ております場所に、今、人がいっておりまして、そこでの確認、再確認

をしております。 

了解。今、火があるか。今、煙が出ているか、という観点が重要です。よろしくお願いします。

今ね。本店班で把握してもらいたいんだけど。本店の各班。えっと…現状のサイトにいる人員、

社員、協力会社等サイトと事務連絡しながら確認しといて下さい。

えっと…こちらは原子力情報。

情報班で確認いたします。情報班ですぐ確認いたします。
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発言内容
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す。そちらを読み上げます。同日、午前６時１５分頃、当社社員が現場確認をしたところ、自

然に火が消えている事を確認しました。今後注意深く監視して参ります。この様な内容で２報

をおかけしたいと思いますが、いかがでしょうか。

 

清水だけどね、今のその現場の状況についてもう一回現場の確認した状況をちょっと報告して
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はい。すいません。今、プレ文を中心に社長からのお尋ねがあります。下の三行ですが。６時

１５分に見たら火がなかった。これは事実か。これが１番です。事実ですね。

火がなかったというのは、本人が確認した事実でございます。

事実ですね。了解。火が。自然に火が消えていたが言い過ぎかどうかを一つテーマとしましょ

それは事実じゃないです。それはわかりません。

了解。自然に火が消えていたかどうかはわからないのは広報さんちょっと把握しといて下さい。

社長からの指示です。可及的速やかに、現場の今の様子が知りたい。これが社長からの指示で

す。福島第一さん。了解でしょうか。 

すいません。ちょっと、あの、聞き取りづらいんでもう少し大きい声でお願いします。

はい。えーなるべく早く現場の今の様子が知りたい。この火事の現場のことです。それが社長

の願いです。了解でしょうか。 

わかりました。今ですね。現場にまた確認、現場といいますか、この当該の箇所まで行けませ

んので、先ほどから見ております場所に、今、人がいっておりまして、そこでの確認、再確認

了解。今、火があるか。今、煙が出ているか、という観点が重要です。よろしくお願いします。

今ね。本店班で把握してもらいたいんだけど。本店の各班。えっと…現状のサイトにいる人員、

社員、協力会社等サイトと事務連絡しながら確認しといて下さい。

えっと…こちらは原子力情報。 

情報班で確認いたします。情報班ですぐ確認いたします。
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発言内容 

ただいまの情報では、菅総理お見えにならなくなった、という事です。情勢変化ありますから、

すいません、広報班ですけれども、火災の発生に関する第２報をですね、プレスしたいと思っ

ております。書画に今内容をかけてございます。変更点はですね、最後の３行だけでございま

す。そちらを読み上げます。同日、午前６時１５分頃、当社社員が現場確認をしたところ、自

然に火が消えている事を確認しました。今後注意深く監視して参ります。この様な内容で２報

をおかけしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

清水だけどね、今のその現場の状況についてもう一回現場の確認した状況をちょっと報告して

復旧班、復旧班。その今の広報のあれは事実なんだね？自然消火ってのは。

福島第一さん、所長以外で誰か出られませんか？ 

はい。すいません。今、プレ文を中心に社長からのお尋ねがあります。下の三行ですが。６時

１５分に見たら火がなかった。これは事実か。これが１番です。事実ですね。

火がなかったというのは、本人が確認した事実でございます。

事実ですね。了解。火が。自然に火が消えていたが言い過ぎかどうかを一つテーマとしましょ

それは事実じゃないです。それはわかりません。 

了解。自然に火が消えていたかどうかはわからないのは広報さんちょっと把握しといて下さい。

社長からの指示です。可及的速やかに、現場の今の様子が知りたい。これが社長からの指示で

すいません。ちょっと、あの、聞き取りづらいんでもう少し大きい声でお願いします。

はい。えーなるべく早く現場の今の様子が知りたい。この火事の現場のことです。それが社長

わかりました。今ですね。現場にまた確認、現場といいますか、この当該の箇所まで行けませ

んので、先ほどから見ております場所に、今、人がいっておりまして、そこでの確認、再確認

了解。今、火があるか。今、煙が出ているか、という観点が重要です。よろしくお願いします。

今ね。本店班で把握してもらいたいんだけど。本店の各班。えっと…現状のサイトにいる人員、

社員、協力会社等サイトと事務連絡しながら確認しといて下さい。

情報班で確認いたします。情報班ですぐ確認いたします。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

ただいまの情報では、菅総理お見えにならなくなった、という事です。情勢変化ありますから、

すいません、広報班ですけれども、火災の発生に関する第２報をですね、プレスしたいと思っ

ております。書画に今内容をかけてございます。変更点はですね、最後の３行だけでございま

す。そちらを読み上げます。同日、午前６時１５分頃、当社社員が現場確認をしたところ、自

然に火が消えている事を確認しました。今後注意深く監視して参ります。この様な内容で２報

清水だけどね、今のその現場の状況についてもう一回現場の確認した状況をちょっと報告して

復旧班、復旧班。その今の広報のあれは事実なんだね？自然消火ってのは。

はい。すいません。今、プレ文を中心に社長からのお尋ねがあります。下の三行ですが。６時

１５分に見たら火がなかった。これは事実か。これが１番です。事実ですね。

火がなかったというのは、本人が確認した事実でございます。 

事実ですね。了解。火が。自然に火が消えていたが言い過ぎかどうかを一つテーマとしましょ

了解。自然に火が消えていたかどうかはわからないのは広報さんちょっと把握しといて下さい。

社長からの指示です。可及的速やかに、現場の今の様子が知りたい。これが社長からの指示で

すいません。ちょっと、あの、聞き取りづらいんでもう少し大きい声でお願いします。

はい。えーなるべく早く現場の今の様子が知りたい。この火事の現場のことです。それが社長

わかりました。今ですね。現場にまた確認、現場といいますか、この当該の箇所まで行けませ

んので、先ほどから見ております場所に、今、人がいっておりまして、そこでの確認、再確認

了解。今、火があるか。今、煙が出ているか、という観点が重要です。よろしくお願いします。

今ね。本店班で把握してもらいたいんだけど。本店の各班。えっと…現状のサイトにいる人員、

社員、協力会社等サイトと事務連絡しながら確認しといて下さい。 
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ただいまの情報では、菅総理お見えにならなくなった、という事です。情勢変化ありますから、

すいません、広報班ですけれども、火災の発生に関する第２報をですね、プレスしたいと思っ

ております。書画に今内容をかけてございます。変更点はですね、最後の３行だけでございま

す。そちらを読み上げます。同日、午前６時１５分頃、当社社員が現場確認をしたところ、自

然に火が消えている事を確認しました。今後注意深く監視して参ります。この様な内容で２報

清水だけどね、今のその現場の状況についてもう一回現場の確認した状況をちょっと報告して

復旧班、復旧班。その今の広報のあれは事実なんだね？自然消火ってのは。 

はい。すいません。今、プレ文を中心に社長からのお尋ねがあります。下の三行ですが。６時

１５分に見たら火がなかった。これは事実か。これが１番です。事実ですね。 

事実ですね。了解。火が。自然に火が消えていたが言い過ぎかどうかを一つテーマとしましょ

了解。自然に火が消えていたかどうかはわからないのは広報さんちょっと把握しといて下さい。

社長からの指示です。可及的速やかに、現場の今の様子が知りたい。これが社長からの指示で

すいません。ちょっと、あの、聞き取りづらいんでもう少し大きい声でお願いします。 

はい。えーなるべく早く現場の今の様子が知りたい。この火事の現場のことです。それが社長

わかりました。今ですね。現場にまた確認、現場といいますか、この当該の箇所まで行けませ

んので、先ほどから見ております場所に、今、人がいっておりまして、そこでの確認、再確認

了解。今、火があるか。今、煙が出ているか、という観点が重要です。よろしくお願いします。

今ね。本店班で把握してもらいたいんだけど。本店の各班。えっと…現状のサイトにいる人員、

 

ただいまの情報では、菅総理お見えにならなくなった、という事です。情勢変化ありますから、

すいません、広報班ですけれども、火災の発生に関する第２報をですね、プレスしたいと思っ

ております。書画に今内容をかけてございます。変更点はですね、最後の３行だけでございま

す。そちらを読み上げます。同日、午前６時１５分頃、当社社員が現場確認をしたところ、自

然に火が消えている事を確認しました。今後注意深く監視して参ります。この様な内容で２報

清水だけどね、今のその現場の状況についてもう一回現場の確認した状況をちょっと報告して

はい。すいません。今、プレ文を中心に社長からのお尋ねがあります。下の三行ですが。６時

事実ですね。了解。火が。自然に火が消えていたが言い過ぎかどうかを一つテーマとしましょ

了解。自然に火が消えていたかどうかはわからないのは広報さんちょっと把握しといて下さい。

社長からの指示です。可及的速やかに、現場の今の様子が知りたい。これが社長からの指示で

 

はい。えーなるべく早く現場の今の様子が知りたい。この火事の現場のことです。それが社長

わかりました。今ですね。現場にまた確認、現場といいますか、この当該の箇所まで行けませ

んので、先ほどから見ております場所に、今、人がいっておりまして、そこでの確認、再確認

了解。今、火があるか。今、煙が出ているか、という観点が重要です。よろしくお願いします。 

今ね。本店班で把握してもらいたいんだけど。本店の各班。えっと…現状のサイトにいる人員、
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広報さん。火が消えているの部分の修文についてご提案下さい。お願いします。

本店さん。すいません。今、やっていただいてる２報なんですけれども、えっと、プレスのタ

イミングなんですが、昨日は公設消防がこなかったので、こちらで出せましたけれども、通常

は、あの、消防の判断を待ってからでないと出せませんので出すタイミングについてはちょっ

とストップお願いします。

本店。了解です。すいません。本店から再確認。鎮火という言葉が使えないだけですか。それ

とも、プレス自体が不可能ですか。お返答願います。１Ｆさんどうぞ。

プレス自体のタイミングを消防の確認をもってということにします。

もう一度聞きます。消防の確認がなければプレスは不可能という意味ですか。どうぞ。

ええと、１Ｆサイトですが、鎮火をしたとか、火が消えてるとかの判断は消防の判断ですから。

イエス。その通り。火が消えているは事実です。了解。了解です。鎮火という言葉とか火が消

えているという言葉をいっているんで、プレスが不可能といっているんではないですね。どう

ぞ。 

そうです。プレスをすること自体は。

了解。内容の問題と理解しました。鎮火という言葉は本店。聞いて下さい。鎮火という言葉は

本店も避けているので、火が消えているは事実です。これは評価ではありません。ごめんなさ

い。火が見えないが事実です。そこに今書き換えをしますので、サイトさん。もう一度検討を

お願いします。広報さん。修文の提案お願いします。

それではですね。表現として、当社社員が現場確認をしたところ、火は確認出来ませんでした。

という表現はどうかなと今、思っておりますがいかがでしょうか。

はい。今、現場に行かしたその人間が確認した結果、火は確認できなかったのはできなかった

ですし、それ以上の表現はないと思います。

えー…了解と理解しました。プレ文では６時１５分の段階の事実を書いていますんで、今のと

ころ、このプレ文を今のところ生かします。ゴーサインが出るまで、あるいは変更があるまで。

再度確認したところって表現を入れた方がいいと思いますよ。再度確認したところ、火がうん

ぬんと。 

えっと、それでは当社社員が現場確認をしたところのところに再度を生かしますか？

了解いたしました。えっと、当社社員が再度現場確認をしたところ、火は確認出来ませんでし

た。 

その再度に時間をちゃんと入れて。

いや。６時１５分。頭に６時１５分。

当日、午前６時１５分ごろ当社社員が再度現場を確認したところ、火は確認出来ませんでした。

はい。それでいいです。

１Ｆ通報班の●●です。あの、津波でのプレスについて、時間ですが、先ほど１５分という話

がありましたが、その前に自治体への通報続報を出しますので、再度時間調整させて下さい。

お願いします。了解いたしました。
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広報さん。火が消えているの部分の修文についてご提案下さい。お願いします。

本店さん。すいません。今、やっていただいてる２報なんですけれども、えっと、プレスのタ

イミングなんですが、昨日は公設消防がこなかったので、こちらで出せましたけれども、通常

は、あの、消防の判断を待ってからでないと出せませんので出すタイミングについてはちょっ

とストップお願いします。 

本店。了解です。すいません。本店から再確認。鎮火という言葉が使えないだけですか。それ

とも、プレス自体が不可能ですか。お返答願います。１Ｆさんどうぞ。

プレス自体のタイミングを消防の確認をもってということにします。

もう一度聞きます。消防の確認がなければプレスは不可能という意味ですか。どうぞ。

ええと、１Ｆサイトですが、鎮火をしたとか、火が消えてるとかの判断は消防の判断ですから。

イエス。その通り。火が消えているは事実です。了解。了解です。鎮火という言葉とか火が消

えているという言葉をいっているんで、プレスが不可能といっているんではないですね。どう

そうです。プレスをすること自体は。

了解。内容の問題と理解しました。鎮火という言葉は本店。聞いて下さい。鎮火という言葉は

本店も避けているので、火が消えているは事実です。これは評価ではありません。ごめんなさ

い。火が見えないが事実です。そこに今書き換えをしますので、サイトさん。もう一度検討を

お願いします。広報さん。修文の提案お願いします。

それではですね。表現として、当社社員が現場確認をしたところ、火は確認出来ませんでした。

という表現はどうかなと今、思っておりますがいかがでしょうか。

はい。今、現場に行かしたその人間が確認した結果、火は確認できなかったのはできなかった

ですし、それ以上の表現はないと思います。

えー…了解と理解しました。プレ文では６時１５分の段階の事実を書いていますんで、今のと

ころ、このプレ文を今のところ生かします。ゴーサインが出るまで、あるいは変更があるまで。

再度確認したところって表現を入れた方がいいと思いますよ。再度確認したところ、火がうん

えっと、それでは当社社員が現場確認をしたところのところに再度を生かしますか？

了解いたしました。えっと、当社社員が再度現場確認をしたところ、火は確認出来ませんでし

その再度に時間をちゃんと入れて。

いや。６時１５分。頭に６時１５分。

当日、午前６時１５分ごろ当社社員が再度現場を確認したところ、火は確認出来ませんでした。

はい。それでいいです。 

１Ｆ通報班の●●です。あの、津波でのプレスについて、時間ですが、先ほど１５分という話

がありましたが、その前に自治体への通報続報を出しますので、再度時間調整させて下さい。

お願いします。了解いたしました。
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発言内容

広報さん。火が消えているの部分の修文についてご提案下さい。お願いします。
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イミングなんですが、昨日は公設消防がこなかったので、こちらで出せましたけれども、通常

は、あの、消防の判断を待ってからでないと出せませんので出すタイミングについてはちょっ
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プレス自体のタイミングを消防の確認をもってということにします。

もう一度聞きます。消防の確認がなければプレスは不可能という意味ですか。どうぞ。

ええと、１Ｆサイトですが、鎮火をしたとか、火が消えてるとかの判断は消防の判断ですから。

イエス。その通り。火が消えているは事実です。了解。了解です。鎮火という言葉とか火が消

えているという言葉をいっているんで、プレスが不可能といっているんではないですね。どう

そうです。プレスをすること自体は。 

了解。内容の問題と理解しました。鎮火という言葉は本店。聞いて下さい。鎮火という言葉は

本店も避けているので、火が消えているは事実です。これは評価ではありません。ごめんなさ

い。火が見えないが事実です。そこに今書き換えをしますので、サイトさん。もう一度検討を
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えているという言葉をいっているんで、プレスが不可能といっているんではないですね。どう

了解。内容の問題と理解しました。鎮火という言葉は本店。聞いて下さい。鎮火という言葉は

本店も避けているので、火が消えているは事実です。これは評価ではありません。ごめんなさ

い。火が見えないが事実です。そこに今書き換えをしますので、サイトさん。もう一度検討を

それではですね。表現として、当社社員が現場確認をしたところ、火は確認出来ませんでした。

という表現はどうかなと今、思っておりますがいかがでしょうか。 

はい。今、現場に行かしたその人間が確認した結果、火は確認できなかったのはできなかった

えー…了解と理解しました。プレ文では６時１５分の段階の事実を書いていますんで、今のと

ころ、このプレ文を今のところ生かします。ゴーサインが出るまで、あるいは変更があるまで。

再度確認したところって表現を入れた方がいいと思いますよ。再度確認したところ、火がうん

えっと、それでは当社社員が現場確認をしたところのところに再度を生かしますか？

了解いたしました。えっと、当社社員が再度現場確認をしたところ、火は確認出来ませんでし

当日、午前６時１５分ごろ当社社員が再度現場を確認したところ、火は確認出来ませんでした。

１Ｆ通報班の●●です。あの、津波でのプレスについて、時間ですが、先ほど１５分という話

がありましたが、その前に自治体への通報続報を出しますので、再度時間調整させて下さい。
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えているという言葉をいっているんで、プレスが不可能といっているんではないですね。どう

了解。内容の問題と理解しました。鎮火という言葉は本店。聞いて下さい。鎮火という言葉は

本店も避けているので、火が消えているは事実です。これは評価ではありません。ごめんなさ

い。火が見えないが事実です。そこに今書き換えをしますので、サイトさん。もう一度検討を

それではですね。表現として、当社社員が現場確認をしたところ、火は確認出来ませんでした。

はい。今、現場に行かしたその人間が確認した結果、火は確認できなかったのはできなかった

えー…了解と理解しました。プレ文では６時１５分の段階の事実を書いていますんで、今のと

ころ、このプレ文を今のところ生かします。ゴーサインが出るまで、あるいは変更があるまで。

再度確認したところって表現を入れた方がいいと思いますよ。再度確認したところ、火がうん
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がありましたが、その前に自治体への通報続報を出しますので、再度時間調整させて下さい。

 

本店さん。すいません。今、やっていただいてる２報なんですけれども、えっと、プレスのタ

イミングなんですが、昨日は公設消防がこなかったので、こちらで出せましたけれども、通常

は、あの、消防の判断を待ってからでないと出せませんので出すタイミングについてはちょっ

本店。了解です。すいません。本店から再確認。鎮火という言葉が使えないだけですか。それ

 

ええと、１Ｆサイトですが、鎮火をしたとか、火が消えてるとかの判断は消防の判断ですから。 
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えているという言葉をいっているんで、プレスが不可能といっているんではないですね。どう

了解。内容の問題と理解しました。鎮火という言葉は本店。聞いて下さい。鎮火という言葉は
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それではですね。表現として、当社社員が現場確認をしたところ、火は確認出来ませんでした。

はい。今、現場に行かしたその人間が確認した結果、火は確認できなかったのはできなかった

えー…了解と理解しました。プレ文では６時１５分の段階の事実を書いていますんで、今のと
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再度確認したところって表現を入れた方がいいと思いますよ。再度確認したところ、火がうん
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保安班。保安班。現在の。保安班。あの、モニタリングデータ。周辺のね。モニタリングデー

タ。それの最新の情報を報告して下さい。

風向きもお願いしますね。

サイト、保安班より報告いたします。７時５０分現在。正門でのモニタリング結果について報

告いたします。６３６．８マイクロシーベルト

ません。風向は西風。風速１．２

ざいます。線量率でございます。６３６．８マイクロシーベルト／ｈ。中性子については依然

検出されておりません。風向西風。風速１．２

すいません。広報班ですけれども、一応念のために先ほどの指摘反映いたしまして、修文いた

しました。ええ、同日午前６時１５分頃、当社社員が再度現場確認をしたところ、火は確認で

きませんでした。今後、注意深く監視してまいります。以上でございます。

あの、公設消防への通報が実際、大体６時２０分ですけれども、その前から電話をかけていた

ので、これでもいいという理解でよろしいでしょうか。

もうそれしかないでしょう。

はい。わかりました。

あの、広報対応はじゃあ、ちょっと後にして。今もう消火の･･･。

●●さん。●●さん。ええっと電話番号･･･。

●●●● 

●●●● 

これしかし･･･あれだな～どうしようもねえな～

ちょっと聞きたいんですけどね、いま東北電力の線もだめだったんでしょ。

えっと、すいません。発電所吉田でございます。第一吉田でございます。本店さんに確認しま

す。あのプレスの議論はいいんですけども、公設消防はこちらに着いておりません。それで、

現場の公設消防による確認をしてもらうことでいいんですよね。

してもらうことでの意味がわかりません。プレスとの前後関係をおっしゃってるか、それとも

現場確認の必要性をおっしゃってるか。どちらでしょうか。

あの、そう。まず、現場確認は必ず公設消防に、まあ、どのエリアでやるか別にして確認して

もらうってことはいいですよね？

はい。 

んで、それとプレスの関係は広報班並びに本店さんにおまかせしますので、よろしくお願いし

ます。 

了解です。プレスと消防の判断はリンクしていませんので、プレスはプレスで動きます。消防

の現場確認は消防のご判断で必要と思われます。以上です。

ただ今、正門に消防の指揮車が１台到着。後続の消防車両３台はまだ到着しておりません。以

上です。 
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保安班。保安班。現在の。保安班。あの、モニタリングデータ。周辺のね。モニタリングデー

タ。それの最新の情報を報告して下さい。

風向きもお願いしますね。 

サイト、保安班より報告いたします。７時５０分現在。正門でのモニタリング結果について報

告いたします。６３６．８マイクロシーベルト
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ざいます。線量率でございます。６３６．８マイクロシーベルト／ｈ。中性子については依然

検出されておりません。風向西風。風速１．２

すいません。広報班ですけれども、一応念のために先ほどの指摘反映いたしまして、修文いた
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きませんでした。今後、注意深く監視してまいります。以上でございます。

あの、公設消防への通報が実際、大体６時２０分ですけれども、その前から電話をかけていた

ので、これでもいいという理解でよろしいでしょうか。

もうそれしかないでしょう。 

はい。わかりました。 

あの、広報対応はじゃあ、ちょっと後にして。今もう消火の･･･。

●●さん。●●さん。ええっと電話番号･･･。

これしかし･･･あれだな～どうしようもねえな～

ちょっと聞きたいんですけどね、いま東北電力の線もだめだったんでしょ。

えっと、すいません。発電所吉田でございます。第一吉田でございます。本店さんに確認しま

す。あのプレスの議論はいいんですけども、公設消防はこちらに着いておりません。それで、

現場の公設消防による確認をしてもらうことでいいんですよね。

してもらうことでの意味がわかりません。プレスとの前後関係をおっしゃってるか、それとも

現場確認の必要性をおっしゃってるか。どちらでしょうか。

あの、そう。まず、現場確認は必ず公設消防に、まあ、どのエリアでやるか別にして確認して

もらうってことはいいですよね？

んで、それとプレスの関係は広報班並びに本店さんにおまかせしますので、よろしくお願いし

了解です。プレスと消防の判断はリンクしていませんので、プレスはプレスで動きます。消防

の現場確認は消防のご判断で必要と思われます。以上です。

ただ今、正門に消防の指揮車が１台到着。後続の消防車両３台はまだ到着しておりません。以
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きませんでした。今後、注意深く監視してまいります。以上でございます。

あの、公設消防への通報が実際、大体６時２０分ですけれども、その前から電話をかけていた
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●●さん。●●さん。ええっと電話番号･･･。

これしかし･･･あれだな～どうしようもねえな～

ちょっと聞きたいんですけどね、いま東北電力の線もだめだったんでしょ。

えっと、すいません。発電所吉田でございます。第一吉田でございます。本店さんに確認しま

す。あのプレスの議論はいいんですけども、公設消防はこちらに着いておりません。それで、

現場の公設消防による確認をしてもらうことでいいんですよね。

してもらうことでの意味がわかりません。プレスとの前後関係をおっしゃってるか、それとも
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す。あのプレスの議論はいいんですけども、公設消防はこちらに着いておりません。それで、

現場の公設消防による確認をしてもらうことでいいんですよね。

してもらうことでの意味がわかりません。プレスとの前後関係をおっしゃってるか、それとも

現場確認の必要性をおっしゃってるか。どちらでしょうか。

あの、そう。まず、現場確認は必ず公設消防に、まあ、どのエリアでやるか別にして確認して

んで、それとプレスの関係は広報班並びに本店さんにおまかせしますので、よろしくお願いし

了解です。プレスと消防の判断はリンクしていませんので、プレスはプレスで動きます。消防

の現場確認は消防のご判断で必要と思われます。以上です。
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してもらうことでの意味がわかりません。プレスとの前後関係をおっしゃってるか、それとも

現場確認の必要性をおっしゃってるか。どちらでしょうか。 

あの、そう。まず、現場確認は必ず公設消防に、まあ、どのエリアでやるか別にして確認して

んで、それとプレスの関係は広報班並びに本店さんにおまかせしますので、よろしくお願いし
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８時１４分。正門に指揮車到着。８時１４分。正門に指揮車到着。本店了解です。指揮車は指

揮ぐるまね。 

サイトさん。先ほどの指示の繰り返しですが、公設消防さんに対する事情の説明、線量の説明、

誘導、よろしくお願いします。公設消防からは１人１人、１３名のアテンドをつけてくれとい

う依頼がきています。再確認です。実現に努力下さい。よろしくお願いします。

わかりました。

●●部長。社長の指示はこの達成状況を確認せよということですかね。こちらのフォローをお

願いします。 

体制及び達成状況を確認して報告するということです。現場にも指示せよとのことです。

すいません。今のところがちょっと意味不明で、私、何をやるんでしたっけ？

すいません。申し訳ありません。

えっと、吉田さん側のお願いしたい事をもう一度言います。正門、その他でですね。公設消防

への情報提供遺漏なきを、線量の情報提供、道の誘導、その他必要な情報提供に遺漏なきをお

願いします。２番目、公設消防からは人数分のアテンドをつけてくれという依頼があります。

こちらに対応お願いしたい。以上です。

それは承っているんだけど、その後、社長からの指示によりというのは関係ないですね。

それは関係ありません。今、私が言った２つだけです。お願いします。

はい。 

●●君ちょっといい。●●君。なんで、●●●●？あ･･･●●くん。ごめんね。

本部長よろしいでしょうか。

発話されているのどなたですか。●●さんどうぞ。

先ほどの構内にいる人の人数の･･･ご照会ありましたけれども、現状ですね。１８１人。内協力

企業が４人です。これ、今朝１時半現在です。なお、詳細確認中でございます。社員が１７７、

協力企業が４人。総勢１８１人ですが、再度チェックしてるところでございます。以上です。

福島第一。吉田所長。

はい。吉田です。

お忙しいとこすいません。あの、そちらで公設消防とのやりとりにつきまして、こちらでもカ

ウンターパートを用意したいと思います。そちら誰に連絡すればいいですか。

公設消防とのやりとりにつきましては、●●が対応しております。

了解。じゃあ●●と。ありがとうございます。

広報班ですけれども、あの、先ほどの第２報はですね。８時半、８時半に出したいと考えてお

ります。以上です。

了解しました。
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協力企業が４人。総勢１８１人ですが、再度チェックしてるところでございます。以上です。

お忙しいとこすいません。あの、そちらで公設消防とのやりとりにつきまして、こちらでもカ

ウンターパートを用意したいと思います。そちら誰に連絡すればいいですか。

公設消防とのやりとりにつきましては、●●が対応しております。

了解。じゃあ●●と。ありがとうございます。

広報班ですけれども、あの、先ほどの第２報はですね。８時半、８時半に出したいと考えてお
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う依頼がきています。再確認です。実現に努力下さい。よろしくお願いします。

●●部長。社長の指示はこの達成状況を確認せよということですかね。こちらのフォローをお

体制及び達成状況を確認して報告するということです。現場にも指示せよとのことです。

すいません。今のところがちょっと意味不明で、私、何をやるんでしたっけ？

えっと、吉田さん側のお願いしたい事をもう一度言います。正門、その他でですね。公設消防

への情報提供遺漏なきを、線量の情報提供、道の誘導、その他必要な情報提供に遺漏なきをお

願いします。２番目、公設消防からは人数分のアテンドをつけてくれという依頼があります。
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本店本部内にお願いします。さっき私がちょっと発音をミスりまして、本部内の会話の時には、

本部の中にお尋ねするという風に明言しましょう。私がちょっと間違えて混乱を招きました。

申し訳ありません。それから、本部の中少し騒がしくなってきています。静粛にお、お心掛け

下さい。すいません。もう一度、サイトが本店同士の会話を拾っちゃわないように、本店の中

では本店内かわかるような会話に心がけて下さい。お願いします。

保安班より連絡します。８時１０分現在のモニタリング結果でございます。線量につきまして、

６２０．６マイクロシーベルト

までございます。以上です。

ええ、資材班からお願いです。現在、あの、業務車の、業務車両が不足しております。今、お

使いでない車両につきましては、至急、資材班の方に返却のほうお願いいたします。

何でもいいんだろ、通常の冷却が出来ればいいけどな、熱交があったから。

えっと、福島第一さん。

はい。福島第一吉田です。

お疲れ様です。今日、電源がですね。２号関係、例えば、ＣＲＤですとか、つながる、今ちょ

っと進捗が少し遅れ気味のようですけども、予定になってますけども、その電源に、例えばＭ

ＵＷＣ、つまりＦＰＣに例の補給水系をつなげるというようなことは計画されているでしょう

か？ 

えっと、してませんというより、ＦＰＣそのものがほんとにラインとして使えるかどうか、今、

わかりませんし。あの、ＦＰＣ。

私が申し上げてるのは、ＦＰＣじゃなくてＭＵＷＣ、補給水です。

ちょっと、●●君確認して。

じゃあ●●さんのほうで確認して、時間があったら報告して下さい。お願いします。

●●さん。本店●●さん。確認だけど、今のやつは２号機のＭＵＷＣの電源ということでいい

のね。 

そうです。２号機です。

はい。 

１Ｆ●●。 

すいません。●●はですね。公設との対応、今あたってるところです。現場で。現場っていう

か。あの。はい。

わかりました。じゃあ、副防火管理者の方お願いします。

はい。副防火管理者。●●。●●。

じゃあ●●さん。

ごめん。まだいない。副防火管理者呼んで早く。●●早く呼んで。早く●●呼んで。

えっと、第一さん。じゃあ、あの、電話をいただければよろしいので。本店の●●まで下さい。
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ごめん。まだいない。副防火管理者呼んで早く。●●早く呼んで。早く●●呼んで。

えっと、第一さん。じゃあ、あの、電話をいただければよろしいので。本店の●●まで下さい。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

本店本部内にお願いします。さっき私がちょっと発音をミスりまして、本部内の会話の時には、

本部の中にお尋ねするという風に明言しましょう。私がちょっと間違えて混乱を招きました。

申し訳ありません。それから、本部の中少し騒がしくなってきています。静粛にお、お心掛け

下さい。すいません。もう一度、サイトが本店同士の会話を拾っちゃわないように、本店の中

では本店内かわかるような会話に心がけて下さい。お願いします。 

保安班より連絡します。８時１０分現在のモニタリング結果でございます。線量につきまして、

。中性子については検出されておりません。風向きでござい

ええ、資材班からお願いです。現在、あの、業務車の、業務車両が不足しております。今、お

使いでない車両につきましては、至急、資材班の方に返却のほうお願いいたします。

何でもいいんだろ、通常の冷却が出来ればいいけどな、熱交があったから。

お疲れ様です。今日、電源がですね。２号関係、例えば、ＣＲＤですとか、つながる、今ちょ

っと進捗が少し遅れ気味のようですけども、予定になってますけども、その電源に、例えばＭ

ＵＷＣ、つまりＦＰＣに例の補給水系をつなげるというようなことは計画されているでしょう

えっと、してませんというより、ＦＰＣそのものがほんとにラインとして使えるかどうか、今、

私が申し上げてるのは、ＦＰＣじゃなくてＭＵＷＣ、補給水です。 

じゃあ●●さんのほうで確認して、時間があったら報告して下さい。お願いします。

●●さん。本店●●さん。確認だけど、今のやつは２号機のＭＵＷＣの電源ということでいい

すいません。●●はですね。公設との対応、今あたってるところです。現場で。現場っていう
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保安班より連絡します。８時１０分現在のモニタリング結果でございます。線量につきまして、

。中性子については検出されておりません。風向きでござい

ええ、資材班からお願いです。現在、あの、業務車の、業務車両が不足しております。今、お
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●●。●●の●●に電話するよう至急伝えて下さい。●●●●は●●さん。

はい。●●です。

はい。 

お待ちしております。

誰か一人残ってろ。ここに。消防。■■■しかいないんだったら、誰か代理になってくれ。

本店内の発話です。あーあーあーあーあー。

福二増田所長。福二さん。申し訳ありませんが、今から申し上げる電話に至急電話して下さい。

もしもし。福二の増田所長聞こえますか。福島第二さん。福島第二さん。

２Ｆです。増田所長は今、席を外してます。事務本館にいってます。

至急伝えて下さい。よろしいでしょうか。福二さん。誰でもいいですから、ちょっと応答して

下さい。 

福島第二●●です。増田所長、今、事務本館に出てます。

●●さん。●●●●●●●●●●●。もう一回言います。●●●●●●●●●●●。山口常務

の携帯に至急、増田所長から電話いただきたいと思います。

はい。●●●●●●●●●●●。山口常務に電話をします。

はい。お願いします。

すいません。前ダイに●●、●●いれないとかかんないと思います。現地からはかかりません

ので。 

え･･･ 

はい。了解です。

福一、福二は携帯電話が使えません。あっ、公衆がたぶん使えませんので、本店経由で発信す

ること。あっ、現地わかってます。

●●さんどっかにいるかな？

誰ですか？ 

●●さん 

●●呼びます。

あるいは、昨日の工程表くれないかな？

はい。 

保安班より連絡致します。８：３０現在のモニタリング結果でございます。線量については、

６０６．６μＳｖ／ｈ、中性子等については依然検出されておりません。風向ですが、北北西
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●●。●●の●●に電話するよう至急伝えて下さい。●●●●は●●さん。

はい。●●です。 

お待ちしております。 

誰か一人残ってろ。ここに。消防。■■■しかいないんだったら、誰か代理になってくれ。

本店内の発話です。あーあーあーあーあー。

福二増田所長。福二さん。申し訳ありませんが、今から申し上げる電話に至急電話して下さい。

もしもし。福二の増田所長聞こえますか。福島第二さん。福島第二さん。

２Ｆです。増田所長は今、席を外してます。事務本館にいってます。

至急伝えて下さい。よろしいでしょうか。福二さん。誰でもいいですから、ちょっと応答して

福島第二●●です。増田所長、今、事務本館に出てます。

●●さん。●●●●●●●●●●●。もう一回言います。●●●●●●●●●●●。山口常務

の携帯に至急、増田所長から電話いただきたいと思います。

はい。●●●●●●●●●●●。山口常務に電話をします。

はい。お願いします。 

すいません。前ダイに●●、●●いれないとかかんないと思います。現地からはかかりません

はい。了解です。 

福一、福二は携帯電話が使えません。あっ、公衆がたぶん使えませんので、本店経由で発信す

ること。あっ、現地わかってます。

●●さんどっかにいるかな？ 

●●呼びます。 

あるいは、昨日の工程表くれないかな？

保安班より連絡致します。８：３０現在のモニタリング結果でございます。線量については、
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すいません。前ダイに●●、●●いれないとかかんないと思います。現地からはかかりません

福一、福二は携帯電話が使えません。あっ、公衆がたぶん使えませんので、本店経由で発信す
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１．４ｍ／ｓでございます。以上です。

すみません、吉田所長？ちょっといま、

はい。 

今、メインの２の画面に１５分前に撮った現場の写真をちょっと出しています。４号の写真を

撮りに行ったんですけど、３号からの煙がかなり相当大きくなっているように思います。以上

です。 

本店さん、本店さん、皆さん聞いて下さい。

はい、聞こえました。

４号機はですね、はい、１Ｆ、１Ｆ吉田です。

わかりました。聞こえてまして、３号機から大分煙りが出ていると・・

１Ｆの報告優先。

はい、わかりました。

１Ｆの４号機のですね、消火の確認、火の確認にいった人間が見てきたら、３号機の煙がです

ね、一段と大きく白煙が今、吹き出していたと１５分前の画面ですので何らかの異常があった

のではないかというふうに考えております。ちょっと、至急、３号機のパラメータを確認して

下さい。最新送って下さい。

それから１Ｆさん？吉田所長？１号機も同じようになっていると思っていまして、これについ

て今日、優先的に４号にホウ酸をおとす計画で進めておりますけれども、１号と３号はがれき

がプールの上に落ちていますから、燃料の形状も確認できないという状況の中でやはりそこに

も水を注入する必要がある、水を入れることが最善かどうかわかりません。ホウ酸を入れると

かそういった事をしないとこちらの方も大気にいきなり燃料が開放しているというリスクがむ

しろ大きいと考えておりますので、こちらでも対応策考えておりますからそちらもお願いしま

す。 

はい？こちらで考えるの？

いや、こちらで対策を考えますので、たぶんホウ酸をおとすことになりますけれども、そちら

でもその受け入れを考えておいて下さい。

はい、はい、はい。

本店復旧班●●？

はい？ 

●●を武藤本部長の横にずっとつけて下さい。

了解しました。というよりもそのエリアですね？はい、了解しました。

至急探して至急探して横につけて下さい。

配電復旧班なんですけれども、今、福一のポンプ電源のために高圧発電車を福二から輸送して

今設置に向けてそろそろ玄関に来る予定になっているんですけれども、今の福一３号機のすぐ

そばでそのポンプの接続を今予定しているはずなんですけれども、その辺の状況はいかがでし

ょうか？ 
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今設置に向けてそろそろ玄関に来る予定になっているんですけれども、今の福一３号機のすぐ

そばでそのポンプの接続を今予定しているはずなんですけれども、その辺の状況はいかがでし
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はい、１Ｆから申し上げます。つい先ほどまで何とか昨日と同じような状況を確認、推移して

おったわけですけれども、４号機の、まあ、あの今確認されていないとはいえ、あのーおー炎、

それから今の３号機のですね、蒸気というような状況からみますと、かなり現場作業が厳しい

と判断せざるをえないというふうに現場の所長としては考えております。あとは本店の判断に

お任せ致します。

そうしますと今、発電車持ってたぶん玄関に行っているんですけれども、そこでどういう判断

をすればよろしいでしょうか？

すみません、すみません、現時点で私はそこで待機していただきたいと申し上げます。

はい、了解致しました。

はい、その後については本店さんと、本店の判断を待ちます。

配電班です。待機了解しました。

すみません、サイト、福島第一医療班います？

需給カーブ出していいんでしたっけ？調整している■■■余力がある、今日は余力ないから平

気でしょ？■■■

吉田さん？ 

はい、吉田です。

今、火事があったんでブルの作業を止めてますよね？

はい。 

周辺の線量が特に上がってれば、それはまあ難しくなっちゃうんだけど、そこは変わらないだ

ったらば、作業は始められませんか？

えっと、まず、周、保安、保安班、周辺の線量率変化について報告してください。

建設復旧の現地の作業を再開できればと思うんですけどね、そこがクリティカル…

はい、ちょっと整理します。まず今、現地のといいますかここの道路の復旧作業、どういう状

況になってるか報告してください。

もしもし、吉田くん。吉田所長。勝俣です。

はい。 

今残りの先ほど小一時間で出来るっていうがれきの除きが今、火事で作業がストップしている

わけだよね？それを作業再開出来ないかということと、ホースをまたぐ鉄板養生のところ、こ

れを早く是非やってもらえばあのー公設消防隊とセットでこの３つを入らせて放水が出来ると

いうことなんで、前者の２者、がれきの残りの撤去ともう一つ、鉄板養生、ここを急いでもら

えると有り難いんだけど。

はい、分かりました。それではその方向で考えたいと思いますが…

はい、申し訳ない。よろしく。
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はい、１Ｆから申し上げます。つい先ほどまで何とか昨日と同じような状況を確認、推移して

おったわけですけれども、４号機の、まあ、あの今確認されていないとはいえ、あのーおー炎、

それから今の３号機のですね、蒸気というような状況からみますと、かなり現場作業が厳しい

と判断せざるをえないというふうに現場の所長としては考えております。あとは本店の判断に

そうしますと今、発電車持ってたぶん玄関に行っているんですけれども、そこでどういう判断

をすればよろしいでしょうか？ 

すみません、すみません、現時点で私はそこで待機していただきたいと申し上げます。

はい、その後については本店さんと、本店の判断を待ちます。

配電班です。待機了解しました。 

すみません、サイト、福島第一医療班います？

需給カーブ出していいんでしたっけ？調整している■■■余力がある、今日は余力ないから平

今、火事があったんでブルの作業を止めてますよね？

周辺の線量が特に上がってれば、それはまあ難しくなっちゃうんだけど、そこは変わらないだ

ったらば、作業は始められませんか？ 

えっと、まず、周、保安、保安班、周辺の線量率変化について報告してください。

建設復旧の現地の作業を再開できればと思うんですけどね、そこがクリティカル…

はい、ちょっと整理します。まず今、現地のといいますかここの道路の復旧作業、どういう状

況になってるか報告してください。 

もしもし、吉田くん。吉田所長。勝俣です。

今残りの先ほど小一時間で出来るっていうがれきの除きが今、火事で作業がストップしている

わけだよね？それを作業再開出来ないかということと、ホースをまたぐ鉄板養生のところ、こ

れを早く是非やってもらえばあのー公設消防隊とセットでこの３つを入らせて放水が出来ると

いうことなんで、前者の２者、がれきの残りの撤去ともう一つ、鉄板養生、ここを急いでもら
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まず、工事部隊。

そう、工事の再開のＯＫを出してもらいたいんだけど、勿論線量がどうかっていうことがある

んで、そこをちょっとよく見てもらって。

はい、分かりました。

よろしくお願いします。

はい。もう一度確認します。工事部隊は今何処にいてどういう状況？

ブルトーザーは、もうあと少しの所に置いてあるそうなんですよ。作業員が引き上げてるそう

なんで、作業員ＯＫと言って入れるかどうか…そうすればブルドーザーを稼働できると。

はい。 

すいません。建設復旧班です。昨日、Ｊヴィレッジからの道が迂回路が非常に狭くて、大型ト

レーラーが通れないっていう現場の判断で、ブル運んでません。それで、バックホーが５台現

地にありまして、オペが今そこの所に８人いますんで、ＧＯサインがでればその５台のユンボ

を使ってですね、１時間でがれきがどけられるということで、今その８人のオペはサイトの線

量の低いところで待機してます。

はい。分かりました。

ＧＯサインを出していただければ、いけるようになっています。

分かりました。私に主導権とらせてください、本店さん。いいですか？いいですか？これから

私に主導権とらせてください。吉田です。横から話しかけないでください。

どうぞ。どうぞ。

はい、いいか？まず●●工事に関しては、今工具は現場にあるって考えていいね？●●、電話

するな。こっち側聞け、こっちが優先。工具は現場にあるな？バックホー現場にある？

バックホーは２台現場にあります。

え？２台だろ？５台もないよな。

トレーラーにのっているのがあります。３号の近くに２台、物揚場の近くに１台、トレーラー

にのった駐車場に２台あります。

５台ある。ただし、現場に近いところには２台しかない。こういうことでいいね？わかった。

それから作業員は今どういう状況かっていうと、一回待避ね。

作業員さんは、消火活動等があったので、ここで待機しています。

わかった、ここの免震重要棟に待機してる。じゃあそれを、ＧＯかければその人達は現場に行

って現場の撤去作業を出来ると考えていいですか？

契約上の条件がありまして、片方の会社はタービンより海側だけの作業ということではいわれ

ております。 

契約上の条件、タービンより海側だけの作業。タービンより海側だけの作業…そうすると重機

類が減る訳ね。
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契約上の条件がありまして、片方の会社はタービンより海側だけの作業ということではいわれ

契約上の条件、タービンより海側だけの作業。タービンより海側だけの作業…そうすると重機
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なんで、作業員ＯＫと言って入れるかどうか…そうすればブルドーザーを稼働できると。

すいません。建設復旧班です。昨日、Ｊヴィレッジからの道が迂回路が非常に狭くて、大型ト

レーラーが通れないっていう現場の判断で、ブル運んでません。それで、バックホーが５台現

地にありまして、オペが今そこの所に８人いますんで、ＧＯサインがでればその５台のユンボ
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やりたい仕事は、ここのがれきをとらないといけない･･･そうでしょ？タービンの。その作業は

できないの？そのホースを通らないと出来ない。だとしたら車一台と、車２三台とコンテナを

片付けた方がこっちにアクセスできる。

えっとすいません。本店さん思っている程、作業手順今固まっていないみたいです。だから人

入れれば１時間２時間で出来るという状況でないように私は今こちらで判断しております。そ

れから、作業される方も、作業するエリアが限定されておりまして、線量の高いところは駄目

だとおっしゃってるというような状況がまだあるようなんですけども、ちょっとそこについて

はちょっと、本店の方、私どもはですね、●●。本店の●●がこちらにきておりますので、そ

こで調整させて頂きます、よろしいですか？その上で判断させていただきます。

了解。本店は●●さんをカウンターパートにします。

至急詰めてください。現場は本店さんが思っているほど、直ぐに入れる状態にないとだけはお

伝えしておきます。

はい。本店のカウンターパートは●●ＧＭですので、●●さんにそのように伝えてください。

じゃ、はい。●●、●●。それからそれが片づいたとして、ホース類の上の、なんだ、●●さ

ん、●●さん･･･じゃない、ごめん、●●さん。その次のステップのホースの上をまたぐ工事？

それの準備状況を報告してください。

現在２号機と３号機の間に柏崎の地震対策で、消火系の架空化工事をやったピットがあるって

事が分かりました。そのピットの上にコンクリートのハッチがありますんで、そのコンクリー

トハッチがとれるかどうかのまず今写真を撮りに行ってます。それが分かるとコンクリートハ

ッチを開けて、３号機用の

戻せば２号と３号の間の道路の４号機へのアクセスは可能になります。それをまず優先的に動

いてます。 

すいません、会長。今現場はそういう状況でございますので、ちょっとまだ工事スタート側は

条件が整ってないと私は考えておりますが、今のえーとなんだ、おお、ケーブルのピットの中

に収める方の作業は、これは●●さん、●●さん･･･ああ、間違った、ゴメン、●●さん、今の

工事は今ＧＯかけたらできるか？

写真は撮りに行ってますんで、９時前に写真があがりますんで、それがあがり次第重機とか揃

えれば可能です。

それではまずですね、そこは重機とか揃える方に全力を尽くしてください。で、保安班、保安

班、で線量的な条件、先ほどの３号機から発煙があがってましたが、一番レイテスト、一番最

新で線量等変化がないか、もう少し細かくですね、ポイント決めてサーベイ結果を報、ご報告

ください。 

了解。今、●●、●●２名出発しました。

はい、すいません。整理しました。一応本件については現場の状況はこういう状況でございま

すので、現場の状況が確認でき次第、後は火災をどうするかという判断はありますので、それ

に基づいて現場工事にＧＯをかけるということになるかと思います。以上、私の判断です。

公設消防車両３台、只今正門通過です。

了解。 

８時４７分、正門通過。

そうです。 

吉田さん、最後のとこもう一回もう一回手短に言って。
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事が分かりました。そのピットの上にコンクリートのハッチがありますんで、そのコンクリー

トハッチがとれるかどうかのまず今写真を撮りに行ってます。それが分かるとコンクリートハ

ッチを開けて、３号機用の消火配管が敷設してピットの中に入れて、もう一度コンクリートを
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に基づいて現場工事にＧＯをかけるということになるかと思います。以上、私の判断です。
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に収める方の作業は、これは●●さん、●●さん･･･ああ、間違った、ゴメン、●●さん、今の

写真は撮りに行ってますんで、９時前に写真があがりますんで、それがあがり次第重機とか揃

それではまずですね、そこは重機とか揃える方に全力を尽くしてください。で、保安班、保安

班、で線量的な条件、先ほどの３号機から発煙があがってましたが、一番レイテスト、一番最

新で線量等変化がないか、もう少し細かくですね、ポイント決めてサーベイ結果を報、ご報告
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ですから３つ条件がありまして、１つは工事が１時間で出来るかってとこについてはあの、今、

道路の片付け工事に関してはそのような条件がありますので、１時間で出来るかどうかってい

うのは僕には判断できません。もう一度●●君に検討してもらいます。それからケーブルの、

いやケーブルじゃない、ホースの養生作業については、今から工具を集めることも含めまして

すべてどんどん進めさせていきます。よろしいですね。後は線量の話しがありますので、この

エリアの線量の推移について、報告をしていきたいと思いますが。その３点。それと･･･

ちょっとサイトの音声、おとしてください。本店の中の会話です。復旧班、復旧班、官邸から

の要求です。１Ｆサイトに１台、健全な消防車が使わずにあるということので、至急その性能

を調べよ。これが官邸からの要求です。で、その性能を調べてうまくいった暁には４号の放水

に使うために人を投入してくれると、そういう動きをしてくれてるようですから、（それは国

がですね。山下部長））ですから大至急、１Ｆに残っている１台の健全な消防自動車の性能を

調べて報告せよ。これが官邸からの要求です。火力復旧班、千葉火力

であった場合にこれだというその情報を与えるようにしてください。サイトの音声復活してく

ださい。 

●●さ～ん、●●さ～ん。

それはサイトに言わなきゃけないですよね。

電話じゃないと通じないんじゃないですか？

大丈夫。あの、福島第一さん？

はい。福島第一です。

あの、官邸からの要求事項と、現場の状況についての確認を何点かさせてください。最初に官

邸からの要求事項です。指示事項です。福島第一に健全な消防車が１台あるはずだと。これは

こちらの情報では千葉火力からの借り受けている消防車だそうです。

消防車についてはそれ以外も含めて、もう１回、何処に何台あるのか整理してくれませんか？

今の地図（？）を直ぐに調べて。

官邸要求を確認して・・

官邸要求は最優先ね。

●●さん、分かってる範囲で答えられるなら●●さん、答えてください。

いいです。それは電話ベースで出来るので。官邸要求に直ちに答える必要があると思いますの

で、それについては●●、●●ラインで連絡してくれれば至急対応したいと思います。それか

ら、よろしいでしょうか？

はい。はい。どうぞ。

それから２つ目ですけども、今梯子消防車は４号の直ぐ傍まできていて、そこにアクセスする

ためのがれきの処理を待っている状況。こういう報告を今朝受けておりますけれども、他の所

からの情報では、この消防車を運転するためには、技術が必要なんだ、練習が必要だと。練習

をするためにこんな線量の高いところで出来ないから、別の場所に移動したんだ、という情報

がありますが、これは間違い情報だと思ってよろしいでしょうか？

すいません。私共もですね、技術的な問題…状況確認してください。今梯子車は何処にあるか、

これから消そうとした梯子車、並びにその運転の方は何処今にいるのか、●●さん至急確認し

て●●さんの所の･･･本部に報告してください。

それから･･･よろしければ本部長、清水社長、よろしければですね、陸の方法と空の方法がある

ので、先ほどご質問あった空からの方法について現状と今後の方向性を確認したいと思います
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それから２つ目ですけども、今梯子消防車は４号の直ぐ傍まできていて、そこにアクセスする

ためのがれきの処理を待っている状況。こういう報告を今朝受けておりますけれども、他の所

からの情報では、この消防車を運転するためには、技術が必要なんだ、練習が必要だと。練習

をするためにこんな線量の高いところで出来ないから、別の場所に移動したんだ、という情報

がありますが、これは間違い情報だと思ってよろしいでしょうか？

すいません。私共もですね、技術的な問題…状況確認してください。今梯子車は何処にあるか、

これから消そうとした梯子車、並びにその運転の方は何処今にいるのか、●●さん至急確認し

て●●さんの所の･･･本部に報告してください。

それから･･･よろしければ本部長、清水社長、よろしければですね、陸の方法と空の方法がある

ので、先ほどご質問あった空からの方法について現状と今後の方向性を確認したいと思います
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ですから３つ条件がありまして、１つは工事が１時間で出来るかってとこについてはあの、今、

道路の片付け工事に関してはそのような条件がありますので、１時間で出来るかどうかってい

うのは僕には判断できません。もう一度●●君に検討してもらいます。それからケーブルの、

いやケーブルじゃない、ホースの養生作業については、今から工具を集めることも含めまして

すべてどんどん進めさせていきます。よろしいですね。後は線量の話しがありますので、この

エリアの線量の推移について、報告をしていきたいと思いますが。その３点。それと･･･

ちょっとサイトの音声、おとしてください。本店の中の会話です。復旧班、復旧班、官邸から

の要求です。１Ｆサイトに１台、健全な消防車が使わずにあるということので、至急その性能

を調べよ。これが官邸からの要求です。で、その性能を調べてうまくいった暁には４号の放水

に使うために人を投入してくれると、そういう動きをしてくれてるようですから、（それは国

がですね。山下部長））ですから大至急、１Ｆに残っている１台の健全な消防自動車の性能を

調べて報告せよ。これが官邸からの要求です。火力復旧班、千葉火力

であった場合にこれだというその情報を与えるようにしてください。サイトの音声復活してく

それはサイトに言わなきゃけないですよね。 
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あの、官邸からの要求事項と、現場の状況についての確認を何点かさせてください。最初に官

邸からの要求事項です。指示事項です。福島第一に健全な消防車が１台あるはずだと。これは

こちらの情報では千葉火力からの借り受けている消防車だそうです。

消防車についてはそれ以外も含めて、もう１回、何処に何台あるのか整理してくれませんか？

●●さん、分かってる範囲で答えられるなら●●さん、答えてください。

いいです。それは電話ベースで出来るので。官邸要求に直ちに答える必要があると思いますの
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をするためにこんな線量の高いところで出来ないから、別の場所に移動したんだ、という情報

がありますが、これは間違い情報だと思ってよろしいでしょうか？

すいません。私共もですね、技術的な問題…状況確認してください。今梯子車は何処にあるか、

これから消そうとした梯子車、並びにその運転の方は何処今にいるのか、●●さん至急確認し
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ためのがれきの処理を待っている状況。こういう報告を今朝受けておりますけれども、他の所

からの情報では、この消防車を運転するためには、技術が必要なんだ、練習が必要だと。練習

をするためにこんな線量の高いところで出来ないから、別の場所に移動したんだ、という情報

がありますが、これは間違い情報だと思ってよろしいでしょうか？ 

すいません。私共もですね、技術的な問題…状況確認してください。今梯子車は何処にあるか、

これから消そうとした梯子車、並びにその運転の方は何処今にいるのか、●●さん至急確認し
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ので、先ほどご質問あった空からの方法について現状と今後の方向性を確認したいと思います
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の要求です。１Ｆサイトに１台、健全な消防車が使わずにあるということので、至急その性能

を調べよ。これが官邸からの要求です。で、その性能を調べてうまくいった暁には４号の放水

に使うために人を投入してくれると、そういう動きをしてくれてるようですから、（それは国

がですね。山下部長））ですから大至急、１Ｆに残っている１台の健全な消防自動車の性能を

で行っている消防自動車

であった場合にこれだというその情報を与えるようにしてください。サイトの音声復活してく

あの、官邸からの要求事項と、現場の状況についての確認を何点かさせてください。最初に官

邸からの要求事項です。指示事項です。福島第一に健全な消防車が１台あるはずだと。これは

消防車についてはそれ以外も含めて、もう１回、何処に何台あるのか整理してくれませんか？

 

いいです。それは電話ベースで出来るので。官邸要求に直ちに答える必要があると思いますの

で、それについては●●、●●ラインで連絡してくれれば至急対応したいと思います。それか

それから２つ目ですけども、今梯子消防車は４号の直ぐ傍まできていて、そこにアクセスする

ためのがれきの処理を待っている状況。こういう報告を今朝受けておりますけれども、他の所

からの情報では、この消防車を運転するためには、技術が必要なんだ、練習が必要だと。練習

をするためにこんな線量の高いところで出来ないから、別の場所に移動したんだ、という情報

すいません。私共もですね、技術的な問題…状況確認してください。今梯子車は何処にあるか、

これから消そうとした梯子車、並びにその運転の方は何処今にいるのか、●●さん至急確認し

それから･･･よろしければ本部長、清水社長、よろしければですね、陸の方法と空の方法がある

ので、先ほどご質問あった空からの方法について現状と今後の方向性を確認したいと思います

 

ですから３つ条件がありまして、１つは工事が１時間で出来るかってとこについてはあの、今、

道路の片付け工事に関してはそのような条件がありますので、１時間で出来るかどうかってい

うのは僕には判断できません。もう一度●●君に検討してもらいます。それからケーブルの、

いやケーブルじゃない、ホースの養生作業については、今から工具を集めることも含めまして

すべてどんどん進めさせていきます。よろしいですね。後は線量の話しがありますので、この
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に使うために人を投入してくれると、そういう動きをしてくれてるようですから、（それは国
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いいです。それは電話ベースで出来るので。官邸要求に直ちに答える必要があると思いますの

で、それについては●●、●●ラインで連絡してくれれば至急対応したいと思います。それか

それから２つ目ですけども、今梯子消防車は４号の直ぐ傍まできていて、そこにアクセスする

ためのがれきの処理を待っている状況。こういう報告を今朝受けておりますけれども、他の所

からの情報では、この消防車を運転するためには、技術が必要なんだ、練習が必要だと。練習

をするためにこんな線量の高いところで出来ないから、別の場所に移動したんだ、という情報

すいません。私共もですね、技術的な問題…状況確認してください。今梯子車は何処にあるか、

これから消そうとした梯子車、並びにその運転の方は何処今にいるのか、●●さん至急確認し
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がよろしいでしょうか。

今ね、大至急とにかくやる手当なんで･･･今の官邸からの指示も含めて。

それは平行しながら。

ほう酸の話しについて、現状と今後の方向性を。

はい、それでは４号機を対象といたしまして、ほう酸水を使用済み燃料プールに注入すること

に関しての現状のご報告をさせていただきたいと思います。昨日の夕刻にもご報告させていた

だきました通り、４号機、何度もこの写真何度もご覧になってると思いますけども、建屋の上

部が崩壊してるような状況でございます。それでこの上部にヘリコプターでアプローチをして、

そこからほう酸を投下するといったことが基本的に実施したいことでございます。それで、こ

の建屋の上部からみた写真というのはすいませんまだ、きちんと確認出来ておりません。その

意味では本当に上がどういう風に開いているっていうのがまだ分からない状況でございます。

しかしながら完全に密閉と言いますか、天井の形状が残っているという事は無いだろうと、こ

の横からの写真でも確認できます。ほう酸を、粉状の物になるんですけども必ずしもその瞬間

にきっちりプールの中に収まらなくてはいけないという事ではないという風に思っています。

すなわち放水ですとか、そういうことをすることによりまして、流れ込むという効果も含めれ

ば、投下した瞬間にどちらかに引っかかっていても、その後の放水等によって下に落ちていく

だろうというこ

けないという風には考えておりません。

●●さん、どんなメンバーでどんな方法でいつやるのか、これを簡潔に紹介してください。

これを実施するのは、現在我々防衛省さんを通じまして、自衛隊さんの方にヘリコプターを出

していただけないかということで、お願いしております。当社の方は、ヘリコプターの編隊（？）

ですけども、若干基数の検討指定とかありますけども、５機だと思っております。５機のうち

１機がサーベイ、４機が実際に投下するヘリコプターになります。そして、先方さんと事務局

的な調整は当然進めさせていただいてるんですけども、東京電力の社員もですね、そこにプラ

ントの状況を分かる人間と言いますか、もしこういう事を実行するのであれば同乗することを

必要とする、いうことを言われています。実際にちょっとこれがいつご了解をいただけるかと

いうのは明確ではありませんけども、本日朝、本店から４名出発していますので、本店のメン

バーも現地に近いところについております。

まずね、当社から何人用意したのか、それから何処から飛ぶのかそれを確認。まず数字、数字

言ってください。

当社の人数ですけども、今申し上げました、実際投下すターによる４名。こちらの４名は本店

から派遣してございます。それからもう１つ、ほう酸は２０キロ詰の袋になっております。こ

れを運搬する作業が発生します。その為に２０名を、基本的に１Ｆの方だと思いますけども、

１Ｆあるいは２Ｆの方で対応出来る方をお願いするといった形になってございます。受け渡し

場所ですが、今はＪヴィレッジを考えてございます。

ほう酸は何トンですか？

重さなんですけども

ほう酸何トン？

ほう酸はですね、ここはまだ調整してるところではありますが、基本的には６トン位入れたい

なという風に思っております。

６トン？６トンを４機に分けて。それで１機がサーベイね。それで地上には２０人、ヘリコプ

ターには４人乗ると。分乗するってこと？サーベイって言いますけども、それは線量サーベイ

ですか？それとも画像も取るだと思うんですけど。

線量サーベイを行います。

そうですね。その時にお願いしたように、赤外線で温度測ってください。
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今ね、大至急とにかくやる手当なんで･･･今の官邸からの指示も含めて。

それは平行しながら。 

ほう酸の話しについて、現状と今後の方向性を。

はい、それでは４号機を対象といたしまして、ほう酸水を使用済み燃料プールに注入すること

に関しての現状のご報告をさせていただきたいと思います。昨日の夕刻にもご報告させていた

だきました通り、４号機、何度もこの写真何度もご覧になってると思いますけども、建屋の上

部が崩壊してるような状況でございます。それでこの上部にヘリコプターでアプローチをして、

そこからほう酸を投下するといったことが基本的に実施したいことでございます。それで、こ

の建屋の上部からみた写真というのはすいませんまだ、きちんと確認出来ておりません。その

は本当に上がどういう風に開いているっていうのがまだ分からない状況でございます。
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の横からの写真でも確認できます。ほう酸を、粉状の物になるんですけども必ずしもその瞬間

にきっちりプールの中に収まらなくてはいけないという事ではないという風に思っています。

すなわち放水ですとか、そういうことをすることによりまして、流れ込むという効果も含めれ
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これを実施するのは、現在我々防衛省さんを通じまして、自衛隊さんの方にヘリコプターを出

していただけないかということで、お願いしております。当社の方は、ヘリコプターの編隊（？）

ですけども、若干基数の検討指定とかありますけども、５機だと思っております。５機のうち

１機がサーベイ、４機が実際に投下するヘリコプターになります。そして、先方さんと事務局

的な調整は当然進めさせていただいてるんですけども、東京電力の社員もですね、そこにプラ

ントの状況を分かる人間と言いますか、もしこういう事を実行するのであれば同乗することを

とする、いうことを言われています。実際にちょっとこれがいつご了解をいただけるかと

いうのは明確ではありませんけども、本日朝、本店から４名出発していますので、本店のメン

バーも現地に近いところについております。

まずね、当社から何人用意したのか、それから何処から飛ぶのかそれを確認。まず数字、数字

言ってください。 

当社の人数ですけども、今申し上げました、実際投下すターによる４名。こちらの４名は本店

から派遣してございます。それからもう１つ、ほう酸は２０キロ詰の袋になっております。こ

れを運搬する作業が発生します。その為に２０名を、基本的に１Ｆの方だと思いますけども、

１Ｆあるいは２Ｆの方で対応出来る方をお願いするといった形になってございます。受け渡し

場所ですが、今はＪヴィレッジを考えてございます。

ほう酸は何トンですか？ 

重さなんですけども 

ほう酸何トン？ 

ほう酸はですね、ここはまだ調整してるところではありますが、基本的には６トン位入れたい

なという風に思っております。

６トン？６トンを４機に分けて。それで１機がサーベイね。それで地上には２０人、ヘリコプ

ターには４人乗ると。分乗するってこと？サーベイって言いますけども、それは線量サーベイ

ですか？それとも画像も取るだと思うんですけど。

線量サーベイを行います。 

そうですね。その時にお願いしたように、赤外線で温度測ってください。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

今ね、大至急とにかくやる手当なんで･･･今の官邸からの指示も含めて。

ほう酸の話しについて、現状と今後の方向性を。

はい、それでは４号機を対象といたしまして、ほう酸水を使用済み燃料プールに注入すること

に関しての現状のご報告をさせていただきたいと思います。昨日の夕刻にもご報告させていた

だきました通り、４号機、何度もこの写真何度もご覧になってると思いますけども、建屋の上

部が崩壊してるような状況でございます。それでこの上部にヘリコプターでアプローチをして、

そこからほう酸を投下するといったことが基本的に実施したいことでございます。それで、こ

の建屋の上部からみた写真というのはすいませんまだ、きちんと確認出来ておりません。その

は本当に上がどういう風に開いているっていうのがまだ分からない状況でございます。

しかしながら完全に密閉と言いますか、天井の形状が残っているという事は無いだろうと、こ

の横からの写真でも確認できます。ほう酸を、粉状の物になるんですけども必ずしもその瞬間

にきっちりプールの中に収まらなくてはいけないという事ではないという風に思っています。

すなわち放水ですとか、そういうことをすることによりまして、流れ込むという効果も含めれ

ば、投下した瞬間にどちらかに引っかかっていても、その後の放水等によって下に落ちていく

とでありますので、上から見て使用済み燃料プール必ずしも見えてなくてはい

けないという風には考えておりません。 

●●さん、どんなメンバーでどんな方法でいつやるのか、これを簡潔に紹介してください。

これを実施するのは、現在我々防衛省さんを通じまして、自衛隊さんの方にヘリコプターを出

していただけないかということで、お願いしております。当社の方は、ヘリコプターの編隊（？）

ですけども、若干基数の検討指定とかありますけども、５機だと思っております。５機のうち

１機がサーベイ、４機が実際に投下するヘリコプターになります。そして、先方さんと事務局

的な調整は当然進めさせていただいてるんですけども、東京電力の社員もですね、そこにプラ

ントの状況を分かる人間と言いますか、もしこういう事を実行するのであれば同乗することを

とする、いうことを言われています。実際にちょっとこれがいつご了解をいただけるかと

いうのは明確ではありませんけども、本日朝、本店から４名出発していますので、本店のメン

バーも現地に近いところについております。

まずね、当社から何人用意したのか、それから何処から飛ぶのかそれを確認。まず数字、数字

当社の人数ですけども、今申し上げました、実際投下すターによる４名。こちらの４名は本店

から派遣してございます。それからもう１つ、ほう酸は２０キロ詰の袋になっております。こ

れを運搬する作業が発生します。その為に２０名を、基本的に１Ｆの方だと思いますけども、

１Ｆあるいは２Ｆの方で対応出来る方をお願いするといった形になってございます。受け渡し

場所ですが、今はＪヴィレッジを考えてございます。

ほう酸はですね、ここはまだ調整してるところではありますが、基本的には６トン位入れたい

なという風に思っております。 

６トン？６トンを４機に分けて。それで１機がサーベイね。それで地上には２０人、ヘリコプ

ターには４人乗ると。分乗するってこと？サーベイって言いますけども、それは線量サーベイ

ですか？それとも画像も取るだと思うんですけど。
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バーも現地に近いところについております。 

まずね、当社から何人用意したのか、それから何処から飛ぶのかそれを確認。まず数字、数字

当社の人数ですけども、今申し上げました、実際投下すターによる４名。こちらの４名は本店

から派遣してございます。それからもう１つ、ほう酸は２０キロ詰の袋になっております。こ
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はい。調達したいと思います。

それは確実にやってください。

はい。 

それからそれがですね、４号が対象なんですけど、先ほどお話ありましたけど１号３号は燃料

プールがどういう形状になっているか確認できていません。天井クレーンとか燃交がおきてま

すから。だから燃料が健全な形状と思っているかも保証できない状況が残っているわけです。

従ってここも、可及的速やかに対応する必要があります。なので、同じ要請を防衛省さんにお

願いすることをしたいと思いますけどもよろしいでしょうか？それを至急やってください。実

際に動くのに対して今何がクリチカルになっているかっていうことだと、防衛省さんのＯＫが

クリチカルなんでしょ？

温度的にはですね。

温度的じゃなくて。ＧＯをかけるのは、防衛省さんのＯＫでるとＧＯなんでしょ？

そういうことであります。

それは待ってるという事なんでしょ

そういうことです。

どんどん行かしてくれって言わなきゃいけないんじゃないかな？

こちらからでは先方の方にお願いしており、情報をお出しして、ご協力として継続してやって

いる状況でごさいます。

ヘリコプターって作戦もあるけど、まず４号が優先だけども、がれきが無い場所が近くにある

わけだよね、１号と３号は。だから４号の後に梯子消防車でほう酸突っ込むってことも考えら

れるとも思うんだよ。

そちらの方が確実ですし、荷重も大きくかからないと思います。上からの落下は荷重がかかり

ますので、出来れば横から…

それをきちっとそういうこと調整してください。

わかりました。

●●君、１、３のプールなんだけどさ、特に２号の対策が何か無いのかよ。

２号もやらなきゃいけないと思ってまして。

２号はだって、屋根付きで

ここでいく可能性がありますから、それを避ける必要があります。

それ、なんか良い知恵出してくれよ。

今のところ、ブローアウトパネルが開いてますんで、急速な加圧は無いかと思いますが。

そうすると１、３同じ条件とみていいんだな。
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１、３よりも少しマイルド。但し水素がたまるのは間違いないので、もの凄い数の水素計をで

すね、昨日から今日にかけて送り込んでますので、何とかしてそれで水素の量を測る。

ぶっ壊したら駄目なんだ。２号はまだ水あるんだろう。プール。

あります。 

だからこれもさ、本当は海水が生きるといいんだよな。それが一等確実なんじゃないの？

はい。分かりました。いくつかマルチに方法があるので検討します。とにかくフルアップする

ことが重要です。

■■■消防車のルートは･･･■■■

■■■はしごって言ってくれ、ややこしい■■■

●●さん、さっきの官邸からの質問は答えきたのか？

はい。確認します。

●●さんいます？

はい、●●さん、別室におります。今呼んでまいります。

●●●●に電話下さい。

了解しました。●●●●。

警備誘導班より報告します。えー８時５７分、消防のワゴン車、梯子車、および消防の乗用車、

３台正門を通過してございます。報告します。

これの現物情報は一つも確認しておりません。

さっきからいろんな人に確認したら警察のやつだって、今日使うやつだから、来ているという

話なんで。 

そうですね、みなさんそうおっしゃって、ただ私は承知しておりません。私は現場と何度もや

りとりしているけれども、

●●さん、福島第一さん。●●ＧＭいます？

はい、●●です。

先ほどの使える消防車のスペック、これ伝えてもらいましたか？本店に。

●●さん！･･･すいません。今調べてます。

可及的速やかにお願いします。

はい。 

■■■もうさ、わかった範囲言ってほしいんだよ。■■■
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■■■はしごって言ってくれ、ややこしい■■■ 

●●さん、さっきの官邸からの質問は答えきたのか？ 

はい、●●さん、別室におります。今呼んでまいります。 

警備誘導班より報告します。えー８時５７分、消防のワゴン車、梯子車、および消防の乗用車、

３台正門を通過してございます。報告します。 

これの現物情報は一つも確認しておりません。 

さっきからいろんな人に確認したら警察のやつだって、今日使うやつだから、来ているという

そうですね、みなさんそうおっしゃって、ただ私は承知しておりません。私は現場と何度もや

●●さん、福島第一さん。●●ＧＭいます？ 

先ほどの使える消防車のスペック、これ伝えてもらいましたか？本店に。

 

■■■もうさ、わかった範囲言ってほしいんだよ。■■■ 
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今わかっているのがあるなら言ってください。いやいや、電話でさ、●●に電話で答えてよ、

分かってる範囲。

おう、もの、あのさ～同時平行で、電話でもいいから本店と調整しておいてよ。そんな。

平行で動いてください。いいよ、テレビで。もう…あの。えっととにかく

●●さん、●●さん･･･

【電話】もしもし、すみません。今ものすごく取り込んでまして･･･申し訳ありませんが切らせ

ていただきます。

●●。 

●●部長、今サイトは、火力部さんからですね、サイトに残って１台が火力が出してまだ使っ

ていない千葉火力の物だとすれば、ブームは２０メートル、射程２０メートルという情報をい

ただきました。そちらにいま入ってきている情報と合うかどうか確認してください。

了解。 

多分ですね●●さん、火力から４台行ってるんですね。今、千葉以外の３台は１号から３号の

いわゆる放水、散水使ってるらしい、るんですね。残ってるのが千葉なんですね。何で使って

ないんだろうって、千葉火力のいわゆるブームの放水高さが２０メートル位です。今の４号だ

とおそらく４０メートル以上ないとこう出来ないはずだから、おそらく現地は使ってないでし

ょうって、そういうたぶん型じゃないですか？

いずれにしても千葉火力の物だって言ってましたので、あの確認いたします。

今の情報確度が高いので、暫定情報として出しましょう。官邸の方に。よろしいでしょうかね？

ＯＫ．良いんだけど、確認をしないまま出すことはまずいので…チェックだけ、チェックだけ。

だってそっちの情報確認取ってないでしょ。今聞かれてるのはスペックだけ。そっちはサイト

に何台あるか知ってるの？そうだよね。

ええと、今本店の話しが聞こえてたんですが、今それを紙に書いてきたところでございます。

１つは南明さん経由で当社の火力から４台来てます。うち３台は、１，２，３号機これまでの

注水で使っております。で、１台は梯子車なんでえーとっておきました。これは体育館の前に

あるはずです。それから昨日、警察の方からですね、２Ｆから１Ｆに夜、１台来てます。これ

は事務本館に１台あります。計２台はあります。

それを書き物にして、ＦＡＸしてください。●●さん経由でお願いします。

■■■●●君、良いかな？消防車について今、今の事実は２台あるよと。２台のスペックとス

ペックと、スペックを書いて本店に送って下さい。いいですか？･･･まあいいや、スペック分か

んなかったら向こうで調べるかも分かんないから、とりあえず火力…どっからきたやつかとか

さ、その認定番号あるんじゃないの？何か。

こちらにスペックありますから、その名前だけいってくれれば火力部で確認してくれます。大

至急お願いします。

吉田所長、気をつけてください。使ってない消防車ですよ。使っていない消防車のものですよ、

お願いします。

分かってます。はい。●●さん、もう一度冷静になれ。今使っていない、かなり放水距離の長

いあの、消防車、昨日の夜来たのが１台ある。これは間違いなく昨日来たんで、目の前にあり

ます。もう１台がもう１台のその使ってないやつ、フリーなやつはどこのやつですか？ってい
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●●さん、●●さん･･･ 

【電話】もしもし、すみません。今ものすごく取り込んでまして･･･申し訳ありませんが切らせ

ていただきます。 

●●部長、今サイトは、火力部さんからですね、サイトに残って１台が火力が出してまだ使っ

ていない千葉火力の物だとすれば、ブームは２０メートル、射程２０メートルという情報をい

ただきました。そちらにいま入ってきている情報と合うかどうか確認してください。

多分ですね●●さん、火力から４台行ってるんですね。今、千葉以外の３台は１号から３号の

いわゆる放水、散水使ってるらしい、るんですね。残ってるのが千葉なんですね。何で使って

ないんだろうって、千葉火力のいわゆるブームの放水高さが２０メートル位です。今の４号だ

とおそらく４０メートル以上ないとこう出来ないはずだから、おそらく現地は使ってないでし

ょうって、そういうたぶん型じゃないですか？

いずれにしても千葉火力の物だって言ってましたので、あの確認いたします。

今の情報確度が高いので、暫定情報として出しましょう。官邸の方に。よろしいでしょうかね？

ＯＫ．良いんだけど、確認をしないまま出すことはまずいので…チェックだけ、チェックだけ。

だってそっちの情報確認取ってないでしょ。今聞かれてるのはスペックだけ。そっちはサイト

に何台あるか知ってるの？そうだよね。

ええと、今本店の話しが聞こえてたんですが、今それを紙に書いてきたところでございます。

１つは南明さん経由で当社の火力から４台来てます。うち３台は、１，２，３号機これまでの

注水で使っております。で、１台は梯子車なんでえーとっておきました。これは体育館の前に

あるはずです。それから昨日、警察の方からですね、２Ｆから１Ｆに夜、１台来てます。これ

は事務本館に１台あります。計２台はあります。

それを書き物にして、ＦＡＸしてください。●●さん経由でお願いします。

■■■●●君、良いかな？消防車について今、今の事実は２台あるよと。２台のスペックとス

ペックと、スペックを書いて本店に送って下さい。いいですか？･･･まあいいや、スペック分か

んなかったら向こうで調べるかも分かんないから、とりあえず火力…どっからきたやつかとか

さ、その認定番号あるんじゃないの？何か。

こちらにスペックありますから、その名前だけいってくれれば火力部で確認してくれます。大

至急お願いします。 

吉田所長、気をつけてください。使ってない消防車ですよ。使っていない消防車のものですよ、

お願いします。 

分かってます。はい。●●さん、もう一度冷静になれ。今使っていない、かなり放水距離の長

いあの、消防車、昨日の夜来たのが１台ある。これは間違いなく昨日来たんで、目の前にあり

ます。もう１台がもう１台のその使ってないやつ、フリーなやつはどこのやつですか？ってい
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●●部長、今サイトは、火力部さんからですね、サイトに残って１台が火力が出してまだ使っ
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んなかったら向こうで調べるかも分かんないから、とりあえず火力…どっからきたやつかとか

さ、その認定番号あるんじゃないの？何か。

こちらにスペックありますから、その名前だけいってくれれば火力部で確認してくれます。大

吉田所長、気をつけてください。使ってない消防車ですよ。使っていない消防車のものですよ、

分かってます。はい。●●さん、もう一度冷静になれ。今使っていない、かなり放水距離の長

いあの、消防車、昨日の夜来たのが１台ある。これは間違いなく昨日来たんで、目の前にあり
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●●部長、今サイトは、火力部さんからですね、サイトに残って１台が火力が出してまだ使っ

ていない千葉火力の物だとすれば、ブームは２０メートル、射程２０メートルという情報をい

ただきました。そちらにいま入ってきている情報と合うかどうか確認してください。

多分ですね●●さん、火力から４台行ってるんですね。今、千葉以外の３台は１号から３号の

いわゆる放水、散水使ってるらしい、るんですね。残ってるのが千葉なんですね。何で使って

ないんだろうって、千葉火力のいわゆるブームの放水高さが２０メートル位です。今の４号だ

とおそらく４０メートル以上ないとこう出来ないはずだから、おそらく現地は使ってないでし

いずれにしても千葉火力の物だって言ってましたので、あの確認いたします。

今の情報確度が高いので、暫定情報として出しましょう。官邸の方に。よろしいでしょうかね？

ＯＫ．良いんだけど、確認をしないまま出すことはまずいので…チェックだけ、チェックだけ。

だってそっちの情報確認取ってないでしょ。今聞かれてるのはスペックだけ。そっちはサイト

ええと、今本店の話しが聞こえてたんですが、今それを紙に書いてきたところでございます。

１つは南明さん経由で当社の火力から４台来てます。うち３台は、１，２，３号機これまでの

注水で使っております。で、１台は梯子車なんでえーとっておきました。これは体育館の前に

あるはずです。それから昨日、警察の方からですね、２Ｆから１Ｆに夜、１台来てます。これ

それを書き物にして、ＦＡＸしてください。●●さん経由でお願いします。

■■■●●君、良いかな？消防車について今、今の事実は２台あるよと。２台のスペックとス

ペックと、スペックを書いて本店に送って下さい。いいですか？･･･まあいいや、スペック分か

んなかったら向こうで調べるかも分かんないから、とりあえず火力…どっからきたやつかとか

こちらにスペックありますから、その名前だけいってくれれば火力部で確認してくれます。大

吉田所長、気をつけてください。使ってない消防車ですよ。使っていない消防車のものですよ、

分かってます。はい。●●さん、もう一度冷静になれ。今使っていない、かなり放水距離の長

いあの、消防車、昨日の夜来たのが１台ある。これは間違いなく昨日来たんで、目の前にあり

ます。もう１台がもう１台のその使ってないやつ、フリーなやつはどこのやつですか？ってい

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

今わかっているのがあるなら言ってください。いやいや、電話でさ、●●に電話で答えてよ、

おう、もの、あのさ～同時平行で、電話でもいいから本店と調整しておいてよ。そんな。
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う単純なせつ、質問ですからね。それに答えてくれれば良いんだから。

今の消防の情報は誰の所に集めれば良いんだ？本店は。

●●です。 

消防車のリスト、●●のところで作ってるから今の話しを本店の●●さんとこへ集めてくださ

い。 

１点だけ。夕べ届いた消防車の情報が本店にはありません。それがくさい。この車を教えてく

ださい。 

●●さん、復旧班だな。

真後ろにいます。

え？ 

真後ろ。 

何班だよ。 

復旧班です。 

復旧班だな。復旧班の●●さんのとこへ集めて下さい。

●●さん聞こえる？

はい、●●です。

首相官邸には消防車のスペックとね、あとね、オペレーターがいないって頼んだ方がいいよ。

オペレーターは、先方が手配してくれるということです。

最新のモニタリング情報について連絡します。９時現在モニタリングポストＭＰ６付近、正門

でございます。５８７．６マイクロシーベルト／ｈ、中性子検出されず。風向北西の風１．７

メーターパーセックです。以上です。

吉田さんさ～ 

はい。 

2 号機はさ、２号機のプールはさ、今んとこ…なんだけど、海水系生かしてたらば、後電源さ

え来れば冷やすことは出来るのかな？

えっと、燃料プールですか？

そうそう。 

いや、ＦＰＣは死んでますから。

いやだから電源は来て、ＦＰＣとそれから海水系が生きたらば冷やせるんだな？

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  44 / 197 

う単純なせつ、質問ですからね。それに答えてくれれば良いんだから。

今の消防の情報は誰の所に集めれば良いんだ？本店は。

消防車のリスト、●●のところで作ってるから今の話しを本店の●●さんとこへ集めてくださ

１点だけ。夕べ届いた消防車の情報が本店にはありません。それがくさい。この車を教えてく

●●さん、復旧班だな。 

真後ろにいます。 

 

復旧班だな。復旧班の●●さんのとこへ集めて下さい。

●●さん聞こえる？ 

はい、●●です。 

首相官邸には消防車のスペックとね、あとね、オペレーターがいないって頼んだ方がいいよ。

オペレーターは、先方が手配してくれるということです。

最新のモニタリング情報について連絡します。９時現在モニタリングポストＭＰ６付近、正門

でございます。５８７．６マイクロシーベルト／ｈ、中性子検出されず。風向北西の風１．７

メーターパーセックです。以上です。

 

号機はさ、２号機のプールはさ、今んとこ…なんだけど、海水系生かしてたらば、後電源さ

え来れば冷やすことは出来るのかな？

えっと、燃料プールですか？ 

いや、ＦＰＣは死んでますから。

いやだから電源は来て、ＦＰＣとそれから海水系が生きたらば冷やせるんだな？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

う単純なせつ、質問ですからね。それに答えてくれれば良いんだから。

今の消防の情報は誰の所に集めれば良いんだ？本店は。

消防車のリスト、●●のところで作ってるから今の話しを本店の●●さんとこへ集めてくださ

１点だけ。夕べ届いた消防車の情報が本店にはありません。それがくさい。この車を教えてく

復旧班だな。復旧班の●●さんのとこへ集めて下さい。

首相官邸には消防車のスペックとね、あとね、オペレーターがいないって頼んだ方がいいよ。

オペレーターは、先方が手配してくれるということです。

最新のモニタリング情報について連絡します。９時現在モニタリングポストＭＰ６付近、正門

でございます。５８７．６マイクロシーベルト／ｈ、中性子検出されず。風向北西の風１．７

メーターパーセックです。以上です。 

号機はさ、２号機のプールはさ、今んとこ…なんだけど、海水系生かしてたらば、後電源さ

え来れば冷やすことは出来るのかな？ 

 

いや、ＦＰＣは死んでますから。 

いやだから電源は来て、ＦＰＣとそれから海水系が生きたらば冷やせるんだな？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

う単純なせつ、質問ですからね。それに答えてくれれば良いんだから。

今の消防の情報は誰の所に集めれば良いんだ？本店は。 

消防車のリスト、●●のところで作ってるから今の話しを本店の●●さんとこへ集めてくださ

１点だけ。夕べ届いた消防車の情報が本店にはありません。それがくさい。この車を教えてく

復旧班だな。復旧班の●●さんのとこへ集めて下さい。 

首相官邸には消防車のスペックとね、あとね、オペレーターがいないって頼んだ方がいいよ。

オペレーターは、先方が手配してくれるということです。 

最新のモニタリング情報について連絡します。９時現在モニタリングポストＭＰ６付近、正門

でございます。５８７．６マイクロシーベルト／ｈ、中性子検出されず。風向北西の風１．７

号機はさ、２号機のプールはさ、今んとこ…なんだけど、海水系生かしてたらば、後電源さ

いやだから電源は来て、ＦＰＣとそれから海水系が生きたらば冷やせるんだな？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

う単純なせつ、質問ですからね。それに答えてくれれば良いんだから。 

消防車のリスト、●●のところで作ってるから今の話しを本店の●●さんとこへ集めてくださ

１点だけ。夕べ届いた消防車の情報が本店にはありません。それがくさい。この車を教えてく

首相官邸には消防車のスペックとね、あとね、オペレーターがいないって頼んだ方がいいよ。

 

最新のモニタリング情報について連絡します。９時現在モニタリングポストＭＰ６付近、正門

でございます。５８７．６マイクロシーベルト／ｈ、中性子検出されず。風向北西の風１．７

号機はさ、２号機のプールはさ、今んとこ…なんだけど、海水系生かしてたらば、後電源さ

いやだから電源は来て、ＦＰＣとそれから海水系が生きたらば冷やせるんだな？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

消防車のリスト、●●のところで作ってるから今の話しを本店の●●さんとこへ集めてくださ

１点だけ。夕べ届いた消防車の情報が本店にはありません。それがくさい。この車を教えてく

首相官邸には消防車のスペックとね、あとね、オペレーターがいないって頼んだ方がいいよ。

最新のモニタリング情報について連絡します。９時現在モニタリングポストＭＰ６付近、正門

でございます。５８７．６マイクロシーベルト／ｈ、中性子検出されず。風向北西の風１．７

号機はさ、２号機のプールはさ、今んとこ…なんだけど、海水系生かしてたらば、後電源さ

いやだから電源は来て、ＦＰＣとそれから海水系が生きたらば冷やせるんだな？ 

 

消防車のリスト、●●のところで作ってるから今の話しを本店の●●さんとこへ集めてくださ

１点だけ。夕べ届いた消防車の情報が本店にはありません。それがくさい。この車を教えてく

首相官邸には消防車のスペックとね、あとね、オペレーターがいないって頼んだ方がいいよ。 

最新のモニタリング情報について連絡します。９時現在モニタリングポストＭＰ６付近、正門

でございます。５８７．６マイクロシーベルト／ｈ、中性子検出されず。風向北西の風１．７

号機はさ、２号機のプールはさ、今んとこ…なんだけど、海水系生かしてたらば、後電源さ



 

時刻 

09:09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:10 

 

09:11 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

１Ｆ 

吉田所長

武藤副社長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

武藤副社長

清水社長

吉田所長

復旧班

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

テレビ会議 

 

発言者  

  

吉田所長  

武藤副社長  

復旧班  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

復旧班  

武藤副社長  

清水社長  

吉田所長  

復旧班  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

2011 年 3 月

 

運転もだから…モーターの健全性とか、途中のその…

勿論。だから動かせるかっていうのはその…かなり難しいと思います。そういう意味では。要

するに、電源系のところの十、十分なチェックは何も終わってませんから、それで大丈夫とは

言えない。 

勿論。勿論。勿論。

あの、すいません。よろしいですか？ＦＰＣが動かなくても、ＭＵＷＣの補給でいけるので、

ＣＳＰ，ＣＳＴさえ生きていれば、少なくとも冷やすことができるので、

ＯＫ．すいません、その議論は良いんですけども、脇でしっかりやってほしいんだけど、それ

は検討してください。

脇で●●がやってますので。●●とやってください。

はい。 

本社側、お願いします。

ちょっと考えておいた方が良いよ。２号機のプールは外からしかできないんだから。

その議論はあと。その議論はあと。

今最優先は消防車のスペックっていうか、使えるか使えないかで良いですよね。

その通りです。

昨日届いたやつのスペック教えて下さい。あるいはナンバーを教えてください。あるいは銘板

を教えて下さい。昨日届いた消防車の情報、何でもいいから教えて下さい。

はい。確実をきして昨日の夜、２Ｆ方面から届いた消防車、

す。これ目の前にありますので、番号を今から確認に、いま確認にいっております。その番号

をお伝えします。よろしいですか？

ＯＫです。 

あのね、写真撮って。時間、…スピード、スピード、スピード第一。

吉田所長、ただ聞いていて下さい。本店が認識してるのは、えー１Ｆには千葉火力から来た車

が１台ある。これは確実にある。これは射程が２０メートルしかない。それとは他に昨日届い

た消防自動車が１台ある。それのスペックが一番興味です。その他にも消防自動車があれば教

えて下さい。 

はい。高圧放水車という意味ではそれ以外ないと思っていますが、良いよね？

了解です。今のところ本店も２台と思ってる。吉田さんも２台と思ってる。ここ一致です。そ

れがくるってきたら教えてください。

はい？すいません。もう一度今。再コールお願いします。何でしょう？

消防車を送り込んだチームが沢山います。今からナンバープレートのナンバーがでてくるかも

しれないけど、その情報を見て自分のじゃないか直ぐに動いてください。
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運転もだから…モーターの健全性とか、途中のその…

勿論。だから動かせるかっていうのはその…かなり難しいと思います。そういう意味では。要

するに、電源系のところの十、十分なチェックは何も終わってませんから、それで大丈夫とは

勿論。勿論。勿論。 

あの、すいません。よろしいですか？ＦＰＣが動かなくても、ＭＵＷＣの補給でいけるので、

ＣＳＰ，ＣＳＴさえ生きていれば、少なくとも冷やすことができるので、

ＯＫ．すいません、その議論は良いんですけども、脇でしっかりやってほしいんだけど、それ

は検討してください。 

脇で●●がやってますので。●●とやってください。

本社側、お願いします。 

ちょっと考えておいた方が良いよ。２号機のプールは外からしかできないんだから。

その議論はあと。その議論はあと。

今最優先は消防車のスペックっていうか、使えるか使えないかで良いですよね。

その通りです。 

昨日届いたやつのスペック教えて下さい。あるいはナンバーを教えてください。あるいは銘板

を教えて下さい。昨日届いた消防車の情報、何でもいいから教えて下さい。

はい。確実をきして昨日の夜、２Ｆ方面から届いた消防車、

す。これ目の前にありますので、番号を今から確認に、いま確認にいっております。その番号

をお伝えします。よろしいですか？

あのね、写真撮って。時間、…スピード、スピード、スピード第一。

吉田所長、ただ聞いていて下さい。本店が認識してるのは、えー１Ｆには千葉火力から来た車

が１台ある。これは確実にある。これは射程が２０メートルしかない。それとは他に昨日届い

た消防自動車が１台ある。それのスペックが一番興味です。その他にも消防自動車があれば教

 

はい。高圧放水車という意味ではそれ以外ないと思っていますが、良いよね？

了解です。今のところ本店も２台と思ってる。吉田さんも２台と思ってる。ここ一致です。そ

れがくるってきたら教えてください。

はい？すいません。もう一度今。再コールお願いします。何でしょう？

消防車を送り込んだチームが沢山います。今からナンバープレートのナンバーがでてくるかも

しれないけど、その情報を見て自分のじゃないか直ぐに動いてください。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

運転もだから…モーターの健全性とか、途中のその…

勿論。だから動かせるかっていうのはその…かなり難しいと思います。そういう意味では。要

するに、電源系のところの十、十分なチェックは何も終わってませんから、それで大丈夫とは

あの、すいません。よろしいですか？ＦＰＣが動かなくても、ＭＵＷＣの補給でいけるので、

ＣＳＰ，ＣＳＴさえ生きていれば、少なくとも冷やすことができるので、

ＯＫ．すいません、その議論は良いんですけども、脇でしっかりやってほしいんだけど、それ

脇で●●がやってますので。●●とやってください。

ちょっと考えておいた方が良いよ。２号機のプールは外からしかできないんだから。

その議論はあと。その議論はあと。 

今最優先は消防車のスペックっていうか、使えるか使えないかで良いですよね。

昨日届いたやつのスペック教えて下さい。あるいはナンバーを教えてください。あるいは銘板

を教えて下さい。昨日届いた消防車の情報、何でもいいから教えて下さい。

はい。確実をきして昨日の夜、２Ｆ方面から届いた消防車、

す。これ目の前にありますので、番号を今から確認に、いま確認にいっております。その番号

をお伝えします。よろしいですか？ 

あのね、写真撮って。時間、…スピード、スピード、スピード第一。

吉田所長、ただ聞いていて下さい。本店が認識してるのは、えー１Ｆには千葉火力から来た車

が１台ある。これは確実にある。これは射程が２０メートルしかない。それとは他に昨日届い

た消防自動車が１台ある。それのスペックが一番興味です。その他にも消防自動車があれば教

はい。高圧放水車という意味ではそれ以外ないと思っていますが、良いよね？

了解です。今のところ本店も２台と思ってる。吉田さんも２台と思ってる。ここ一致です。そ

れがくるってきたら教えてください。 

はい？すいません。もう一度今。再コールお願いします。何でしょう？

消防車を送り込んだチームが沢山います。今からナンバープレートのナンバーがでてくるかも

しれないけど、その情報を見て自分のじゃないか直ぐに動いてください。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

運転もだから…モーターの健全性とか、途中のその… 

勿論。だから動かせるかっていうのはその…かなり難しいと思います。そういう意味では。要

するに、電源系のところの十、十分なチェックは何も終わってませんから、それで大丈夫とは

あの、すいません。よろしいですか？ＦＰＣが動かなくても、ＭＵＷＣの補給でいけるので、

ＣＳＰ，ＣＳＴさえ生きていれば、少なくとも冷やすことができるので、

ＯＫ．すいません、その議論は良いんですけども、脇でしっかりやってほしいんだけど、それ

脇で●●がやってますので。●●とやってください。 

ちょっと考えておいた方が良いよ。２号機のプールは外からしかできないんだから。

今最優先は消防車のスペックっていうか、使えるか使えないかで良いですよね。

昨日届いたやつのスペック教えて下さい。あるいはナンバーを教えてください。あるいは銘板

を教えて下さい。昨日届いた消防車の情報、何でもいいから教えて下さい。

はい。確実をきして昨日の夜、２Ｆ方面から届いた消防車、

す。これ目の前にありますので、番号を今から確認に、いま確認にいっております。その番号

あのね、写真撮って。時間、…スピード、スピード、スピード第一。

吉田所長、ただ聞いていて下さい。本店が認識してるのは、えー１Ｆには千葉火力から来た車

が１台ある。これは確実にある。これは射程が２０メートルしかない。それとは他に昨日届い

た消防自動車が１台ある。それのスペックが一番興味です。その他にも消防自動車があれば教

はい。高圧放水車という意味ではそれ以外ないと思っていますが、良いよね？

了解です。今のところ本店も２台と思ってる。吉田さんも２台と思ってる。ここ一致です。そ

はい？すいません。もう一度今。再コールお願いします。何でしょう？

消防車を送り込んだチームが沢山います。今からナンバープレートのナンバーがでてくるかも

しれないけど、その情報を見て自分のじゃないか直ぐに動いてください。
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勿論。だから動かせるかっていうのはその…かなり難しいと思います。そういう意味では。要

するに、電源系のところの十、十分なチェックは何も終わってませんから、それで大丈夫とは

あの、すいません。よろしいですか？ＦＰＣが動かなくても、ＭＵＷＣの補給でいけるので、

ＣＳＰ，ＣＳＴさえ生きていれば、少なくとも冷やすことができるので、 

ＯＫ．すいません、その議論は良いんですけども、脇でしっかりやってほしいんだけど、それ

ちょっと考えておいた方が良いよ。２号機のプールは外からしかできないんだから。

今最優先は消防車のスペックっていうか、使えるか使えないかで良いですよね。

昨日届いたやつのスペック教えて下さい。あるいはナンバーを教えてください。あるいは銘板

を教えて下さい。昨日届いた消防車の情報、何でもいいから教えて下さい。

はい。確実をきして昨日の夜、２Ｆ方面から届いた消防車、11 時に、昨日の１１時に届いてま

す。これ目の前にありますので、番号を今から確認に、いま確認にいっております。その番号

あのね、写真撮って。時間、…スピード、スピード、スピード第一。 

吉田所長、ただ聞いていて下さい。本店が認識してるのは、えー１Ｆには千葉火力から来た車

が１台ある。これは確実にある。これは射程が２０メートルしかない。それとは他に昨日届い

た消防自動車が１台ある。それのスペックが一番興味です。その他にも消防自動車があれば教

はい。高圧放水車という意味ではそれ以外ないと思っていますが、良いよね？

了解です。今のところ本店も２台と思ってる。吉田さんも２台と思ってる。ここ一致です。そ

はい？すいません。もう一度今。再コールお願いします。何でしょう？ 

消防車を送り込んだチームが沢山います。今からナンバープレートのナンバーがでてくるかも

しれないけど、その情報を見て自分のじゃないか直ぐに動いてください。 
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勿論。だから動かせるかっていうのはその…かなり難しいと思います。そういう意味では。要

するに、電源系のところの十、十分なチェックは何も終わってませんから、それで大丈夫とは

あの、すいません。よろしいですか？ＦＰＣが動かなくても、ＭＵＷＣの補給でいけるので、

 

ＯＫ．すいません、その議論は良いんですけども、脇でしっかりやってほしいんだけど、それ

ちょっと考えておいた方が良いよ。２号機のプールは外からしかできないんだから。 

今最優先は消防車のスペックっていうか、使えるか使えないかで良いですよね。 

昨日届いたやつのスペック教えて下さい。あるいはナンバーを教えてください。あるいは銘板

を教えて下さい。昨日届いた消防車の情報、何でもいいから教えて下さい。 

時に、昨日の１１時に届いてま

す。これ目の前にありますので、番号を今から確認に、いま確認にいっております。その番号

吉田所長、ただ聞いていて下さい。本店が認識してるのは、えー１Ｆには千葉火力から来た車

が１台ある。これは確実にある。これは射程が２０メートルしかない。それとは他に昨日届い

た消防自動車が１台ある。それのスペックが一番興味です。その他にも消防自動車があれば教

はい。高圧放水車という意味ではそれ以外ないと思っていますが、良いよね？ 

了解です。今のところ本店も２台と思ってる。吉田さんも２台と思ってる。ここ一致です。そ

消防車を送り込んだチームが沢山います。今からナンバープレートのナンバーがでてくるかも

 

 

勿論。だから動かせるかっていうのはその…かなり難しいと思います。そういう意味では。要

するに、電源系のところの十、十分なチェックは何も終わってませんから、それで大丈夫とは

あの、すいません。よろしいですか？ＦＰＣが動かなくても、ＭＵＷＣの補給でいけるので、

ＯＫ．すいません、その議論は良いんですけども、脇でしっかりやってほしいんだけど、それ

昨日届いたやつのスペック教えて下さい。あるいはナンバーを教えてください。あるいは銘板

時に、昨日の１１時に届いてま

す。これ目の前にありますので、番号を今から確認に、いま確認にいっております。その番号

吉田所長、ただ聞いていて下さい。本店が認識してるのは、えー１Ｆには千葉火力から来た車

が１台ある。これは確実にある。これは射程が２０メートルしかない。それとは他に昨日届い

た消防自動車が１台ある。それのスペックが一番興味です。その他にも消防自動車があれば教

了解です。今のところ本店も２台と思ってる。吉田さんも２台と思ってる。ここ一致です。そ

消防車を送り込んだチームが沢山います。今からナンバープレートのナンバーがでてくるかも
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本店本部の中、もう一度言います。消防車を送り込んだ人が沢山いるはずです。これからサイ

トが現実にある消防自動車のナンバーか何かを言ってきます。自分が送ったやつじゃないか直

ぐに探してください。

すいません。建設復旧班です。昨日、資材班から依頼のありました双眼鏡とそれから望遠鏡、

いま１Ｆの土木の●●ＧＭが持っていますんで、遠く見るのにもし必要でしたらそれをご利用

ください。よろしくお願いします。

はい。ありがとうございます。

すいません。空いてる時間で厚生班、それから資材班関係の情報共有です。自衛隊からの協力

申し出内容でございます。８時４５分の時点で。えー１つ、福島第一、第二へのガソリン、軽

油、飲み水の輸送をこれをやります。福島第一、第二へのガソリン、軽油、飲み水の輸送をこ

れをやります。えー２つ目、県立病院に除染所を作りました。県立病院に除染所を作りました。

運ばれた人の除染をやります。えー３つ目、避難所の被爆測定と除染をやります。避難所の被

爆測定と除染をやります。えーそれから現在検討中なもの、１つ、ヘリによるけが人輸送。こ

れは除染をして県立病院に輸送します。ヘリによるけが人輸送。これは除染をして県立病院に

輸送します。ヘリが駄目な場合は車で途中まで迎えに行って県立病院に輸送します。ヘリが駄

目な場合は車で途中まで迎えに行って県立病院に輸送します。この２つが検討中ということで

ございます。以上。

すいません。工務班ですけども。あ、終わっていなかったですか？終わっていなかったですか？

いや、終わりました。どうぞ。

電源線のことを整理させてほしいんですけど。今電源線については、東北からの６万でいかす

方法についてはえー６千の電源までは行きました。その後いつまでかって言う話しとですね、

それから夜ノ森線を使ってえー送る方法。これについては１５時までにがれきを撤去をした後

にこちらで入ると、いうことになっています。それから５、６号のユニットの方の電源線です

けども、これについては夜ノ森線を６万で使って送ろうということを考えています。えーっと

受側の発電所側のＧＩＳについては、こちらの方でえー健全性を確認しようと思っています。

そしてえー今倒壊してます鉄塔を建て替えて明日の午前中目途に６万で５、６号ユニットの方

いかそうと思ってますんで、変電、原子力側でですね、所内の方が大丈夫か、どうかこれだけ

は是非確認をしておいて頂きたいというふうに思っています。よろしくお願いします。

はい。確認させます。

本部にご案内します。官邸に詰めてる●●から私の所に連絡がありました。枝野長官が毎日１

０時４５分、１５時４５分の日２回のプレスレクを行いますと。ついてはその２０分前までに

プラント状況、それから線量データ、それを東電から欲しいと言われてるということでありま

す。ですから官邸に詰めてる●●に１０時４５分、１５時４５分の２０分前までには先ほどの

データ、プラント状況と線量データを必ず入れるようにしてあげてください。●●の携帯番号

を申し上げます。●●●●●●●●●●です、もう一度言います。●●●●●●●●●●です

以上です。 

官邸との窓口、了解でしょうか？はい、お願いします。

情報との取りまとめは情報班です。それ全部お渡します。

了解。取りまとめ情報班と、今の窓口…手を挙げたのは●●さんですね？認識して下さい、お

願いします。 

はい、情報班、連携とります。

えっと、吉田所長。

はい、吉田です。

機動隊の消防隊がオペレーターも含めて小名浜でえー準備が出来ていて、これから、あーいつ
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本店本部の中、もう一度言います。消防車を送り込んだ人が沢山いるはずです。これからサイ

トが現実にある消防自動車のナンバーか何かを言ってきます。自分が送ったやつじゃないか直

ぐに探してください。 

すいません。建設復旧班です。昨日、資材班から依頼のありました双眼鏡とそれから望遠鏡、

いま１Ｆの土木の●●ＧＭが持っていますんで、遠く見るのにもし必要でしたらそれをご利用

ください。よろしくお願いします。

はい。ありがとうございます。

すいません。空いてる時間で厚生班、それから資材班関係の情報共有です。自衛隊からの協力

申し出内容でございます。８時４５分の時点で。えー１つ、福島第一、第二へのガソリン、軽

油、飲み水の輸送をこれをやります。福島第一、第二へのガソリン、軽油、飲み水の輸送をこ

れをやります。えー２つ目、県立病院に除染所を作りました。県立病院に除染所を作りました。

運ばれた人の除染をやります。えー３つ目、避難所の被爆測定と除染をやります。避難所の被

爆測定と除染をやります。えーそれから現在検討中なもの、１つ、ヘリによるけが人輸送。こ

染をして県立病院に輸送します。ヘリによるけが人輸送。これは除染をして県立病院に

輸送します。ヘリが駄目な場合は車で途中まで迎えに行って県立病院に輸送します。ヘリが駄

目な場合は車で途中まで迎えに行って県立病院に輸送します。この２つが検討中ということで

ございます。以上。 

すいません。工務班ですけども。あ、終わっていなかったですか？終わっていなかったですか？

いや、終わりました。どうぞ。

電源線のことを整理させてほしいんですけど。今電源線については、東北からの６万でいかす

方法についてはえー６千の電源までは行きました。その後いつまでかって言う話しとですね、

それから夜ノ森線を使ってえー送る方法。これについては１５時までにがれきを撤去をした後

にこちらで入ると、いうことになっています。それから５、６号のユニットの方の電源線です

けども、これについては夜ノ森線を６万で使って送ろうということを考えています。えーっと

受側の発電所側のＧＩＳについては、こちらの方でえー健全性を確認しようと思っています。

ー今倒壊してます鉄塔を建て替えて明日の午前中目途に６万で５、６号ユニットの方

いかそうと思ってますんで、変電、原子力側でですね、所内の方が大丈夫か、どうかこれだけ

は是非確認をしておいて頂きたいというふうに思っています。よろしくお願いします。

はい。確認させます。 

本部にご案内します。官邸に詰めてる●●から私の所に連絡がありました。枝野長官が毎日１

０時４５分、１５時４５分の日２回のプレスレクを行いますと。ついてはその２０分前までに

プラント状況、それから線量データ、それを東電から欲しいと言われてるということでありま

す。ですから官邸に詰めてる●●に１０時４５分、１５時４５分の２０分前までには先ほどの

データ、プラント状況と線量データを必ず入れるようにしてあげてください。●●の携帯番号

を申し上げます。●●●●●●●●●●です、もう一度言います。●●●●●●●●●●です

官邸との窓口、了解でしょうか？はい、お願いします。

情報との取りまとめは情報班です。それ全部お渡します。

了解。取りまとめ情報班と、今の窓口…手を挙げたのは●●さんですね？認識して下さい、お
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トが現実にある消防自動車のナンバーか何かを言ってきます。自分が送ったやつじゃないか直

すいません。建設復旧班です。昨日、資材班から依頼のありました双眼鏡とそれから望遠鏡、

いま１Ｆの土木の●●ＧＭが持っていますんで、遠く見るのにもし必要でしたらそれをご利用
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油、飲み水の輸送をこれをやります。福島第一、第二へのガソリン、軽油、飲み水の輸送をこ

れをやります。えー２つ目、県立病院に除染所を作りました。県立病院に除染所を作りました。

運ばれた人の除染をやります。えー３つ目、避難所の被爆測定と除染をやります。避難所の被

爆測定と除染をやります。えーそれから現在検討中なもの、１つ、ヘリによるけが人輸送。こ

染をして県立病院に輸送します。ヘリによるけが人輸送。これは除染をして県立病院に
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受側の発電所側のＧＩＳについては、こちらの方でえー健全性を確認しようと思っています。

ー今倒壊してます鉄塔を建て替えて明日の午前中目途に６万で５、６号ユニットの方
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は是非確認をしておいて頂きたいというふうに思っています。よろしくお願いします。
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０時４５分、１５時４５分の日２回のプレスレクを行いますと。ついてはその２０分前までに
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す。ですから官邸に詰めてる●●に１０時４５分、１５時４５分の２０分前までには先ほどの

データ、プラント状況と線量データを必ず入れるようにしてあげてください。●●の携帯番号

を申し上げます。●●●●●●●●●●です、もう一度言います。●●●●●●●●●●です

官邸との窓口、了解でしょうか？はい、お願いします。

情報との取りまとめは情報班です。それ全部お渡します。

了解。取りまとめ情報班と、今の窓口…手を挙げたのは●●さんですね？認識して下さい、お
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運ばれた人の除染をやります。えー３つ目、避難所の被爆測定と除染をやります。避難所の被

爆測定と除染をやります。えーそれから現在検討中なもの、１つ、ヘリによるけが人輸送。こ

染をして県立病院に輸送します。ヘリによるけが人輸送。これは除染をして県立病院に

輸送します。ヘリが駄目な場合は車で途中まで迎えに行って県立病院に輸送します。ヘリが駄

目な場合は車で途中まで迎えに行って県立病院に輸送します。この２つが検討中ということで

すいません。工務班ですけども。あ、終わっていなかったですか？終わっていなかったですか？

電源線のことを整理させてほしいんですけど。今電源線については、東北からの６万でいかす

方法についてはえー６千の電源までは行きました。その後いつまでかって言う話しとですね、

それから夜ノ森線を使ってえー送る方法。これについては１５時までにがれきを撤去をした後

にこちらで入ると、いうことになっています。それから５、６号のユニットの方の電源線です

けども、これについては夜ノ森線を６万で使って送ろうということを考えています。えーっと

受側の発電所側のＧＩＳについては、こちらの方でえー健全性を確認しようと思っています。

ー今倒壊してます鉄塔を建て替えて明日の午前中目途に６万で５、６号ユニットの方

いかそうと思ってますんで、変電、原子力側でですね、所内の方が大丈夫か、どうかこれだけ

は是非確認をしておいて頂きたいというふうに思っています。よろしくお願いします。

本部にご案内します。官邸に詰めてる●●から私の所に連絡がありました。枝野長官が毎日１

０時４５分、１５時４５分の日２回のプレスレクを行いますと。ついてはその２０分前までに

プラント状況、それから線量データ、それを東電から欲しいと言われてるということでありま

す。ですから官邸に詰めてる●●に１０時４５分、１５時４５分の２０分前までには先ほどの

データ、プラント状況と線量データを必ず入れるようにしてあげてください。●●の携帯番号

を申し上げます。●●●●●●●●●●です、もう一度言います。●●●●●●●●●●です

官邸との窓口、了解でしょうか？はい、お願いします。 

情報との取りまとめは情報班です。それ全部お渡します。 

了解。取りまとめ情報班と、今の窓口…手を挙げたのは●●さんですね？認識して下さい、お

機動隊の消防隊がオペレーターも含めて小名浜でえー準備が出来ていて、これから、あーいつ

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

本店本部の中、もう一度言います。消防車を送り込んだ人が沢山いるはずです。これからサイ

トが現実にある消防自動車のナンバーか何かを言ってきます。自分が送ったやつじゃないか直

すいません。建設復旧班です。昨日、資材班から依頼のありました双眼鏡とそれから望遠鏡、

いま１Ｆの土木の●●ＧＭが持っていますんで、遠く見るのにもし必要でしたらそれをご利用

すいません。空いてる時間で厚生班、それから資材班関係の情報共有です。自衛隊からの協力

申し出内容でございます。８時４５分の時点で。えー１つ、福島第一、第二へのガソリン、軽

油、飲み水の輸送をこれをやります。福島第一、第二へのガソリン、軽油、飲み水の輸送をこ

れをやります。えー２つ目、県立病院に除染所を作りました。県立病院に除染所を作りました。

運ばれた人の除染をやります。えー３つ目、避難所の被爆測定と除染をやります。避難所の被

爆測定と除染をやります。えーそれから現在検討中なもの、１つ、ヘリによるけが人輸送。こ

染をして県立病院に輸送します。ヘリによるけが人輸送。これは除染をして県立病院に

輸送します。ヘリが駄目な場合は車で途中まで迎えに行って県立病院に輸送します。ヘリが駄

目な場合は車で途中まで迎えに行って県立病院に輸送します。この２つが検討中ということで

すいません。工務班ですけども。あ、終わっていなかったですか？終わっていなかったですか？

電源線のことを整理させてほしいんですけど。今電源線については、東北からの６万でいかす

方法についてはえー６千の電源までは行きました。その後いつまでかって言う話しとですね、

それから夜ノ森線を使ってえー送る方法。これについては１５時までにがれきを撤去をした後

にこちらで入ると、いうことになっています。それから５、６号のユニットの方の電源線です

けども、これについては夜ノ森線を６万で使って送ろうということを考えています。えーっと

受側の発電所側のＧＩＳについては、こちらの方でえー健全性を確認しようと思っています。

ー今倒壊してます鉄塔を建て替えて明日の午前中目途に６万で５、６号ユニットの方

いかそうと思ってますんで、変電、原子力側でですね、所内の方が大丈夫か、どうかこれだけ

は是非確認をしておいて頂きたいというふうに思っています。よろしくお願いします。

本部にご案内します。官邸に詰めてる●●から私の所に連絡がありました。枝野長官が毎日１

０時４５分、１５時４５分の日２回のプレスレクを行いますと。ついてはその２０分前までに

プラント状況、それから線量データ、それを東電から欲しいと言われてるということでありま
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を申し上げます。●●●●●●●●●●です、もう一度言います。●●●●●●●●●●です
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にこちらで入ると、いうことになっています。それから５、６号のユニットの方の電源線です

けども、これについては夜ノ森線を６万で使って送ろうということを考えています。えーっと
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本部にご案内します。官邸に詰めてる●●から私の所に連絡がありました。枝野長官が毎日１
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れをやります。えー２つ目、県立病院に除染所を作りました。県立病院に除染所を作りました。
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でもえーそちらに行って頂けるということになりました。

はい。 

それで、がれきの除去がいつできるのか、現場に何時頃行けるような条件ができるのかという

のを確認をしてその時間に入れるように準備をして頂くということになるので、がれきの除去

にかかる時間を評価をして教えて下さい。

はい。ご要求は理解しましたが、ちょっと一つ確認させて下さい。がれきの除去と言っている

ことに関しまして２点、今ございましてですね、あの、今４号機の山、山側の道のがれきの除

去のことでよろしいですか？

４号機のプールに対して放水できる所までたどり着ける為のガラスの…がれきの除去っていう

のは、山側が近いのか、海側が近いのかによりますけども。

すいません。それで先程こちらで私がしつこく確認したのは、そのルートがまだ決まっていな

いんです。山側から回り込むのか、海側から回り込むのかと、いうところを現地で検討してる

ところなんです。ですからちょっとその…

すいません。ちょっと割り込んで良いですか？我々が本店で考えてたルートの写真を今見せま

す。これは本店入ってくる入り口のとこです。次、要はタ－ビン側にどうやって行ったらどう

なってるかってとこ見せます。はい、その次。で、ここどんどん下入っていきます。次。これ

でゲートを入っていきます。はい、ここの隙間を通って行きます。で、ここに置き去りにされ

た物があります。入っていきます。で、これを右に向きました。３，４号側向きました。で、

ここ入っていきます。はい次。で、ここにバックホーがあります。ここは通れません。で、こ

のバックホーが動くか動かないかが一番大きい。その次。以上。このルートでほとんど障害が

あるのがたいしてない。バックホーが動くかどうか。これの所有の人、どこでしょう？

誰か分かりますか？

本店の●●ですけど、１件だけ確認ですが、その時に今の１号機のタービン、すいません３号

機のタービンの角のところでホースがありますから、そこのホースのところを養生しないと入

れない、というのが今一つのクリティカルです。それから、バックホーの所は我々も認識して

して、今それが動かせるのかは確認しています。

そうするとバックホーと、原子炉に水を送ってるホースの養生とかクリティカルという理解で

良いかな？ 

はい、そうです。ですからがれきとおっしゃるから全部話しがおかしくなってくるんです…

分かった、分かった。じゃあバックホーとそのホースの養生をやって南側、これ海側のルート

だな。タービンの海側だな。

そうです。 

タービンの海側のルートを通って４号機に到達できる時間がどのぐらいかという事を評価する

と、そういうことだな。

はい、はい、そうです。

そのバックホーは誰か行ってるの？今。

バックホーは今、土木の方で、先程言ったみたいに２台は現地にバックホーあります。人は８

人待機してるんですが…

ごめん、このバックホーどけられるかって話し。

今確認してます、それは。
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それから吉田さん、もう１個、もう１個、これを避けた時にその先に行って右に曲がって４号

の方に行くんですが、その右に曲がった所にがれきがいっぱいあるか無いかなんて分かりませ

んかね？ 

右に曲がって４号、右に曲がって４号っていうのは集中ラドと４号の間の道ってことですか？

そうです。 

はい。そこは一つ大きな問題があって、でかいクレーンがブームを出して居座ってます。で、

ここは動かせないと思っているんで、そこの手前までの寄りつきでそちらの作業が出来るかど

うかっていうところで、今詳細な図面を…現場を確認します。

急いでお願いします。

こういうのがあって、ここはでかいクレーンが一個あるんですよ。でこれは道が寸断されてい

るんだけど、こっちから来ればここまで行く。

うん、 

今のやつは海側のルートだけど、山側のルートは合わせて検討する価値はあるの？

あの、山側のルートを検討しても良いんですけど、結局あの山側のルートもがれきがあります

から、これを撤去するという作業と、その海側のがれきを撤去する作業が２分されますから。

その両方やると絶対時間かかりますよね。

まあ、そういうことだけど今のやつより山側の方が早い可能性があるかどうかって質問だけど。

あの、基本的には山側の方がはやいです。早いんだけど線量の問題があるんで、そこは今評価

出来ていない。

分かった。まずは右側をつめるってことだな。

はい。ですから、線量が今どれくらい、どれくらい変化するか分からないので今、比較的穏や

かな本店とサイトがアグリーしているライン、要するに海側からぐるっと３・４，３号の所、

右に曲がって４号の方にいって、えー４号のリアクターの方から放水するというコースを中心

に検討するっていうことで良いですよね？

分かった、じゃあそれで進めましょう。それで･･･あと、保安班。保安班。保安班誰かいないの？

すいません、本店保安班ですか？サイトの保安班ですか？

ごめん、本店保安班。サイト保安班も一緒に聞いてくれる？これから機動隊の方が来られるの

で、機動隊の方の安全確保が大変重要なので、えー防護着だとか線量計だとかしっかり

防護着１２着。

…防護着１２着？１２名来られるってことか。１２名来られるので、１２名分の装備をしっか

り準備をしてください。

何処に到着されますか？

保安班、了解しました。
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発電所、了解？

発電所、了解。

よろしく。 

武藤さん、但し１点だけお願いがあります。そういう装備類ももの凄く底をついてきたんで、

資材…至急要請…

分かった。資材班。●●。

資材班、了解しました。

電気事業連合会の原子力部長がどっかにいたと思うんだけども、電事連も含めて他社分も含め

て少し…ともかく多い方が良いから。あの線量計だとか防護着だとか絶対足りなくなるから、

いっぱい持ってきて貰って。

調達いたします。

工務班ですけども、うちの方も防護服、あの大分足りないっていってますんでよろしくお願い

します。 

ああ、電源復旧班？

本店本部、聞こえますか？武藤さん聞こえます？

聞こえるよ。 

その国が出してくれる消防っていうのは今何処にいるんですか？東京ですか？

え、小名浜。 

小名浜ですか。なるべくＪヴィレッジまで近場に行ってもらった方がいいんじゃないですか？

いや、多分、もう大丈夫と思いますけど。

そうですか。 

え、いや小名浜。

はいはい。 

武黒です。今、会長、社長不在なので、社長からの指示を受けて私が今代行をいたしておりま

す。会長からのご指示で当面、えー発電所長の吉田さん、よくご存じだと思いますが、今あっ

たバックホーをどけることと、それからホースの養生をして、そしてポンプが現場に近づける

ようにするということが最優先ということになっていると思いますが、そういう認識でよろし

いですね、吉田さん。

はい。えっと･･･●●ですが、まず今ホースの養生。角材をあててホースがつぶれない養生には、

現場はもう向かってます。あとバックホーとえーとバックホーと自衛隊の車の移動については、

現在重機を運転できる方がこちらに来て放管教育等をやっていますので、それが終わり次第現

場の方に行くようにします。

はい。その条件が整う時間の想定を明確にして教えて下さい。それによって警察から、警察が

既に現地に着いてると思いますが、高性能のポンプ車を操作する操作員も警察から派遣して頂
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す。会長からのご指示で当面、えー発電所長の吉田さん、よくご存じだと思いますが、今あっ

たバックホーをどけることと、それからホースの養生をして、そしてポンプが現場に近づける

ようにするということが最優先ということになっていると思いますが、そういう認識でよろし

いですね、吉田さん。 

はい。えっと･･･●●ですが、まず今ホースの養生。角材をあててホースがつぶれない養生には、
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既に現地に着いてると思いますが、高性能のポンプ車を操作する操作員も警察から派遣して頂
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本店本部、聞こえますか？武藤さん聞こえます？
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す。会長からのご指示で当面、えー発電所長の吉田さん、よくご存じだと思いますが、今あっ

たバックホーをどけることと、それからホースの養生をして、そしてポンプが現場に近づける

ようにするということが最優先ということになっていると思いますが、そういう認識でよろし

はい。えっと･･･●●ですが、まず今ホースの養生。角材をあててホースがつぶれない養生には、
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工務班ですけども、うちの方も防護服、あの大分足りないっていってますんでよろしくお願い
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その国が出してくれる消防っていうのは今何処にいるんですか？東京ですか？

小名浜ですか。なるべくＪヴィレッジまで近場に行ってもらった方がいいんじゃないですか？

 

武黒です。今、会長、社長不在なので、社長からの指示を受けて私が今代行をいたしておりま

す。会長からのご指示で当面、えー発電所長の吉田さん、よくご存じだと思いますが、今あっ

たバックホーをどけることと、それからホースの養生をして、そしてポンプが現場に近づける

ようにするということが最優先ということになっていると思いますが、そういう認識でよろし

はい。えっと･･･●●ですが、まず今ホースの養生。角材をあててホースがつぶれない養生には、

現場はもう向かってます。あとバックホーとえーとバックホーと自衛隊の車の移動については、

現在重機を運転できる方がこちらに来て放管教育等をやっていますので、それが終わり次第現

はい。その条件が整う時間の想定を明確にして教えて下さい。それによって警察から、警察が
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武藤さん、但し１点だけお願いがあります。そういう装備類ももの凄く底をついてきたんで、

電気事業連合会の原子力部長がどっかにいたと思うんだけども、電事連も含めて他社分も含め

て少し…ともかく多い方が良いから。あの線量計だとか防護着だとか絶対足りなくなるから、

工務班ですけども、うちの方も防護服、あの大分足りないっていってますんでよろしくお願い

その国が出してくれる消防っていうのは今何処にいるんですか？東京ですか？

小名浜ですか。なるべくＪヴィレッジまで近場に行ってもらった方がいいんじゃないですか？

武黒です。今、会長、社長不在なので、社長からの指示を受けて私が今代行をいたしておりま

す。会長からのご指示で当面、えー発電所長の吉田さん、よくご存じだと思いますが、今あっ

たバックホーをどけることと、それからホースの養生をして、そしてポンプが現場に近づける

ようにするということが最優先ということになっていると思いますが、そういう認識でよろし

はい。えっと･･･●●ですが、まず今ホースの養生。角材をあててホースがつぶれない養生には、

現場はもう向かってます。あとバックホーとえーとバックホーと自衛隊の車の移動については、

現在重機を運転できる方がこちらに来て放管教育等をやっていますので、それが終わり次第現

はい。その条件が整う時間の想定を明確にして教えて下さい。それによって警察から、警察が

既に現地に着いてると思いますが、高性能のポンプ車を操作する操作員も警察から派遣して頂
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武藤さん、但し１点だけお願いがあります。そういう装備類ももの凄く底をついてきたんで、

電気事業連合会の原子力部長がどっかにいたと思うんだけども、電事連も含めて他社分も含め

て少し…ともかく多い方が良いから。あの線量計だとか防護着だとか絶対足りなくなるから、

工務班ですけども、うちの方も防護服、あの大分足りないっていってますんでよろしくお願い

その国が出してくれる消防っていうのは今何処にいるんですか？東京ですか？ 

小名浜ですか。なるべくＪヴィレッジまで近場に行ってもらった方がいいんじゃないですか？

武黒です。今、会長、社長不在なので、社長からの指示を受けて私が今代行をいたしておりま

す。会長からのご指示で当面、えー発電所長の吉田さん、よくご存じだと思いますが、今あっ

たバックホーをどけることと、それからホースの養生をして、そしてポンプが現場に近づける

ようにするということが最優先ということになっていると思いますが、そういう認識でよろし

はい。えっと･･･●●ですが、まず今ホースの養生。角材をあててホースがつぶれない養生には、

現場はもう向かってます。あとバックホーとえーとバックホーと自衛隊の車の移動については、

現在重機を運転できる方がこちらに来て放管教育等をやっていますので、それが終わり次第現

はい。その条件が整う時間の想定を明確にして教えて下さい。それによって警察から、警察が

既に現地に着いてると思いますが、高性能のポンプ車を操作する操作員も警察から派遣して頂
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たバックホーをどけることと、それからホースの養生をして、そしてポンプが現場に近づける

ようにするということが最優先ということになっていると思いますが、そういう認識でよろし

はい。えっと･･･●●ですが、まず今ホースの養生。角材をあててホースがつぶれない養生には、
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くということが総理の指示で決定しております。よろしく。

●●さん。バックホー、燃料が入っているという情報があるので大丈夫ですね？

取るな、取るな。（電話）すいません、落ち着きましょう、一回落ち着きましょう。色んなオ

ーダーがきますので、ささえきれないのでちょっとおちついて各サイトへのオーダーはミニマ

ムにしてください。それから他の部門ちょっと、全体おとしてください。もう一度確認します

が、最初のオーダーはなんですか？一つずつ確認しましょう。時間ですよね？

そうです、バックホー、条件が整う時間を明確にしてください。

はい。 

私からのオーダーはそれだけです。

はい。 

やってくれていいんだよ、どんどん、だから変に、ようするにあんまり考えずに、いまやるこ

とをシンプルにやってくれればいいんだよ。

すいません。福島第一から連絡がきましたので、周知をさせて頂きます。福島第一の●●から

の情報で、今現在、福島第一にある消防車の確認をして頂きましたので、その報告をします。

２台ありますということです。番号を言いますが、１台目、●●●●●です。これは･･･よろし

いですか？えっと、これは警察庁から借りてる物で、本来本日、４号機の使用済み燃料貯蔵プ

ールに放水をするために準備したものでございます。それが１台です。それからもう１台。え

っと、番号ですが、●●●●●●です。これは南明興産が所有してる物ということで２台でご

ざいます。 

はい、ありがとうございました。特定できました。それでは１台使える消防車は警察庁から頂

いた消防車が１台あることが判明致しました。

はい。武黒、了解しました。

サイト保安班より連絡します。現在福島第一に参りました公設消防隊の方は現地の説明が終わ

り、現地内で現場調査に行くかどうか協議中というのを連絡入りました。

すいません、保安班から確認させてください。先程機動隊１２名、保護衣用意するように言わ

れたんですが、何処に到着するんですか？その情報頂かないと用意しても用意できないんです

が。誰がその情報もってます？

よし、じゃあ預かろう。

機動隊の到着場所がクリティカルな情報です。皆さん認識して情報入手したら直ぐに発話して

ください。 

えー警備誘導班よりご連絡します。公設消防の状況ですが線量状況を説明したところ、指揮者

隊長から協議が必要ということで現在協議に入っており、えー隊員は線量を低減させる為に一

度構外にて待つということで移動を始めました。公設消防隊長と現在●●で協議中でございま

す。以上。 

保安班より連絡します。９時３０分現在のモニタリング結果が出ましたのでお知らせ致します。

モニ、場所につきましてはモニタリングポスト３番近傍、正門の値でございます。線量５８２

ｍSv/ｈ、中性子については検出されておりま

以上でございます。

吉田さん、武黒です。

はい、吉田です。
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くということが総理の指示で決定しております。よろしく。

●●さん。バックホー、燃料が入っているという情報があるので大丈夫ですね？

取るな、取るな。（電話）すいません、落ち着きましょう、一回落ち着きましょう。色んなオ

ーダーがきますので、ささえきれないのでちょっとおちついて各サイトへのオーダーはミニマ

ムにしてください。それから他の部門ちょっと、全体おとしてください。もう一度確認します

が、最初のオーダーはなんですか？一つずつ確認しましょう。時間ですよね？

そうです、バックホー、条件が整う時間を明確にしてください。

私からのオーダーはそれだけです。

やってくれていいんだよ、どんどん、だから変に、ようするにあんまり考えずに、いまやるこ

とをシンプルにやってくれればいいんだよ。

すいません。福島第一から連絡がきましたので、周知をさせて頂きます。福島第一の●●から

の情報で、今現在、福島第一にある消防車の確認をして頂きましたので、その報告をします。

２台ありますということです。番号を言いますが、１台目、●●●●●です。これは･･･よろし

いですか？えっと、これは警察庁から借りてる物で、本来本日、４号機の使用済み燃料貯蔵プ

ールに放水をするために準備したものでございます。それが１台です。それからもう１台。え

っと、番号ですが、●●●●●●です。これは南明興産が所有してる物ということで２台でご

はい、ありがとうございました。特定できました。それでは１台使える消防車は警察庁から頂

いた消防車が１台あることが判明致しました。

はい。武黒、了解しました。 

サイト保安班より連絡します。現在福島第一に参りました公設消防隊の方は現地の説明が終わ

り、現地内で現場調査に行くかどうか協議中というのを連絡入りました。

すいません、保安班から確認させてください。先程機動隊１２名、保護衣用意するように言わ

れたんですが、何処に到着するんですか？その情報頂かないと用意しても用意できないんです

が。誰がその情報もってます？

よし、じゃあ預かろう。 

機動隊の到着場所がクリティカルな情報です。皆さん認識して情報入手したら直ぐに発話して

えー警備誘導班よりご連絡します。公設消防の状況ですが線量状況を説明したところ、指揮者

隊長から協議が必要ということで現在協議に入っており、えー隊員は線量を低減させる為に一

度構外にて待つということで移動を始めました。公設消防隊長と現在●●で協議中でございま

保安班より連絡します。９時３０分現在のモニタリング結果が出ましたのでお知らせ致します。

モニ、場所につきましてはモニタリングポスト３番近傍、正門の値でございます。線量５８２

ｈ、中性子については検出されておりま

以上でございます。 

吉田さん、武黒です。 

はい、吉田です。 
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●●さん。バックホー、燃料が入っているという情報があるので大丈夫ですね？ 
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一点、私に確認させてください。もし、警察の想定していた梯子の高性能の車が使える状況に

なって現地に人が着いた場合に、その水源は海水ということですが海水、その海水については、

ポンプの吸い込みを海水の所に持っていくっていうことになるんでしょうか？

申し訳ございません。そこの検討については私参加しておりません。本店の●●さんが検討し

てると思いますのでお願いします。

はい、本店で誰か把握してる人。

●●です。●●が把握してます。

●●さん、●●さん説明中でしたら●●さんの下の方、誰かこちらに待機させてください。さ

っきからお願いしてるのはそれです。

そこに●●がおりまして、彼がそこいつも歩き回っている事になってます。

吉田さん、次に確認させてください。今の件は本店で確認致します。それ以外に何かせっかく

の消防ポンプが人もそろって、物も現場について海水も使えるということになった時に何かそ

れ以外に実行するにあたって支障となるような可能性はありますでしょうか？

いや、あのその場所に行って送水源が確保できればですね、後はもう、技術というか、それだ

けの話しになるので、大丈夫だと思いますけども。

わかりました。それじゃ、これだけに頼るわけにいかないので、更にバックアップの方策を考

えます。ありがとうございました。

はい。 

すいません。１点だけ追加で若干…あの、あれは、第一の吉田ですけど、梯子車っていうかか

なり重心が高くなるような車両の場合ですね、結構最近あの、余震も昨日今日とおーあります

ので、そこだけ要注意かなと思っています。以上です。

承知しました。武黒です。今の件、もう一回確認すると、余震があると梯子車の場合、重心が

高いので危ない可能性があると。いうことで、これは本店側で追加検討してもらいます。

はい。 

９時半に公設消防による現地本部が設置されました。

失礼いたします。ちょっとご報告をいたします。１号機、ごめんなさい、あの、２号機のＰ／

Ｃ２Ｃの受電用のための電源車につきまして、只今準備を整えていただいております。で、今、

発電所の方でですね、現場の環境を確認して安全、安全だということで、作業の許可を今から

出すということですが、ですがそれでサイトさん、よろしいでしょうか？

はい、それがもし確認できたんであれば、進めて頂きたいと思います。よろしくお願いします。

本店資材班ですけども、先程話が出ました防護服等の装置なんですけども、電事連さんのご協
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はい、ありがとうございます。

吉田さん、いいですか？武黒です。

はい、どうぞ。
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すいません。１点だけ追加で若干…あの、あれは、第一の吉田ですけど、梯子車っていうかか
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すので、えー届き次第お送りすることになるかと思います。よろしくお願いします。
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今、本店で確認しましたら、今度くる警察省の消防ポンプの吸い込み側のホースについては、

長さがまだ確認できておりません。それでこちらの話しではそのポンプを手配してあるので、

それを使えるようにするということなんですが、今それの確認をしてます。で、その確認がで

きたら消防ポンプがくる前に、そのホース位現場に用意しておいた方がいいと思うんですが、

吉田さんのこの型についての認識はいかがでしょうか？

それはもう準備できる範囲…最後はですね、カチャっと詰め込めば出来るようにしとくのが一

番確実だと思いますので、そうされた方が良いと思います。

それじゃ、そのホースが発電所にどうあるかって言うこと本店で確認しようとしてますが、そ

れについて発電所でもよろしくお願いします。

はい。じゃあ●●、●●…ポンプの消火ポンプのホースのサイトにどれくらいあって、本店と

今から調整すると。調査して、必要な物付設すると。いうことにしよう、今、ＯＫ出しました

ので、あのサイトの方でもあのホースの確認を、指示を行ってください。

了解しました。

配電班から再確認させてください。今、福一の方にですね、ポンプの為の発電車を入り口で待

機させてましたけども、今安全確認したということで、ポンプの為の高圧発電車の供給を実施

しろということでよろしいでしょうか。

はい、すいません。もう一度確認…何の為の？ポンプの為の？すいません。もう一度復唱して

ください。聞き取りにくかったんで。

今、配電の方から、福一のポンプの為の発電車対応を要請され、今、ゲートにいます。先程待

機という指示を受けました。今対応しろということを本店の原子力の方から指示されたようで

すけれども、それでよろしいでしょうか？

判断できないのはポンプの為のって言うのが私は理解できないんで、それはどういう意味です

かと聞いてるんです。配電さんが来られたのは元々工務の工務の…

違います。原子力の重要ポンプの為に緊急で対応してくれと言われて対応したものです。

重要ポンプ…あの、本設のポンプのことですね。

●●さんちゃんと話して下さい。
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武黒です。その通りです。

これをディスターブする物は、他の作業であっても一時待機してもらってるってことで良いで

すね。 

どうディスターブするのかこちらで判断できないので、そちらで判断してください。

はい。今の配電さん、配電さんのその工事について、場所的にはここの工事とは関係ありませ

ん。今言いました、警察の消防車をおく工事とは関係ありませんが、その工事をするためには、

当該箇所、要するにタービンの山側の部分をバックホーで整備しないといけないんですよね。

それまだ終わってませんよね？

その話しとは別で、今の電源車は電源の工事が間に合わないから、それに代える電源車を準備

してくれたのが正門でスタンバってるってこういう話しなんだよ。待ってて頂くってことです。

ごめんなさい。その目的、ちょっと私どもきてないんで、ど、優先度、優先度を本店でもう１

回決めてください。私は、いまここで・・。

分かりました。お気持ち良く分かりました。優先度は今言ったように、使用済み燃料貯蔵プー

ルへの水の補給です。しかし同時に、外部電源の確保というのも重要なので、優先度の１番は

燃料プールの水の補給ですが、それをディスターブしない限りで優先度２番として電源の確保

と、の為の作業ということになります。

はい、それやって頂いていいです。ディスターブしない限り、はい。

それから私から２つ目の条件整備について、見通しの時間、見通しがある程度言えるようにな

ったら教えて下さい。

はい、了解しました。それではこれからですね、４号機の使用済み燃料のところにあの、放水

するプロジェクトをプロジェクト・ファーストと言って下さい。プロジェクト・ファースト、

一番。一番優先度が高いのをプロジェクト・ファーストと言います。この、この、これについ

て皆さん、プロジェクト・ファーストとみなさん、呼んでいただくと理解が進むと思いますの

で、よろしくお願いします。

広報班から情報共有させていただきたいと思います。１階のプレスルームにマスコミが相当集

まってますけども、今のご議論の論点に対応するかのようにですね、えー福島第一の４号機の

被災状況についての感心が高まってます。特に、１Ｆの１の写真が比較的簡単に出ちゃったよ

うなこともありましてですね、４号機の被災状況の分かる写真を出せと。至近の４号機の被災

状況が分かる写真を出せとゆうふうな要望を受けております。一応預かっているという状況に

なっています。以上です。

吉田さん、武黒です。

はい、吉田です。

先程の電源車が、外部電源の為の電源車が…じゃないポンプの為の電源車が来てるという話し

については、重要度１と重要度２の１番と２番の作業のディスターブする可能性はあるんでし

ょうか？ 

あのですね、それが道路整備しないで当該の場所に搬入することだけであれば、即進めていた

だいていいのですが、その電源車を運ぶために道路整備をしないといけないとなりますと、プ

ロジェクト・ファーストの為にとっておいたバックホーだとかをそれに使いたいという話しに

なります。それがディスターブのポイントです。

それについてはそちらで確認してくれますか？

えーと、じゃあ、●●さん。●●さん。
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武黒です。その通りです。 

これをディスターブする物は、他の作業であっても一時待機してもらってるってことで良いで

どうディスターブするのかこちらで判断できないので、そちらで判断してください。

はい。今の配電さん、配電さんのその工事について、場所的にはここの工事とは関係ありませ

ん。今言いました、警察の消防車をおく工事とは関係ありませんが、その工事をするためには、

当該箇所、要するにタービンの山側の部分をバックホーで整備しないといけないんですよね。

それまだ終わってませんよね？

その話しとは別で、今の電源車は電源の工事が間に合わないから、それに代える電源車を準備

してくれたのが正門でスタンバってるってこういう話しなんだよ。待ってて頂くってことです。

ごめんなさい。その目的、ちょっと私どもきてないんで、ど、優先度、優先度を本店でもう１

回決めてください。私は、いまここで・・。

分かりました。お気持ち良く分かりました。優先度は今言ったように、使用済み燃料貯蔵プー

ルへの水の補給です。しかし同時に、外部電源の確保というのも重要なので、優先度の１番は

燃料プールの水の補給ですが、それをディスターブしない限りで優先度２番として電源の確保

と、の為の作業ということになります。

はい、それやって頂いていいです。ディスターブしない限り、はい。

それから私から２つ目の条件整備について、見通しの時間、見通しがある程度言えるようにな

ったら教えて下さい。 

はい、了解しました。それではこれからですね、４号機の使用済み燃料のところにあの、放水

するプロジェクトをプロジェクト・ファーストと言って下さい。プロジェクト・ファースト、

一番。一番優先度が高いのをプロジェクト・ファーストと言います。この、この、これについ

て皆さん、プロジェクト・ファーストとみなさん、呼んでいただくと理解が進むと思いますの

で、よろしくお願いします。 

広報班から情報共有させていただきたいと思います。１階のプレスルームにマスコミが相当集

まってますけども、今のご議論の論点に対応するかのようにですね、えー福島第一の４号機の

被災状況についての感心が高まってます。特に、１Ｆの１の写真が比較的簡単に出ちゃったよ

うなこともありましてですね、４号機の被災状況の分かる写真を出せと。至近の４号機の被災

状況が分かる写真を出せとゆうふうな要望を受けております。一応預かっているという状況に

なっています。以上です。 

吉田さん、武黒です。 

はい、吉田です。 

先程の電源車が、外部電源の為の電源車が…じゃないポンプの為の電源車が来てるという話し

については、重要度１と重要度２の１番と２番の作業のディスターブする可能性はあるんでし

あのですね、それが道路整備しないで当該の場所に搬入することだけであれば、即進めていた

だいていいのですが、その電源車を運ぶために道路整備をしないといけないとなりますと、プ

ロジェクト・ファーストの為にとっておいたバックホーだとかをそれに使いたいという話しに

なります。それがディスターブのポイントです。

それについてはそちらで確認してくれますか？

えーと、じゃあ、●●さん。●●さん。
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発言内容

 

これをディスターブする物は、他の作業であっても一時待機してもらってるってことで良いで

どうディスターブするのかこちらで判断できないので、そちらで判断してください。

はい。今の配電さん、配電さんのその工事について、場所的にはここの工事とは関係ありませ

ん。今言いました、警察の消防車をおく工事とは関係ありませんが、その工事をするためには、

当該箇所、要するにタービンの山側の部分をバックホーで整備しないといけないんですよね。

それまだ終わってませんよね？ 

その話しとは別で、今の電源車は電源の工事が間に合わないから、それに代える電源車を準備

してくれたのが正門でスタンバってるってこういう話しなんだよ。待ってて頂くってことです。

ごめんなさい。その目的、ちょっと私どもきてないんで、ど、優先度、優先度を本店でもう１

回決めてください。私は、いまここで・・。

分かりました。お気持ち良く分かりました。優先度は今言ったように、使用済み燃料貯蔵プー

ルへの水の補給です。しかし同時に、外部電源の確保というのも重要なので、優先度の１番は

燃料プールの水の補給ですが、それをディスターブしない限りで優先度２番として電源の確保

と、の為の作業ということになります。 

はい、それやって頂いていいです。ディスターブしない限り、はい。

それから私から２つ目の条件整備について、見通しの時間、見通しがある程度言えるようにな

はい、了解しました。それではこれからですね、４号機の使用済み燃料のところにあの、放水

するプロジェクトをプロジェクト・ファーストと言って下さい。プロジェクト・ファースト、

一番。一番優先度が高いのをプロジェクト・ファーストと言います。この、この、これについ

て皆さん、プロジェクト・ファーストとみなさん、呼んでいただくと理解が進むと思いますの

 

広報班から情報共有させていただきたいと思います。１階のプレスルームにマスコミが相当集

まってますけども、今のご議論の論点に対応するかのようにですね、えー福島第一の４号機の

被災状況についての感心が高まってます。特に、１Ｆの１の写真が比較的簡単に出ちゃったよ

うなこともありましてですね、４号機の被災状況の分かる写真を出せと。至近の４号機の被災

状況が分かる写真を出せとゆうふうな要望を受けております。一応預かっているという状況に

 

先程の電源車が、外部電源の為の電源車が…じゃないポンプの為の電源車が来てるという話し

については、重要度１と重要度２の１番と２番の作業のディスターブする可能性はあるんでし

あのですね、それが道路整備しないで当該の場所に搬入することだけであれば、即進めていた

だいていいのですが、その電源車を運ぶために道路整備をしないといけないとなりますと、プ

ロジェクト・ファーストの為にとっておいたバックホーだとかをそれに使いたいという話しに

なります。それがディスターブのポイントです。

それについてはそちらで確認してくれますか？

えーと、じゃあ、●●さん。●●さん。 
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発言内容 

これをディスターブする物は、他の作業であっても一時待機してもらってるってことで良いで

どうディスターブするのかこちらで判断できないので、そちらで判断してください。

はい。今の配電さん、配電さんのその工事について、場所的にはここの工事とは関係ありませ

ん。今言いました、警察の消防車をおく工事とは関係ありませんが、その工事をするためには、

当該箇所、要するにタービンの山側の部分をバックホーで整備しないといけないんですよね。

その話しとは別で、今の電源車は電源の工事が間に合わないから、それに代える電源車を準備

してくれたのが正門でスタンバってるってこういう話しなんだよ。待ってて頂くってことです。

ごめんなさい。その目的、ちょっと私どもきてないんで、ど、優先度、優先度を本店でもう１

回決めてください。私は、いまここで・・。 

分かりました。お気持ち良く分かりました。優先度は今言ったように、使用済み燃料貯蔵プー

ルへの水の補給です。しかし同時に、外部電源の確保というのも重要なので、優先度の１番は

燃料プールの水の補給ですが、それをディスターブしない限りで優先度２番として電源の確保

はい、それやって頂いていいです。ディスターブしない限り、はい。

それから私から２つ目の条件整備について、見通しの時間、見通しがある程度言えるようにな

はい、了解しました。それではこれからですね、４号機の使用済み燃料のところにあの、放水

するプロジェクトをプロジェクト・ファーストと言って下さい。プロジェクト・ファースト、

一番。一番優先度が高いのをプロジェクト・ファーストと言います。この、この、これについ

て皆さん、プロジェクト・ファーストとみなさん、呼んでいただくと理解が進むと思いますの

広報班から情報共有させていただきたいと思います。１階のプレスルームにマスコミが相当集

まってますけども、今のご議論の論点に対応するかのようにですね、えー福島第一の４号機の

被災状況についての感心が高まってます。特に、１Ｆの１の写真が比較的簡単に出ちゃったよ

うなこともありましてですね、４号機の被災状況の分かる写真を出せと。至近の４号機の被災

状況が分かる写真を出せとゆうふうな要望を受けております。一応預かっているという状況に

先程の電源車が、外部電源の為の電源車が…じゃないポンプの為の電源車が来てるという話し

については、重要度１と重要度２の１番と２番の作業のディスターブする可能性はあるんでし

あのですね、それが道路整備しないで当該の場所に搬入することだけであれば、即進めていた

だいていいのですが、その電源車を運ぶために道路整備をしないといけないとなりますと、プ

ロジェクト・ファーストの為にとっておいたバックホーだとかをそれに使いたいという話しに

なります。それがディスターブのポイントです。 

それについてはそちらで確認してくれますか？ 
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これをディスターブする物は、他の作業であっても一時待機してもらってるってことで良いで

どうディスターブするのかこちらで判断できないので、そちらで判断してください。

はい。今の配電さん、配電さんのその工事について、場所的にはここの工事とは関係ありませ

ん。今言いました、警察の消防車をおく工事とは関係ありませんが、その工事をするためには、

当該箇所、要するにタービンの山側の部分をバックホーで整備しないといけないんですよね。

その話しとは別で、今の電源車は電源の工事が間に合わないから、それに代える電源車を準備

してくれたのが正門でスタンバってるってこういう話しなんだよ。待ってて頂くってことです。

ごめんなさい。その目的、ちょっと私どもきてないんで、ど、優先度、優先度を本店でもう１

分かりました。お気持ち良く分かりました。優先度は今言ったように、使用済み燃料貯蔵プー

ルへの水の補給です。しかし同時に、外部電源の確保というのも重要なので、優先度の１番は

燃料プールの水の補給ですが、それをディスターブしない限りで優先度２番として電源の確保

はい、それやって頂いていいです。ディスターブしない限り、はい。 

それから私から２つ目の条件整備について、見通しの時間、見通しがある程度言えるようにな

はい、了解しました。それではこれからですね、４号機の使用済み燃料のところにあの、放水

するプロジェクトをプロジェクト・ファーストと言って下さい。プロジェクト・ファースト、

一番。一番優先度が高いのをプロジェクト・ファーストと言います。この、この、これについ

て皆さん、プロジェクト・ファーストとみなさん、呼んでいただくと理解が進むと思いますの

広報班から情報共有させていただきたいと思います。１階のプレスルームにマスコミが相当集

まってますけども、今のご議論の論点に対応するかのようにですね、えー福島第一の４号機の

被災状況についての感心が高まってます。特に、１Ｆの１の写真が比較的簡単に出ちゃったよ

うなこともありましてですね、４号機の被災状況の分かる写真を出せと。至近の４号機の被災

状況が分かる写真を出せとゆうふうな要望を受けております。一応預かっているという状況に

先程の電源車が、外部電源の為の電源車が…じゃないポンプの為の電源車が来てるという話し

については、重要度１と重要度２の１番と２番の作業のディスターブする可能性はあるんでし

あのですね、それが道路整備しないで当該の場所に搬入することだけであれば、即進めていた

だいていいのですが、その電源車を運ぶために道路整備をしないといけないとなりますと、プ

ロジェクト・ファーストの為にとっておいたバックホーだとかをそれに使いたいという話しに

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

これをディスターブする物は、他の作業であっても一時待機してもらってるってことで良いで

どうディスターブするのかこちらで判断できないので、そちらで判断してください。 

はい。今の配電さん、配電さんのその工事について、場所的にはここの工事とは関係ありませ

ん。今言いました、警察の消防車をおく工事とは関係ありませんが、その工事をするためには、

当該箇所、要するにタービンの山側の部分をバックホーで整備しないといけないんですよね。

その話しとは別で、今の電源車は電源の工事が間に合わないから、それに代える電源車を準備

してくれたのが正門でスタンバってるってこういう話しなんだよ。待ってて頂くってことです。

ごめんなさい。その目的、ちょっと私どもきてないんで、ど、優先度、優先度を本店でもう１

分かりました。お気持ち良く分かりました。優先度は今言ったように、使用済み燃料貯蔵プー

ルへの水の補給です。しかし同時に、外部電源の確保というのも重要なので、優先度の１番は

燃料プールの水の補給ですが、それをディスターブしない限りで優先度２番として電源の確保

それから私から２つ目の条件整備について、見通しの時間、見通しがある程度言えるようにな

はい、了解しました。それではこれからですね、４号機の使用済み燃料のところにあの、放水

するプロジェクトをプロジェクト・ファーストと言って下さい。プロジェクト・ファースト、

一番。一番優先度が高いのをプロジェクト・ファーストと言います。この、この、これについ

て皆さん、プロジェクト・ファーストとみなさん、呼んでいただくと理解が進むと思いますの

広報班から情報共有させていただきたいと思います。１階のプレスルームにマスコミが相当集

まってますけども、今のご議論の論点に対応するかのようにですね、えー福島第一の４号機の

被災状況についての感心が高まってます。特に、１Ｆの１の写真が比較的簡単に出ちゃったよ

うなこともありましてですね、４号機の被災状況の分かる写真を出せと。至近の４号機の被災

状況が分かる写真を出せとゆうふうな要望を受けております。一応預かっているという状況に

先程の電源車が、外部電源の為の電源車が…じゃないポンプの為の電源車が来てるという話し

については、重要度１と重要度２の１番と２番の作業のディスターブする可能性はあるんでし

あのですね、それが道路整備しないで当該の場所に搬入することだけであれば、即進めていた

だいていいのですが、その電源車を運ぶために道路整備をしないといけないとなりますと、プ

ロジェクト・ファーストの為にとっておいたバックホーだとかをそれに使いたいという話しに

 

これをディスターブする物は、他の作業であっても一時待機してもらってるってことで良いで

はい。今の配電さん、配電さんのその工事について、場所的にはここの工事とは関係ありませ

ん。今言いました、警察の消防車をおく工事とは関係ありませんが、その工事をするためには、

当該箇所、要するにタービンの山側の部分をバックホーで整備しないといけないんですよね。

その話しとは別で、今の電源車は電源の工事が間に合わないから、それに代える電源車を準備

してくれたのが正門でスタンバってるってこういう話しなんだよ。待ってて頂くってことです。 

ごめんなさい。その目的、ちょっと私どもきてないんで、ど、優先度、優先度を本店でもう１

分かりました。お気持ち良く分かりました。優先度は今言ったように、使用済み燃料貯蔵プー

ルへの水の補給です。しかし同時に、外部電源の確保というのも重要なので、優先度の１番は

燃料プールの水の補給ですが、それをディスターブしない限りで優先度２番として電源の確保

それから私から２つ目の条件整備について、見通しの時間、見通しがある程度言えるようにな

はい、了解しました。それではこれからですね、４号機の使用済み燃料のところにあの、放水

するプロジェクトをプロジェクト・ファーストと言って下さい。プロジェクト・ファースト、

一番。一番優先度が高いのをプロジェクト・ファーストと言います。この、この、これについ

て皆さん、プロジェクト・ファーストとみなさん、呼んでいただくと理解が進むと思いますの

広報班から情報共有させていただきたいと思います。１階のプレスルームにマスコミが相当集

まってますけども、今のご議論の論点に対応するかのようにですね、えー福島第一の４号機の

被災状況についての感心が高まってます。特に、１Ｆの１の写真が比較的簡単に出ちゃったよ

うなこともありましてですね、４号機の被災状況の分かる写真を出せと。至近の４号機の被災

状況が分かる写真を出せとゆうふうな要望を受けております。一応預かっているという状況に

先程の電源車が、外部電源の為の電源車が…じゃないポンプの為の電源車が来てるという話し

については、重要度１と重要度２の１番と２番の作業のディスターブする可能性はあるんでし

あのですね、それが道路整備しないで当該の場所に搬入することだけであれば、即進めていた

だいていいのですが、その電源車を運ぶために道路整備をしないといけないとなりますと、プ

ロジェクト・ファーストの為にとっておいたバックホーだとかをそれに使いたいという話しに
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すいません。保安班からです。先程の機動隊、向かわれてるという方、１２名の装備を用意す

るんですが、連絡とれるのであれば、２Ｆ経由で入って頂きたい、２Ｆで渡したいと思います。

今何処にいるか連絡とれる方いらっしゃいますか？機動隊１２名。

●●君。 

はい。 

今、●●君が警視庁の人と連絡をとり始めているから、●●君に確認してくれ。

●●さんというのは、設備管理部の●●さんでいいですか？分かりました。

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する、続けてくださいね。

はい。あのすいません、武黒さん。電源のやつは、電源車の件は、元々私どもから依頼してた

話しなんで優先度高くしたいんですが、やっぱり今、サイトの中でもちょっと混乱しておりま

してですね、それをこの当該のエリアに運ぶ時にえー道路を整備するかどうかっていうのにつ

いて、全然こちらの方に情報があがってきません。判断しかねる状況にあります。

分かりました。

ということで言えば、プロジェクト・ファースト、ディスターブする可能性があると判断して、

まだしばらく待機した状態でお願いします。

しばらく待機ということで了解。

１Ｆ：吉田所長、本店の●●ですが

はい。 

保安院さんが、ホースが足りないんであれば、また要請するって言ってるんですけど、ホース

は足りてますか？

私にホース足りてますかって聞いてこられても…

すいません。申しわけありません。

●●です。●●さん、それ●●さんチームに確認しましょう。お願いします。

いいですか？優先順位よく考えてから質問してください。お願いします。

失礼しました。

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する。続けてくださいね。

ええ、まだ入ってません。っていうのは、今作業員さんに対する教育だとかその辺をやってお

ります。部隊が出動したときにはですね、出動したというふうに申し上げますので、えー焦ら

せないでください。

本店の関係の方にお願いいたします。ご承知のように今、最優先は燃料プールに水を入れるこ

とです。その次は外部電源の復旧であります。これに対する情報以外の事は、緊急の場合を除

いて極力控えて下さい。もし何かある場合は事前に私の方にお伝えください。よろしくお願い

します。 
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すいません。保安班からです。先程の機動隊、向かわれてるという方、１２名の装備を用意す

るんですが、連絡とれるのであれば、２Ｆ経由で入って頂きたい、２Ｆで渡したいと思います。

今何処にいるか連絡とれる方いらっしゃいますか？機動隊１２名。

今、●●君が警視庁の人と連絡をとり始めているから、●●君に確認してくれ。

●●さんというのは、設備管理部の●●さんでいいですか？分かりました。

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する、続けてくださいね。

はい。あのすいません、武黒さん。電源のやつは、電源車の件は、元々私どもから依頼してた

話しなんで優先度高くしたいんですが、やっぱり今、サイトの中でもちょっと混乱しておりま

してですね、それをこの当該のエリアに運ぶ時にえー道路を整備するかどうかっていうのにつ

いて、全然こちらの方に情報があがってきません。判断しかねる状況にあります。

分かりました。 

ということで言えば、プロジェクト・ファースト、ディスターブする可能性があると判断して、

まだしばらく待機した状態でお願いします。

しばらく待機ということで了解。

１Ｆ：吉田所長、本店の●●ですが

保安院さんが、ホースが足りないんであれば、また要請するって言ってるんですけど、ホース

は足りてますか？ 

私にホース足りてますかって聞いてこられても…

すいません。申しわけありません。

●●です。●●さん、それ●●さんチームに確認しましょう。お願いします。

いいですか？優先順位よく考えてから質問してください。お願いします。

失礼しました。 

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する。続けてくださいね。

ええ、まだ入ってません。っていうのは、今作業員さんに対する教育だとかその辺をやってお

ります。部隊が出動したときにはですね、出動したというふうに申し上げますので、えー焦ら

せないでください。 

本店の関係の方にお願いいたします。ご承知のように今、最優先は燃料プールに水を入れるこ

とです。その次は外部電源の復旧であります。これに対する情報以外の事は、緊急の場合を除

いて極力控えて下さい。もし何かある場合は事前に私の方にお伝えください。よろしくお願い

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

すいません。保安班からです。先程の機動隊、向かわれてるという方、１２名の装備を用意す

るんですが、連絡とれるのであれば、２Ｆ経由で入って頂きたい、２Ｆで渡したいと思います。

今何処にいるか連絡とれる方いらっしゃいますか？機動隊１２名。

今、●●君が警視庁の人と連絡をとり始めているから、●●君に確認してくれ。

●●さんというのは、設備管理部の●●さんでいいですか？分かりました。

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する、続けてくださいね。

はい。あのすいません、武黒さん。電源のやつは、電源車の件は、元々私どもから依頼してた

話しなんで優先度高くしたいんですが、やっぱり今、サイトの中でもちょっと混乱しておりま

してですね、それをこの当該のエリアに運ぶ時にえー道路を整備するかどうかっていうのにつ

いて、全然こちらの方に情報があがってきません。判断しかねる状況にあります。

ということで言えば、プロジェクト・ファースト、ディスターブする可能性があると判断して、

まだしばらく待機した状態でお願いします。

しばらく待機ということで了解。 

１Ｆ：吉田所長、本店の●●ですが 

保安院さんが、ホースが足りないんであれば、また要請するって言ってるんですけど、ホース

私にホース足りてますかって聞いてこられても…

すいません。申しわけありません。 

●●です。●●さん、それ●●さんチームに確認しましょう。お願いします。

いいですか？優先順位よく考えてから質問してください。お願いします。

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する。続けてくださいね。

ええ、まだ入ってません。っていうのは、今作業員さんに対する教育だとかその辺をやってお

ります。部隊が出動したときにはですね、出動したというふうに申し上げますので、えー焦ら

本店の関係の方にお願いいたします。ご承知のように今、最優先は燃料プールに水を入れるこ

とです。その次は外部電源の復旧であります。これに対する情報以外の事は、緊急の場合を除

いて極力控えて下さい。もし何かある場合は事前に私の方にお伝えください。よろしくお願い
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発言内容 

すいません。保安班からです。先程の機動隊、向かわれてるという方、１２名の装備を用意す

るんですが、連絡とれるのであれば、２Ｆ経由で入って頂きたい、２Ｆで渡したいと思います。

今何処にいるか連絡とれる方いらっしゃいますか？機動隊１２名。

今、●●君が警視庁の人と連絡をとり始めているから、●●君に確認してくれ。

●●さんというのは、設備管理部の●●さんでいいですか？分かりました。

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する、続けてくださいね。

はい。あのすいません、武黒さん。電源のやつは、電源車の件は、元々私どもから依頼してた

話しなんで優先度高くしたいんですが、やっぱり今、サイトの中でもちょっと混乱しておりま

してですね、それをこの当該のエリアに運ぶ時にえー道路を整備するかどうかっていうのにつ

いて、全然こちらの方に情報があがってきません。判断しかねる状況にあります。

ということで言えば、プロジェクト・ファースト、ディスターブする可能性があると判断して、

まだしばらく待機した状態でお願いします。 

保安院さんが、ホースが足りないんであれば、また要請するって言ってるんですけど、ホース

私にホース足りてますかって聞いてこられても… 

●●です。●●さん、それ●●さんチームに確認しましょう。お願いします。

いいですか？優先順位よく考えてから質問してください。お願いします。

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する。続けてくださいね。

ええ、まだ入ってません。っていうのは、今作業員さんに対する教育だとかその辺をやってお

ります。部隊が出動したときにはですね、出動したというふうに申し上げますので、えー焦ら

本店の関係の方にお願いいたします。ご承知のように今、最優先は燃料プールに水を入れるこ

とです。その次は外部電源の復旧であります。これに対する情報以外の事は、緊急の場合を除

いて極力控えて下さい。もし何かある場合は事前に私の方にお伝えください。よろしくお願い

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

すいません。保安班からです。先程の機動隊、向かわれてるという方、１２名の装備を用意す

るんですが、連絡とれるのであれば、２Ｆ経由で入って頂きたい、２Ｆで渡したいと思います。

今何処にいるか連絡とれる方いらっしゃいますか？機動隊１２名。 

今、●●君が警視庁の人と連絡をとり始めているから、●●君に確認してくれ。

●●さんというのは、設備管理部の●●さんでいいですか？分かりました。

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する、続けてくださいね。

はい。あのすいません、武黒さん。電源のやつは、電源車の件は、元々私どもから依頼してた

話しなんで優先度高くしたいんですが、やっぱり今、サイトの中でもちょっと混乱しておりま

してですね、それをこの当該のエリアに運ぶ時にえー道路を整備するかどうかっていうのにつ

いて、全然こちらの方に情報があがってきません。判断しかねる状況にあります。

ということで言えば、プロジェクト・ファースト、ディスターブする可能性があると判断して、

保安院さんが、ホースが足りないんであれば、また要請するって言ってるんですけど、ホース

●●です。●●さん、それ●●さんチームに確認しましょう。お願いします。

いいですか？優先順位よく考えてから質問してください。お願いします。 

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する。続けてくださいね。

ええ、まだ入ってません。っていうのは、今作業員さんに対する教育だとかその辺をやってお

ります。部隊が出動したときにはですね、出動したというふうに申し上げますので、えー焦ら

本店の関係の方にお願いいたします。ご承知のように今、最優先は燃料プールに水を入れるこ

とです。その次は外部電源の復旧であります。これに対する情報以外の事は、緊急の場合を除

いて極力控えて下さい。もし何かある場合は事前に私の方にお伝えください。よろしくお願い

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

すいません。保安班からです。先程の機動隊、向かわれてるという方、１２名の装備を用意す

るんですが、連絡とれるのであれば、２Ｆ経由で入って頂きたい、２Ｆで渡したいと思います。

今、●●君が警視庁の人と連絡をとり始めているから、●●君に確認してくれ。 

●●さんというのは、設備管理部の●●さんでいいですか？分かりました。 

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する、続けてくださいね。 

はい。あのすいません、武黒さん。電源のやつは、電源車の件は、元々私どもから依頼してた

話しなんで優先度高くしたいんですが、やっぱり今、サイトの中でもちょっと混乱しておりま

してですね、それをこの当該のエリアに運ぶ時にえー道路を整備するかどうかっていうのにつ

いて、全然こちらの方に情報があがってきません。判断しかねる状況にあります。 

ということで言えば、プロジェクト・ファースト、ディスターブする可能性があると判断して、

保安院さんが、ホースが足りないんであれば、また要請するって言ってるんですけど、ホース

●●です。●●さん、それ●●さんチームに確認しましょう。お願いします。 

 

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する。続けてくださいね。 

ええ、まだ入ってません。っていうのは、今作業員さんに対する教育だとかその辺をやってお

ります。部隊が出動したときにはですね、出動したというふうに申し上げますので、えー焦ら

本店の関係の方にお願いいたします。ご承知のように今、最優先は燃料プールに水を入れるこ

とです。その次は外部電源の復旧であります。これに対する情報以外の事は、緊急の場合を除

いて極力控えて下さい。もし何かある場合は事前に私の方にお伝えください。よろしくお願い

 

すいません。保安班からです。先程の機動隊、向かわれてるという方、１２名の装備を用意す

るんですが、連絡とれるのであれば、２Ｆ経由で入って頂きたい、２Ｆで渡したいと思います。

はい。あのすいません、武黒さん。電源のやつは、電源車の件は、元々私どもから依頼してた

話しなんで優先度高くしたいんですが、やっぱり今、サイトの中でもちょっと混乱しておりま

してですね、それをこの当該のエリアに運ぶ時にえー道路を整備するかどうかっていうのにつ

ということで言えば、プロジェクト・ファースト、ディスターブする可能性があると判断して、

保安院さんが、ホースが足りないんであれば、また要請するって言ってるんですけど、ホース

ええ、まだ入ってません。っていうのは、今作業員さんに対する教育だとかその辺をやってお

ります。部隊が出動したときにはですね、出動したというふうに申し上げますので、えー焦ら

本店の関係の方にお願いいたします。ご承知のように今、最優先は燃料プールに水を入れるこ

とです。その次は外部電源の復旧であります。これに対する情報以外の事は、緊急の場合を除

いて極力控えて下さい。もし何かある場合は事前に私の方にお伝えください。よろしくお願い
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保安班より連絡いたします。モニタリング状況が分かりましたのでお知らせいたします。９時

４０分現在、モニタリングポスト６番近傍、正門でおいての線量は６４１．８

については検出されず、風向きでございますが、西風１．６メーターパーセックでございます。

吉田さん、武黒です。

はい、吉田です。

先程の電源車の話しをもう一回繰り返しますので聞いていただきたい。

はい。はい。どうぞ。

まずですね、電源車が行く場所は、２号機のタービンと３号機のタービン建屋の中間のところ

です。そこまでは私の所にきてる情報では、通行が可能であるというふうになっております。

よろしいでしょうか？

２号と３号の真ん中の通路ですよね。

そうです。 

これは朝から通行可能でございます。

そこに行くまでの事であり、またサイトの方では先導もするという事になっているということ

であって、支障、全体の支障にならないのでこの件については進められると思うんですがいか

がでしょうか？

はい、分かりました。サイトでそれの検討してる責任者に、から報告をもらってＯＫであれば

ＯＫします。 

はい。よろしくお願いします。

承知しました。報告に参ります。

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する、続行してくださいね。

はい、すいません。武黒さん。サイト吉田です。

武黒です。 

先程の電源車の話、やっと分かりました。元々の計画から変わって電源車を置くという話しに

なって、その電源車を置く場所について共通認識がなかったんですが、今認識しました。この、

ここに、奥のであれば今からやって頂いて結構です。

了解しました。それでは現場の方もよろしくお願いします。ご苦労様です。

はい、了解しました。

吉田さん、武黒です。

はい。 

別件であります。１号と３号の使用済み燃料貯蔵プールへ空中からボロンを、おー投入すると

いうことについて、国側で対応の検討を進めて頂いております。で、国側ではえっとえー経産

大臣が指示をすれば直ちに動き出す体制が整ったということであります。これについて、発電

所で１号と３号へ上空からボロンを投入することについての対応はあーどのようにすれば可能
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については検出されず、風向きでございますが、西風１．６メーターパーセックでございます。
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先程の電源車の話しをもう一回繰り返しますので聞いていただきたい。
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まずですね、電源車が行く場所は、２号機のタービンと３号機のタービン建屋の中間のところ
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であって、支障、全体の支障にならないのでこの件については進められると思うんですがいか

がでしょうか？ 

はい、分かりました。サイトでそれの検討してる責任者に、から報告をもらってＯＫであれば
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ここに、奥のであれば今からやって頂いて結構です。

了解しました。それでは現場の方もよろしくお願いします。ご苦労様です。

はい、了解しました。 

吉田さん、武黒です。 
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いうことについて、国側で対応の検討を進めて頂いております。で、国側ではえっとえー経産

大臣が指示をすれば直ちに動き出す体制が整ったということであります。これについて、発電

所で１号と３号へ上空からボロンを投入することについての対応はあーどのようにすれば可能
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まずですね、電源車が行く場所は、２号機のタービンと３号機のタービン建屋の中間のところ

です。そこまでは私の所にきてる情報では、通行が可能であるというふうになっております。

そこに行くまでの事であり、またサイトの方では先導もするという事になっているということ
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別件であります。１号と３号の使用済み燃料貯蔵プールへ空中からボロンを、おー投入すると
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であって、支障、全体の支障にならないのでこの件については進められると思うんですがいか

はい、分かりました。サイトでそれの検討してる責任者に、から報告をもらってＯＫであれば

１Ｆさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する、続行してくださいね。

先程の電源車の話、やっと分かりました。元々の計画から変わって電源車を置くという話しに

なって、その電源車を置く場所について共通認識がなかったんですが、今認識しました。この、

了解しました。それでは現場の方もよろしくお願いします。ご苦労様です。

別件であります。１号と３号の使用済み燃料貯蔵プールへ空中からボロンを、おー投入すると

いうことについて、国側で対応の検討を進めて頂いております。で、国側ではえっとえー経産

大臣が指示をすれば直ちに動き出す体制が整ったということであります。これについて、発電
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保安班より連絡いたします。モニタリング状況が分かりましたのでお知らせいたします。９時
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そこに行くまでの事であり、またサイトの方では先導もするという事になっているということ
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はい、分かりました。サイトでそれの検討してる責任者に、から報告をもらってＯＫであれば
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か、あるいはいつ頃可能かということを検討してもらえるでしょうか？

はい。ただちょっと今、全部、もう、プロジェクト・ファーストに掛かりきってお

事情はよく分かります。従って、そちらの優先度にしたがって今の当面全体が共有してる４号

への注水と、外部電源の供給と言うことの優先順位を考えてそちらのリソースを考えて私の方

にどういうふうになるかという事を返事をください。

はい。 

出来ないなら出来ないで結構です。

私、迷っているのは、私･･

すいません、復旧班●●です。。。

･●●黙ってろ、●●。ボロン投入がですね、どういう、どれくらいの時間で、あの、外、外側

にボロンがどういう形で燃料プール以外に飛び散ったり作業に影響あるかっていうのは、影響

が私理解できないんで今判断、状況できないもので、そこのイメージがわかない限り判断でき

ない物ですから、そこを是非お示しいただかないと判断しろと言われても難しい、こういう事

でございます。

了解しました。ありがとうございます。

本件に補足でありますけど、先程当方からお話いたしました様に１号３号については水が先か

ボロンが先かという議論がありますけども、いずれにしても燃料の形状が明らかでない限り、

水なりボロンを入れる必要があって、その検討は本店サイドでやるというお、お約束をしまし

た。それを受け入れる体制については、サブで横からみておいていただければ良いと思います。

当面の間。よろしくお願いします。

じゃあ、主体的に●●さんと本店で検討するってことで、それに対してサイト側で支障はある

がどうかの判断をしろということでよろしいですね。

そういうことでお願いします。

はい、それでは申しわけない。本店側来てもらった●●さんに手伝って貰います。一度サイト

メンバーとして●●さんをボロン投入プロジェクトのサイト側の、おお、代表と言いますか、

責任者と指名させて頂きますので。よろしいですか、●●さん。じゃあ、本店さんも●●さん

ととっていただければ、お願いします。

了解しました。本店側カウンターパートは●●●ＧＭです。

はい、本店さん側●●●。じゃ、プロジェクトボロンね。投入するやつは、プロジェクトボロ

ン。 

了解しました。武黒です。了解しました。よろしくお願いします。

１Ｆさん。ユンボの撤去、ホースの養生続行して下さいね。

勿論ずーっとやって、進めてます。

吉田さん、出来たから言わなくても、いつになるかっていう事を教えてくれるだけでも結構で

すのでよろしくお願いします。

はい、わかりました。
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発言内容

か、あるいはいつ頃可能かということを検討してもらえるでしょうか？

はい。ただちょっと今、全部、もう、プロジェクト・ファーストに掛かりきってお

事情はよく分かります。従って、そちらの優先度にしたがって今の当面全体が共有してる４号

への注水と、外部電源の供給と言うことの優先順位を考えてそちらのリソースを考えて私の方

にどういうふうになるかという事を返事をください。
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･●●黙ってろ、●●。ボロン投入がですね、どういう、どれくらいの時間で、あの、外、外側

にボロンがどういう形で燃料プール以外に飛び散ったり作業に影響あるかっていうのは、影響

が私理解できないんで今判断、状況できないもので、そこのイメージがわかない限り判断でき

ない物ですから、そこを是非お示しいただかないと判断しろと言われても難しい、こういう事

了解しました。ありがとうございます。 

本件に補足でありますけど、先程当方からお話いたしました様に１号３号については水が先か

ボロンが先かという議論がありますけども、いずれにしても燃料の形状が明らかでない限り、

水なりボロンを入れる必要があって、その検討は本店サイドでやるというお、お約束をしまし

た。それを受け入れる体制については、サブで横からみておいていただければ良いと思います。
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じゃあ、主体的に●●さんと本店で検討するってことで、それに対してサイト側で支障はある
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はい、それでは申しわけない。本店側来てもらった●●さんに手伝って貰います。一度サイト

メンバーとして●●さんをボロン投入プロジェクトのサイト側の、おお、代表と言いますか、

責任者と指名させて頂きますので。よろしいですか、●●さん。じゃあ、本店さんも●●さん

ととっていただければ、お願いします。 

了解しました。本店側カウンターパートは●●●ＧＭです。

はい、本店さん側●●●。じゃ、プロジェクトボロンね。投入するやつは、プロジェクトボロ

了解しました。武黒です。了解しました。よろしくお願いします。
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すいません、本店さん。もうずっと座ってたんで、ちょっとお便所行きますので…●●君にこ

こ交代します。

はい。●●君に交代了解。

吉田さん、武黒です。●●さん、武黒です。

はいはい、どうぞ。

今ちょっと空白の時間があるようなので、その間に確認をしたいと思います。まず私どもの相

互の了解事項として優先順位１は１Ｆ４の使用済み燃料貯蔵プールへの水の補給、ということ

でこれはよろしいですね。

はい、その通りでございます。

次は外部電源の確立のための作業。これもよろしいですね。

はい。 

３番目は先程あった外部電源車の現地への配置ですが、これは相互の了解が確認できて、既に

GO してるということでよろしいですね。

はい、結構です。

次は１Ｆ１と３へのボロンの上空からの投入という事で、これを今本店側が中心となって準備

状況の確認をしていますが、それとサイトへの連絡ということになってる思ってますが、これ

もよろしいですか？

はい、結構です。

それ以外に発電所の方で、重要度の高いと思ってる項目何かありますか？

えーとですね、そのあのプロジェクト・ファーストに関して、水の注入の後にボロンの投入を

当社の社員でやるという話しが発電所のほうにきてるんですが、それはその通りという理解で

よろしいでしょうか？

ちょっと確認するので、待ってください。質問の意味を確認したいんですが、１Ｆ４の使用済

み燃料プールへの水の補給の後に１Ｆ４の使用済み燃料プールへボロンを投入するという計画

があって、これを当社側で実行するということについて検討してるという…

検討してると言いますか、それ実行のための要員を発電所から６名だしてくださいと、そうい

う要求を受けています。

分かりました。それについて確認します。

はい。 

それについては現場の確認状況、伝達します。ボロンの投入はヘリコプターを用いて行います。

それでヘリコプターは全部で５基飛んでいきます。トータルで６トンのボロンを投入しますが、

５基のうち１基はサーベイのヘリコプターです。残り４基で分乗してえー６トンの、６トンだ

と記憶してますが、ボロンを投入しますけれども、どの場所に落とせばいいか分からないので、

それには東電の人間が同乗してここに落としてくださいという風にえっと指示をします。そう

いう意味では東電の人間がボロンの投入に協力するということになりますけれども、１Ｆさん

の理解は全く別の理解でしょうか？

えっとですね、実は全く別の理解でして、ボロンの投入はその消防車を使って陸からやるとい

う風に聞いてまして、その為に１２人が必要と。半分は本店の方から来ますが、残りの半分を
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それでヘリコプターは全部で５基飛んでいきます。トータルで６トンのボロンを投入しますが、

５基のうち１基はサーベイのヘリコプターです。残り４基で分乗してえー６トンの、６トンだ

と記憶してますが、ボロンを投入しますけれども、どの場所に落とせばいいか分からないので、

それには東電の人間が同乗してここに落としてくださいという風にえっと指示をします。そう

いう意味では東電の人間がボロンの投入に協力するということになりますけれども、１Ｆさん

理解は全く別の理解でしょうか？ 

えっとですね、実は全く別の理解でして、ボロンの投入はその消防車を使って陸からやるとい

う風に聞いてまして、その為に１２人が必要と。半分は本店の方から来ますが、残りの半分を
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今ちょっと空白の時間があるようなので、その間に確認をしたいと思います。まず私どもの相

互の了解事項として優先順位１は１Ｆ４の使用済み燃料貯蔵プールへの水の補給、ということ

次は外部電源の確立のための作業。これもよろしいですね。

３番目は先程あった外部電源車の現地への配置ですが、これは相互の了解が確認できて、既に
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発電所でお願いしたいと。今日の夕方近くに小名浜で合流してそこで何らかの説明、あるいは

その訓練の様なものを受けて明日こちらで実践をすると。そういう話しで聞いておるんですけ

ども、この話しは全く違ってますでしょうか？

はい、違っておりまして、それはプロジェクト・ファーストの方でフォローすべきですので、

そちらに連絡をします。

本店と発電所よりお願いします。武黒です。今の話しはまだ十分調整がとれてないという感じ

がしますから、至急両者間で密に連絡をして内容の確認をした上でこの場に報告をしてくださ

い。 

了解致しました。

本店了解。 

吉田戻りました。これから指揮をとります。

はい、ご苦労様です。よろしくお願いします。

そのなかで、ちょっと確認します。福島第一の軽油の経由の残りがかなり少なくなってきてる

という話しは出てますが、その手配関係について何か指示しましたか？

はい、本店資材班ですけども、数量頂きましたのでそれで、いま手配中でございます。

分かりました。じゃあ、指示済みということでよろしいですね。

はい、そうでございます。

はい、お願いします。

福島第一さん、

はい。 

現場に直結する問題として、先程武黒フェローから確認事項が何件かありましたけども、当方

としてはもう１件あると思ってまして、それは海水系のですね、えっと海水に浸かってしまっ

たモータと電源盤の復旧です。既にご報告してあります通り、地震当日、メーカーさんにあり

とあらゆるモーターと盤を用意してくださいといずれお願いしますからということで、それは

既に小名浜まで届いています。２Ｆでは既に使いましたけども、第一ではまだ使えていないと

いう理解をしています。ですので、それについてそちらのニーズを頂いて、必要な盤とモータ

を至急送り込みたいと思っています。但しですね、運転手の方はいないから運搬手段がないと

いったことなので、それについては第一の方であるいは２Ｆの協力の下にお願いしたいと思い

ます。 

すいません。プラス

って。 

はい、分かりました。

人員に関しては、申しわけないですが福島第一に期待しないでください。

了解。ではその件については技術的な検討は本店で平行してサイトと平行して進めて、労力に

ついては後での確認という風にしたいと思います。よろしいでしょうか？

はい、お願いします。ただ勿論、問い合わせ対応答えますから、電源盤の種類、だとかそうい

うことですね、それはやります。
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すいません。プラスαの今のプロジェクトのプラス
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はい、ご苦労様です。よろしくお願いします。 

そのなかで、ちょっと確認します。福島第一の軽油の経由の残りがかなり少なくなってきてる

という話しは出てますが、その手配関係について何か指示しましたか？

はい、本店資材班ですけども、数量頂きましたのでそれで、いま手配中でございます。

分かりました。じゃあ、指示済みということでよろしいですね。

現場に直結する問題として、先程武黒フェローから確認事項が何件かありましたけども、当方

としてはもう１件あると思ってまして、それは海水系のですね、えっと海水に浸かってしまっ

たモータと電源盤の復旧です。既にご報告してあります通り、地震当日、メーカーさんにあり

とあらゆるモーターと盤を用意してくださいといずれお願いしますからということで、それは

既に小名浜まで届いています。２Ｆでは既に使いましたけども、第一ではまだ使えていないと

いう理解をしています。ですので、それについてそちらのニーズを頂いて、必要な盤とモータ

り込みたいと思っています。但しですね、運転手の方はいないから運搬手段がないと

いったことなので、それについては第一の方であるいは２Ｆの協力の下にお願いしたいと思い

の今のプロジェクトのプラスαの人員（？）にはいません。はっきりい

人員に関しては、申しわけないですが福島第一に期待しないでください。

了解。ではその件については技術的な検討は本店で平行してサイトと平行して進めて、労力に

ついては後での確認という風にしたいと思います。よろしいでしょうか？

はい、お願いします。ただ勿論、問い合わせ対応答えますから、電源盤の種類、だとかそうい
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発電所でお願いしたいと。今日の夕方近くに小名浜で合流してそこで何らかの説明、あるいは

その訓練の様なものを受けて明日こちらで実践をすると。そういう話しで聞いておるんですけ
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そちらのカウンターパート教えてください。

それのカウンターパートはですね、●●、●●です。

●●、了解しました。

はい。 

本店保安班からです。１０時現在の２Ｆのモニタリングポストのデータです。オーダーが上が

ってですね、現在それぞれのモニタリングポストで７０

乗（？）倍ですね。ですから、１０条通報レベルです。…の値を観測されています。

監視強化してまいります。

１Ｆ保安班よりモニタリングポストのデータを紹介します。１０時現在、ＭＰ６近傍正門の場

所でございますが、線量が８１０．３

東、１．８メーターパーセックです。

●●、●●さん。

はい、●●です。

１Ｆ１と３へのボロンの投入については、国からの、そのやっていただくということで、こち

らからの条件確立の連絡待ちになってます。したがって検討について急いでください。

はい、了解しました。では、今日の４号の投入に続いて至急１号、３号への投入についてスペ

ックを確定します。

吉田さん、武黒です。

はい、吉田でございます。

優先順位１の１Ｆ４への水の補給と、１Ｆ１と３へのボロンの投入はそれは、それとは別のプ

ロジェクトですが、これは同時並行して進めていいプロジェクトか、一応優先順位１の水の補

給に何か支障を及ぼす可能性があるのか、いかがでしょうか？

え？え？すいません、ちょっといま意味が意味が、良く聞き取れなかったんですが。

１Ｆ１と３へ上空からボロンを投入するという作戦を自衛隊がやって頂けるというふうになっ

ていますが、これを実行することが、１Ｆ４の水の補給作戦に何か支障を及ぼすとか、タイミ

ングをもっとずらさなきゃいけないとか、そういうようなことていうのは何か考えられるんで

しょうか？ 

分かりました。そういう意味ではですね、多分ヘリコプターで来られるんですよね？

そうです。 

そういう形で言いますと、ヘリコプターで上空から落とされることについて飛散したりすると

きに、周りにいる作業を一端待避しないといけませんですね。

はい。 

その、そのだから、時間だけの話しだと思うんです。ですからその時間を我々のプロジェクト・

ワンの時間を優先に決めさせて頂いて、その中でどのタイミングで１Ｆ１，１Ｆ３にボロンを

投げるか、プロジェクトボロンをスタートするかそれさえ決めて頂ければ結構だと思います。
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そちらのカウンターパート教えてください。

それのカウンターパートはですね、●●、●●です。

●●、了解しました。 

本店保安班からです。１０時現在の２Ｆのモニタリングポストのデータです。オーダーが上が

ってですね、現在それぞれのモニタリングポストで７０

乗（？）倍ですね。ですから、１０条通報レベルです。…の値を観測されています。

監視強化してまいります。 

１Ｆ保安班よりモニタリングポストのデータを紹介します。１０時現在、ＭＰ６近傍正門の場

所でございますが、線量が８１０．３

東、１．８メーターパーセックです。

●●、●●さん。 

はい、●●です。 

１Ｆ１と３へのボロンの投入については、国からの、そのやっていただくということで、こち

らからの条件確立の連絡待ちになってます。したがって検討について急いでください。

はい、了解しました。では、今日の４号の投入に続いて至急１号、３号への投入についてスペ

ックを確定します。 

吉田さん、武黒です。 

はい、吉田でございます。 

優先順位１の１Ｆ４への水の補給と、１Ｆ１と３へのボロンの投入はそれは、それとは別のプ

ロジェクトですが、これは同時並行して進めていいプロジェクトか、一応優先順位１の水の補

給に何か支障を及ぼす可能性があるのか、いかがでしょうか？

え？え？すいません、ちょっといま意味が意味が、良く聞き取れなかったんですが。

１Ｆ１と３へ上空からボロンを投入するという作戦を自衛隊がやって頂けるというふうになっ

ていますが、これを実行することが、１Ｆ４の水の補給作戦に何か支障を及ぼすとか、タイミ

ングをもっとずらさなきゃいけないとか、そういうようなことていうのは何か考えられるんで

分かりました。そういう意味ではですね、多分ヘリコプターで来られるんですよね？

そういう形で言いますと、ヘリコプターで上空から落とされることについて飛散したりすると

きに、周りにいる作業を一端待避しないといけませんですね。

その、そのだから、時間だけの話しだと思うんです。ですからその時間を我々のプロジェクト・

ワンの時間を優先に決めさせて頂いて、その中でどのタイミングで１Ｆ１，１Ｆ３にボロンを

投げるか、プロジェクトボロンをスタートするかそれさえ決めて頂ければ結構だと思います。
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発言内容

そちらのカウンターパート教えてください。

それのカウンターパートはですね、●●、●●です。

本店保安班からです。１０時現在の２Ｆのモニタリングポストのデータです。オーダーが上が

ってですね、現在それぞれのモニタリングポストで７０

乗（？）倍ですね。ですから、１０条通報レベルです。…の値を観測されています。

 

１Ｆ保安班よりモニタリングポストのデータを紹介します。１０時現在、ＭＰ６近傍正門の場

所でございますが、線量が８１０．３μsv/ｈ、中性子依然と確認されず。風向きですが、東北
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給に何か支障を及ぼす可能性があるのか、いかがでしょうか？

え？え？すいません、ちょっといま意味が意味が、良く聞き取れなかったんですが。

１Ｆ１と３へ上空からボロンを投入するという作戦を自衛隊がやって頂けるというふうになっ
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そういう形で言いますと、ヘリコプターで上空から落とされることについて飛散したりすると

きに、周りにいる作業を一端待避しないといけませんですね。

その、そのだから、時間だけの話しだと思うんです。ですからその時間を我々のプロジェクト・

ワンの時間を優先に決めさせて頂いて、その中でどのタイミングで１Ｆ１，１Ｆ３にボロンを

投げるか、プロジェクトボロンをスタートするかそれさえ決めて頂ければ結構だと思います。
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発言内容 

そちらのカウンターパート教えてください。 

それのカウンターパートはですね、●●、●●です。 

本店保安班からです。１０時現在の２Ｆのモニタリングポストのデータです。オーダーが上が

ってですね、現在それぞれのモニタリングポストで７０μsv

乗（？）倍ですね。ですから、１０条通報レベルです。…の値を観測されています。

１Ｆ保安班よりモニタリングポストのデータを紹介します。１０時現在、ＭＰ６近傍正門の場

ｈ、中性子依然と確認されず。風向きですが、東北

１Ｆ１と３へのボロンの投入については、国からの、そのやっていただくということで、こち

らからの条件確立の連絡待ちになってます。したがって検討について急いでください。

はい、了解しました。では、今日の４号の投入に続いて至急１号、３号への投入についてスペ

優先順位１の１Ｆ４への水の補給と、１Ｆ１と３へのボロンの投入はそれは、それとは別のプ

ロジェクトですが、これは同時並行して進めていいプロジェクトか、一応優先順位１の水の補

給に何か支障を及ぼす可能性があるのか、いかがでしょうか？

え？え？すいません、ちょっといま意味が意味が、良く聞き取れなかったんですが。

１Ｆ１と３へ上空からボロンを投入するという作戦を自衛隊がやって頂けるというふうになっ

ていますが、これを実行することが、１Ｆ４の水の補給作戦に何か支障を及ぼすとか、タイミ

ングをもっとずらさなきゃいけないとか、そういうようなことていうのは何か考えられるんで

分かりました。そういう意味ではですね、多分ヘリコプターで来られるんですよね？

そういう形で言いますと、ヘリコプターで上空から落とされることについて飛散したりすると

きに、周りにいる作業を一端待避しないといけませんですね。

その、そのだから、時間だけの話しだと思うんです。ですからその時間を我々のプロジェクト・

ワンの時間を優先に決めさせて頂いて、その中でどのタイミングで１Ｆ１，１Ｆ３にボロンを

投げるか、プロジェクトボロンをスタートするかそれさえ決めて頂ければ結構だと思います。
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本店保安班からです。１０時現在の２Ｆのモニタリングポストのデータです。オーダーが上が
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１Ｆ保安班よりモニタリングポストのデータを紹介します。１０時現在、ＭＰ６近傍正門の場

ｈ、中性子依然と確認されず。風向きですが、東北

１Ｆ１と３へのボロンの投入については、国からの、そのやっていただくということで、こち

らからの条件確立の連絡待ちになってます。したがって検討について急いでください。

はい、了解しました。では、今日の４号の投入に続いて至急１号、３号への投入についてスペ
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え？え？すいません、ちょっといま意味が意味が、良く聞き取れなかったんですが。

１Ｆ１と３へ上空からボロンを投入するという作戦を自衛隊がやって頂けるというふうになっ

ていますが、これを実行することが、１Ｆ４の水の補給作戦に何か支障を及ぼすとか、タイミ

ングをもっとずらさなきゃいけないとか、そういうようなことていうのは何か考えられるんで

分かりました。そういう意味ではですね、多分ヘリコプターで来られるんですよね？

そういう形で言いますと、ヘリコプターで上空から落とされることについて飛散したりすると

きに、周りにいる作業を一端待避しないといけませんですね。 

その、そのだから、時間だけの話しだと思うんです。ですからその時間を我々のプロジェクト・

ワンの時間を優先に決めさせて頂いて、その中でどのタイミングで１Ｆ１，１Ｆ３にボロンを

投げるか、プロジェクトボロンをスタートするかそれさえ決めて頂ければ結構だと思います。
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はい。それではその為にはプロジェクト１の実行がいつ出来るっかっていう見通しにかかって

ると思いますので、それの連絡をお願い致します。

はい。これについてですね、今途中状況が入ってきましたので、あの報告させていただきます。

じゃあ●●さん、お願いします。

はい。●●です。投入の関する、投水に関する作業に支障をきたすと作業思われるのが、１Ｆ

４のタービンの地下からの水抜き作業と…

それ関係ない、関係ない。

え、散水するんですよね。

すいません。こちらで指名を間違いました。今、●●がまとめております。もうちょっとお待

ちくださいませ。

はい。 

復旧班、●●さん。

はい。 

国の方から今現在１Ｆのサイトで水と燃料の必要な量に対する残量ですね、残りがどうなって

るか必要ならば、国側で別途補給を考えるから残量について知らせて欲しいという要求があり

ます。そちらでまとめてくれませんか？

分かりました。残量というよりも要求量でよろしいでしょうか？

残量がこれだからいつまでにこういう事をお願いしたいってことです。

そういう説得力もたせるということですね、分かりました。

必ずお願いする時はいつまでに何をと、明確にしてください。

はい。了解しました。

今の件につきまして、●●さん？

はい、●●です。

こちらでも調査しておりますので、うちの資材班と●●が現状の量を確認し終わってますので、

あと追加で発注するようにつきましても、●●の方から即、連絡させていただきます。

はい、お願いします。私の方から資材班に依頼をします。

じゃ、電話で連絡差し上げます。

はい。 

それで話しは戻りまして、プロジェクトワンの今の進捗状況について、●●さんから報告して

もらいます。いい？

はい。それでは今一番急いでます、ルートの確保を考えてまして、ルートの確保については先

程整理したように２つの課題がありました。１つはバックホーを除去する。これについては今、

作業中でございます。もう１つはルートにあります注水用のホースの養生をする。これについ
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ては、簡便な養生がもう既に終わりました。時間があればもう少しえっと更に養生をしたいと

思いますが、ここは簡便な養生が終わっています。いまの状況はそういうところです。

時間的な見通しを立てるように、次は心がけてくれませんか？

はい、分かりました。

本店本部、武黒さん、聞こえますか？

武黒です。 

横村です。例の１号と３号のほう酸水というのは、４号の水の注入の関係なんですが、当然優

先すべき…だと思うんですけれども。

すいません。どなたでしょうか？

すいません、横村です。

はい。柏崎の横村さん？

そうです。ちょっと議論の中で出てなかったんであの、老婆心なんですが、４号を優先して注

水すべきはこれ当然なんですが、その後ですね３号がそれと同時に出来るかと言ったら、３号

の方は水をかけると、やっぱりあれもアッチンチンになっているので水蒸気爆発みたいなもの

が起きると、そういう想定しないといけないとおもいますので、必ず時間を…

吉田さん、吉田さん。

はい、吉田です。

テレビのＬＩＶＥで今第一から煙りって言うんだけど、画像出てますけども。

あ、本当だ。 

テレビの放送でこれ、場所分かりますか？

はい、今ですね、現場確認している物が言いますと、３号機から出ている煙で、これは午前中

から確認しておりましたが、この量が増えてきたものという風に考えられます。

湯気じゃない？湯気。

水蒸気？ 

湯気？ 

湯気だからね。

あの･･･少なくても、煙か湯気かというと湯気に近いと思っておりますが、白い煙ということで

すが、量が先程から上がってきている。そういうことでございます。

了解。４号機での作業をするときの障害になる可能性かあるかどうかというのは？

これ、私は･･･非常に難しいと思います。

難しいね。 
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線量だとか作業者の方からいうと、こういう事がないとこでやってもらうのが良いと思います

が、そこは最終的な判断だと思います。

最後作業のときにこういうことも含めて判断するということです。

判断して頂けたらと思います。はい。

分かりました。

１Ｆ保安班より、サーベイデータについてお知らせ致します。１０時１０分現在、モニタリン

グポスト６番付近正門の所ですが、線量は９０８．５

風向きですが北東の風、風速１．５

は若干上昇方向になっております。

電話が繋がらないので、●●ＧＭ、●●ＧＭ。●●のところまで連絡ください。

■■■次何か事が■■■あれですけど･･･■■■

絶対起きるんだって。燃料空焚きだもん。

本店さん、本店さん。

はい、本店です。

●●君、武黒がやります。どうぞ。

未確認なんですが、資材調達関係でですね、本店さんのこのプロジェクト・ワンに必要なホー

ス類だとか、ブースターポンプですとか、ジョイントだとか、電源？電源がですね足り無いの

ではないのかという話しがきております。調査中でございます。調達中だという話しを聞いて

るんですが、ちょっと現場のですね…本件については本店発注分の話しで、現場で把握出来な

いので至急フォローされた方が良いと思います。

了解しました。

資材班、了解しました。

サイト保安班より、モニタリングポストの最新値についてお知らせします。１０時２０分現在、

モニタリングポスト６番付近、正門の場所でありますが、線量です。２３９９、２３９９

ｈ。中性子については検出されていません。風向きですが、東北東１．４

じゃあ、１５条通報になるのかな？

１５条は既に出しておりますんで、継続です。

継続データね。はい。

えっと、吉田さん、吉田さん

はい、吉田です。

武黒です。今のプロジェクト・ワンの最優先のプロジェクトワンの現場での操作をするにあた

って必要な、海から海水を取り込むためのホース及び関連設備について、現場では十分準備が

整っていない可能性があるというご指摘で、これを本店側で確認しろというお話と承っていま

すが、それでよろしいですか？
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最後作業のときにこういうことも含めて判断するということです。

１Ｆ保安班より、サーベイデータについてお知らせ致します。１０時１０分現在、モニタリン
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。先程●●さんの方から情報がありましたように、１Ｆ

電話が繋がらないので、●●ＧＭ、●●ＧＭ。●●のところまで連絡ください。
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未確認なんですが、資材調達関係でですね、本店さんのこのプロジェクト・ワンに必要なホー

ス類だとか、ブースターポンプですとか、ジョイントだとか、電源？電源がですね足り無いの

ではないのかという話しがきております。調査中でございます。調達中だという話しを聞いて

るんですが、ちょっと現場のですね…本件については本店発注分の話しで、現場で把握出来な
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１５条は既に出しておりますんで、継続です。 

武黒です。今のプロジェクト・ワンの最優先のプロジェクトワンの現場での操作をするにあた

って必要な、海から海水を取り込むためのホース及び関連設備について、現場では十分準備が

整っていない可能性があるというご指摘で、これを本店側で確認しろというお話と承っていま
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はい、お願い致します。

これについて至急、本店側のチームと現場で確認させますので、現場の対応者を教えてくださ

い。 

現場は●●君がやります。

●●ですね。はい、分かりました。じゃあ、すぐ確認させます。

１Ｆさん、１Ｆさん、●●ですけども。警視庁の方から情報が入りまして

はい。 

向こうは、こうとうヘリポートから警視庁の人１０人、警察庁の人１人、１１人が乗って向か

いますということで、何処に着ければいいですか？とういうことを連絡くださいと言うことで

す。 

すいません。うちは今、ヘリポート着の場所が無いので、２Ｆをうまく使って調整していただ

くと有り難いんですが。

資材班、２Ｆとの調整お願いします。

武黒です。武黒です。アージェントワン、アージェントワン、武黒です。吉田さん。

はい。 

１Ｆ３の白い煙が出てるのが、使用済み燃料貯蔵プールからの発熱だということになると、危

険な状況になっているという風に判断されますが、そうすると４号よりも３号への注水を先に

すべきということになるんですが、いかがでしょうか。

そうですね、十分にありえますね。

その場合には、現場まで行けるんであれば消防ポンプのアクセスを始めてはどうでしょうか？

消防ポンプのアクセス…はい、始めましょう。

但し、消防ポンプでそこに行くと海から水が取れるかどうかっていうのは必然的に分かると思

いますから、先にそれを始めるってのはいかがでしょうか？

分かりました。じゃあ、少なくても３号機の前までプロジェクト・ワンを進めちゃうと。いう

ところまでスタートすることにＧＯかけるということでよろしいですか？

但し、水蒸気が出てるということなので、その危険性について十分配慮してください。

はい。分かりました。

本店資材班、ヘリコプターの着陸について調整お願いします。

プラントの情報です。３号機のＲ／Ｂより蒸気らしき物が出た後、プラントデータの確認の為

に中操に行っております。プラントパラメーターですが、炉圧、Ｄ／Ｗの圧力が減少しており

ます。 

すいません、もう一度。炉圧…
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但し、水蒸気が出てるということなので、その危険性について十分配慮してください。 

プラントの情報です。３号機のＲ／Ｂより蒸気らしき物が出た後、プラントデータの確認の為

に中操に行っております。プラントパラメーターですが、炉圧、Ｄ／Ｗの圧力が減少しており

 

これについて至急、本店側のチームと現場で確認させますので、現場の対応者を教えてくださ

向こうは、こうとうヘリポートから警視庁の人１０人、警察庁の人１人、１１人が乗って向か

いますということで、何処に着ければいいですか？とういうことを連絡くださいと言うことで

すいません。うちは今、ヘリポート着の場所が無いので、２Ｆをうまく使って調整していただ

１Ｆ３の白い煙が出てるのが、使用済み燃料貯蔵プールからの発熱だということになると、危

険な状況になっているという風に判断されますが、そうすると４号よりも３号への注水を先に

その場合には、現場まで行けるんであれば消防ポンプのアクセスを始めてはどうでしょうか？ 

但し、消防ポンプでそこに行くと海から水が取れるかどうかっていうのは必然的に分かると思

分かりました。じゃあ、少なくても３号機の前までプロジェクト・ワンを進めちゃうと。いう

 

プラントの情報です。３号機のＲ／Ｂより蒸気らしき物が出た後、プラントデータの確認の為

に中操に行っております。プラントパラメーターですが、炉圧、Ｄ／Ｗの圧力が減少しており
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ちょっと中断させてください、ちょっと中断させてください。●●さん。

炉圧･･･（プラント状況の報告を続けている）

１Ｆちょっと中断してください。発話を中断してください。

１Ｆちょっと中断してください。●●さん、１Ｆ３へのボロンの投入について、国に発信をお

願いしたいと思いますがよろしいですか？

是非お願いします。大至急。承知しました。

■■■（プラント状況の報告を続けている）

発電所の吉田さん、発電所吉田さん。

発電所、緊急です、緊急です。

発電所の吉田さん。

はい、吉田です。

１Ｆ３はボロン投入の為に、ヘリに向かってもらいますが、水蒸気が出てる状況でヘリの飛行

はどうでしょうか？

私ヘリの操縦の判断は無理ですけども…かなり難しいと思いますけども。

そうですね。 

ええ。 

１号については水蒸気がかかってる状況かどうかということですが。

今の風の流れが舞ってますので、３号の煙が１号の方に流れるタイミング、ございます。です

から、ゾーンとしては１号機から３号機のゾーン、４号機まで、全部含めたゾーンで考えた方

がいいと思いますけど。

分かりました。消防ポンプだけはアクセスを先にお願いします。ヘリについてはちょっともう

少し見たいと思います。

はい。消防、プロジェクト・ワンは進めます。はい。

吉田所長、細野です。

はい、吉田です。

どうも細野です、補佐官の。ご苦労様です。あのご状況伺いたいんですが、１号機３号機の辺

りのですね、使用済み核燃料がなんらかのまたトラブルになるリスクは現場にいてどれぐらい

あると思いますか？

はい。かなり高いと思っています。

はい。皆さんは今、４号機に集中していただくしかないと思いますので、そこはやった方が良

いというこちらの判断が一応してそちらも認められるということでよろしいですね。
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ちょっと中断させてください、ちょっと中断させてください。●●さん。

炉圧･･･（プラント状況の報告を続けている）

１Ｆちょっと中断してください。発話を中断してください。

１Ｆちょっと中断してください。●●さん、１Ｆ３へのボロンの投入について、国に発信をお

願いしたいと思いますがよろしいですか？

是非お願いします。大至急。承知しました。

■■■（プラント状況の報告を続けている）

発電所の吉田さん、発電所吉田さん。

発電所、緊急です、緊急です。

発電所の吉田さん。 

はい、吉田です。 

１Ｆ３はボロン投入の為に、ヘリに向かってもらいますが、水蒸気が出てる状況でヘリの飛行

はどうでしょうか？ 

私ヘリの操縦の判断は無理ですけども…かなり難しいと思いますけども。

 

１号については水蒸気がかかってる状況かどうかということですが。

今の風の流れが舞ってますので、３号の煙が１号の方に流れるタイミング、ございます。です

から、ゾーンとしては１号機から３号機のゾーン、４号機まで、全部含めたゾーンで考えた方

がいいと思いますけど。 

分かりました。消防ポンプだけはアクセスを先にお願いします。ヘリについてはちょっともう

少し見たいと思います。 

はい。消防、プロジェクト・ワンは進めます。はい。

吉田所長、細野です。 

はい、吉田です。 

どうも細野です、補佐官の。ご苦労様です。あのご状況伺いたいんですが、１号機３号機の辺

りのですね、使用済み核燃料がなんらかのまたトラブルになるリスクは現場にいてどれぐらい

あると思いますか？ 

はい。かなり高いと思っています。

はい。皆さんは今、４号機に集中していただくしかないと思いますので、そこはやった方が良

いというこちらの判断が一応してそちらも認められるということでよろしいですね。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

ちょっと中断させてください、ちょっと中断させてください。●●さん。

炉圧･･･（プラント状況の報告を続けている）

１Ｆちょっと中断してください。発話を中断してください。

１Ｆちょっと中断してください。●●さん、１Ｆ３へのボロンの投入について、国に発信をお

願いしたいと思いますがよろしいですか？ 

是非お願いします。大至急。承知しました。

■■■（プラント状況の報告を続けている）

発電所の吉田さん、発電所吉田さん。 

発電所、緊急です、緊急です。 

１Ｆ３はボロン投入の為に、ヘリに向かってもらいますが、水蒸気が出てる状況でヘリの飛行

私ヘリの操縦の判断は無理ですけども…かなり難しいと思いますけども。

１号については水蒸気がかかってる状況かどうかということですが。

今の風の流れが舞ってますので、３号の煙が１号の方に流れるタイミング、ございます。です

から、ゾーンとしては１号機から３号機のゾーン、４号機まで、全部含めたゾーンで考えた方

分かりました。消防ポンプだけはアクセスを先にお願いします。ヘリについてはちょっともう

はい。消防、プロジェクト・ワンは進めます。はい。

どうも細野です、補佐官の。ご苦労様です。あのご状況伺いたいんですが、１号機３号機の辺

りのですね、使用済み核燃料がなんらかのまたトラブルになるリスクは現場にいてどれぐらい

はい。かなり高いと思っています。 

はい。皆さんは今、４号機に集中していただくしかないと思いますので、そこはやった方が良

いというこちらの判断が一応してそちらも認められるということでよろしいですね。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

ちょっと中断させてください、ちょっと中断させてください。●●さん。

炉圧･･･（プラント状況の報告を続けている） 

１Ｆちょっと中断してください。発話を中断してください。

１Ｆちょっと中断してください。●●さん、１Ｆ３へのボロンの投入について、国に発信をお

 

是非お願いします。大至急。承知しました。 

■■■（プラント状況の報告を続けている） 

１Ｆ３はボロン投入の為に、ヘリに向かってもらいますが、水蒸気が出てる状況でヘリの飛行

私ヘリの操縦の判断は無理ですけども…かなり難しいと思いますけども。

１号については水蒸気がかかってる状況かどうかということですが。

今の風の流れが舞ってますので、３号の煙が１号の方に流れるタイミング、ございます。です

から、ゾーンとしては１号機から３号機のゾーン、４号機まで、全部含めたゾーンで考えた方

分かりました。消防ポンプだけはアクセスを先にお願いします。ヘリについてはちょっともう

はい。消防、プロジェクト・ワンは進めます。はい。 

どうも細野です、補佐官の。ご苦労様です。あのご状況伺いたいんですが、１号機３号機の辺

りのですね、使用済み核燃料がなんらかのまたトラブルになるリスクは現場にいてどれぐらい

はい。皆さんは今、４号機に集中していただくしかないと思いますので、そこはやった方が良

いというこちらの判断が一応してそちらも認められるということでよろしいですね。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

ちょっと中断させてください、ちょっと中断させてください。●●さん。 

１Ｆちょっと中断してください。発話を中断してください。 

１Ｆちょっと中断してください。●●さん、１Ｆ３へのボロンの投入について、国に発信をお

１Ｆ３はボロン投入の為に、ヘリに向かってもらいますが、水蒸気が出てる状況でヘリの飛行

私ヘリの操縦の判断は無理ですけども…かなり難しいと思いますけども。 

１号については水蒸気がかかってる状況かどうかということですが。 

今の風の流れが舞ってますので、３号の煙が１号の方に流れるタイミング、ございます。です

から、ゾーンとしては１号機から３号機のゾーン、４号機まで、全部含めたゾーンで考えた方

分かりました。消防ポンプだけはアクセスを先にお願いします。ヘリについてはちょっともう

どうも細野です、補佐官の。ご苦労様です。あのご状況伺いたいんですが、１号機３号機の辺

りのですね、使用済み核燃料がなんらかのまたトラブルになるリスクは現場にいてどれぐらい

はい。皆さんは今、４号機に集中していただくしかないと思いますので、そこはやった方が良

いというこちらの判断が一応してそちらも認められるということでよろしいですね。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

 

１Ｆちょっと中断してください。●●さん、１Ｆ３へのボロンの投入について、国に発信をお

１Ｆ３はボロン投入の為に、ヘリに向かってもらいますが、水蒸気が出てる状況でヘリの飛行

 

今の風の流れが舞ってますので、３号の煙が１号の方に流れるタイミング、ございます。です

から、ゾーンとしては１号機から３号機のゾーン、４号機まで、全部含めたゾーンで考えた方

分かりました。消防ポンプだけはアクセスを先にお願いします。ヘリについてはちょっともう

どうも細野です、補佐官の。ご苦労様です。あのご状況伺いたいんですが、１号機３号機の辺

りのですね、使用済み核燃料がなんらかのまたトラブルになるリスクは現場にいてどれぐらい

はい。皆さんは今、４号機に集中していただくしかないと思いますので、そこはやった方が良

いというこちらの判断が一応してそちらも認められるということでよろしいですね。 

 

１Ｆちょっと中断してください。●●さん、１Ｆ３へのボロンの投入について、国に発信をお

１Ｆ３はボロン投入の為に、ヘリに向かってもらいますが、水蒸気が出てる状況でヘリの飛行

今の風の流れが舞ってますので、３号の煙が１号の方に流れるタイミング、ございます。です

から、ゾーンとしては１号機から３号機のゾーン、４号機まで、全部含めたゾーンで考えた方

分かりました。消防ポンプだけはアクセスを先にお願いします。ヘリについてはちょっともう

どうも細野です、補佐官の。ご苦労様です。あのご状況伺いたいんですが、１号機３号機の辺

りのですね、使用済み核燃料がなんらかのまたトラブルになるリスクは現場にいてどれぐらい

はい。皆さんは今、４号機に集中していただくしかないと思いますので、そこはやった方が良
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はい。やれるんであればやったほうがいいのではないか、というように考えております。

はい。了解しました。

はい。 

それから吉田さん。消防ポンプの２号までのアクセスを始めるということなので、警視庁で待

機していている消防ポンプのオペレーターの方々に発信して頂きたいと思いますがよろしいで

すね。 

はい、分かりました。それではプロジェクト・ワン、プロジェクト・ファーストの２号機まで

の消防車の移動についてスタートしてください。また、合わせて備品、備品類の確認、備品類

の確認ですね、これを本日使えるかどうかということも含めまして、これの検討を大至急行っ

てください。消防車そのものの移動はもうスタート

断致しました。よろしくお願いします。

１Ｆさん、テレビ画面活用してください。お願いします。

はい。テレビ画面みてます。

緊急でしたら、どうぞ。

いや、緊急じゃないです。じゃああとにしますか？いま空いているかなとちょっと思って。広

報班から情報提供させていただきます。

ちょっと待て。

吉田さん、吉田さん。

はい、吉田でございます。

１Ｆ３の水蒸気の状況からすると、２号と３号の間の道路から３号の燃料プールに向かって水

をかけるということは可能ならばしたいと思うんですが、どうでしょうか？

ええ、場所がちょっとその…消防車の閉める位置と飛距離…そこがイメージ無いんで、技術的

には本店に任せますんで、出来るような場所に行ったらしていただいて結構だと思いますが。

はい。それでは消防ポンプが現場について海から水を取るということについてえーそのなんか

問題が、どんな問題があるか現場の状況についてまた分かったら教えてください。

すいません。今、急に分かった話なんですが、えっと、消防車の…あの･･･分かりました。はい、

どうぞ。 

分かりました。まずは４号がまだ時間かかるようだったら、３号からでも始めるということで

準備を進めて行きましょう。

はい、分かりました。

１Ｆモニタリングポストの状況についてお知らせ致します。１０時３０分現在、同位置におき

まして、１３６１

m/s でございます。若干下がり傾向です。

すいません、本店さん、本店さん。
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はい。やれるんであればやったほうがいいのではないか、というように考えております。

はい。了解しました。 

それから吉田さん。消防ポンプの２号までのアクセスを始めるということなので、警視庁で待

機していている消防ポンプのオペレーターの方々に発信して頂きたいと思いますがよろしいで

はい、分かりました。それではプロジェクト・ワン、プロジェクト・ファーストの２号機まで

の消防車の移動についてスタートしてください。また、合わせて備品、備品類の確認、備品類

の確認ですね、これを本日使えるかどうかということも含めまして、これの検討を大至急行っ

てください。消防車そのものの移動はもうスタート

断致しました。よろしくお願いします。

１Ｆさん、テレビ画面活用してください。お願いします。

はい。テレビ画面みてます。 

緊急でしたら、どうぞ。 

いや、緊急じゃないです。じゃああとにしますか？いま空いているかなとちょっと思って。広

報班から情報提供させていただきます。

ちょっと待て。 

吉田さん、吉田さん。 

はい、吉田でございます。 

１Ｆ３の水蒸気の状況からすると、２号と３号の間の道路から３号の燃料プールに向かって水

をかけるということは可能ならばしたいと思うんですが、どうでしょうか？

ええ、場所がちょっとその…消防車の閉める位置と飛距離…そこがイメージ無いんで、技術的

には本店に任せますんで、出来るような場所に行ったらしていただいて結構だと思いますが。
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それから吉田さん。消防ポンプの２号までのアクセスを始めるということなので、警視庁で待
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はい、本店復旧班。

ちょっとですね、今極めて気になる話しがありましてですね。この消防車の運転手、プロジェ

クト・ファーストの運転手の手配については本店さんで行うってこと、全て整っているという

こと前提で考えてたんですが、今現場から運転者がいないんじゃないかって話しがきてるんで

すが、それほんとですか？

●●。●●さん、答えてください。少なくとも南明の人が訓練をしなければいけないという前

提条件は本店でも把握しておりました。詳細、●●さん。

消防車の運転を含めて、現場での操作は今の計画の中ではえー

ルセンターで訓練を受けて…

■■■訓練じゃなくて、警察･･･警視庁がヘリで飛んでくるってことになってんだよ■■■

あ、すみません･･･吉田さん、私の理解は小名浜から１２名のこのポンプのオペレーターがヘリ

で飛んでくるという風に理解してます。従ってこの方々が全体の操作をするもんだと、理解で

す。これはもう一回確認します。

はい、すいません。そこが…オペレーターがいないって話しだったもので。オペレーターがい

ないとプロジェクトスタートしませんので。

当初の計画でオペレーターがいないというのは承知していましたので、オペレーターがいない

と困るという話しがあって、総理からオペレーターも込みで出動しろという指示が出ていたと

いうのは先程話した通りです。

はい、分かりました。そこはおまかせします。

●●です。準備で大変な所があります。今、人が１１人はヘリポートに向かって来て頂くとい

うのは急いでやってくれというのはお願いしました。ただ現地で使う為に、ホース１００ｍ、

給水部のジョイントの延長ねじ、ブースターポンプ、電源、燃料が必要ですがそれはヘリコプ

ターが小さいので運べないということで、その部分は何処かで調達して間に合わせなければい

けないということで、これ窓口決めてもらいますので、是非関係各所の協力お願いします。

ホースとかね、ブースターとか仕様分かってるの？

仕様わかって発注済みです。

発注済みはいいけど、どこでどう受け取って･･･■■■

それはまだ発注をかけた段階ですので･･･

外部への発注？

外部･･･消防車を作っている･･･作っているメーカーに発注･･･

そんなことやって･･･■■■

至急、至急、至急、至急。１Ｆモニタリングポスト１番付近で測定しているモニタリングカー

の内部で７ミリ

です。繰り返します。繰り返します。

どうぞ。 

モニタリングポスト６番付近、モニタリングカーにて線上（？）サーベをしているメンバーか

らの連絡で、モニタリングカー内部で１００ミリ
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４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

ちょっとですね、今極めて気になる話しがありましてですね。この消防車の運転手、プロジェ

クト・ファーストの運転手の手配については本店さんで行うってこと、全て整っているという

こと前提で考えてたんですが、今現場から運転者がいないんじゃないかって話しがきてるんで

●●。●●さん、答えてください。少なくとも南明の人が訓練をしなければいけないという前

提条件は本店でも把握しておりました。詳細、●●さん。 

消防車の運転を含めて、現場での操作は今の計画の中ではえー

■■■訓練じゃなくて、警察･･･警視庁がヘリで飛んでくるってことになってんだよ■■■

あ、すみません･･･吉田さん、私の理解は小名浜から１２名のこのポンプのオペレーターがヘリ
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モニカーについては移動中です。

状況分かりました。本店さんも共有されたでしょうか？

本店共有。 

かなり、発電所の周辺の放射線状態が異常状態を示しつつあるようでございます。これ一端、

作業中止して退避すべき状況にあると思いますが、いかがでしょうか？

現場で判断してください。

繰り返します。室内の変動はまだ確認されておりません。

今発電所の屋外にいる作業員を待避、避難させる判断をすべき時期かどうかということなんで

すが、ちょ、保安班、サーベイをですね、継続して続けて、上昇量を把握してください。

了解。 

先程の装備品を今警視庁のほうで準備できるかどうか確認しておりますんで、準備出来た時に

運ぶヘリが準備出来るかどうか当方で検討してください。

モニタリング続行です。お願いしますね。

はい。モニタリング続行。

吉田君、吉田君。勝俣です。大変な厳しい状況になるのは分かりますが、ここのところは踏ん

張りどころなので、最大限努力するということで、それを考慮した所長判断でよろしくお願い

いたします。 

はい、分かりました。

判断の根拠モニタリングデータ、続行してくださいね。よろしくお願いします。

プラントの状況から、上記が出ている可能性は１番は、

聞こえないよ！本店が。俺が言おうか？

１Ｆの●●ですが、まず結論から申しまして、ＰＣＶから出てる配管の一部に亀裂が生じて、

そこから蒸気がＲ／Ｂ通して外に出ていくということが考えられます。理由を申し上げます。

まず炉圧とえーっとＰＣＶの圧力はここ半日間連動してます。同じ動きをします。ＳＲ弁は閉

じてますから、そのことからリアクター、ＲＰＶとＰＣＶは穴が開いてる。そこにきてＰＣＶ

を貫通する配管に穴が開いて、そこから蒸気が蒸けたと。プラントのパラメーターもそれに伴

って蒸気が一時的に噴き出しましたから、保有水量が減ったので、炉圧の上昇、連動してＤ／

Ｗ圧力も上昇してます。

了解。 

その後はオーバーピーク超えて今度は下がってきてます。但し、給水流量の方が吹き出し蒸気

量よりも多いと思いますので全体としては炉圧は下がりつつあると。ただ引き続き圧力は…蒸

気を減らすということだと思います。

分かりました。すいません、これは完全に●●の説明の通りだと私も思います。そうしますと

これは、格納容器が破壊されたという状況になっております。極めて重篤な状況だと思います。

それで今の蒸気が格納容器からの蒸気であるということになれば、極めて高レベルの放射能が

放出される。ということになりますので、現時点で非常に残念な事ではありますけれども、プ

ロジェクト・ファーストを停止すべき、そして現場退避すべき時期にあるというふうに現場の

本部長としては判断しますので、本店のご判断におーお任せします。
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放出される。ということになりますので、現時点で非常に残念な事ではありますけれども、プ

ロジェクト・ファーストを停止すべき、そして現場退避すべき時期にあるというふうに現場の

本部長としては判断しますので、本店のご判断におーお任せします。
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状況分かりました。本店さんも共有されたでしょうか？ 

かなり、発電所の周辺の放射線状態が異常状態を示しつつあるようでございます。これ一端、

作業中止して退避すべき状況にあると思いますが、いかがでしょうか？

繰り返します。室内の変動はまだ確認されておりません。 

今発電所の屋外にいる作業員を待避、避難させる判断をすべき時期かどうかということなんで

すが、ちょ、保安班、サーベイをですね、継続して続けて、上昇量を把握してください。

先程の装備品を今警視庁のほうで準備できるかどうか確認しておりますんで、準備出来た時に

運ぶヘリが準備出来るかどうか当方で検討してください。 

 

吉田君、吉田君。勝俣です。大変な厳しい状況になるのは分かりますが、ここのところは踏ん

張りどころなので、最大限努力するということで、それを考慮した所長判断でよろしくお願い

判断の根拠モニタリングデータ、続行してくださいね。よろしくお願いします。
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１Ｆの●●ですが、まず結論から申しまして、ＰＣＶから出てる配管の一部に亀裂が生じて、

そこから蒸気がＲ／Ｂ通して外に出ていくということが考えられます。理由を申し上げます。

まず炉圧とえーっとＰＣＶの圧力はここ半日間連動してます。同じ動きをします。ＳＲ弁は閉

じてますから、そのことからリアクター、ＲＰＶとＰＣＶは穴が開いてる。そこにきてＰＣＶ

を貫通する配管に穴が開いて、そこから蒸気が蒸けたと。プラントのパラメーターもそれに伴

って蒸気が一時的に噴き出しましたから、保有水量が減ったので、炉圧の上昇、連動してＤ／

その後はオーバーピーク超えて今度は下がってきてます。但し、給水流量の方が吹き出し蒸気

量よりも多いと思いますので全体としては炉圧は下がりつつあると。ただ引き続き圧力は…蒸
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承知しました。一端退避してください。また別途指示します。

それでは、福島第一の現場作業についている人は、一端、は、早く、落ち着いてこの、おー重

要免震棟に避難するよう指示してください。全員避難。全員避難です。

各班の方、避難した方の人数を必ずカウントして総務まで伝えてください。各班の方、避難し

た方の人数を含めて各班の人数を総務まで伝えてください。

サイト保安班、サイト保安班、お願いします。免震棟周りの線量が分かりましたら教えてくだ

さい。 

●●さん 

関係各所へ連絡、遺漏ないようお願いします。

息継ぎしてんの？息継ぎ･･･そうだろ？

３，４号中操内のサーベは、１ミリ、１ミリでした。その後退避します。

３キロ？２キロ？

２．５キロ。下がってるんだろ？だから、穴あいてるってことだろ？

●●と●●いない？●●と●●。

風向きが１０時３０分現在で東風です。現状ですと、海からモニタリングポスト６番正門の方

に吹いてる可能性があります。落下地点にモニタリングカーがいたのかもしれません。

●●ですけど、●●さん？

公設消防は撤収することを決定しました。

公設、撤収、了解。

サイト●●です。

免震棟の周りの線量分かりますか？

免震棟の中を確認しましたが、１６０

したところ、１ミリということで、大きく変動してる事は確認されません。

はい。 

うわ、すごいな。

■■■３千ずつしか入れてない■■■

入れろよ、だから･･･

■■■明日･･･

まあ、いいからさ、やるしかないじゃん！だからもう。どうだああだって言ったてさぁ～
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サイト保安班、サイト保安班、お願いします。免震棟周りの線量が分かりましたら教えてくだ

 

風向きが１０時３０分現在で東風です。現状ですと、海からモニタリングポスト６番正門の方

に吹いてる可能性があります。落下地点にモニタリングカーがいたのかもしれません。 

で変化は確認できません。中操にいるメンバーに確認

したところ、１ミリということで、大きく変動してる事は確認されません。 

まあ、いいからさ、やるしかないじゃん！だからもう。どうだああだって言ったてさぁ～

 

それでは、福島第一の現場作業についている人は、一端、は、早く、落ち着いてこの、おー重

各班の方、避難した方の人数を必ずカウントして総務まで伝えてください。各班の方、避難し

サイト保安班、サイト保安班、お願いします。免震棟周りの線量が分かりましたら教えてくだ

風向きが１０時３０分現在で東風です。現状ですと、海からモニタリングポスト６番正門の方

 

で変化は確認できません。中操にいるメンバーに確認

まあ、いいからさ、やるしかないじゃん！だからもう。どうだああだって言ったてさぁ～ 
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本店 
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本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 
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場所 発言者

資材班

資材班

 

復旧班

 

復旧班

 

復旧班

総務班

吉田所長

武黒フェロー

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

吉田所長

 

保安班

総務班

保安班

総務班

保安班

保安班

吉田所長

保安班

テレビ会議 

 

発言者  

資材班  

資材班  

 

復旧班  

 

復旧班  

 

復旧班  

総務班  

吉田所長  

武黒フェロー  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

吉田所長  

 

保安班  

総務班  

保安班  

総務班  

保安班  

保安班  

吉田所長  

保安班  

2011 年 3 月

 

すいません、●●ですけども、警視庁の方でたが先程のホース１００Ｍ、ブースターポンプ、

燃料は向こうではこの設備用の燃料は持ってないということで、他で手当をしなければなりま

せん。 

●●さん、●●さん、●●さん。資材班ですけど、よろしいですか？

ちょっと別室でやりましょう。

１Ｆ●●、本店●●です。

はい。 

電話番号教えてください。電話で直接話したいです。

●●●●●●●●です。

●●●●．●●から電話します。

運転本部、落ち着いて行動しましょう。落ち着いて行きましょう。

はい、事象はですね、こういうことですがちょっと皆さん、一回深呼吸してゆったりやりまし

ょう。 

はい、そうしましょう。本店も全員深呼吸。

発電所吉田さん。

はい、吉田です。

当面まず、１Ｆ２の水蒸気の噴出に関する情報収集について優先してください。

はい、分かりました。●●さん、プラントの運転パラメーターを本店とも共有出来るようにし

てください。 

はい。 

モニタリング情報が出ました。１０時４５分現在６．４に下がっております。あ、失礼しまし

た、６４００μ

場所何処でしたっけ。正門ですか？

正門の場所です。正門より若干動いてますから、正門近傍で測っております。

了解です。 

風向き、東北東。

前回よりこれだけは上がっておりません。風向きが違いますので、風にのってるものと思われ

ます。 

はい、了解。あと、ヨウ素濃度はどっか測ってるんですか？

確認中、確認します。

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念
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すいません、●●ですけども、警視庁の方でたが先程のホース１００Ｍ、ブースターポンプ、

燃料は向こうではこの設備用の燃料は持ってないということで、他で手当をしなければなりま

●●さん、●●さん、●●さん。資材班ですけど、よろしいですか？

ちょっと別室でやりましょう。

１Ｆ●●、本店●●です。 

電話番号教えてください。電話で直接話したいです。

●●●●●●●●です。 

●●●●．●●から電話します。

運転本部、落ち着いて行動しましょう。落ち着いて行きましょう。

はい、事象はですね、こういうことですがちょっと皆さん、一回深呼吸してゆったりやりまし

はい、そうしましょう。本店も全員深呼吸。

発電所吉田さん。 

はい、吉田です。 

当面まず、１Ｆ２の水蒸気の噴出に関する情報収集について優先してください。

はい、分かりました。●●さん、プラントの運転パラメーターを本店とも共有出来るようにし

 

モニタリング情報が出ました。１０時４５分現在６．４に下がっております。あ、失礼しまし

μSV。６．４ミリ

場所何処でしたっけ。正門ですか？

正門の場所です。正門より若干動いてますから、正門近傍で測っております。

風向き、東北東。 

前回よりこれだけは上がっておりません。風向きが違いますので、風にのってるものと思われ

はい、了解。あと、ヨウ素濃度はどっか測ってるんですか？

確認中、確認します。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

すいません、●●ですけども、警視庁の方でたが先程のホース１００Ｍ、ブースターポンプ、

燃料は向こうではこの設備用の燃料は持ってないということで、他で手当をしなければなりま

●●さん、●●さん、●●さん。資材班ですけど、よろしいですか？

ちょっと別室でやりましょう。 

 

電話番号教えてください。電話で直接話したいです。

●●●●．●●から電話します。 

運転本部、落ち着いて行動しましょう。落ち着いて行きましょう。

はい、事象はですね、こういうことですがちょっと皆さん、一回深呼吸してゆったりやりまし

はい、そうしましょう。本店も全員深呼吸。

当面まず、１Ｆ２の水蒸気の噴出に関する情報収集について優先してください。

はい、分かりました。●●さん、プラントの運転パラメーターを本店とも共有出来るようにし

モニタリング情報が出ました。１０時４５分現在６．４に下がっております。あ、失礼しまし

。６．４ミリ SV/h でございます。風速４．９メートル／ｓ

場所何処でしたっけ。正門ですか？ 

正門の場所です。正門より若干動いてますから、正門近傍で測っております。

前回よりこれだけは上がっておりません。風向きが違いますので、風にのってるものと思われ

はい、了解。あと、ヨウ素濃度はどっか測ってるんですか？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

すいません、●●ですけども、警視庁の方でたが先程のホース１００Ｍ、ブースターポンプ、

燃料は向こうではこの設備用の燃料は持ってないということで、他で手当をしなければなりま

●●さん、●●さん、●●さん。資材班ですけど、よろしいですか？

電話番号教えてください。電話で直接話したいです。 

運転本部、落ち着いて行動しましょう。落ち着いて行きましょう。

はい、事象はですね、こういうことですがちょっと皆さん、一回深呼吸してゆったりやりまし

はい、そうしましょう。本店も全員深呼吸。 

当面まず、１Ｆ２の水蒸気の噴出に関する情報収集について優先してください。

はい、分かりました。●●さん、プラントの運転パラメーターを本店とも共有出来るようにし

モニタリング情報が出ました。１０時４５分現在６．４に下がっております。あ、失礼しまし

でございます。風速４．９メートル／ｓ

正門の場所です。正門より若干動いてますから、正門近傍で測っております。

前回よりこれだけは上がっておりません。風向きが違いますので、風にのってるものと思われ

はい、了解。あと、ヨウ素濃度はどっか測ってるんですか？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

すいません、●●ですけども、警視庁の方でたが先程のホース１００Ｍ、ブースターポンプ、

燃料は向こうではこの設備用の燃料は持ってないということで、他で手当をしなければなりま

●●さん、●●さん、●●さん。資材班ですけど、よろしいですか？ 

運転本部、落ち着いて行動しましょう。落ち着いて行きましょう。 

はい、事象はですね、こういうことですがちょっと皆さん、一回深呼吸してゆったりやりまし

当面まず、１Ｆ２の水蒸気の噴出に関する情報収集について優先してください。

はい、分かりました。●●さん、プラントの運転パラメーターを本店とも共有出来るようにし

モニタリング情報が出ました。１０時４５分現在６．４に下がっております。あ、失礼しまし

でございます。風速４．９メートル／ｓ

正門の場所です。正門より若干動いてますから、正門近傍で測っております。

前回よりこれだけは上がっておりません。風向きが違いますので、風にのってるものと思われ

はい、了解。あと、ヨウ素濃度はどっか測ってるんですか？ 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

すいません、●●ですけども、警視庁の方でたが先程のホース１００Ｍ、ブースターポンプ、

燃料は向こうではこの設備用の燃料は持ってないということで、他で手当をしなければなりま

はい、事象はですね、こういうことですがちょっと皆さん、一回深呼吸してゆったりやりまし

当面まず、１Ｆ２の水蒸気の噴出に関する情報収集について優先してください。 

はい、分かりました。●●さん、プラントの運転パラメーターを本店とも共有出来るようにし

モニタリング情報が出ました。１０時４５分現在６．４に下がっております。あ、失礼しまし

でございます。風速４．９メートル／ｓ 

正門の場所です。正門より若干動いてますから、正門近傍で測っております。 

前回よりこれだけは上がっておりません。風向きが違いますので、風にのってるものと思われ

 

すいません、●●ですけども、警視庁の方でたが先程のホース１００Ｍ、ブースターポンプ、

燃料は向こうではこの設備用の燃料は持ってないということで、他で手当をしなければなりま

はい、事象はですね、こういうことですがちょっと皆さん、一回深呼吸してゆったりやりまし

はい、分かりました。●●さん、プラントの運転パラメーターを本店とも共有出来るようにし

モニタリング情報が出ました。１０時４５分現在６．４に下がっております。あ、失礼しまし

前回よりこれだけは上がっておりません。風向きが違いますので、風にのってるものと思われ
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本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 
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場所 発言者

総務班

総務班

吉田所長

炉主任

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

吉田所長

保安班

テレビ会議 

 

発言者  

総務班  

総務班  

吉田所長  

炉主任  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

保安班  

吉田所長  

保安班  

吉田所長  

保安班  

吉田所長  

保安班  

2011 年 3 月

 

本店の中、落ち着いたら次は漏れがないようにいきましょう。落ち着いてから次は漏れがない

か考えましょう

【マイク呼びかけ】総務班よりお知らせいたします。総務班よりお知らせいたします。えー５・

６号ヤード、ヤードにいらっしゃる方、また中操、等サイトの中にいらっしゃる方、至急、重

要免震、免震需要棟に待避して下さい。繰り返します、外にいる方、それからサイトの中にい

らっしゃる方、免震重要等に至急待避して下さい。以上です。

もう、もう、我々の手に負えない。。。

あとすいません、お願いします。冷静にお願いします。アクシデント・マネジメントのガイド

がちゃんと整ってますので、それで圧力バウンダリが本当に破れたのかどうかというのを、ち

ょっと冷静になって評価していただきたいと思います。

はい、了解。 

福島第一さん、復旧班●●です。

はい、福島第一です。

よろしいでしょうか？まず、プラントのデータを確認、比較したときに、少なくとも１０時現

在では格納容器と圧力容器の差圧はゼロになっているが、むしろ３号というよりも２号であり

ます。それで３号はまだ原子炉圧力容器と格納容器の差圧があります。で、このような状態の

中で、圧力容器の圧力は０．８８メガパスカルからＤ／Ｗは０．２６７かな？２６０キロパス

カルになります。差圧があるということは、まだ圧力容器と格納容器の…が、通々になってい

ないということになります。それで、問題は更にＤ／Ｗから外に圧力が抜けているかというこ

とでありますけども、２号と３号を比較いたしますと、２号については、Ｄ／Ｗの圧力という

のはえっと０．０４５メガパスカルから３号においてもほぼそれと同様ということですけども、

大事なことは原子炉圧力容器の圧力が、２号の方が３号よりも低いということであります。し

かも２号の場合は圧力容器と格納容器の圧力が一緒と。ここで思うのはですね、格納容器と圧

力容器が繋がっているということについては、これは２号の方ががい然性（？）が高いと。３

号が先程説明があったように配管が破れたかどうかという照査はこれを見る限りではあり得な

いということに

号がありますけども、これは天井クレーンが落ちている、燃交が落ちているといったような状

況が確認されておって、これが燃料に突き刺さっていれば裸の燃料ば露出している可能性が極

めて高いということになります。これに水がかかれば当然ゆげが出るわけですから、裸の燃料

に温度が多少低くても水がかかれば湯気が出るといった事が起きている可能性の方が、これは

推定でものを言ってはいけませんが、高いというふうに考えるのが技術的に妥当だと思います。

したがって、ここのと

ちゃんとこれも視野に入れながら進めて頂ければと思います。以上です。

ありがとうございました。

連絡します。連絡します。モニタリングポストのデータがまたあがってきました。３月１６日

１０時５０分、３ｍ

おります。正門付近です。

すいません、これからはモニタリングポストは注釈しない限り正門ということで良いですね？

はい。 

これから注釈しない限り正門辺りということで。

本店了解しました。注釈しない限り正門のモニタリングのデータというふうに理解します。

はい。 

１０時５０分です。
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本店の中、落ち着いたら次は漏れがないようにいきましょう。落ち着いてから次は漏れがない

か考えましょう 

【マイク呼びかけ】総務班よりお知らせいたします。総務班よりお知らせいたします。えー５・

６号ヤード、ヤードにいらっしゃる方、また中操、等サイトの中にいらっしゃる方、至急、重

要免震、免震需要棟に待避して下さい。繰り返します、外にいる方、それからサイトの中にい

らっしゃる方、免震重要等に至急待避して下さい。以上です。

もう、もう、我々の手に負えない。。。

あとすいません、お願いします。冷静にお願いします。アクシデント・マネジメントのガイド

がちゃんと整ってますので、それで圧力バウンダリが本当に破れたのかどうかというのを、ち

ょっと冷静になって評価していただきたいと思います。

 

福島第一さん、復旧班●●です。

はい、福島第一です。 

よろしいでしょうか？まず、プラントのデータを確認、比較したときに、少なくとも１０時現

在では格納容器と圧力容器の差圧はゼロになっているが、むしろ３号というよりも２号であり

ます。それで３号はまだ原子炉圧力容器と格納容器の差圧があります。で、このような状態の

中で、圧力容器の圧力は０．８８メガパスカルからＤ／Ｗは０．２６７かな？２６０キロパス

カルになります。差圧があるということは、まだ圧力容器と格納容器の…が、通々になってい

ないということになります。それで、問題は更にＤ／Ｗから外に圧力が抜けているかというこ

ますけども、２号と３号を比較いたしますと、２号については、Ｄ／Ｗの圧力という

のはえっと０．０４５メガパスカルから３号においてもほぼそれと同様ということですけども、

大事なことは原子炉圧力容器の圧力が、２号の方が３号よりも低いということであります。し

かも２号の場合は圧力容器と格納容器の圧力が一緒と。ここで思うのはですね、格納容器と圧

力容器が繋がっているということについては、これは２号の方ががい然性（？）が高いと。３

号が先程説明があったように配管が破れたかどうかという照査はこれを見る限りではあり得な

いということになります。それよりもむしろ、がい然性（？）が高いのは燃料プールが１号２

号がありますけども、これは天井クレーンが落ちている、燃交が落ちているといったような状

況が確認されておって、これが燃料に突き刺さっていれば裸の燃料ば露出している可能性が極

めて高いということになります。これに水がかかれば当然ゆげが出るわけですから、裸の燃料

に温度が多少低くても水がかかれば湯気が出るといった事が起きている可能性の方が、これは

推定でものを言ってはいけませんが、高いというふうに考えるのが技術的に妥当だと思います。

したがって、ここのところは●●さんが事故時（？）の手順書を用意して頂きましたけれども、

ちゃんとこれも視野に入れながら進めて頂ければと思います。以上です。

ありがとうございました。 

連絡します。連絡します。モニタリングポストのデータがまたあがってきました。３月１６日
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がちゃんと整ってますので、それで圧力バウンダリが本当に破れたのかどうかというのを、ち

ょっと冷静になって評価していただきたいと思います。
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よろしいでしょうか？まず、プラントのデータを確認、比較したときに、少なくとも１０時現

在では格納容器と圧力容器の差圧はゼロになっているが、むしろ３号というよりも２号であり

ます。それで３号はまだ原子炉圧力容器と格納容器の差圧があります。で、このような状態の
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あの、１つですね、後の作業止めましたのは、２号３号の間の道路だとかですね、結構、あの

そういうとこ通らないと作業できませんので、この線量を良く把握しないとですね、作業その

ものが開始できないだろうということで、ちょっと一端立ち止まってモニタリングをしており

ますので、その結果についてまた本店さんとも協議しながら、再、現場再開できるかどうか判

断していきたいと思います。

はい、大変冷静な対応だと思います。よろしくお願いいたします。

あのさ、モニタリングポストさ、どんどん取り続けるのと、誰か１人は時系列でさ、どういう

上昇・下降をたどったのかをまとめてください。それで本店も共有できるように分かり易いよ

うな表にしてください。

今情報班にて通報文の方、作成中です。

モニタリングポストのデータが入りました。１０時５４分で２．３ミリ、２３００

ざいます。繰り返します。１０時５４分、同位置におきまして、２３００

確認します、確認します。

すいません、さっきあった１００ミリ

れじゃなくて、車の中のっていったんだっけ？ちょっと違うんだよね、だから。その辺は違う

なら違うと分かるようにしといてくれる？そうだよね？

はい。 

あの、最初１００ミリ

はい 

あれはモニタリングポスト６の付近まで行って測ったんじゃ無くって、車の中でって話しだっ

たんだよね。 

そうです。 

そうだよね。だから他のモニタリングデータとはちょっと位置づけが違うデータと思って良い

んだよね？ 

はい 

それは注釈しといてください。

すいません、ちょっとあれ時間があるところで、確認、確認なんですけども、今本店さんは主

要官庁と情報はダイレクトにやってると思うんですが、県との対応がですね、、私ども今県さ

んとの連絡が取りづらい状態にありますので、ここはしっかりやっていただいてるものと思っ

てよろしいでしょうか？

ちょっと待ってください。･･･県は逐一はやってます。

立地地域部の石崎副本部長から逐次入れて頂いております。

１０時５５分の結果が出ました。２９００

ミリ sv/h でございます。

了解。風向は？
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あの、１つですね、後の作業止めましたのは、２号３号の間の道路だとかですね、結構、あの

そういうとこ通らないと作業できませんので、この線量を良く把握しないとですね、作業その

ものが開始できないだろうということで、ちょっと一端立ち止まってモニタリングをしており

ますので、その結果についてまた本店さんとも協議しながら、再、現場再開できるかどうか判

断していきたいと思います。 

はい、大変冷静な対応だと思います。よろしくお願いいたします。

あのさ、モニタリングポストさ、どんどん取り続けるのと、誰か１人は時系列でさ、どういう

上昇・下降をたどったのかをまとめてください。それで本店も共有できるように分かり易いよ

うな表にしてください。 

今情報班にて通報文の方、作成中です。

モニタリングポストのデータが入りました。１０時５４分で２．３ミリ、２３００

ざいます。繰り返します。１０時５４分、同位置におきまして、２３００

確認します、確認します。 

すいません、さっきあった１００ミリ

れじゃなくて、車の中のっていったんだっけ？ちょっと違うんだよね、だから。その辺は違う

なら違うと分かるようにしといてくれる？そうだよね？

あの、最初１００ミリ sv って話しがあったじゃないですか？

あれはモニタリングポスト６の付近まで行って測ったんじゃ無くって、車の中でって話しだっ
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それは注釈しといてください。

すいません、ちょっとあれ時間があるところで、確認、確認なんですけども、今本店さんは主

要官庁と情報はダイレクトにやってると思うんですが、県との対応がですね、、私ども今県さ

んとの連絡が取りづらい状態にありますので、ここはしっかりやっていただいてるものと思っ

てよろしいでしょうか？ 

ちょっと待ってください。･･･県は逐一はやってます。

立地地域部の石崎副本部長から逐次入れて頂いております。

１０時５５分の結果が出ました。２９００

でございます。 

了解。風向は？ 
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発言内容
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そういうとこ通らないと作業できませんので、この線量を良く把握しないとですね、作業その

ものが開始できないだろうということで、ちょっと一端立ち止まってモニタリングをしており

ますので、その結果についてまた本店さんとも協議しながら、再、現場再開できるかどうか判
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ざいます。繰り返します。１０時５４分、同位置におきまして、２３００
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なら違うと分かるようにしといてくれる？そうだよね？

って話しがあったじゃないですか？

あれはモニタリングポスト６の付近まで行って測ったんじゃ無くって、車の中でって話しだっ

そうだよね。だから他のモニタリングデータとはちょっと位置づけが違うデータと思って良い

それは注釈しといてください。 

すいません、ちょっとあれ時間があるところで、確認、確認なんですけども、今本店さんは主

要官庁と情報はダイレクトにやってると思うんですが、県との対応がですね、、私ども今県さ

んとの連絡が取りづらい状態にありますので、ここはしっかりやっていただいてるものと思っ

ちょっと待ってください。･･･県は逐一はやってます。
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あの、１つですね、後の作業止めましたのは、２号３号の間の道路だとかですね、結構、あの

そういうとこ通らないと作業できませんので、この線量を良く把握しないとですね、作業その

ものが開始できないだろうということで、ちょっと一端立ち止まってモニタリングをしており

ますので、その結果についてまた本店さんとも協議しながら、再、現場再開できるかどうか判

はい、大変冷静な対応だと思います。よろしくお願いいたします。

あのさ、モニタリングポストさ、どんどん取り続けるのと、誰か１人は時系列でさ、どういう

上昇・下降をたどったのかをまとめてください。それで本店も共有できるように分かり易いよ

モニタリングポストのデータが入りました。１０時５４分で２．３ミリ、２３００

ざいます。繰り返します。１０時５４分、同位置におきまして、２３００

ってのは、ＭＰ４、いやＭＰ６のそこのポイントのあ

れじゃなくて、車の中のっていったんだっけ？ちょっと違うんだよね、だから。その辺は違う

なら違うと分かるようにしといてくれる？そうだよね？ 

って話しがあったじゃないですか？

あれはモニタリングポスト６の付近まで行って測ったんじゃ無くって、車の中でって話しだっ

そうだよね。だから他のモニタリングデータとはちょっと位置づけが違うデータと思って良い

すいません、ちょっとあれ時間があるところで、確認、確認なんですけども、今本店さんは主

要官庁と情報はダイレクトにやってると思うんですが、県との対応がですね、、私ども今県さ

んとの連絡が取りづらい状態にありますので、ここはしっかりやっていただいてるものと思っ

ちょっと待ってください。･･･県は逐一はやってます。 

立地地域部の石崎副本部長から逐次入れて頂いております。

μsv/ｈ、１０時５５分、２９００
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あの、１つですね、後の作業止めましたのは、２号３号の間の道路だとかですね、結構、あの

そういうとこ通らないと作業できませんので、この線量を良く把握しないとですね、作業その

ものが開始できないだろうということで、ちょっと一端立ち止まってモニタリングをしており

ますので、その結果についてまた本店さんとも協議しながら、再、現場再開できるかどうか判

はい、大変冷静な対応だと思います。よろしくお願いいたします。 

あのさ、モニタリングポストさ、どんどん取り続けるのと、誰か１人は時系列でさ、どういう

上昇・下降をたどったのかをまとめてください。それで本店も共有できるように分かり易いよ

モニタリングポストのデータが入りました。１０時５４分で２．３ミリ、２３００

ざいます。繰り返します。１０時５４分、同位置におきまして、２３００μ

ってのは、ＭＰ４、いやＭＰ６のそこのポイントのあ

れじゃなくて、車の中のっていったんだっけ？ちょっと違うんだよね、だから。その辺は違う

って話しがあったじゃないですか？ 

あれはモニタリングポスト６の付近まで行って測ったんじゃ無くって、車の中でって話しだっ

そうだよね。だから他のモニタリングデータとはちょっと位置づけが違うデータと思って良い

すいません、ちょっとあれ時間があるところで、確認、確認なんですけども、今本店さんは主

要官庁と情報はダイレクトにやってると思うんですが、県との対応がですね、、私ども今県さ

んとの連絡が取りづらい状態にありますので、ここはしっかりやっていただいてるものと思っ

立地地域部の石崎副本部長から逐次入れて頂いております。 

ｈ、１０時５５分、２９００
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あの、１つですね、後の作業止めましたのは、２号３号の間の道路だとかですね、結構、あの

そういうとこ通らないと作業できませんので、この線量を良く把握しないとですね、作業その

ものが開始できないだろうということで、ちょっと一端立ち止まってモニタリングをしており

ますので、その結果についてまた本店さんとも協議しながら、再、現場再開できるかどうか判

あのさ、モニタリングポストさ、どんどん取り続けるのと、誰か１人は時系列でさ、どういう

上昇・下降をたどったのかをまとめてください。それで本店も共有できるように分かり易いよ

モニタリングポストのデータが入りました。１０時５４分で２．３ミリ、２３００μsv/ｈでご

sv/ｈでございます。

ってのは、ＭＰ４、いやＭＰ６のそこのポイントのあ

れじゃなくて、車の中のっていったんだっけ？ちょっと違うんだよね、だから。その辺は違う

あれはモニタリングポスト６の付近まで行って測ったんじゃ無くって、車の中でって話しだっ

そうだよね。だから他のモニタリングデータとはちょっと位置づけが違うデータと思って良い

すいません、ちょっとあれ時間があるところで、確認、確認なんですけども、今本店さんは主

要官庁と情報はダイレクトにやってると思うんですが、県との対応がですね、、私ども今県さ

んとの連絡が取りづらい状態にありますので、ここはしっかりやっていただいてるものと思っ

ｈ、１０時５５分、２９００μsv/ｈ。２．９

 

あの、１つですね、後の作業止めましたのは、２号３号の間の道路だとかですね、結構、あの

そういうとこ通らないと作業できませんので、この線量を良く把握しないとですね、作業その

ものが開始できないだろうということで、ちょっと一端立ち止まってモニタリングをしており

ますので、その結果についてまた本店さんとも協議しながら、再、現場再開できるかどうか判

あのさ、モニタリングポストさ、どんどん取り続けるのと、誰か１人は時系列でさ、どういう

上昇・下降をたどったのかをまとめてください。それで本店も共有できるように分かり易いよ

ｈでご

ｈでございます。 

ってのは、ＭＰ４、いやＭＰ６のそこのポイントのあ

れじゃなくて、車の中のっていったんだっけ？ちょっと違うんだよね、だから。その辺は違う

あれはモニタリングポスト６の付近まで行って測ったんじゃ無くって、車の中でって話しだっ

そうだよね。だから他のモニタリングデータとはちょっと位置づけが違うデータと思って良い

すいません、ちょっとあれ時間があるところで、確認、確認なんですけども、今本店さんは主

要官庁と情報はダイレクトにやってると思うんですが、県との対応がですね、、私ども今県さ

んとの連絡が取りづらい状態にありますので、ここはしっかりやっていただいてるものと思っ
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確認中です。 

１００ミリ誤報の可能性あり。

１００ミリ誤報の可能性あり。

はい。そういう意味ではですね、６４００

吉田さん、今皆さん退避していただいてるし、まだ退避中だと思うんですが、今の状況が仮に、

もう少し様子を見た上で格納容器破損ではなくて、プール内の水の低下によるものだというこ

とだとすると、逆にプールへの水の投入を急ぐ必要があります。そうするとその場合に警察の

ポンプは吸い込み側が海水だとうまく機能しない可能性が高いですから、どっか近くの消火タ

ンクかなんかに水を入れるという方策はそもそも検討する価値はあるか無いかご意見くださ

い。 

例えば建屋に溜まっている水だとか、さまざまな、ありとあらゆる物をかき集められる、近場

で掻き集められる可能性が無いかどうかということですが。

すいません、今の私、吉田に…への？

今１Ｆさんからの水蒸気の放出が格納容器の破損であるかどうかということについては、もう

しばらく見極める必要があると思いますが、仮にそうではなくて、プールの水位が下がったた

めのものであれば逆に今のうちに早く水を入れるというのが唯一の可能、対応策です。その場

合に、警視庁から来るポンプが吸い込み側が海水ではうまくその間に合わない可能性がありま

すので、手近の吸い込みで吸い込める水をどっか、使える水がどっかないかということなんで

すが、建屋の中に溜まってる海水でも何でもいいんですが、そういう可能性は無いんでしょう

か？ 

はい、あの、溜まり水は私どもも、地震後全部あたっておりまして、それは海水注入に使って

ますので、基本的には海水以外可能性は極めて低いと思って頂いて良いと思います。

近くに例えば消火用水タンクみたいなのがあれば、そこに今手持ちの消防ポンプを使って、水

を入れてそっから水をくんでもらうってのは出来ないでしょうか？

濾過水タンクは今どうなってるんだっけ？入ってないんだけど･･･原水タンク、地下原水タン

ク･･･あるでしょ？は～（深いため息）は～は～は～は～は～え～と、水は誰がやってたんだっ

け･･･水は。ちょっとあの可能性がかなり…チェックしてあれなんで…今、発電所内の水、あの、

淡水・海水含めてですね、何処にどれくらい溜まってるかというのを大至急、まとめていただ

きたいと思います。これはですね、水関係ずっとやってた事からいうと…？●●さん、お願い

します。 

私が把握している情報はですね、

入れてきました。それを使ったところにまた補給していくということをやってました。今朝、

こういったことがあるということで、一度確認したところ、発電所周りにはですね、防火水槽

にあと２つか３つ、ですから８０立米か１２０立米の防火水槽の中に水はあると考えておりま

す。で、プラス、濾過水の原水移送から濾過水タンクの移送も合わせていましたが、それもち

ょっと途中段階でありまして、多分今の段階だと約…まぁ元々１０００トンと言われていたん

ですが、多分半々のオーダーに分かれてい

吉田さん、それを何とか有効に活用する手だてを考える事にしませんか？

はい、分かりました。●●さん、関係各所と一緒に今の水のありか、エリア、場所、明確にす

るのと、多分残ってるであろう立米数をちょっとまずまとめて図面にしてください。それを使

うためにはどうやればいいかというのをおー要するにどうすればと、くみ上げたりする方法ま

で含めて考えないといけない。水があるだけでは駄目なんで。そこを●●さんが関係のスタッ

フ２人位使って至急まとめて頂きたいと思います。お願いします。

了解しました。
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１００ミリ誤報の可能性あり。
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吉田さん、今皆さん退避していただいてるし、まだ退避中だと思うんですが、今の状況が仮に、

もう少し様子を見た上で格納容器破損ではなくて、プール内の水の低下によるものだというこ

とだとすると、逆にプールへの水の投入を急ぐ必要があります。そうするとその場合に警察の

ポンプは吸い込み側が海水だとうまく機能しない可能性が高いですから、どっか近くの消火タ

ンクかなんかに水を入れるという方策はそもそも検討する価値はあるか無いかご意見くださ

例えば建屋に溜まっている水だとか、さまざまな、ありとあらゆる物をかき集められる、近場

で掻き集められる可能性が無いかどうかということですが。

すいません、今の私、吉田に…への？

今１Ｆさんからの水蒸気の放出が格納容器の破損であるかどうかということについては、もう

しばらく見極める必要があると思いますが、仮にそうではなくて、プールの水位が下がったた

めのものであれば逆に今のうちに早く水を入れるというのが唯一の可能、対応策です。その場

合に、警視庁から来るポンプが吸い込み側が海水ではうまくその間に合わない可能性がありま

すので、手近の吸い込みで吸い込める水をどっか、使える水がどっかないかということなんで

すが、建屋の中に溜まってる海水でも何でもいいんですが、そういう可能性は無いんでしょう

はい、あの、溜まり水は私どもも、地震後全部あたっておりまして、それは海水注入に使って

ますので、基本的には海水以外可能性は極めて低いと思って頂いて良いと思います。

近くに例えば消火用水タンクみたいなのがあれば、そこに今手持ちの消防ポンプを使って、水

を入れてそっから水をくんでもらうってのは出来ないでしょうか？

濾過水タンクは今どうなってるんだっけ？入ってないんだけど･･･原水タンク、地下原水タン

ク･･･あるでしょ？は～（深いため息）は～は～は～は～は～え～と、水は誰がやってたんだっ

け･･･水は。ちょっとあの可能性がかなり…チェックしてあれなんで…今、発電所内の水、あの、

淡水・海水含めてですね、何処にどれくらい溜まってるかというのを大至急、まとめていただ

きたいと思います。これはですね、水関係ずっとやってた事からいうと…？●●さん、お願い

私が把握している情報はですね、

入れてきました。それを使ったところにまた補給していくということをやってました。今朝、

こういったことがあるということで、一度確認したところ、発電所周りにはですね、防火水槽

にあと２つか３つ、ですから８０立米か１２０立米の防火水槽の中に水はあると考えておりま

す。で、プラス、濾過水の原水移送から濾過水タンクの移送も合わせていましたが、それもち

ょっと途中段階でありまして、多分今の段階だと約…まぁ元々１０００トンと言われていたん

ですが、多分半々のオーダーに分かれてい

吉田さん、それを何とか有効に活用する手だてを考える事にしませんか？

はい、分かりました。●●さん、関係各所と一緒に今の水のありか、エリア、場所、明確にす

るのと、多分残ってるであろう立米数をちょっとまずまとめて図面にしてください。それを使

うためにはどうやればいいかというのをおー要するにどうすればと、くみ上げたりする方法ま

で含めて考えないといけない。水があるだけでは駄目なんで。そこを●●さんが関係のスタッ

フ２人位使って至急まとめて頂きたいと思います。お願いします。

了解しました。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

１００ミリ誤報の可能性あり。 

１００ミリ誤報の可能性あり。 

はい。そういう意味ではですね、６４００μ

吉田さん、今皆さん退避していただいてるし、まだ退避中だと思うんですが、今の状況が仮に、

もう少し様子を見た上で格納容器破損ではなくて、プール内の水の低下によるものだというこ

とだとすると、逆にプールへの水の投入を急ぐ必要があります。そうするとその場合に警察の

ポンプは吸い込み側が海水だとうまく機能しない可能性が高いですから、どっか近くの消火タ

ンクかなんかに水を入れるという方策はそもそも検討する価値はあるか無いかご意見くださ

例えば建屋に溜まっている水だとか、さまざまな、ありとあらゆる物をかき集められる、近場

で掻き集められる可能性が無いかどうかということですが。

すいません、今の私、吉田に…への？ 

今１Ｆさんからの水蒸気の放出が格納容器の破損であるかどうかということについては、もう

しばらく見極める必要があると思いますが、仮にそうではなくて、プールの水位が下がったた

めのものであれば逆に今のうちに早く水を入れるというのが唯一の可能、対応策です。その場

合に、警視庁から来るポンプが吸い込み側が海水ではうまくその間に合わない可能性がありま

すので、手近の吸い込みで吸い込める水をどっか、使える水がどっかないかということなんで

すが、建屋の中に溜まってる海水でも何でもいいんですが、そういう可能性は無いんでしょう

はい、あの、溜まり水は私どもも、地震後全部あたっておりまして、それは海水注入に使って

ますので、基本的には海水以外可能性は極めて低いと思って頂いて良いと思います。

近くに例えば消火用水タンクみたいなのがあれば、そこに今手持ちの消防ポンプを使って、水

を入れてそっから水をくんでもらうってのは出来ないでしょうか？

濾過水タンクは今どうなってるんだっけ？入ってないんだけど･･･原水タンク、地下原水タン

ク･･･あるでしょ？は～（深いため息）は～は～は～は～は～え～と、水は誰がやってたんだっ

け･･･水は。ちょっとあの可能性がかなり…チェックしてあれなんで…今、発電所内の水、あの、

淡水・海水含めてですね、何処にどれくらい溜まってるかというのを大至急、まとめていただ

きたいと思います。これはですね、水関係ずっとやってた事からいうと…？●●さん、お願い

私が把握している情報はですね、これまでいろいろ防火水槽と使ってプラントの中に一端水を

入れてきました。それを使ったところにまた補給していくということをやってました。今朝、

こういったことがあるということで、一度確認したところ、発電所周りにはですね、防火水槽

にあと２つか３つ、ですから８０立米か１２０立米の防火水槽の中に水はあると考えておりま

す。で、プラス、濾過水の原水移送から濾過水タンクの移送も合わせていましたが、それもち

ょっと途中段階でありまして、多分今の段階だと約…まぁ元々１０００トンと言われていたん

ですが、多分半々のオーダーに分かれている可能性があります。以上です。

吉田さん、それを何とか有効に活用する手だてを考える事にしませんか？

はい、分かりました。●●さん、関係各所と一緒に今の水のありか、エリア、場所、明確にす

るのと、多分残ってるであろう立米数をちょっとまずまとめて図面にしてください。それを使

うためにはどうやればいいかというのをおー要するにどうすればと、くみ上げたりする方法ま

で含めて考えないといけない。水があるだけでは駄目なんで。そこを●●さんが関係のスタッ

フ２人位使って至急まとめて頂きたいと思います。お願いします。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

μ、６．４ミリは大丈夫なんだね。ハイエスト？

吉田さん、今皆さん退避していただいてるし、まだ退避中だと思うんですが、今の状況が仮に、

もう少し様子を見た上で格納容器破損ではなくて、プール内の水の低下によるものだというこ

とだとすると、逆にプールへの水の投入を急ぐ必要があります。そうするとその場合に警察の

ポンプは吸い込み側が海水だとうまく機能しない可能性が高いですから、どっか近くの消火タ

ンクかなんかに水を入れるという方策はそもそも検討する価値はあるか無いかご意見くださ

例えば建屋に溜まっている水だとか、さまざまな、ありとあらゆる物をかき集められる、近場

で掻き集められる可能性が無いかどうかということですが。

今１Ｆさんからの水蒸気の放出が格納容器の破損であるかどうかということについては、もう

しばらく見極める必要があると思いますが、仮にそうではなくて、プールの水位が下がったた

めのものであれば逆に今のうちに早く水を入れるというのが唯一の可能、対応策です。その場

合に、警視庁から来るポンプが吸い込み側が海水ではうまくその間に合わない可能性がありま

すので、手近の吸い込みで吸い込める水をどっか、使える水がどっかないかということなんで

すが、建屋の中に溜まってる海水でも何でもいいんですが、そういう可能性は無いんでしょう

はい、あの、溜まり水は私どもも、地震後全部あたっておりまして、それは海水注入に使って

ますので、基本的には海水以外可能性は極めて低いと思って頂いて良いと思います。

近くに例えば消火用水タンクみたいなのがあれば、そこに今手持ちの消防ポンプを使って、水

を入れてそっから水をくんでもらうってのは出来ないでしょうか？

濾過水タンクは今どうなってるんだっけ？入ってないんだけど･･･原水タンク、地下原水タン

ク･･･あるでしょ？は～（深いため息）は～は～は～は～は～え～と、水は誰がやってたんだっ

け･･･水は。ちょっとあの可能性がかなり…チェックしてあれなんで…今、発電所内の水、あの、

淡水・海水含めてですね、何処にどれくらい溜まってるかというのを大至急、まとめていただ

きたいと思います。これはですね、水関係ずっとやってた事からいうと…？●●さん、お願い

これまでいろいろ防火水槽と使ってプラントの中に一端水を

入れてきました。それを使ったところにまた補給していくということをやってました。今朝、

こういったことがあるということで、一度確認したところ、発電所周りにはですね、防火水槽

にあと２つか３つ、ですから８０立米か１２０立米の防火水槽の中に水はあると考えておりま

す。で、プラス、濾過水の原水移送から濾過水タンクの移送も合わせていましたが、それもち

ょっと途中段階でありまして、多分今の段階だと約…まぁ元々１０００トンと言われていたん

る可能性があります。以上です。

吉田さん、それを何とか有効に活用する手だてを考える事にしませんか？

はい、分かりました。●●さん、関係各所と一緒に今の水のありか、エリア、場所、明確にす

るのと、多分残ってるであろう立米数をちょっとまずまとめて図面にしてください。それを使

うためにはどうやればいいかというのをおー要するにどうすればと、くみ上げたりする方法ま

で含めて考えないといけない。水があるだけでは駄目なんで。そこを●●さんが関係のスタッ

フ２人位使って至急まとめて頂きたいと思います。お願いします。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

、６．４ミリは大丈夫なんだね。ハイエスト？

吉田さん、今皆さん退避していただいてるし、まだ退避中だと思うんですが、今の状況が仮に、

もう少し様子を見た上で格納容器破損ではなくて、プール内の水の低下によるものだというこ

とだとすると、逆にプールへの水の投入を急ぐ必要があります。そうするとその場合に警察の

ポンプは吸い込み側が海水だとうまく機能しない可能性が高いですから、どっか近くの消火タ

ンクかなんかに水を入れるという方策はそもそも検討する価値はあるか無いかご意見くださ

例えば建屋に溜まっている水だとか、さまざまな、ありとあらゆる物をかき集められる、近場

で掻き集められる可能性が無いかどうかということですが。 

今１Ｆさんからの水蒸気の放出が格納容器の破損であるかどうかということについては、もう

しばらく見極める必要があると思いますが、仮にそうではなくて、プールの水位が下がったた

めのものであれば逆に今のうちに早く水を入れるというのが唯一の可能、対応策です。その場

合に、警視庁から来るポンプが吸い込み側が海水ではうまくその間に合わない可能性がありま

すので、手近の吸い込みで吸い込める水をどっか、使える水がどっかないかということなんで

すが、建屋の中に溜まってる海水でも何でもいいんですが、そういう可能性は無いんでしょう

はい、あの、溜まり水は私どもも、地震後全部あたっておりまして、それは海水注入に使って

ますので、基本的には海水以外可能性は極めて低いと思って頂いて良いと思います。

近くに例えば消火用水タンクみたいなのがあれば、そこに今手持ちの消防ポンプを使って、水

を入れてそっから水をくんでもらうってのは出来ないでしょうか？ 

濾過水タンクは今どうなってるんだっけ？入ってないんだけど･･･原水タンク、地下原水タン

ク･･･あるでしょ？は～（深いため息）は～は～は～は～は～え～と、水は誰がやってたんだっ

け･･･水は。ちょっとあの可能性がかなり…チェックしてあれなんで…今、発電所内の水、あの、

淡水・海水含めてですね、何処にどれくらい溜まってるかというのを大至急、まとめていただ

きたいと思います。これはですね、水関係ずっとやってた事からいうと…？●●さん、お願い

これまでいろいろ防火水槽と使ってプラントの中に一端水を

入れてきました。それを使ったところにまた補給していくということをやってました。今朝、

こういったことがあるということで、一度確認したところ、発電所周りにはですね、防火水槽

にあと２つか３つ、ですから８０立米か１２０立米の防火水槽の中に水はあると考えておりま

す。で、プラス、濾過水の原水移送から濾過水タンクの移送も合わせていましたが、それもち

ょっと途中段階でありまして、多分今の段階だと約…まぁ元々１０００トンと言われていたん

る可能性があります。以上です。

吉田さん、それを何とか有効に活用する手だてを考える事にしませんか？ 

はい、分かりました。●●さん、関係各所と一緒に今の水のありか、エリア、場所、明確にす

るのと、多分残ってるであろう立米数をちょっとまずまとめて図面にしてください。それを使

うためにはどうやればいいかというのをおー要するにどうすればと、くみ上げたりする方法ま

で含めて考えないといけない。水があるだけでは駄目なんで。そこを●●さんが関係のスタッ

フ２人位使って至急まとめて頂きたいと思います。お願いします。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

、６．４ミリは大丈夫なんだね。ハイエスト？

吉田さん、今皆さん退避していただいてるし、まだ退避中だと思うんですが、今の状況が仮に、

もう少し様子を見た上で格納容器破損ではなくて、プール内の水の低下によるものだというこ

とだとすると、逆にプールへの水の投入を急ぐ必要があります。そうするとその場合に警察の

ポンプは吸い込み側が海水だとうまく機能しない可能性が高いですから、どっか近くの消火タ

ンクかなんかに水を入れるという方策はそもそも検討する価値はあるか無いかご意見くださ

例えば建屋に溜まっている水だとか、さまざまな、ありとあらゆる物をかき集められる、近場

今１Ｆさんからの水蒸気の放出が格納容器の破損であるかどうかということについては、もう

しばらく見極める必要があると思いますが、仮にそうではなくて、プールの水位が下がったた

めのものであれば逆に今のうちに早く水を入れるというのが唯一の可能、対応策です。その場

合に、警視庁から来るポンプが吸い込み側が海水ではうまくその間に合わない可能性がありま

すので、手近の吸い込みで吸い込める水をどっか、使える水がどっかないかということなんで

すが、建屋の中に溜まってる海水でも何でもいいんですが、そういう可能性は無いんでしょう

はい、あの、溜まり水は私どもも、地震後全部あたっておりまして、それは海水注入に使って

ますので、基本的には海水以外可能性は極めて低いと思って頂いて良いと思います。 

近くに例えば消火用水タンクみたいなのがあれば、そこに今手持ちの消防ポンプを使って、水

濾過水タンクは今どうなってるんだっけ？入ってないんだけど･･･原水タンク、地下原水タン

ク･･･あるでしょ？は～（深いため息）は～は～は～は～は～え～と、水は誰がやってたんだっ

け･･･水は。ちょっとあの可能性がかなり…チェックしてあれなんで…今、発電所内の水、あの、

淡水・海水含めてですね、何処にどれくらい溜まってるかというのを大至急、まとめていただ

きたいと思います。これはですね、水関係ずっとやってた事からいうと…？●●さん、お願い

これまでいろいろ防火水槽と使ってプラントの中に一端水を

入れてきました。それを使ったところにまた補給していくということをやってました。今朝、

こういったことがあるということで、一度確認したところ、発電所周りにはですね、防火水槽

にあと２つか３つ、ですから８０立米か１２０立米の防火水槽の中に水はあると考えておりま

す。で、プラス、濾過水の原水移送から濾過水タンクの移送も合わせていましたが、それもち

ょっと途中段階でありまして、多分今の段階だと約…まぁ元々１０００トンと言われていたん

る可能性があります。以上です。 

 

はい、分かりました。●●さん、関係各所と一緒に今の水のありか、エリア、場所、明確にす

るのと、多分残ってるであろう立米数をちょっとまずまとめて図面にしてください。それを使

うためにはどうやればいいかというのをおー要するにどうすればと、くみ上げたりする方法ま

で含めて考えないといけない。水があるだけでは駄目なんで。そこを●●さんが関係のスタッ
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例えば建屋に溜まっている水だとか、さまざまな、ありとあらゆる物をかき集められる、近場

今１Ｆさんからの水蒸気の放出が格納容器の破損であるかどうかということについては、もう
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濾過水タンクは今どうなってるんだっけ？入ってないんだけど･･･原水タンク、地下原水タン

ク･･･あるでしょ？は～（深いため息）は～は～は～は～は～え～と、水は誰がやってたんだっ
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で含めて考えないといけない。水があるだけでは駄目なんで。そこを●●さんが関係のスタッ
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３号のソースターム、ソースタームが、あと１５分でそっちにいくから、いまデータの準備に

入っている。 

すいません。今の話なんですけど･･･塩分の■■■今現場で使える水は･･･■■■海の水･･･なん

でもいい。 

海水でもなんでもいいから、

何でもいい、何でもいい、ここがいまちょっとぐちゃぐちゃになっちゃっているんじゃないか

な。 

いや違う違う。いま現場で使える水は、海の水以外は、たまっている水だけなんですよ。

だから、海の水でもいいんですよ。

そもそも海の水を入れようと思っているんですよ。

●●、●●さん。１Ｆ３の格納容器の健全性について、何でも良いから検討を早めて、その方

針にきするようにしてください。

はい。データをここにお示しして、他号機と比較したいと思います。

本部長、発電班から１０時３０分までのデータで、Ｄ／Ｗ圧力がほぼ静定していること、それ

からモニタリングポストの値が今の時点では落ち着いていることから、放管員を連れてもう一

度中操のデータでこちらが落ち着いているかどうか確認をしに行きたいと思います。

はい、今●●さんからありましたように、皆さん聞いてください。線量は今大分落ち着いてき

てるという状況です。で、昨日とあまり大差がないレベルにきておりますので、一度サーベイ

に行く？当直員が、中操で、中央操作室で…放管員を派遣すると言うことにアグリーしました

ので。■■■＜音声が重なっているので聞き取りにくい＞

吉田さん、今のデータからすると格納容器の健全性についてまだ希望を捨てないで良いと思っ

てますが。 

はい、私も今そう思っております。あとはもう技術的な判断入りますので、ここはちょっと私

弱いんでお願いします。

それは発電所と本店で協力して頑張りましょう。それからしたがって、燃料プールへの補給に

ついて検討を是非よろしくお願いします。

はい。燃料プール？

吉田君、吉田所長。

はい。吉田です。

勝俣です。ご苦労様だけど、とにかくレベルが多少下がったら電源の繋ぎ等々含めて出来る限

り早くさせるように、よろしくお願いします。

はい、分かりました。

１１時現在のモニタリングカーでのデータが分かりました。同じ付近で３３９１

います。風向につきましては北東の風、風速２ｍ。中性子等は確認されておりません。ガンマ、

繰り返します。３３９１
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ありがとうございました。それではですね、今、書画と言うか、写真が前に映し出されてると

思いますので、これを撮影してきた物から説明をさせます。どうぞ、●●さんどうぞ。はい、

●●さんどうぞ。

現場の状況を説明いたします。今映って…本店さん映っているかどうかわかりませんが。左に

２号が見えて２号は健全です。その隣の３号がオペフロから煙が出ています。もう１枚写しま

す。あまり変わりませんが、何を言いたいかというと、下側のオペフロの床面より下からは全

く煙りが出ていなくって、一方でオペフロの床面

いうことです。

はい、あの、何が言いたいかというと、プールからの蒸発量が多くなってる可能性が高いとい

うことですか？

はい、そういうことです。

はい、分かりました。こういうことですと、どちらかというと逆にいうと３号機に早くお水を

入れてこれを落ち着かせる必要があると、言うことだと思いますけども、燃料さんどうですか？

オペフロから出てるのは、格納容器が■■■していても、いまも建屋の中の蒸気が充満して上
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もう１つ、海の水を消火タンクなり何なりに引き込んで、今回のポンプが使えるようにするっ

て対策は不可能でしょうか？

すいません、警視庁の消防車対応のブースターポンプは今手配中で、まだ確定はしておりませ

ん。 

それはそれで急いでください。だけどそれを待ってる訳にはいかないので、今現場にある水を

最大限に活用することを考えなきゃいけない。その為の事は今発電所で検討して頂いていると

いう理解です。その際に出来れば合わせて海水を近場のタンクに放り込んで、それを水源にす

るという事も検討できればと思ってます。それについて発電所の判断をお願いします。

はい。いずれにしましてもですね、やります。水、放水する時の水源と位置をあれすると、ど

ういうところに水が溜まるのかというのがポイントです。そこは

たんですよね？

本店で誰かこの検討をした人で答えられる人いますか？●●君、答えられますか？

いや、だからここに集めてくれという指示されれば今、発電所で持っている機材で最大限で出

来る範囲で何とか今やりたいと思うんですけど

それじゃ、その方が早いと思いますからお願いします。

何処に水を集めるのかだけは指示してくださいということなんですけどね。どういう溜め口に。

ポンプを置く場所との関係でしょ？ちょっと●●くん･･･●●か●●か探してくれない？ポン

プを置く場所が決まればそこが一番近い場所が良いに決まってる訳なんで、それは２，３号の

間の道路のどっかという事になれば、そんなに幾つも選択肢がある話しじゃないんじゃないか

なと思いますが。

すいません。机上で現場退避常駐であれなんですけども、机上で検討して頂きたい。さっき●

●君に出した宿題なんですが、物理的に水をそこからどうくみ上げてあるところに運ぶかとい

うのが今ポイントになってきますので、その為の車両だとか、あるかどうかという事を●●の

方から今発電所内で稼働可能な散水車･･･●●いないの？

いるいる。 

●●、あの警視庁の方が２時に発電所の方に入るからそれまでに色んな条件を整備するという

ことで、こちらで手配している物を必要なら新日ペリに頼んで、とにかく大至急２時に間に合

うように発電所に運び込んでくれないかな？

２時に発電所に入る？

２時に発電所に着くと。警視庁の方々が。ということで、着いたら直ぐに作業、注水が出来る

準備を整えてくれということなんで、うちの方もヘリでも何でも使ってさ。現場で降ろしても

いいから、やってくれ、責任は全部私がとるから。

はい。 

新日ヘリにもそう言ってくれ。

はい、はい。 

それから必要なら南明にいって、南明の支援を仰いでいい。同じヘリに乗せて来る位の事して

くれよ。 

分かりました。はい。
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サイト保安班より連絡します。１０時１０分現在のモニタリングの値でございますが、２７２

０μsv/ｈ。風は北北東の風、１．９

時間をもう一度お願いします。いま時間・・・。

失礼しました、時間は１１時１０分、場所は正門付近。ガンマの値でございますが２７２０

sv/ｈ。風向ですが北北東、１．９

ちょっとさぁ、最後のＧＯかける判断する前に１本、落ち着いてくる。

ふふふ。 

すいません、本店の●●さんいますか？

●●ですが。 

●●ですが。至急なんですが、警視庁の高圧放水車のスペックを欲しいんですよ。

分かりました。ＦＡＸ入れれば良いですね、了解。

●●いる？●●。発電所本部、本店本部の皆さん、只今海江田経産大臣がお見えいただいてお

ります。大臣からお言葉を頂きますのでお聞き下さい。

了解致しました。

皆様、本当に連日ご苦労様でございます。いよいよ本当にこの皆さん方の力が試されている時

でございます。状況は大変厳しい状況にございますけども、しかしまだ、皆様方のご努力、そ

して本当に警視庁、自衛隊、そして私どもの全力を挙げてこの困難に立ち向かって、そして必

ずこれを克服しなければならないと思います。本当にあと一息、あと一踏ん張り、どうぞ皆様

方のお力添え、心からお願いする次第でございます。よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございます。

色々ご支援を賜りまして、ありがとうございます。

それでは皆さん、力を合わせましてまた頑張っていきましょう。

の●●さん。３号機の格納容器の健全性について何か追加情報ありますか？

はい。それではこの時点でちょっと一呼吸おいてですね、２号３号の動きについて手書きの汚

い資料ですけど、確認をしたいと思います。１分だけお待ちください。

吉田さん、武黒です。

はい、吉田でございます。

１１時２３分になるところです。１１時半に判断という事になりますので、これから２５分の

データテール（？）が決め手になると思います。これまでの経緯を踏まえて関連状況も含めて

その集約を心がけて頂きたいと思います。

はい、分かりました。今までのですね、すいません、サイトから私から説明させていただきま

す。今まであの、おー正門付近の線量率をずっと継続して測ってまいりましたが、非常におも

しろい傾向がありましてですね、どっかでﾋﾟｭっと大きくなっていくんですがどっかでグッと収

まっていくという事が今まで２回繰り返しております。最初はですね、１４日？昨日の朝、１

０時くらいにやはり、１０時から１１時にかけてぐっと上がってきたというのがございます。
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す。今まであの、おー正門付近の線量率をずっと継続して測ってまいりましたが、非常におも
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方のお力添え、心からお願いする次第でございます。よろしくお願い申し上げます。
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い資料ですけど、確認をしたいと思います。１分だけお待ちください。

１１時２３分になるところです。１１時半に判断という事になりますので、これから２５分の

データテール（？）が決め手になると思います。これまでの経緯を踏まえて関連状況も含めて

 

はい、分かりました。今までのですね、すいません、サイトから私から説明させていただきま

す。今まであの、おー正門付近の線量率をずっと継続して測ってまいりましたが、非常におも

しろい傾向がありましてですね、どっかでﾋﾟｭっと大きくなっていくんですがどっかでグッと収

まっていくという事が今まで２回繰り返しております。最初はですね、１４日？昨日の朝、１
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それから昨日の夜から朝にかけてかけて２３時位からですね、ぐっと上がってきて最大で８０

００位、その、ということです。そっからまたぐっと下がってきて、１０００から数百のとこ

ろに収まると。どうもこの息継ぎみたいにですね、１２時間おきくらいにですね、そういう状

況になってきてます。現時点がちょうどまた１２時間経ったところぐらいなんで一端又どうい

う原因か分かりませんが上がって下がるというそう言う状況にあるのかなと、こういう風に判

断しております。ですから格納容器漏洩がどうなのか良く分かりませんが、そこの物理的な説

明がですね、あのー専門家の間で格納容器の漏洩の可能性が低い等々であれば、作業開始はＯ

Ｋだと思っております。以上です。

それについては、それじゃあの、本店の復旧班の、とも至急意見確認をして、１１時半の判断

が迅速に、正確に出来るようにしてください。

それではこの時間を使って、少し深呼吸をして現状を把握していきたいと思っています。すご

く汚い絵で恐縮ですけども、大きなポイントは原子炉圧力容器の圧力、それからごめんなさい、

この格納容器の圧力、それからサプレッションチェンバの圧力ということですけど、サプレッ

ションチェンバの圧力はむしろ１０で見ていただければと思っています。今、現断面でのこの

出てきているデータですけれども、圧力容器の圧力と申しますのが、１号と３号はこんな関係。

もう少しまえのデータが大きかったです。２号はかなり小さくなっています。ここでのポイン

トはですね、ｌこれ残念ながら１号は取れてないんですけど、３号はご覧頂きますと、３号は

圧力容器に対して格納容器の圧力が少し大きめになっていると。これはこういう傾向がずっと

見て取れてます。ポイントは２号が圧力容器と格納容器が現時点では同じになっているという

ことです。それを数字で示します。これは毎日皆さんのお手元にお配りしているデータで、こ

れは今後ビジュアルにしたいと思っていますけど。もどってやって。ここでは各プラントの水

位から原子炉圧力、格納容器の圧力、その他放射線の測定値等々が示されています。これは昨

日の１５時３０分断面での数字です。ご覧頂きますと、原子炉の水位については３プラントと

も察して変わりがありません。圧力容器の圧力につきましても、３プラントともまぁ大きさの

違いはあっても、さして変わりはありません。格納容器の圧力、これ単位が違うので３桁見直

してもらいたいんですけども、このように差が２本ついても圧力容器と格納容器の差がありま

す。これはバウンダリが出来ているという証拠であります。一方で３号も１号と同じような傾

向を示していました。それで次に３月１６日のこれだな、これをご覧頂きますと、２号の動き

が急に変わっています

同じ動きをしていた圧力容器の圧力がぐっと下がっています。これはアブソリュートとゲージ

なのでちょっと違うのですが･･･格納容器の圧力もご覧のようにこちらで取れてませんけどこ

れと比べてぐっと下がっています。それからもう１つのポイントはこの圧力と圧力容器の圧力

が大体同じようなえっとオーダーになったといったこと、それから全体の圧力が下がっている

といったことが１つの特徴です。つまりここで確認したいことは、昨日まで、昨日まではえっ

と１号、２号、３号も大してバウンダリの条件が変わってなかったのに２号だけが少し状況が

変わったという事です。これは既に昨日から確認されている状況であります。

●●、もういいですか？

これが最後です。今日の現断面ですけれども、３号の数値に多少の差はありますけど昨日の数

値と大して変わっておりませんので３号が今の断面で昨日からデータそのものに大きな変化が

あったという風にみてとれません。むしろ２号の方が特徴があるというふうな整理になります。

以上です。 

ありがとうございました。これからまた発信するかどうかの判断が直ぐになされるものと思い

ますが、その前に今手元に届いております情報では全国から応援のメッセージが続々と届いて

るということがあります。発電所の皆さん、大変ご苦労でありますがそういう応援が多々ある

ということも頭に入れてこれからの取り組みを進めていきたいと思います。えー１１時半にな

りました。吉田さん、至近の状況をふまえてご意見をお願いします。

今の●●のご報告、それからデータのトレンド等をみておりますと作業するに際し

害があるということでは無いだろうというふうに考えますので、１１時半でもって作業再開を

指示いたします。皆さん、配置についてえーあの作業を開始してください。作業を開始して下

さい。以上です。

本店了解いたしました。

先ほどお尋ねの水を運べる車というお話ですが、確認したところ今構内に千葉支店さんから応

援に来ていただいてる給水車が１台ございます。以上です。
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４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

それから昨日の夜から朝にかけてかけて２３時位からですね、ぐっと上がってきて最大で８０

位、その、ということです。そっからまたぐっと下がってきて、１０００から数百のとこ

ろに収まると。どうもこの息継ぎみたいにですね、１２時間おきくらいにですね、そういう状

況になってきてます。現時点がちょうどまた１２時間経ったところぐらいなんで一端又どうい

う原因か分かりませんが上がって下がるというそう言う状況にあるのかなと、こういう風に判

断しております。ですから格納容器漏洩がどうなのか良く分かりませんが、そこの物理的な説

明がですね、あのー専門家の間で格納容器の漏洩の可能性が低い等々であれば、作業開始はＯ

それについては、それじゃあの、本店の復旧班の、とも至急意見確認をして、１１時半の判断

それではこの時間を使って、少し深呼吸をして現状を把握していきたいと思っています。すご

く汚い絵で恐縮ですけども、大きなポイントは原子炉圧力容器の圧力、それからごめんなさい、

この格納容器の圧力、それからサプレッションチェンバの圧力ということですけど、サプレッ

ションチェンバの圧力はむしろ１０で見ていただければと思っています。今、現断面でのこの

出てきているデータですけれども、圧力容器の圧力と申しますのが、１号と３号はこんな関係。

もう少しまえのデータが大きかったです。２号はかなり小さくなっています。ここでのポイン

ですね、ｌこれ残念ながら１号は取れてないんですけど、３号はご覧頂きますと、３号は

圧力容器に対して格納容器の圧力が少し大きめになっていると。これはこういう傾向がずっと

見て取れてます。ポイントは２号が圧力容器と格納容器が現時点では同じになっているという

ことです。それを数字で示します。これは毎日皆さんのお手元にお配りしているデータで、こ

れは今後ビジュアルにしたいと思っていますけど。もどってやって。ここでは各プラントの水

位から原子炉圧力、格納容器の圧力、その他放射線の測定値等々が示されています。これは昨

０分断面での数字です。ご覧頂きますと、原子炉の水位については３プラントと

も察して変わりがありません。圧力容器の圧力につきましても、３プラントともまぁ大きさの

違いはあっても、さして変わりはありません。格納容器の圧力、これ単位が違うので３桁見直

してもらいたいんですけども、このように差が２本ついても圧力容器と格納容器の差がありま

す。これはバウンダリが出来ているという証拠であります。一方で３号も１号と同じような傾

向を示していました。それで次に３月１６日のこれだな、これをご覧頂きますと、２号の動き

。これは昨日の朝、確か６時くらいの 

同じ動きをしていた圧力容器の圧力がぐっと下がっています。これはアブソリュートとゲージ

なのでちょっと違うのですが･･･格納容器の圧力もご覧のようにこちらで取れてませんけどこ

れと比べてぐっと下がっています。それからもう１つのポイントはこの圧力と圧力容器の圧力

が大体同じようなえっとオーダーになったといったこと、それから全体の圧力が下がっている

といったことが１つの特徴です。つまりここで確認したいことは、昨日まで、昨日まではえっ

と１号、２号、３号も大してバウンダリの条件が変わってなかったのに２号だけが少し状況が

たという事です。これは既に昨日から確認されている状況であります。

これが最後です。今日の現断面ですけれども、３号の数値に多少の差はありますけど昨日の数

値と大して変わっておりませんので３号が今の断面で昨日からデータそのものに大きな変化が

あったという風にみてとれません。むしろ２号の方が特徴があるというふうな整理になります。

ありがとうございました。これからまた発信するかどうかの判断が直ぐになされるものと思い

ますが、その前に今手元に届いております情報では全国から応援のメッセージが続々と届いて

るということがあります。発電所の皆さん、大変ご苦労でありますがそういう応援が多々ある

ということも頭に入れてこれからの取り組みを進めていきたいと思います。えー１１時半にな

りました。吉田さん、至近の状況をふまえてご意見をお願いします。 

今の●●のご報告、それからデータのトレンド等をみておりますと作業するに際し

害があるということでは無いだろうというふうに考えますので、１１時半でもって作業再開を

指示いたします。皆さん、配置についてえーあの作業を開始してください。作業を開始して下

先ほどお尋ねの水を運べる車というお話ですが、確認したところ今構内に千葉支店さんから応

援に来ていただいてる給水車が１台ございます。以上です。 
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次はその給水車をうまく使って水を何処かに貯め、貯めて、貯める方法。今回の放水の水源を

作る場所についてえー検討していただきたいというか大至急具体的な案を作るということ。●

●、●●、いま、手持ちにある千葉の先ほど紹介のあった給水車、給水車っていうか、消火、

消火ポンプ、なんだ消防車（給水車ですよね）を使ってですね、今回の４号機、もしくは３号

機、３，４号機のリバーシングピットに散水するための水源、水源ををどう作るかということ

を検討、それから、●●･･･名前忘れちゃった･･･あ、●●、●●で検討をお願いします。以上。

書画画面お願いします。●●さんどうぞ。

３号機への警視庁のポンプを使って放水する件ですが、現在、濾過水タンクから原水タンクを

通して、濾過水タンク･･･ごめんなさい、濾過水タンクに移す･･･あれ？これどうやるの？これ。

声が聞こえません。

しゃべってませんので大丈夫です。●●、いいんだけど、言いたいこと、言いたいこと、ポイ

ント、結論を言ってください。

そこの真ん中の絵の３号機のピット中に海水を引っ張ってきて、それから警視庁の、消防車で

放水してもらおうと思ったんですが、それでは揚程が足りなくてＲ／Ｂに届かないということ

でこの案は無理です。で、我々もう１つは、海水を引っ張り込んで消防車で吐出（

たものを直接警視庁の車のケツに突っ込んでブースターとしてやろうかということを考えてい

ますが、この接続を今本店で確認してもらってますけどそれでも容量が足りない、あるいはう

まくそこの流量がとれないということが無理だということで２つ考えていた現地の案はバツ×

になってますんで、もう一つ違う案を考えていかなくてはならないのでこれからになります。

それでも正規品のものをどこかから、、中古品でもいいんですけどスペックの決まったものを

直ぐ手配して持ってきてもらう方が早いかもしれませんのでそちらの手は弱めずにやっていた

だきたいと思います。

今それは本店側でも至急手配をしています。その状況については資材班、どなたか状況がわか

る方いたら状況を連絡してください。

了解しました。

それと併せてですね本店中心とした、サイトも含めてでも良いんですけど、安全解析の専門家

の方にお願いしたいのですが、万が一今後格納容器バウンダリが損傷を受けるということがあ

った場合はどういう事象になるかと、ですから先ほどの●●の説明の逆をいくというか、こう

いうパラメータが出てくるとその可能性があると、いうなようことを逆にしっかりまとめてお

いて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。

本店了解しました。●●いますか？あるいは●●。今吉田さんからの要求は、今は格納容器バ

ウンダリが健全であるという判断をしているのですが、将来もしこれが健全ではないと判断す

る必要があるとするならば、どのようなことが想定されるか、またそのパロメータ何になるか

ということを今から検討して詰めておいてくださいということですが、よろしいですか？

はい、了解いたしました。先ほどご紹介しましたけれども２号機においては格納容器の圧力と

圧力容器の圧力が一緒になっています。これはそこがつながって

全体に圧力が下がっていますので、３号というよりも２号の方がその可能性が高いかもしれま

せん。ただ、容量の問題がありますからそのバランスを計算してそれを証明してみたいと思い

ます。３号については健全だと思っています。

吉田です。度々すいません。ちょっとあの席を外します。●●に指揮を変わります。

吉田さん、その前に一言だけ。武黒からです。今あった情報では警視庁の方々の到着、現地で

の到着それから行動開始のマンデイトは午後２時という風に聞いております。

はい。午後２時、はい。

吉田さんの代わりは●●ですか？

すいません。●●に代替指揮をとっていただきます。すいません。
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機、３，４号機のリバーシングピットに散水するための水源、水源ををどう作るかということ

を検討、それから、●●･･･名前忘れちゃった･･･あ、●●、●●で検討をお願いします。以上。

書画画面お願いします。●●さんどうぞ。

３号機への警視庁のポンプを使って放水する件ですが、現在、濾過水タンクから原水タンクを

通して、濾過水タンク･･･ごめんなさい、濾過水タンクに移す･･･あれ？これどうやるの？これ。

声が聞こえません。 

しゃべってませんので大丈夫です。●●、いいんだけど、言いたいこと、言いたいこと、ポイ

ント、結論を言ってください。

そこの真ん中の絵の３号機のピット中に海水を引っ張ってきて、それから警視庁の、消防車で

放水してもらおうと思ったんですが、それでは揚程が足りなくてＲ／Ｂに届かないということ

でこの案は無理です。で、我々もう１つは、海水を引っ張り込んで消防車で吐出（

たものを直接警視庁の車のケツに突っ込んでブースターとしてやろうかということを考えてい

ますが、この接続を今本店で確認してもらってますけどそれでも容量が足りない、あるいはう

まくそこの流量がとれないということが無理だということで２つ考えていた現地の案はバツ×

になってますんで、もう一つ違う案を考えていかなくてはならないのでこれからになります。

それでも正規品のものをどこかから、、中古品でもいいんですけどスペックの決まったものを

直ぐ手配して持ってきてもらう方が早いかもしれませんのでそちらの手は弱めずにやっていた

だきたいと思います。 

今それは本店側でも至急手配をしています。その状況については資材班、どなたか状況がわか

る方いたら状況を連絡してください。

了解しました。 

それと併せてですね本店中心とした、サイトも含めてでも良いんですけど、安全解析の専門家

の方にお願いしたいのですが、万が一今後格納容器バウンダリが損傷を受けるということがあ

った場合はどういう事象になるかと、ですから先ほどの●●の説明の逆をいくというか、こう

いうパラメータが出てくるとその可能性があると、いうなようことを逆にしっかりまとめてお

いて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。

本店了解しました。●●いますか？あるいは●●。今吉田さんからの要求は、今は格納容器バ

ウンダリが健全であるという判断をしているのですが、将来もしこれが健全ではないと判断す

る必要があるとするならば、どのようなことが想定されるか、またそのパロメータ何になるか

ということを今から検討して詰めておいてくださいということですが、よろしいですか？

はい、了解いたしました。先ほどご紹介しましたけれども２号機においては格納容器の圧力と

圧力容器の圧力が一緒になっています。これはそこがつながって

全体に圧力が下がっていますので、３号というよりも２号の方がその可能性が高いかもしれま

せん。ただ、容量の問題がありますからそのバランスを計算してそれを証明してみたいと思い

ます。３号については健全だと思っています。

吉田です。度々すいません。ちょっとあの席を外します。●●に指揮を変わります。

吉田さん、その前に一言だけ。武黒からです。今あった情報では警視庁の方々の到着、現地で

の到着それから行動開始のマンデイトは午後２時という風に聞いております。

はい。午後２時、はい。 

吉田さんの代わりは●●ですか？

すいません。●●に代替指揮をとっていただきます。すいません。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

次はその給水車をうまく使って水を何処かに貯め、貯めて、貯める方法。今回の放水の水源を

作る場所についてえー検討していただきたいというか大至急具体的な案を作るということ。●

●、●●、いま、手持ちにある千葉の先ほど紹介のあった給水車、給水車っていうか、消火、

消火ポンプ、なんだ消防車（給水車ですよね）を使ってですね、今回の４号機、もしくは３号

機、３，４号機のリバーシングピットに散水するための水源、水源ををどう作るかということ

を検討、それから、●●･･･名前忘れちゃった･･･あ、●●、●●で検討をお願いします。以上。

書画画面お願いします。●●さんどうぞ。 

３号機への警視庁のポンプを使って放水する件ですが、現在、濾過水タンクから原水タンクを

通して、濾過水タンク･･･ごめんなさい、濾過水タンクに移す･･･あれ？これどうやるの？これ。

しゃべってませんので大丈夫です。●●、いいんだけど、言いたいこと、言いたいこと、ポイ

ント、結論を言ってください。 

そこの真ん中の絵の３号機のピット中に海水を引っ張ってきて、それから警視庁の、消防車で

放水してもらおうと思ったんですが、それでは揚程が足りなくてＲ／Ｂに届かないということ

でこの案は無理です。で、我々もう１つは、海水を引っ張り込んで消防車で吐出（

たものを直接警視庁の車のケツに突っ込んでブースターとしてやろうかということを考えてい

ますが、この接続を今本店で確認してもらってますけどそれでも容量が足りない、あるいはう

まくそこの流量がとれないということが無理だということで２つ考えていた現地の案はバツ×

になってますんで、もう一つ違う案を考えていかなくてはならないのでこれからになります。

それでも正規品のものをどこかから、、中古品でもいいんですけどスペックの決まったものを

直ぐ手配して持ってきてもらう方が早いかもしれませんのでそちらの手は弱めずにやっていた

今それは本店側でも至急手配をしています。その状況については資材班、どなたか状況がわか

る方いたら状況を連絡してください。 

それと併せてですね本店中心とした、サイトも含めてでも良いんですけど、安全解析の専門家

の方にお願いしたいのですが、万が一今後格納容器バウンダリが損傷を受けるということがあ

った場合はどういう事象になるかと、ですから先ほどの●●の説明の逆をいくというか、こう

いうパラメータが出てくるとその可能性があると、いうなようことを逆にしっかりまとめてお

いて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。

本店了解しました。●●いますか？あるいは●●。今吉田さんからの要求は、今は格納容器バ

ウンダリが健全であるという判断をしているのですが、将来もしこれが健全ではないと判断す

る必要があるとするならば、どのようなことが想定されるか、またそのパロメータ何になるか

ということを今から検討して詰めておいてくださいということですが、よろしいですか？

はい、了解いたしました。先ほどご紹介しましたけれども２号機においては格納容器の圧力と

圧力容器の圧力が一緒になっています。これはそこがつながって

全体に圧力が下がっていますので、３号というよりも２号の方がその可能性が高いかもしれま

せん。ただ、容量の問題がありますからそのバランスを計算してそれを証明してみたいと思い

ます。３号については健全だと思っています。

吉田です。度々すいません。ちょっとあの席を外します。●●に指揮を変わります。

吉田さん、その前に一言だけ。武黒からです。今あった情報では警視庁の方々の到着、現地で

の到着それから行動開始のマンデイトは午後２時という風に聞いております。

吉田さんの代わりは●●ですか？ 

すいません。●●に代替指揮をとっていただきます。すいません。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

次はその給水車をうまく使って水を何処かに貯め、貯めて、貯める方法。今回の放水の水源を

作る場所についてえー検討していただきたいというか大至急具体的な案を作るということ。●

●、●●、いま、手持ちにある千葉の先ほど紹介のあった給水車、給水車っていうか、消火、

消火ポンプ、なんだ消防車（給水車ですよね）を使ってですね、今回の４号機、もしくは３号

機、３，４号機のリバーシングピットに散水するための水源、水源ををどう作るかということ

を検討、それから、●●･･･名前忘れちゃった･･･あ、●●、●●で検討をお願いします。以上。

 

３号機への警視庁のポンプを使って放水する件ですが、現在、濾過水タンクから原水タンクを

通して、濾過水タンク･･･ごめんなさい、濾過水タンクに移す･･･あれ？これどうやるの？これ。

しゃべってませんので大丈夫です。●●、いいんだけど、言いたいこと、言いたいこと、ポイ

そこの真ん中の絵の３号機のピット中に海水を引っ張ってきて、それから警視庁の、消防車で

放水してもらおうと思ったんですが、それでは揚程が足りなくてＲ／Ｂに届かないということ

でこの案は無理です。で、我々もう１つは、海水を引っ張り込んで消防車で吐出（

たものを直接警視庁の車のケツに突っ込んでブースターとしてやろうかということを考えてい

ますが、この接続を今本店で確認してもらってますけどそれでも容量が足りない、あるいはう

まくそこの流量がとれないということが無理だということで２つ考えていた現地の案はバツ×

になってますんで、もう一つ違う案を考えていかなくてはならないのでこれからになります。

それでも正規品のものをどこかから、、中古品でもいいんですけどスペックの決まったものを

直ぐ手配して持ってきてもらう方が早いかもしれませんのでそちらの手は弱めずにやっていた

今それは本店側でも至急手配をしています。その状況については資材班、どなたか状況がわか

それと併せてですね本店中心とした、サイトも含めてでも良いんですけど、安全解析の専門家

の方にお願いしたいのですが、万が一今後格納容器バウンダリが損傷を受けるということがあ

った場合はどういう事象になるかと、ですから先ほどの●●の説明の逆をいくというか、こう

いうパラメータが出てくるとその可能性があると、いうなようことを逆にしっかりまとめてお

いて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

本店了解しました。●●いますか？あるいは●●。今吉田さんからの要求は、今は格納容器バ

ウンダリが健全であるという判断をしているのですが、将来もしこれが健全ではないと判断す

る必要があるとするならば、どのようなことが想定されるか、またそのパロメータ何になるか

ということを今から検討して詰めておいてくださいということですが、よろしいですか？

はい、了解いたしました。先ほどご紹介しましたけれども２号機においては格納容器の圧力と

圧力容器の圧力が一緒になっています。これはそこがつながって

全体に圧力が下がっていますので、３号というよりも２号の方がその可能性が高いかもしれま

せん。ただ、容量の問題がありますからそのバランスを計算してそれを証明してみたいと思い

ます。３号については健全だと思っています。 

吉田です。度々すいません。ちょっとあの席を外します。●●に指揮を変わります。

吉田さん、その前に一言だけ。武黒からです。今あった情報では警視庁の方々の到着、現地で

の到着それから行動開始のマンデイトは午後２時という風に聞いております。

すいません。●●に代替指揮をとっていただきます。すいません。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

次はその給水車をうまく使って水を何処かに貯め、貯めて、貯める方法。今回の放水の水源を

作る場所についてえー検討していただきたいというか大至急具体的な案を作るということ。●

●、●●、いま、手持ちにある千葉の先ほど紹介のあった給水車、給水車っていうか、消火、

消火ポンプ、なんだ消防車（給水車ですよね）を使ってですね、今回の４号機、もしくは３号

機、３，４号機のリバーシングピットに散水するための水源、水源ををどう作るかということ

を検討、それから、●●･･･名前忘れちゃった･･･あ、●●、●●で検討をお願いします。以上。

３号機への警視庁のポンプを使って放水する件ですが、現在、濾過水タンクから原水タンクを

通して、濾過水タンク･･･ごめんなさい、濾過水タンクに移す･･･あれ？これどうやるの？これ。

しゃべってませんので大丈夫です。●●、いいんだけど、言いたいこと、言いたいこと、ポイ

そこの真ん中の絵の３号機のピット中に海水を引っ張ってきて、それから警視庁の、消防車で

放水してもらおうと思ったんですが、それでは揚程が足りなくてＲ／Ｂに届かないということ

でこの案は無理です。で、我々もう１つは、海水を引っ張り込んで消防車で吐出（

たものを直接警視庁の車のケツに突っ込んでブースターとしてやろうかということを考えてい

ますが、この接続を今本店で確認してもらってますけどそれでも容量が足りない、あるいはう

まくそこの流量がとれないということが無理だということで２つ考えていた現地の案はバツ×

になってますんで、もう一つ違う案を考えていかなくてはならないのでこれからになります。

それでも正規品のものをどこかから、、中古品でもいいんですけどスペックの決まったものを

直ぐ手配して持ってきてもらう方が早いかもしれませんのでそちらの手は弱めずにやっていた

今それは本店側でも至急手配をしています。その状況については資材班、どなたか状況がわか

それと併せてですね本店中心とした、サイトも含めてでも良いんですけど、安全解析の専門家

の方にお願いしたいのですが、万が一今後格納容器バウンダリが損傷を受けるということがあ

った場合はどういう事象になるかと、ですから先ほどの●●の説明の逆をいくというか、こう

いうパラメータが出てくるとその可能性があると、いうなようことを逆にしっかりまとめてお

本店了解しました。●●いますか？あるいは●●。今吉田さんからの要求は、今は格納容器バ

ウンダリが健全であるという判断をしているのですが、将来もしこれが健全ではないと判断す

る必要があるとするならば、どのようなことが想定されるか、またそのパロメータ何になるか

ということを今から検討して詰めておいてくださいということですが、よろしいですか？

はい、了解いたしました。先ほどご紹介しましたけれども２号機においては格納容器の圧力と

圧力容器の圧力が一緒になっています。これはそこがつながっているということです。しかも

全体に圧力が下がっていますので、３号というよりも２号の方がその可能性が高いかもしれま

せん。ただ、容量の問題がありますからそのバランスを計算してそれを証明してみたいと思い

吉田です。度々すいません。ちょっとあの席を外します。●●に指揮を変わります。

吉田さん、その前に一言だけ。武黒からです。今あった情報では警視庁の方々の到着、現地で

の到着それから行動開始のマンデイトは午後２時という風に聞いております。

すいません。●●に代替指揮をとっていただきます。すいません。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

次はその給水車をうまく使って水を何処かに貯め、貯めて、貯める方法。今回の放水の水源を

作る場所についてえー検討していただきたいというか大至急具体的な案を作るということ。●

●、●●、いま、手持ちにある千葉の先ほど紹介のあった給水車、給水車っていうか、消火、

消火ポンプ、なんだ消防車（給水車ですよね）を使ってですね、今回の４号機、もしくは３号

機、３，４号機のリバーシングピットに散水するための水源、水源ををどう作るかということ

を検討、それから、●●･･･名前忘れちゃった･･･あ、●●、●●で検討をお願いします。以上。

３号機への警視庁のポンプを使って放水する件ですが、現在、濾過水タンクから原水タンクを

通して、濾過水タンク･･･ごめんなさい、濾過水タンクに移す･･･あれ？これどうやるの？これ。

しゃべってませんので大丈夫です。●●、いいんだけど、言いたいこと、言いたいこと、ポイ

そこの真ん中の絵の３号機のピット中に海水を引っ張ってきて、それから警視庁の、消防車で

放水してもらおうと思ったんですが、それでは揚程が足りなくてＲ／Ｂに届かないということ

でこの案は無理です。で、我々もう１つは、海水を引っ張り込んで消防車で吐出（0:05:18

たものを直接警視庁の車のケツに突っ込んでブースターとしてやろうかということを考えてい

ますが、この接続を今本店で確認してもらってますけどそれでも容量が足りない、あるいはう

まくそこの流量がとれないということが無理だということで２つ考えていた現地の案はバツ×

になってますんで、もう一つ違う案を考えていかなくてはならないのでこれからになります。

それでも正規品のものをどこかから、、中古品でもいいんですけどスペックの決まったものを

直ぐ手配して持ってきてもらう方が早いかもしれませんのでそちらの手は弱めずにやっていた

今それは本店側でも至急手配をしています。その状況については資材班、どなたか状況がわか

それと併せてですね本店中心とした、サイトも含めてでも良いんですけど、安全解析の専門家

の方にお願いしたいのですが、万が一今後格納容器バウンダリが損傷を受けるということがあ

った場合はどういう事象になるかと、ですから先ほどの●●の説明の逆をいくというか、こう

いうパラメータが出てくるとその可能性があると、いうなようことを逆にしっかりまとめてお

本店了解しました。●●いますか？あるいは●●。今吉田さんからの要求は、今は格納容器バ

ウンダリが健全であるという判断をしているのですが、将来もしこれが健全ではないと判断す

る必要があるとするならば、どのようなことが想定されるか、またそのパロメータ何になるか

ということを今から検討して詰めておいてくださいということですが、よろしいですか？

はい、了解いたしました。先ほどご紹介しましたけれども２号機においては格納容器の圧力と

いるということです。しかも

全体に圧力が下がっていますので、３号というよりも２号の方がその可能性が高いかもしれま

せん。ただ、容量の問題がありますからそのバランスを計算してそれを証明してみたいと思い

吉田です。度々すいません。ちょっとあの席を外します。●●に指揮を変わります。 

吉田さん、その前に一言だけ。武黒からです。今あった情報では警視庁の方々の到着、現地で

の到着それから行動開始のマンデイトは午後２時という風に聞いております。 

 

次はその給水車をうまく使って水を何処かに貯め、貯めて、貯める方法。今回の放水の水源を

作る場所についてえー検討していただきたいというか大至急具体的な案を作るということ。●

●、●●、いま、手持ちにある千葉の先ほど紹介のあった給水車、給水車っていうか、消火、

消火ポンプ、なんだ消防車（給水車ですよね）を使ってですね、今回の４号機、もしくは３号

機、３，４号機のリバーシングピットに散水するための水源、水源ををどう作るかということ

を検討、それから、●●･･･名前忘れちゃった･･･あ、●●、●●で検討をお願いします。以上。

３号機への警視庁のポンプを使って放水する件ですが、現在、濾過水タンクから原水タンクを

通して、濾過水タンク･･･ごめんなさい、濾過水タンクに移す･･･あれ？これどうやるの？これ。 

しゃべってませんので大丈夫です。●●、いいんだけど、言いたいこと、言いたいこと、ポイ

そこの真ん中の絵の３号機のピット中に海水を引っ張ってきて、それから警視庁の、消防車で

放水してもらおうと思ったんですが、それでは揚程が足りなくてＲ／Ｂに届かないということ

0:05:18）し

たものを直接警視庁の車のケツに突っ込んでブースターとしてやろうかということを考えてい

ますが、この接続を今本店で確認してもらってますけどそれでも容量が足りない、あるいはう

まくそこの流量がとれないということが無理だということで２つ考えていた現地の案はバツ×

になってますんで、もう一つ違う案を考えていかなくてはならないのでこれからになります。

それでも正規品のものをどこかから、、中古品でもいいんですけどスペックの決まったものを

直ぐ手配して持ってきてもらう方が早いかもしれませんのでそちらの手は弱めずにやっていた

今それは本店側でも至急手配をしています。その状況については資材班、どなたか状況がわか

それと併せてですね本店中心とした、サイトも含めてでも良いんですけど、安全解析の専門家

の方にお願いしたいのですが、万が一今後格納容器バウンダリが損傷を受けるということがあ

った場合はどういう事象になるかと、ですから先ほどの●●の説明の逆をいくというか、こう

いうパラメータが出てくるとその可能性があると、いうなようことを逆にしっかりまとめてお

本店了解しました。●●いますか？あるいは●●。今吉田さんからの要求は、今は格納容器バ

ウンダリが健全であるという判断をしているのですが、将来もしこれが健全ではないと判断す

る必要があるとするならば、どのようなことが想定されるか、またそのパロメータ何になるか

ということを今から検討して詰めておいてくださいということですが、よろしいですか？ 

はい、了解いたしました。先ほどご紹介しましたけれども２号機においては格納容器の圧力と

いるということです。しかも

全体に圧力が下がっていますので、３号というよりも２号の方がその可能性が高いかもしれま

せん。ただ、容量の問題がありますからそのバランスを計算してそれを証明してみたいと思い

吉田さん、その前に一言だけ。武黒からです。今あった情報では警視庁の方々の到着、現地で
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●●が戻りましたので、サイト側の本部、●●に代わります。

●●。 

はい、●●です。

先ほどのことで、海水系の海の使用については正規品の調達ということになっていますが、繰

り返しで恐縮なんですが、発電所に今ある手持ちの水を今度来た消防ポンプでくみ上げる方策

っていうのは海水以外にはいま、全く無いということになるのでしょうか？

いや、まだ調査中です。そこは。海水以外にどこか、貯め水が無いかどうか調査してる最中で

す。全くないということにはなっておりません。

できれば１時までに、その点の見極めをしていただければ２時からの行動に対して対応がしや

すくなりますので、是非よろしくお願いします。

はい、了解いたしました。

ちょっとすいません。その件なんですけども、相澤ですけども、ブースターポンプを今探して

るんですよね？そのブースターポンプ必要な揚程っていうのは２０ｍもあればいいんですか？

すいません、それはそこにいる本店の●●に確認してもらっていいですか？

４０ｍ位のブースターポンプが１０台オフサイトセンターに有るって噂を今情報を得ましたの

で、ちょっとそれをつめますので。またご連絡します。

オフサイトセンターっていうのは、大熊町の町内のオフサイトセンターでしょうか。

その通りです。

ああ、そうですか。

オフサイトセンターにですね、つい先だって■■■●●がその状況を説明したいと言っており

ます。 

オフサイトセンターはもう解散してしまったので資材を全部引き上げていると思うんですね、

今その資材がとちらにあるって言いうのを確認いただかないと難しいと思います。よろしくお

願いします。 

●●、武黒です。今の話ね、県の設備ならそうかもしれないけど消防ポンプであれば東電の設

備でしょ？ 

東芝の持ち物のようです。

いずれにしろ、県の持ち物じゃなくて東電か東芝の持ち物か分からないけど、我々の方で責任

持っている設備なんだから県に聞くんじゃなくて我々の方で調査できるんじゃないですか？

分かりました。確認してみます。

ただそれは吐出先のプールが無いとそれを使っても駄目ですから、水たまりを作れないとね。

その前提でやってますから。引き続き探します。

分かりました。
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すくなりますので、是非よろしくお願いします。
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その通りです。 

ああ、そうですか。 

オフサイトセンターにですね、つい先だって■■■●●がその状況を説明したいと言っており

オフサイトセンターはもう解散してしまったので資材を全部引き上げていると思うんですね、

今その資材がとちらにあるって言いうのを確認いただかないと難しいと思います。よろしくお
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いや、まだ調査中です。そこは。海水以外にどこか、貯め水が無いかどうか調査してる最中で

す。全くないということにはなっておりません。 

できれば１時までに、その点の見極めをしていただければ２時からの行動に対して対応がしや

すくなりますので、是非よろしくお願いします。 

ちょっとすいません。その件なんですけども、相澤ですけども、ブースターポンプを今探して

るんですよね？そのブースターポンプ必要な揚程っていうのは２０ｍもあればいいんですか？
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今その資材がとちらにあるって言いうのを確認いただかないと難しいと思います。よろしくお
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持っている設備なんだから県に聞くんじゃなくて我々の方で調査できるんじゃないですか？

ただそれは吐出先のプールが無いとそれを使っても駄目ですから、水たまりを作れないとね。

その前提でやってますから。引き続き探します。 
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り返しで恐縮なんですが、発電所に今ある手持ちの水を今度来た消防ポンプでくみ上げる方策

っていうのは海水以外にはいま、全く無いということになるのでしょうか？

いや、まだ調査中です。そこは。海水以外にどこか、貯め水が無いかどうか調査してる最中で

できれば１時までに、その点の見極めをしていただければ２時からの行動に対して対応がしや

ちょっとすいません。その件なんですけども、相澤ですけども、ブースターポンプを今探して

るんですよね？そのブースターポンプ必要な揚程っていうのは２０ｍもあればいいんですか？

すいません、それはそこにいる本店の●●に確認してもらっていいですか？

４０ｍ位のブースターポンプが１０台オフサイトセンターに有るって噂を今情報を得ましたの

オフサイトセンターっていうのは、大熊町の町内のオフサイトセンターでしょうか。

オフサイトセンターにですね、つい先だって■■■●●がその状況を説明したいと言っており

オフサイトセンターはもう解散してしまったので資材を全部引き上げていると思うんですね、

今その資材がとちらにあるって言いうのを確認いただかないと難しいと思います。よろしくお

●●、武黒です。今の話ね、県の設備ならそうかもしれないけど消防ポンプであれば東電の設

いずれにしろ、県の持ち物じゃなくて東電か東芝の持ち物か分からないけど、我々の方で責任

持っている設備なんだから県に聞くんじゃなくて我々の方で調査できるんじゃないですか？

ただそれは吐出先のプールが無いとそれを使っても駄目ですから、水たまりを作れないとね。
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●●、発電所の●●。

はい、●●でございます。

１１半に待避解除になってから、今、もう現場には出始めていますか？

ええ、あの、展開しています。

その場合にあの、さっき聞いた話では、現場にあるバックホーを動かす事がまだ終了していな

いということだったんですが現在はどうでしょうか？

今、まだ現場に到着してませんけどそれを最優先でやる予定にしています。

それについてわかり次第報告してください。

はい、了解しました。

１Ｆ●●、建設復旧班です。

はい 

ユンボのバックホーのオペがですね、無線機持っていってるようですので、道路をふさいでる

ユンボがどいた段階で無線がそちらに入ることになってますので、あのどきましたらご連絡お

願いします。 

はい分かりました。了解しました。

武黒さん、サイト吉田でございます。

はい、本店武黒です。

あの、防火水槽がどれくらい今溜まっているか正確なデータがないんでですね、防火水槽の蓋

を先に開けてドブづけにできるような状態に先にもっていきたいと思います。

是非そうしてください。

ただし、それやります。但し、とれる防火水槽が非常に遠いところにある。３号の間脇と４，

い、３号の海側はあるんですが、それ以外は１号の北側、４号の南側でございます。ここは遠

ございます。また、線量が非常に高いということもありますのでちょっとここの･･･問題がある

のかもしれません。ひと言だけ言っておきます。

是非検討を進めてください。

火力さんが見つけてくれたブースタポンプを送りますけど、１Ｆさんの受け口を誰にするかコ

ンタクトパーソン教えてください。

資材関係の受け口、今、誰やってたっけ？

資材関係？●●。

●●じゃ荷が重いから、もうちょっとさ、あれだ、●●がサポートでさ、えー●●、あれは終

わって申し訳ないんだけども、防火責任者として･･･。今の話はですね、消防用のブースターポ

ンプを火力さんが調達するのでその引き渡しを、福島第一の方でやってくれとその責任者は、

とゆうことで●●にやってもらってサポートを●●がやってください。お願いします。
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はい。了解 

電話番号、教えてください。

返事こないよ。

吉田さん、武黒です。

資材班の●●と申します。では、私の方に連絡お願いします。

電話番号、何番？

内線が●●●●です。

●●●●ね、はい分かりました。

はい、お願いいたします。

武黒です、吉田さん。

はい。 

言うまでもないんですが、優先順位について再確認します。まず優先順位１が、３号プールへ

の補給、次が４号プールへの補給、次が外部電源。この３つだということで明確にしておきた

い。順番は３号が１、４号が２、外部電源が３よろしいですか？

結構です。 

それでは優先順位１の３号プールについては１４時に警察の部隊が到着ということになってま

すから、直ちに現場作業ができるように入構等の手続きも含めて迅速に対応できるように準備

をしてください。

はい、今本店武黒さんから指示があったように３号プロジェクト１の、ファーストのスタート

に備えて手続き、すみません、準備を迅速に行ってください。ターゲットは２時に到着したと

きに活動が開始できるような条件を整えていくということですので、よろしくお願いいたしま

す。 

本店の中にお知らせします。２時の到着場所がまだ不明です。防護服等を渡してあげる為に落

ち合い場所が必要ですが、その落ち合い場所が不明です。情報ご存じの方は直ぐに保安班へ教

えてあげてください。

外部電源って、１～４号系の外部電源のことを言ってるわけですか？

ああ･･･えっと昨日の説明では･･･

今の●●の発言ですけども、保安班の●●、●●、この２人が資材関係、Ｊヴィレッジの対応、

応援やっとりますので、●●、●●、このいずれかに連絡をとってください。お願いします。

本店に繰り返してお知らせいします。保安班の担当は●●、●●。あと保安班の調整つけてる

人、誰でも良いから声をかけてください。２時に到着する応援部隊との落ち合い場所がまだ不

明です。防護服を渡して差しあげる為に落ち合い場所を決めなくてはいけません。連絡にあた

った方はどうぞ、保安班にご連絡ください。お願いします

相澤です。吉田所長いますか。
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ち合い場所が必要ですが、その落ち合い場所が不明です。情報ご存じの方は直ぐに保安班へ教

外部電源って、１～４号系の外部電源のことを言ってるわけですか？

ああ･･･えっと昨日の説明では･･･ 

今の●●の発言ですけども、保安班の●●、●●、この２人が資材関係、Ｊヴィレッジの対応、

応援やっとりますので、●●、●●、このいずれかに連絡をとってください。お願いします。

本店に繰り返してお知らせいします。保安班の担当は●●、●●。あと保安班の調整つけてる

人、誰でも良いから声をかけてください。２時に到着する応援部隊との落ち合い場所がまだ不

明です。防護服を渡して差しあげる為に落ち合い場所を決めなくてはいけません。連絡にあた

った方はどうぞ、保安班にご連絡ください。お願いします

相澤です。吉田所長いますか。 
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はい、吉田でございます。

先ほどのブースターポンプ、取りあえず既に３台１Ｆのグランドに届きました。１９２立米、

２７０立米、１２０立米、この３台が届いてます。併せてその電源が必要なので、電源車も配

電で用意してあった福二に待機してた電源車が今、そちらに向かって出発しています。とりあ

えず、ありったけ１０台向かってもらってます。もうそんな時間かからないで着くでしょうか

らともかく、あとそこから先はお願いします。うまく２時に間に合わせるようにセットしてく

ださい。 

分かりました。はいどうも。

●● 

はい。 

すいません、今到着したブースターポンプ、電源車等至急確認して直ちに現場に持っていって、

つなぎ込みの場合の時に時間をとらないような場所に備え付けてください。■■■、お願いし

ます。 

はい、了解 

吉田さん、吉田さん、吉田さん、あの電源車今出たところでまだ行ってないですから。ポンプ

はもう着いてます。電源車は低圧２００Ｖの電源車です。よろしくお願いします。

はい。まず頂いたブースターポンプ３台を届けると･･･グランドにあるブースターポンプ３台を

届けると。それから今日、かなりもっと軽油を使うようなかたちになりますが軽油の手配大丈

夫でしょうね？あわせてお願いします。

できれば●●の方でやっていただければと助かります。３号機のリバーシングバルブピットの

近くに。 

保安班の１４時防護服を渡す担当の方、至急本部長付の●●の席に来てください。今お引き合

わせをします。大至急来てください。至急本部長付の●●の席に来てください。今お引き合わ

せをしますから、保安班の防護服を渡す担当の方、いまお引き合わせをしますから、大至急こ

ちら来てください。

すいません、え～と、相澤常務、大丈夫でしょうか。吉田です。サイト、吉田です。

はい、相澤です。

本店相澤常務。

はい、相澤です。

すみません。先ほど到着したブースターポンプのメーター、スペックはそれに付いてると思っ

て良ろしいでしょうか？

ステップ？･･･あ、スペック？揚程は２０ｍ以上で探していしてます。それと、接続の云々かん

ぬんは物見てもらわないと分かりません

はい。わかりました。現地あわせにせざるをえないということですね。

ともかく取り急ぎお願いします。サクションを海にぶっ込んで、吐出はピットかプールに入れ

れば良いんですよね？

そうですね。それを今考えています。
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ともかく取り急ぎお願いします。サクションを海にぶっ込んで、吐出はピットかプールに入れ
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先ほどのブースターポンプ、取りあえず既に３台１Ｆのグランドに届きました。１９２立米、

２７０立米、１２０立米、この３台が届いてます。併せてその電源が必要なので、電源車も配

電で用意してあった福二に待機してた電源車が今、そちらに向かって出発しています。とりあ

えず、ありったけ１０台向かってもらってます。もうそんな時間かからないで着くでしょうか

らともかく、あとそこから先はお願いします。うまく２時に間に合わせるようにセットしてく

すいません、今到着したブースターポンプ、電源車等至急確認して直ちに現場に持っていって、

つなぎ込みの場合の時に時間をとらないような場所に備え付けてください。■■■、お願いし
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せをしますから、保安班の防護服を渡す担当の方、いまお引き合わせをしますから、大至急こ

すいません、え～と、相澤常務、大丈夫でしょうか。吉田です。サイト、吉田です。
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それだったらまあ、接続はあまり無いと思います。ホースとの接続だけですね。よろしくお願

いします。 

揚程２０ｍ以上で届いてるということです。２時の、２時にヘリコプターが到着した後、陸路

で運ぶ車が足りないそうです。車の手配をこれから始めなくてはいけないので、ご協力いただ

ける部門の方、準備を始めてください。場所はちょっと後で申し上げます。まだ場所は申し上

げられない。１２名の方が２時に、１４時に着陸した後、輸送する必要がでてきます。今、防

護服を渡す算段をしているところです。その後輸送の車が若干足りない。車の手配、できる部

門の方は心、心構えと準備を始めてください。

サイト保安班から連絡します。１１時４０分現在のサーベイ結果でございますが、２６３３、

２６３３μSv/h

風速１．８ｍ／

ては、確認の結果手サーベイの記録に指示値の桁読み取り違いであることが確認され、実際の

値の結果は１０

はい、すいません。僕、聞いてなかったのでもう一度デー

はい。１１時４０分現在、２６３３

速１．８ｍ/sec

併せて、プラントデータの方でてまいりました。１１時４５分ですが、ＲＰＶＣがマイナス１

９００～マイナス２３００、炉圧が０．０５４～０．０６１。ドライウェル圧力は２２５

前回データから１時間弱たっておりますが、水位は変わりませんが炉圧、ドライウェル圧は下

降を続けております。注水を十分するように監視いたします。

いま、あそこでも聞いているんですよ。最初は、

厚生班誰かいる？厚生班。サイト厚生班。いる？･･･わかったわかった。食事準備中なのね。あ

あ、ＯＫ． 

本店の連絡です。ヘリコプターの着陸場所を入手した保安班の方、写しを本部付きの●●まで

持ってきてください。車両の手配に使用します。保安班の方、入手したヘリコプターの着陸場

所の住所、●●まで届けてください。車両の手配に使用します。

すいません。１点実状でうまくいってない、滞ってる点ご説明させていただきます。えー土木

作業を一回全体作業一旦、を中止しました。で、

が土木の作業員の方、要するに片付けの方、がまだ現場に行ってないという状況であるという

ことが判明いたしました。ちょっとこれは作業者の方々がやはりかなり危険を感じてらっしゃ

るということで、現場に出るのを･･･てらっしゅあるといった状況のようでございます。取り急

ぎ、ご報告いたします。

建設復旧班了解しました

んでもらってますので、今、●●通じて協力会社の社長の方にお願いするように今依頼してま

すので、もうちょっと待ってください。

ちょっと、武黒です。３号の燃料プールへの水の注水の為の準備状況をここで一回確認したい

と思います。まず、本店側で私が知っている情報だけで不足かもしれませんので、関係する方

あの補足をしてください。１４時に警察の、そのポンプのオペレーターを含めた方々が、ヘリ

が発電所に到着するということになっているということですが、関連して色々なその準備を進

めていただいてると思いますので発電所の吉田さんの方で、現在承知してる状況をまとめて話

をしてください。

はい。●●いないかな？●●。●●の方から報告させます。

その前に本店が割り込みます。緊急で割り込みます。吉田さん申し訳ない。本店が緊急で割り

込みます。すいません。ヘリコプターの着陸場所は、サテライトかしまです。競輪場外ですね。

住所は私の席の上にばっと用意します。資材班大変ですけど、まず資材班メインでここに車両

を送る手配ができるかどうか試してください。車両の台数は１０台にしてください、ＭＡＸ１

０台にしてください。他の班の方々は、私の机の上に住所を用意しますのでご自身で福島のこ

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  83 / 197 

それだったらまあ、接続はあまり無いと思います。ホースとの接続だけですね。よろしくお願

揚程２０ｍ以上で届いてるということです。２時の、２時にヘリコプターが到着した後、陸路

で運ぶ車が足りないそうです。車の手配をこれから始めなくてはいけないので、ご協力いただ

ける部門の方、準備を始めてください。場所はちょっと後で申し上げます。まだ場所は申し上

げられない。１２名の方が２時に、１４時に着陸した後、輸送する必要がでてきます。今、防

護服を渡す算段をしているところです。その後輸送の車が若干足りない。車の手配、できる部

門の方は心、心構えと準備を始めてください。

サイト保安班から連絡します。１１時４０分現在のサーベイ結果でございますが、２６３３、

Sv/h でございます。中性子については、依然検出されていません。風向ですが東風、

風速１．８ｍ／sec でございました。先ほどお知らせいたしました１００

ては、確認の結果手サーベイの記録に指示値の桁読み取り違いであることが確認され、実際の

値の結果は１０mSv／hでございました。大変ご迷惑をおかけいたしました。

はい、すいません。僕、聞いてなかったのでもう一度デー

はい。１１時４０分現在、２６３３

/sec でございます。

併せて、プラントデータの方でてまいりました。１１時４５分ですが、ＲＰＶＣがマイナス１

９００～マイナス２３００、炉圧が０．０５４～０．０６１。ドライウェル圧力は２２５

前回データから１時間弱たっておりますが、水位は変わりませんが炉圧、ドライウェル圧は下

降を続けております。注水を十分するように監視いたします。

いま、あそこでも聞いているんですよ。最初は、

厚生班誰かいる？厚生班。サイト厚生班。いる？･･･わかったわかった。食事準備中なのね。あ

本店の連絡です。ヘリコプターの着陸場所を入手した保安班の方、写しを本部付きの●●まで

持ってきてください。車両の手配に使用します。保安班の方、入手したヘリコプターの着陸場

所の住所、●●まで届けてください。車両の手配に使用します。

すいません。１点実状でうまくいってない、滞ってる点ご説明させていただきます。えー土木

作業を一回全体作業一旦、を中止しました。で、

が土木の作業員の方、要するに片付けの方、がまだ現場に行ってないという状況であるという

ことが判明いたしました。ちょっとこれは作業者の方々がやはりかなり危険を感じてらっしゃ

るということで、現場に出るのを･･･てらっしゅあるといった状況のようでございます。取り急

ぎ、ご報告いたします。 

建設復旧班了解しました。オペレーターのうち３人は東電工業さんの方から協力会社の方に頼

んでもらってますので、今、●●通じて協力会社の社長の方にお願いするように今依頼してま

すので、もうちょっと待ってください。

ちょっと、武黒です。３号の燃料プールへの水の注水の為の準備状況をここで一回確認したい

と思います。まず、本店側で私が知っている情報だけで不足かもしれませんので、関係する方

あの補足をしてください。１４時に警察の、そのポンプのオペレーターを含めた方々が、ヘリ

電所に到着するということになっているということですが、関連して色々なその準備を進

めていただいてると思いますので発電所の吉田さんの方で、現在承知してる状況をまとめて話

をしてください。 

はい。●●いないかな？●●。●●の方から報告させます。

その前に本店が割り込みます。緊急で割り込みます。吉田さん申し訳ない。本店が緊急で割り

込みます。すいません。ヘリコプターの着陸場所は、サテライトかしまです。競輪場外ですね。

住所は私の席の上にばっと用意します。資材班大変ですけど、まず資材班メインでここに車両

を送る手配ができるかどうか試してください。車両の台数は１０台にしてください、ＭＡＸ１

０台にしてください。他の班の方々は、私の机の上に住所を用意しますのでご自身で福島のこ

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

それだったらまあ、接続はあまり無いと思います。ホースとの接続だけですね。よろしくお願

揚程２０ｍ以上で届いてるということです。２時の、２時にヘリコプターが到着した後、陸路

で運ぶ車が足りないそうです。車の手配をこれから始めなくてはいけないので、ご協力いただ

ける部門の方、準備を始めてください。場所はちょっと後で申し上げます。まだ場所は申し上

げられない。１２名の方が２時に、１４時に着陸した後、輸送する必要がでてきます。今、防

護服を渡す算段をしているところです。その後輸送の車が若干足りない。車の手配、できる部

門の方は心、心構えと準備を始めてください。

サイト保安班から連絡します。１１時４０分現在のサーベイ結果でございますが、２６３３、

でございます。中性子については、依然検出されていません。風向ですが東風、

でございました。先ほどお知らせいたしました１００

ては、確認の結果手サーベイの記録に指示値の桁読み取り違いであることが確認され、実際の

でございました。大変ご迷惑をおかけいたしました。

はい、すいません。僕、聞いてなかったのでもう一度デー

はい。１１時４０分現在、２６３３μSv/h で、中性子については依然検出されず風向東風、風

でございます。 

併せて、プラントデータの方でてまいりました。１１時４５分ですが、ＲＰＶＣがマイナス１

９００～マイナス２３００、炉圧が０．０５４～０．０６１。ドライウェル圧力は２２５

前回データから１時間弱たっておりますが、水位は変わりませんが炉圧、ドライウェル圧は下

降を続けております。注水を十分するように監視いたします。

いま、あそこでも聞いているんですよ。最初は、

厚生班誰かいる？厚生班。サイト厚生班。いる？･･･わかったわかった。食事準備中なのね。あ

本店の連絡です。ヘリコプターの着陸場所を入手した保安班の方、写しを本部付きの●●まで

持ってきてください。車両の手配に使用します。保安班の方、入手したヘリコプターの着陸場

所の住所、●●まで届けてください。車両の手配に使用します。

すいません。１点実状でうまくいってない、滞ってる点ご説明させていただきます。えー土木

作業を一回全体作業一旦、を中止しました。で、

が土木の作業員の方、要するに片付けの方、がまだ現場に行ってないという状況であるという

ことが判明いたしました。ちょっとこれは作業者の方々がやはりかなり危険を感じてらっしゃ

るということで、現場に出るのを･･･てらっしゅあるといった状況のようでございます。取り急

。オペレーターのうち３人は東電工業さんの方から協力会社の方に頼

んでもらってますので、今、●●通じて協力会社の社長の方にお願いするように今依頼してま

すので、もうちょっと待ってください。 

ちょっと、武黒です。３号の燃料プールへの水の注水の為の準備状況をここで一回確認したい

と思います。まず、本店側で私が知っている情報だけで不足かもしれませんので、関係する方

あの補足をしてください。１４時に警察の、そのポンプのオペレーターを含めた方々が、ヘリ

電所に到着するということになっているということですが、関連して色々なその準備を進

めていただいてると思いますので発電所の吉田さんの方で、現在承知してる状況をまとめて話

はい。●●いないかな？●●。●●の方から報告させます。

その前に本店が割り込みます。緊急で割り込みます。吉田さん申し訳ない。本店が緊急で割り

込みます。すいません。ヘリコプターの着陸場所は、サテライトかしまです。競輪場外ですね。

住所は私の席の上にばっと用意します。資材班大変ですけど、まず資材班メインでここに車両

を送る手配ができるかどうか試してください。車両の台数は１０台にしてください、ＭＡＸ１

０台にしてください。他の班の方々は、私の机の上に住所を用意しますのでご自身で福島のこ

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

それだったらまあ、接続はあまり無いと思います。ホースとの接続だけですね。よろしくお願

揚程２０ｍ以上で届いてるということです。２時の、２時にヘリコプターが到着した後、陸路

で運ぶ車が足りないそうです。車の手配をこれから始めなくてはいけないので、ご協力いただ

ける部門の方、準備を始めてください。場所はちょっと後で申し上げます。まだ場所は申し上

げられない。１２名の方が２時に、１４時に着陸した後、輸送する必要がでてきます。今、防

護服を渡す算段をしているところです。その後輸送の車が若干足りない。車の手配、できる部

門の方は心、心構えと準備を始めてください。 

サイト保安班から連絡します。１１時４０分現在のサーベイ結果でございますが、２６３３、

でございます。中性子については、依然検出されていません。風向ですが東風、

でございました。先ほどお知らせいたしました１００

ては、確認の結果手サーベイの記録に指示値の桁読み取り違いであることが確認され、実際の

でございました。大変ご迷惑をおかけいたしました。

はい、すいません。僕、聞いてなかったのでもう一度データだけ言ってください。

で、中性子については依然検出されず風向東風、風

併せて、プラントデータの方でてまいりました。１１時４５分ですが、ＲＰＶＣがマイナス１

９００～マイナス２３００、炉圧が０．０５４～０．０６１。ドライウェル圧力は２２５

前回データから１時間弱たっておりますが、水位は変わりませんが炉圧、ドライウェル圧は下

降を続けております。注水を十分するように監視いたします。

いま、あそこでも聞いているんですよ。最初は、 

厚生班誰かいる？厚生班。サイト厚生班。いる？･･･わかったわかった。食事準備中なのね。あ

本店の連絡です。ヘリコプターの着陸場所を入手した保安班の方、写しを本部付きの●●まで

持ってきてください。車両の手配に使用します。保安班の方、入手したヘリコプターの着陸場

所の住所、●●まで届けてください。車両の手配に使用します。

すいません。１点実状でうまくいってない、滞ってる点ご説明させていただきます。えー土木

作業を一回全体作業一旦、を中止しました。で、12 時、１１時３０分、再開をお願いしました

が土木の作業員の方、要するに片付けの方、がまだ現場に行ってないという状況であるという

ことが判明いたしました。ちょっとこれは作業者の方々がやはりかなり危険を感じてらっしゃ

るということで、現場に出るのを･･･てらっしゅあるといった状況のようでございます。取り急

。オペレーターのうち３人は東電工業さんの方から協力会社の方に頼

んでもらってますので、今、●●通じて協力会社の社長の方にお願いするように今依頼してま

ちょっと、武黒です。３号の燃料プールへの水の注水の為の準備状況をここで一回確認したい

と思います。まず、本店側で私が知っている情報だけで不足かもしれませんので、関係する方

あの補足をしてください。１４時に警察の、そのポンプのオペレーターを含めた方々が、ヘリ

電所に到着するということになっているということですが、関連して色々なその準備を進

めていただいてると思いますので発電所の吉田さんの方で、現在承知してる状況をまとめて話

はい。●●いないかな？●●。●●の方から報告させます。

その前に本店が割り込みます。緊急で割り込みます。吉田さん申し訳ない。本店が緊急で割り

込みます。すいません。ヘリコプターの着陸場所は、サテライトかしまです。競輪場外ですね。

住所は私の席の上にばっと用意します。資材班大変ですけど、まず資材班メインでここに車両

を送る手配ができるかどうか試してください。車両の台数は１０台にしてください、ＭＡＸ１

０台にしてください。他の班の方々は、私の机の上に住所を用意しますのでご自身で福島のこ

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

それだったらまあ、接続はあまり無いと思います。ホースとの接続だけですね。よろしくお願

揚程２０ｍ以上で届いてるということです。２時の、２時にヘリコプターが到着した後、陸路

で運ぶ車が足りないそうです。車の手配をこれから始めなくてはいけないので、ご協力いただ

ける部門の方、準備を始めてください。場所はちょっと後で申し上げます。まだ場所は申し上

げられない。１２名の方が２時に、１４時に着陸した後、輸送する必要がでてきます。今、防

護服を渡す算段をしているところです。その後輸送の車が若干足りない。車の手配、できる部

サイト保安班から連絡します。１１時４０分現在のサーベイ結果でございますが、２６３３、

でございます。中性子については、依然検出されていません。風向ですが東風、

でございました。先ほどお知らせいたしました１００mSv

ては、確認の結果手サーベイの記録に指示値の桁読み取り違いであることが確認され、実際の

でございました。大変ご迷惑をおかけいたしました。

タだけ言ってください。

で、中性子については依然検出されず風向東風、風

併せて、プラントデータの方でてまいりました。１１時４５分ですが、ＲＰＶＣがマイナス１

９００～マイナス２３００、炉圧が０．０５４～０．０６１。ドライウェル圧力は２２５

前回データから１時間弱たっておりますが、水位は変わりませんが炉圧、ドライウェル圧は下

降を続けております。注水を十分するように監視いたします。 

厚生班誰かいる？厚生班。サイト厚生班。いる？･･･わかったわかった。食事準備中なのね。あ

本店の連絡です。ヘリコプターの着陸場所を入手した保安班の方、写しを本部付きの●●まで

持ってきてください。車両の手配に使用します。保安班の方、入手したヘリコプターの着陸場

所の住所、●●まで届けてください。車両の手配に使用します。 

すいません。１点実状でうまくいってない、滞ってる点ご説明させていただきます。えー土木

時、１１時３０分、再開をお願いしました

が土木の作業員の方、要するに片付けの方、がまだ現場に行ってないという状況であるという

ことが判明いたしました。ちょっとこれは作業者の方々がやはりかなり危険を感じてらっしゃ

るということで、現場に出るのを･･･てらっしゅあるといった状況のようでございます。取り急

。オペレーターのうち３人は東電工業さんの方から協力会社の方に頼

んでもらってますので、今、●●通じて協力会社の社長の方にお願いするように今依頼してま

ちょっと、武黒です。３号の燃料プールへの水の注水の為の準備状況をここで一回確認したい

と思います。まず、本店側で私が知っている情報だけで不足かもしれませんので、関係する方

あの補足をしてください。１４時に警察の、そのポンプのオペレーターを含めた方々が、ヘリ

電所に到着するということになっているということですが、関連して色々なその準備を進

めていただいてると思いますので発電所の吉田さんの方で、現在承知してる状況をまとめて話

はい。●●いないかな？●●。●●の方から報告させます。 

その前に本店が割り込みます。緊急で割り込みます。吉田さん申し訳ない。本店が緊急で割り

込みます。すいません。ヘリコプターの着陸場所は、サテライトかしまです。競輪場外ですね。

住所は私の席の上にばっと用意します。資材班大変ですけど、まず資材班メインでここに車両

を送る手配ができるかどうか試してください。車両の台数は１０台にしてください、ＭＡＸ１

０台にしてください。他の班の方々は、私の机の上に住所を用意しますのでご自身で福島のこ

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

それだったらまあ、接続はあまり無いと思います。ホースとの接続だけですね。よろしくお願

揚程２０ｍ以上で届いてるということです。２時の、２時にヘリコプターが到着した後、陸路

で運ぶ車が足りないそうです。車の手配をこれから始めなくてはいけないので、ご協力いただ

ける部門の方、準備を始めてください。場所はちょっと後で申し上げます。まだ場所は申し上

げられない。１２名の方が２時に、１４時に着陸した後、輸送する必要がでてきます。今、防

護服を渡す算段をしているところです。その後輸送の車が若干足りない。車の手配、できる部

サイト保安班から連絡します。１１時４０分現在のサーベイ結果でございますが、２６３３、

でございます。中性子については、依然検出されていません。風向ですが東風、

mSv の誤報につきまし

ては、確認の結果手サーベイの記録に指示値の桁読み取り違いであることが確認され、実際の

でございました。大変ご迷惑をおかけいたしました。 

タだけ言ってください。 

で、中性子については依然検出されず風向東風、風

併せて、プラントデータの方でてまいりました。１１時４５分ですが、ＲＰＶＣがマイナス１

９００～マイナス２３００、炉圧が０．０５４～０．０６１。ドライウェル圧力は２２５

前回データから１時間弱たっておりますが、水位は変わりませんが炉圧、ドライウェル圧は下

厚生班誰かいる？厚生班。サイト厚生班。いる？･･･わかったわかった。食事準備中なのね。あ

本店の連絡です。ヘリコプターの着陸場所を入手した保安班の方、写しを本部付きの●●まで

持ってきてください。車両の手配に使用します。保安班の方、入手したヘリコプターの着陸場

すいません。１点実状でうまくいってない、滞ってる点ご説明させていただきます。えー土木

時、１１時３０分、再開をお願いしました

が土木の作業員の方、要するに片付けの方、がまだ現場に行ってないという状況であるという

ことが判明いたしました。ちょっとこれは作業者の方々がやはりかなり危険を感じてらっしゃ

るということで、現場に出るのを･･･てらっしゅあるといった状況のようでございます。取り急

。オペレーターのうち３人は東電工業さんの方から協力会社の方に頼

んでもらってますので、今、●●通じて協力会社の社長の方にお願いするように今依頼してま

ちょっと、武黒です。３号の燃料プールへの水の注水の為の準備状況をここで一回確認したい

と思います。まず、本店側で私が知っている情報だけで不足かもしれませんので、関係する方

あの補足をしてください。１４時に警察の、そのポンプのオペレーターを含めた方々が、ヘリ

電所に到着するということになっているということですが、関連して色々なその準備を進

めていただいてると思いますので発電所の吉田さんの方で、現在承知してる状況をまとめて話

その前に本店が割り込みます。緊急で割り込みます。吉田さん申し訳ない。本店が緊急で割り

込みます。すいません。ヘリコプターの着陸場所は、サテライトかしまです。競輪場外ですね。

住所は私の席の上にばっと用意します。資材班大変ですけど、まず資材班メインでここに車両

を送る手配ができるかどうか試してください。車両の台数は１０台にしてください、ＭＡＸ１

０台にしてください。他の班の方々は、私の机の上に住所を用意しますのでご自身で福島のこ

 

それだったらまあ、接続はあまり無いと思います。ホースとの接続だけですね。よろしくお願

揚程２０ｍ以上で届いてるということです。２時の、２時にヘリコプターが到着した後、陸路

で運ぶ車が足りないそうです。車の手配をこれから始めなくてはいけないので、ご協力いただ

ける部門の方、準備を始めてください。場所はちょっと後で申し上げます。まだ場所は申し上

げられない。１２名の方が２時に、１４時に着陸した後、輸送する必要がでてきます。今、防

護服を渡す算段をしているところです。その後輸送の車が若干足りない。車の手配、できる部

サイト保安班から連絡します。１１時４０分現在のサーベイ結果でございますが、２６３３、

でございます。中性子については、依然検出されていません。風向ですが東風、

の誤報につきまし

ては、確認の結果手サーベイの記録に指示値の桁読み取り違いであることが確認され、実際の

で、中性子については依然検出されず風向東風、風

併せて、プラントデータの方でてまいりました。１１時４５分ですが、ＲＰＶＣがマイナス１

９００～マイナス２３００、炉圧が０．０５４～０．０６１。ドライウェル圧力は２２５kPa。

前回データから１時間弱たっておりますが、水位は変わりませんが炉圧、ドライウェル圧は下

厚生班誰かいる？厚生班。サイト厚生班。いる？･･･わかったわかった。食事準備中なのね。あ

本店の連絡です。ヘリコプターの着陸場所を入手した保安班の方、写しを本部付きの●●まで

持ってきてください。車両の手配に使用します。保安班の方、入手したヘリコプターの着陸場

すいません。１点実状でうまくいってない、滞ってる点ご説明させていただきます。えー土木

時、１１時３０分、再開をお願いしました

が土木の作業員の方、要するに片付けの方、がまだ現場に行ってないという状況であるという

ことが判明いたしました。ちょっとこれは作業者の方々がやはりかなり危険を感じてらっしゃ

るということで、現場に出るのを･･･てらっしゅあるといった状況のようでございます。取り急

。オペレーターのうち３人は東電工業さんの方から協力会社の方に頼

んでもらってますので、今、●●通じて協力会社の社長の方にお願いするように今依頼してま

ちょっと、武黒です。３号の燃料プールへの水の注水の為の準備状況をここで一回確認したい

と思います。まず、本店側で私が知っている情報だけで不足かもしれませんので、関係する方

あの補足をしてください。１４時に警察の、そのポンプのオペレーターを含めた方々が、ヘリ

電所に到着するということになっているということですが、関連して色々なその準備を進

めていただいてると思いますので発電所の吉田さんの方で、現在承知してる状況をまとめて話

その前に本店が割り込みます。緊急で割り込みます。吉田さん申し訳ない。本店が緊急で割り

込みます。すいません。ヘリコプターの着陸場所は、サテライトかしまです。競輪場外ですね。

住所は私の席の上にばっと用意します。資材班大変ですけど、まず資材班メインでここに車両

を送る手配ができるかどうか試してください。車両の台数は１０台にしてください、ＭＡＸ１

０台にしてください。他の班の方々は、私の机の上に住所を用意しますのでご自身で福島のこ



 

時刻 

12:01 

 

 

12:02 

 

 

 

 

 

12:03 

 

 

 

 

 

 

12:04 

 

東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

吉田所長

建設復旧班

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

 

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

細野首相補佐

官 

吉田所長

テレビ会議 

 

発言者  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

吉田所長  

建設復旧班  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

 

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

細野首相補佐  

吉田所長  

2011 年 3 月

 

こに用意できるところがあれば、是非協力をしてください。よろしくお願いします。ごめんな

さい、割り込みました。

ヘリの到着関係の情報でした。それでは発電所の方で、従来問題になってたバックホーについ

ては、今まだ運転手さんを捜しているという状況で全力を本店ではあげているということ。そ

れからあの原子炉に水を注入してるホースについては、養生を終えたというふうに聞いていま

すがそれでよろしいでしょうか？発電所

すいません。私、それ確認してないので、実際に確認してる人間に報告させます。

はい。お願いします。それから３つ目は、せっかく来たのに水が無ければ駄目なのでその水の

確保については、海水側を大量に確保すると、本設の設備で確保するということについては、

本設設備の手配はしてますが、これを間に合わせるのは現状では無理だと思いますので、別の

方策をするということで、今その現地にあるブースターポンプとホース等を使って消火水タン

クに水を入れて、それを水源にするということで動いてるというふうに思いますが、発電所の

方、それでよろしいでしょうか。

それで結構でごさいます。各々の進捗状況をまとめて逐次説明させていただきます。

遅くとも１３時にもう一回取りまとめて１４時以降の状況について備えたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。

はい。よろしくお願いします。

建設復旧班です。確認させてください。４号に消防車をつける為には、バックホーが道をふさ

いでるという事でしたが、優先順位が４号から３号に変わったようなので、３号については中

央通りがさっきの写真だとそのまま通れますので、３号については今すぐでも障害無く注水で

きると認識しておりますがそれでよろしいでしょうか。

本店武黒です。それで良いと思いますが発電所どうでしょうか。
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はい。先ほどの３号機のですね使用済み核燃料の件も予想外で起こってますよね。

はい。 

なかなかこれを全て想定するのは難しいと思うんですが、これ以上ですね、本当に作業に手を

取られるよう現場が出てくるとまわらないと思うんです。したがって、５号機６号機も配線を

やっていただくのももちろん必要ですけれども、場合によってはですね、違う方法も含めてそ

ういうことがないように対応することを検討していただけないでしょうか。

はい。それは検討したいと思いますが･･･

はい。 

なんせすいませんここの現地本部もうあの、一週間、６日間徹夜の人間だけでやっております

ので、是非とも本店の人的な支援をお願いしたいと思います。

吉田さん。了解です。吉田さん。了解です。本店の中、復旧班、今の聞き取れてますか。

あっ聞き取れてます。

是非、不測の事態を他に起こらないように他のバックアップ手段を含めて検討して下さい。お

願いします。 

了解です。 

政府の側としましても全面的にバックアップしますから、あの、頑張ってください。吉田さん。

はい。もう我々に出来ることは全てやります。

はい。よろしくお願いいたします。５号機、６号機の使用済み核燃料のプールを場合によって

は人海戦術でもいいですから万が一の事が無いように対応して下さい。

はい。わかりました。

１Ｆの重要免震棟の皆さんにご案内します。医療班からのご案内です。お昼･･･朝、昼兼用の食

事の準備ができました。一人クラッカー１個まで、それと缶詰を１個、おのおの取りに行って

ください。あと、ちょっと注意事項です。食べたもののゴミについては、会議室の方に指定の

袋が用意してありますので、必ず持って来てほしいということと、スプーンが不足してますの
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い水を持って行ってください。

すいません。配電班で確認させて下さい。今福一の５号、６号の高圧の電源対応のため高圧発

電車２台の派遣要請頂いておりますけども、相手側のカウントアパートの方を確認させて頂き

たいと思います。●●でよろしいでしょうか。
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５、６号、ですか？

相澤です。今の話なんですが、先ほどの２時からの消火活動用のブースターポンプと別の話で、

５、６号の仮設のＲＨＲＳ用の電源を２台確保いたしましたので、●●宛に連絡をして搬入し

ますと。受け取り方よろしくお願いしますという事です。よろしいでしょうか。

はい。現場の方待機しておりますのでよろしくお願いいたします。私の番号●●です。

●●。はい。●●の方から連絡いきます。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

すみません。水は空のボトルを持ってきてください。交換になります。空き箱が置いてありま

すので、そこにきちんと入れてください。お願いします。以上です。

吉田さん。武黒です。

はい。吉田です。吉田でございます。

状況をもう一回再確認したいと思います。まず、優先順位１番の３号のプールへの水の補給に

ついては、次回１３時に進捗状況を確認して、１４時に備えるということになってますのでよ

ろしくお願いします。優先順位２番の４号については加えてバックホーの移動が必要となって

ます。これについては今、本店で取り組んでます。それ以外何か４号について支障になること

あるでしょうか。

たぶん基本的にそれで大丈夫だと思うんですが、最悪いろんなもんが注水中に故障した場合の

予備品とかそういう話ぐらいなんですね。調達がちょっと非常に今回プアな調達で、連絡も受

けてないんで、もっと本店さんそこしっかりやって下さい。

ええ、わかりました。それは資材部も関係者も心得てやって頂くようにします。それから私の

心配は３号はどっかに水源を見つけて、そこにブースターポンプで水を入れて放水が出来ると

いうことになった場合に、４号も同じ水源から可能かということになるんですが、これ

の装備品こないとわからないんですが、あの今のある考えている場所は、そもそもそういうこ

とが不可能な場所か、それともそれでもやむを得ないから今やってるんだって事か、ちょっと

分かれば教えていただきたいと思います。

今そこの･･･、消防車のなんだ、ホースの長さと差圧のとこらへんの検討と、それから突っ込む

浄化槽の・・・位置関係とかそれを今チェックしてますので、そこは●●君のほうから連絡さ

せますので、ちょっとお待ち下さい。

はい。１３時の段階で確認出来るようにしておいて下さい。
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三番目が外部電源ですが、これについては配電や火力のご協力いただいて２、３号用、５、６

号用ということについては、すでに電源車等による対策が進んでいるということでその状況を

見極めるという段階だと思ってますが、いかがでしょうか。

それで結構でございます。

したがって当面は優先順位１番と２番の対応に関係者全力で取り組むということに絞られてき

てるということだと思います。
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これについて関連情報ですが、なにか他の方法がないかということを国とのご協力をいただい

てこちらでも検討を進めているところですが、まだそちらに申し上げられる状況には至ってお
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りません。 

情報班からお知らせです。一時福二にですね退避をされていた福一の社員のうち５９人が現地

に向かってます。５９名が現地に支援のために再度福二から向かっております。以上です。５

９名。これ協力企業の人も入ってますので、ちょっと状況わかりません。

福島第二から５９名が福島第一へ移動中です。

これは元々福一の方です。

はい。了解しました。はー。

現場から福島第一が一つ修正をしときます。先ほどあの私の方からプロジェクトファーストの、

に、は最優先で、あの電源盤の搬入について、これは５、６号じゃなくて２号用のやつでござ

いますけれども、これについてはですね、パラランで出来るという風な発言をしましたが、搬

入のラインがですね、ちょうど今の３、４号のタービンビルの間の道のですね、海に、あっご

めんなさい。２、３号の間の海に出る道、この途中の部分でどうもあの干渉する可能性がある

というのがわかりましたので、まずプロジェクトファースト要するに４号機の、３、４号機の

放水のほうを優先して、それが終わってから２号機の分電盤、パワーセンタの受電ということ

にしたいと思いますので関係者の方よろしくお願いします。

本店了解しました。これから関係者に伝えます。

吉田さん。発電所吉田さん。

はい。吉田です。

今の２，３、３、４号かの電源工事の方ですね、もうすでに現場出ちゃっていて連絡が本店か

らはつけられないということなんです。

これいいです。サイトで全部やりますから。

はい。じゃあそれでお願いします。あの内容については本店の配電サイドも了解していただい

ています。 

はい。わかりました。

えー土木工事、バックホーの移動等々につきましては、作業員方にたった今理解をいただきま

して、こ、これから作業に入るという情報が入って参りました。

くれぐれもよろしくお願いします。ありがとうございます。

あの福島第一●●。福島第一●●。

はい。●●です。

すいません。連絡がちょっと遅れて申し訳ない。先ほど質問があったいわゆる消防車による４

号機への放水に関して、それにボロンを混ぜてやるという動きに関し、その事実とそれから本

店から１２人、人が出かけるということありやなしやという質問がありましたが、少なくても

担当の二人の責任者に確認したところそういう話はありません。

はい。了解しました。

お願いします。

すいません。この時間に資材班●●です。これから現地にグループ企業の皆さん、工業さん、

エネシスさん、東環さん、関電工さん、中心に大勢いってもらうんですけれども、その東電側
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の窓口、立地の●●にお願いしましたので、その下で各社、例えば工業だと●●さん、エネシ

スだと●●さん、てな具合に責任者決めて指示系統作りたいと思います。この場での受けは●

●か私が全部やります。あと請負会社へは私がやりますんで、よろしくお願いします。

はい。よろしくお願いします。

本部内の連絡です。原子力立地業務、班長不在が懸念されるので副班長後ろについて下さい。

●●が今の業務だとしょっちゅう飛び回ることになる。そしたら必ずそこをサポートして下さ

い。お願いします。

すいません。本店の中だけでございますけれども、各部にお願いをしたいんですが、今のお話

の関連で、応援者がこれから現地にまたさらに行くということなんですが、現在応援者が小名

浜のコールセンターを過ぎまして、Ｊヴィレッジに滞留しているという状況にありまして、小

名浜コールセンターに福島第一、第二の支援用の食料をガンガン送っているところなんですけ

れども、これらの応援者の方々にも食料を提供せざるを得ないということで、かなり取られて

いるという状況もございます。そこで各部におかれましてはですね、応援者を人数、それから

スケジュール、この辺をですね、わかり次第、本店厚生班のほうにお教えいただければ、それ

に見合った食料をさらに送るということが出来ますので、よろしくお願いいたします。応援者

の数、それからスケジュールを厚生班の方に是非いただくようお願いいたします。以上です。

それはいつまでですか。

随時、その都度下さい。

この時間を利用して、立地からご報告です。耳だけ貸して下さい。福島事務所、県庁対応やっ

てもらってますが、要員の増強が必要になって参りましたので、具体的にですね、すでにもう

１６名をピックアップして明日から福島事務所に行ってもらいます。仕事の内容は、県に対策

本部が出来ているので、そこの実質応援的な仕事、それからマスコミ対応、それから立地町が

今ばらばらに避難しておりますので、立地町対応。さらにはもろもろ、苦情が今、かなり殺到

し始めているそうですから、それへの対応ということで、合計１６名もうすでに選抜して明日

から行ってもらうことになっております。以上です。

すいません。１Ｆサイトさん。●●です。ちょっとお願いします。

はい。１Ｆです。どうぞ。

警視庁のヘリの状況がわかってきました。都内で自衛隊の防護服を自衛隊で輸送してもらって、

こうとうヘリポートからスタートするということで、その条件が３つあります。一つは都内か

ら放管の人間に乗って欲しいということ、二番目は南相馬のサテライトかしまというところに

降りるということ、三番目はそこで降りたところで自衛隊、東電とミーティングをしたいと、

そこに東電の判断出来る人を参加させて欲しいということ、さらにそこから放管の人間をたく

さん付けて欲しいと、要は車に一台とかそういうイメージで付けて欲しいと、この条件で整え

ばスタートするということになっております。

三つの条件を繰り返して下さい。

三つの条件を繰り返します。東京から飛ぶ時に東電の放管の人を付けて欲しい。

それは一名でいいの？

これは一名でいいんだよな？

多い方がいいです

向こうで三名は最低必要かもしれません。

最低何人？ 
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の窓口、立地の●●にお願いしましたので、その下で各社、例えば工業だと●●さん、エネシ

スだと●●さん、てな具合に責任者決めて指示系統作りたいと思います。この場での受けは●

●か私が全部やります。あと請負会社へは私がやりますんで、よろしくお願いします。

はい。よろしくお願いします。

本部内の連絡です。原子力立地業務、班長不在が懸念されるので副班長後ろについて下さい。

●●が今の業務だとしょっちゅう飛び回ることになる。そしたら必ずそこをサポートして下さ

い。お願いします。 

すいません。本店の中だけでございますけれども、各部にお願いをしたいんですが、今のお話

の関連で、応援者がこれから現地にまたさらに行くということなんですが、現在応援者が小名

浜のコールセンターを過ぎまして、Ｊヴィレッジに滞留しているという状況にありまして、小

名浜コールセンターに福島第一、第二の支援用の食料をガンガン送っているところなんですけ

れども、これらの応援者の方々にも食料を提供せざるを得ないということで、かなり取られて

いるという状況もございます。そこで各部におかれましてはですね、応援者を人数、それから

ール、この辺をですね、わかり次第、本店厚生班のほうにお教えいただければ、それ

に見合った食料をさらに送るということが出来ますので、よろしくお願いいたします。応援者

の数、それからスケジュールを厚生班の方に是非いただくようお願いいたします。以上です。

それはいつまでですか。 

随時、その都度下さい。 

この時間を利用して、立地からご報告です。耳だけ貸して下さい。福島事務所、県庁対応やっ

てもらってますが、要員の増強が必要になって参りましたので、具体的にですね、すでにもう

１６名をピックアップして明日から福島事務所に行ってもらいます。仕事の内容は、県に対策

本部が出来ているので、そこの実質応援的な仕事、それからマスコミ対応、それから立地町が

今ばらばらに避難しておりますので、立地町対応。さらにはもろもろ、苦情が今、かなり殺到

し始めているそうですから、それへの対応ということで、合計１６名もうすでに選抜して明日

てもらうことになっております。以上です。

すいません。１Ｆサイトさん。●●です。ちょっとお願いします。

はい。１Ｆです。どうぞ。 

警視庁のヘリの状況がわかってきました。都内で自衛隊の防護服を自衛隊で輸送してもらって、

こうとうヘリポートからスタートするということで、その条件が３つあります。一つは都内か

ら放管の人間に乗って欲しいということ、二番目は南相馬のサテライトかしまというところに

降りるということ、三番目はそこで降りたところで自衛隊、東電とミーティングをしたいと、

そこに東電の判断出来る人を参加させて欲しいということ、さらにそこから放管の人間をたく

さん付けて欲しいと、要は車に一台とかそういうイメージで付けて欲しいと、この条件で整え

ートするということになっております。

三つの条件を繰り返して下さい。

三つの条件を繰り返します。東京から飛ぶ時に東電の放管の人を付けて欲しい。

それは一名でいいの？ 

これは一名でいいんだよな？ 

多い方がいいです 

向こうで三名は最低必要かもしれません。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容
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浜のコールセンターを過ぎまして、Ｊヴィレッジに滞留しているという状況にありまして、小

名浜コールセンターに福島第一、第二の支援用の食料をガンガン送っているところなんですけ

れども、これらの応援者の方々にも食料を提供せざるを得ないということで、かなり取られて

いるという状況もございます。そこで各部におかれましてはですね、応援者を人数、それから

ール、この辺をですね、わかり次第、本店厚生班のほうにお教えいただければ、それ

に見合った食料をさらに送るということが出来ますので、よろしくお願いいたします。応援者

の数、それからスケジュールを厚生班の方に是非いただくようお願いいたします。以上です。

この時間を利用して、立地からご報告です。耳だけ貸して下さい。福島事務所、県庁対応やっ

てもらってますが、要員の増強が必要になって参りましたので、具体的にですね、すでにもう

１６名をピックアップして明日から福島事務所に行ってもらいます。仕事の内容は、県に対策

本部が出来ているので、そこの実質応援的な仕事、それからマスコミ対応、それから立地町が

今ばらばらに避難しておりますので、立地町対応。さらにはもろもろ、苦情が今、かなり殺到

し始めているそうですから、それへの対応ということで、合計１６名もうすでに選抜して明日

てもらうことになっております。以上です。

すいません。１Ｆサイトさん。●●です。ちょっとお願いします。

 

警視庁のヘリの状況がわかってきました。都内で自衛隊の防護服を自衛隊で輸送してもらって、

こうとうヘリポートからスタートするということで、その条件が３つあります。一つは都内か

ら放管の人間に乗って欲しいということ、二番目は南相馬のサテライトかしまというところに

降りるということ、三番目はそこで降りたところで自衛隊、東電とミーティングをしたいと、

そこに東電の判断出来る人を参加させて欲しいということ、さらにそこから放管の人間をたく

さん付けて欲しいと、要は車に一台とかそういうイメージで付けて欲しいと、この条件で整え

ートするということになっております。

三つの条件を繰り返して下さい。 

三つの条件を繰り返します。東京から飛ぶ時に東電の放管の人を付けて欲しい。

 

向こうで三名は最低必要かもしれません。 
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スだと●●さん、てな具合に責任者決めて指示系統作りたいと思います。この場での受けは●

●か私が全部やります。あと請負会社へは私がやりますんで、よろしくお願いします。

本部内の連絡です。原子力立地業務、班長不在が懸念されるので副班長後ろについて下さい。

●●が今の業務だとしょっちゅう飛び回ることになる。そしたら必ずそこをサポートして下さ

すいません。本店の中だけでございますけれども、各部にお願いをしたいんですが、今のお話

の関連で、応援者がこれから現地にまたさらに行くということなんですが、現在応援者が小名

浜のコールセンターを過ぎまして、Ｊヴィレッジに滞留しているという状況にありまして、小

名浜コールセンターに福島第一、第二の支援用の食料をガンガン送っているところなんですけ

れども、これらの応援者の方々にも食料を提供せざるを得ないということで、かなり取られて

いるという状況もございます。そこで各部におかれましてはですね、応援者を人数、それから

ール、この辺をですね、わかり次第、本店厚生班のほうにお教えいただければ、それ

に見合った食料をさらに送るということが出来ますので、よろしくお願いいたします。応援者

の数、それからスケジュールを厚生班の方に是非いただくようお願いいたします。以上です。

この時間を利用して、立地からご報告です。耳だけ貸して下さい。福島事務所、県庁対応やっ

てもらってますが、要員の増強が必要になって参りましたので、具体的にですね、すでにもう

１６名をピックアップして明日から福島事務所に行ってもらいます。仕事の内容は、県に対策

本部が出来ているので、そこの実質応援的な仕事、それからマスコミ対応、それから立地町が

今ばらばらに避難しておりますので、立地町対応。さらにはもろもろ、苦情が今、かなり殺到

し始めているそうですから、それへの対応ということで、合計１６名もうすでに選抜して明日

てもらうことになっております。以上です。 

すいません。１Ｆサイトさん。●●です。ちょっとお願いします。

警視庁のヘリの状況がわかってきました。都内で自衛隊の防護服を自衛隊で輸送してもらって、

こうとうヘリポートからスタートするということで、その条件が３つあります。一つは都内か

ら放管の人間に乗って欲しいということ、二番目は南相馬のサテライトかしまというところに

降りるということ、三番目はそこで降りたところで自衛隊、東電とミーティングをしたいと、

そこに東電の判断出来る人を参加させて欲しいということ、さらにそこから放管の人間をたく

さん付けて欲しいと、要は車に一台とかそういうイメージで付けて欲しいと、この条件で整え

ートするということになっております。 

三つの条件を繰り返します。東京から飛ぶ時に東電の放管の人を付けて欲しい。
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の窓口、立地の●●にお願いしましたので、その下で各社、例えば工業だと●●さん、エネシ

スだと●●さん、てな具合に責任者決めて指示系統作りたいと思います。この場での受けは●

●か私が全部やります。あと請負会社へは私がやりますんで、よろしくお願いします。

本部内の連絡です。原子力立地業務、班長不在が懸念されるので副班長後ろについて下さい。

●●が今の業務だとしょっちゅう飛び回ることになる。そしたら必ずそこをサポートして下さ

すいません。本店の中だけでございますけれども、各部にお願いをしたいんですが、今のお話

の関連で、応援者がこれから現地にまたさらに行くということなんですが、現在応援者が小名

浜のコールセンターを過ぎまして、Ｊヴィレッジに滞留しているという状況にありまして、小

名浜コールセンターに福島第一、第二の支援用の食料をガンガン送っているところなんですけ

れども、これらの応援者の方々にも食料を提供せざるを得ないということで、かなり取られて

いるという状況もございます。そこで各部におかれましてはですね、応援者を人数、それから

ール、この辺をですね、わかり次第、本店厚生班のほうにお教えいただければ、それ

に見合った食料をさらに送るということが出来ますので、よろしくお願いいたします。応援者

の数、それからスケジュールを厚生班の方に是非いただくようお願いいたします。以上です。

この時間を利用して、立地からご報告です。耳だけ貸して下さい。福島事務所、県庁対応やっ

てもらってますが、要員の増強が必要になって参りましたので、具体的にですね、すでにもう

１６名をピックアップして明日から福島事務所に行ってもらいます。仕事の内容は、県に対策

本部が出来ているので、そこの実質応援的な仕事、それからマスコミ対応、それから立地町が

今ばらばらに避難しておりますので、立地町対応。さらにはもろもろ、苦情が今、かなり殺到

し始めているそうですから、それへの対応ということで、合計１６名もうすでに選抜して明日

すいません。１Ｆサイトさん。●●です。ちょっとお願いします。 

警視庁のヘリの状況がわかってきました。都内で自衛隊の防護服を自衛隊で輸送してもらって、

こうとうヘリポートからスタートするということで、その条件が３つあります。一つは都内か

ら放管の人間に乗って欲しいということ、二番目は南相馬のサテライトかしまというところに

降りるということ、三番目はそこで降りたところで自衛隊、東電とミーティングをしたいと、

そこに東電の判断出来る人を参加させて欲しいということ、さらにそこから放管の人間をたく

さん付けて欲しいと、要は車に一台とかそういうイメージで付けて欲しいと、この条件で整え

三つの条件を繰り返します。東京から飛ぶ時に東電の放管の人を付けて欲しい。
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れども、これらの応援者の方々にも食料を提供せざるを得ないということで、かなり取られて

いるという状況もございます。そこで各部におかれましてはですね、応援者を人数、それから

ール、この辺をですね、わかり次第、本店厚生班のほうにお教えいただければ、それ

に見合った食料をさらに送るということが出来ますので、よろしくお願いいたします。応援者

の数、それからスケジュールを厚生班の方に是非いただくようお願いいたします。以上です。

この時間を利用して、立地からご報告です。耳だけ貸して下さい。福島事務所、県庁対応やっ

てもらってますが、要員の増強が必要になって参りましたので、具体的にですね、すでにもう

１６名をピックアップして明日から福島事務所に行ってもらいます。仕事の内容は、県に対策
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そこに東電の判断出来る人を参加させて欲しいということ、さらにそこから放管の人間をたく

さん付けて欲しいと、要は車に一台とかそういうイメージで付けて欲しいと、この条件で整え

三つの条件を繰り返します。東京から飛ぶ時に東電の放管の人を付けて欲しい。 

 

の窓口、立地の●●にお願いしましたので、その下で各社、例えば工業だと●●さん、エネシ

スだと●●さん、てな具合に責任者決めて指示系統作りたいと思います。この場での受けは●

 

本部内の連絡です。原子力立地業務、班長不在が懸念されるので副班長後ろについて下さい。
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南相馬の時点で最低三名必要なので、東京の時点で三名乗れるんだったら、サイトの中で出さ

なくても乗っていけます。

本店で放管の人間三人用意出来る？

三名ですか？ 

三名 

５人で行け。３人って言われてる。５人で行け。

５人行けるんなら、５人にして下さい。

プラス５名までしか乗れません。ヘリに。

ＯＫ，何分以内？

もうヘリポートに警察は向かってますので、我々も

人だけ乗ってもですね、サーベイメーターも機材もないです本店に。

じゃあサーベイメータの数だけ行こう。総務、車手配お願いします。

サテライトかしまに持って行けばいい。

引き続き南相馬のサテライトかしまに降りる

ちょっと待って下さい。ちょっと待って下さい。今のはまだ途中で相馬でも必要だっていうデ

ータが入っていた。そこの手配がまだ済んでいない。

サーベイメータですね。

いや。サーベイメータじゃない。放管員が東京から三人乗ってからそれから何て言った？

えっと、向こうに車が、自衛隊の車が三台あって、その三台に一人ずつ放管員が欲しい。

つまり、南相馬で放管員が三人必要。そういうことね。おいおい。南相馬三人は難しいな。

ここから三人行ければいいわけです。

その三人でダブってていいんですね。

いいですよ。 

よし。じゃあすいません。このまま。このままです。じゃあ二つめお願いします。

二つめは南相馬のサテライトかしまに降りるということ。これはいいですよね。三つめが、自

衛隊と東電と三者でミーティングをするということで、そこは現場で然るべき人が行って説明

をしないと動いてくれない可能性があるということです。そこで１Ｆからそれが出来る人を選

出して南相馬まで送って頂かなければいけないということになります。

１Ｆか２Ｆから南相馬、ここへの所要時間を共有しましょう。何キロぐらいあって、何時間ぐ

らいかかるんですか？
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発電所。吉田さん。

はい。 

１Ｆの発電所から、あるいは２Ｆの発電所からでもいいや。南相馬まで時間どのくらいかかり

ますか？ 

今、車で１時間、なおかつ渋滞は無いですから、とばせばもっと早く行きますね。

２Ｆからでもいいよ。

道路状態は？ 

でこぼこ？でこぼこは私に聞かれても分からないです。すいません。

それではその前提で送る人間を考えましょう。

２Ｆ増田出ました。

すいません。道路状態等々については出来れば極力ちょっとサポートお願いします。

二時までにサテライトかしまに人を一人送らなきゃいけない。福島側で。時間は一時間ぐらい

だから結構いけそうです。人選をいきましょう。人選をすぐにしなければいけません。検討中

はだめだ、今決めなくちゃだめです。

福島第一からは出せません。

福島第二出せません。

ん～もう一度みんなで考えましょう。サテライトかしまで、

先方からの責任者っていう責任者の要件っていうか中身を考えましょう。

わかっている人間っていうフレーズがありましたね。

えっと、現地でやっぱり１Ｆさんの状況をちゃんと説明して、安全であるということをご理解

していただいて、行こうという気になれるようなミーティングを出来る人ということだと思い

ます。 

正確に放射線の安全性を説明してということだ。東京から行った人でも出来る可能性がある。

ありますね。 

本件ですね。以前私オフサイトセンターにいたときに自衛隊の方が負傷をしてしまって、非常

に大きな問題になったんですね。そのときの状況からして、きちんとしたリスク管理が現場で

行われていて、そのリスクの中で行っても問題ないなということをきちんと説明するっていう、

たぶんそういうお話だと思うんです。そのリスクというのは、放射線もありますし、爆発みた

いな問題もありますし、そういうことがきちんと管理されてますねってことが確認出来ないと、

今の自衛隊さんの方のスタッフとしては難しいっていう判断になっちゃうと思うんですね。そ

ういうような内容の説明だと思いますので、えっと、現場でもちろん出来ないことはないんで

すけど、もうちょっと広い範囲でお話をしていただくという感じかと思います。

いやいや。ベテランのにおいがしてきましたね。中堅よか上の人間を送らなければいけない。
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発言内容

１Ｆの発電所から、あるいは２Ｆの発電所からでもいいや。南相馬まで時間どのくらいかかり

今、車で１時間、なおかつ渋滞は無いですから、とばせばもっと早く行きますね。

でこぼこ？でこぼこは私に聞かれても分からないです。すいません。

それではその前提で送る人間を考えましょう。

すいません。道路状態等々については出来れば極力ちょっとサポートお願いします。

二時までにサテライトかしまに人を一人送らなきゃいけない。福島側で。時間は一時間ぐらい
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わかっている人間っていうフレーズがありましたね。

えっと、現地でやっぱり１Ｆさんの状況をちゃんと説明して、安全であるということをご理解

していただいて、行こうという気になれるようなミーティングを出来る人ということだと思い

正確に放射線の安全性を説明してということだ。東京から行った人でも出来る可能性がある。

本件ですね。以前私オフサイトセンターにいたときに自衛隊の方が負傷をしてしまって、非常

に大きな問題になったんですね。そのときの状況からして、きちんとしたリスク管理が現場で

行われていて、そのリスクの中で行っても問題ないなということをきちんと説明するっていう、

たぶんそういうお話だと思うんです。そのリスクというのは、放射線もありますし、爆発みた

いな問題もありますし、そういうことがきちんと管理されてますねってことが確認出来ないと、

今の自衛隊さんの方のスタッフとしては難しいっていう判断になっちゃうと思うんですね。そ
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本店で誰か出来そうな人いない？それからね、例えば発電所の防護本部にいって状況の確認を

着いたらしてもらって、そこでまた説明するっていう手もあると思うんだ。その前の段階で行

くっていう気になってもらわないといけないから、その説明を･･･

今の段階ではこっから動かない可能性があるから、ここにいいやつを突っ込まなくちゃいけま

せんね。 

こっちからより本店から送った方がいいと思う。

本店の中で人選をお願いします。

一つ情報があります。今、Ｊヴィレッジから南相馬のサテライトかしまに放管員が一人移動中

だという情報が入っています。

わかりましたけれども、本店で人選をしましょう。私に頼らないで下さい。私は事務屋ですよ。

原子力屋さん、原子力屋さん、みんなで参加して下さい。人選です。

あの、期間がどれくらいかってことでね。

期間なんて読めない、今出せる一番いいたまを出しましょう。

あのいいんだけどさ。

これは自衛隊にいや警察に協力して頂けるかどうかでこの使命を制しますから、しっかりした

対応をするしか無いと思います。

はい。それで私の提案は、例えば●●さんみたいな人を、●●さんクラスの人を出してきちっ

とやるってことが命運をわける。

それはもう出た話。だからそれは誰だというそういう話です。この中にいる誰ですか？

本店からね、どーこーするのが一番実際的にそれやって、しかもその人が発電所と連絡調整を

して、必要な発電所の対応を促すということも出来るというのがいいと思いますから、本店で

行ける人、例えば●●はだめですか？

ちょっと班長がいなくなるのはまずいので。

いや。班長いなくなるけれども、この仕事のミッションを考えて下さい。

提案なんですが。

ご提案をどうぞ。

今、オフサイトセンターの方に副本部長以下詰められておられますが、あちらの方のメンバー

の方は自衛隊とやり取りをされてますので、自衛隊さんの雰囲気はおわかりかと思うんですね。

●●か。 

●●がおられますけども、ちょっと打診にいただけないでしょうか。

オフサイトセンターは今誰がいってるの。今いないんだろう。あそこは。●●とか。

県庁にいます。
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それはもう出た話。だからそれは誰だというそういう話です。この中にいる誰ですか？

本店からね、どーこーするのが一番実際的にそれやって、しかもその人が発電所と連絡調整を

して、必要な発電所の対応を促すということも出来るというのがいいと思いますから、本店で
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オフサイトセンター今県庁の５階に移ってます。小森常務以下が今います。

そうすると時間的に厳しい。

いや。そうなんですか。遠いですか。じゃあやっぱり東京で続行しましょう。

この仕事はね、非常に重要な仕事となっているわけですよ。今の状況からして。

はい。それは十分承知。５分下さい。５分でします。

発電所。吉田さん。

はい。吉田です。

聞いていただいたと思いますが、人選を本店でしますから５分待って下さい。

はい。 

１Ｆの吉田くん。

吉田です。 

ちょっと情報を共有させていただきます。

はい。 

自衛隊のヘリによる水の投下ということを今相談してきました。首相の了解が得られれば、そ

ういう方向に動くということで、建屋の健全性であるとか、パイロットの健全性について、今

ご説明して今了解をいただく努力をしているというところであります。

はい。 

それで、飛行機は、いやヘリコプターは、一つ５トンくらいの容量の水が運べるんだそうです。

それでそれを三機の編成でいくそうです。

はい。 

で、これを何回飛んでもらえるかはまだわからないんですよ。で、ただし、うちの人間が乗っ

ていただいて、線量を計りながら、それで風の向きとか状況などを判断して、現場で、現場の

判断で水を入れることになります。ですから、あの高いところにのぼらなきゃいけないと精度

は落ちるし、歩留まりも悪くなるということになります。で、ちょっと気にしてるのは、蒸気

があがってる状態で下がよく見えるかということですが、これから風が吹くということなんで

見える状況でやってもらうということでしょうか。今、そんなことをこちらで調整しておりま

した。以上です。

引き続き検討を進めて欲しいんですが、先ほども警察の対応で放管員が必要だということにな

ってます。加えて、今度は自衛隊のヘリの対応で放管員が必要。これはいずれも必要性はいう

とおり、全く要求される通りだと思うので、したがって放管員が多数いるので、どういう風に

放管員を配置したらいいかということになりますから発電所とよく協議をして下さい。

すいません。発電所はもう放管員はパンクです。

わかってます。わかってます。本店の放管員を中心にやりますが、そういったことをやるにし

ても、線量を計るとか風向を見るとかっていう事になるから、情報共有を相当しなきゃいけな

いと思いますから、そういうことが必要になるだろうと思っています。
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はい。 

えっと先ほどの本店からの自衛隊対応のミッションを似合う人間を決めました。●●。

ちょっと待って。自衛隊と警察と二つ種類があるんですね。で、さっき頼んだのは警察のヘリ

が着いて、３、４号へのプールへの水の放水をするというミッションです。そちらの話なのか、

今、高橋君から言った、自衛隊のヘリが上空から水を落とすっていうミッションどっちですか。

前者です。 

前者。つまり、プールへの補給の方ね。つまりこれは警察のヘリの方の話ね。

そうです。 

はい。 

えーこれは●●っていうことですね？

はい。●●。 

はい。了解しました。本店は●●を選任しようと思っていますが、発電所何かご意見やあるい

は参考情報ありますか？

全く異論ありません。

特に必要な参考情報ありませんか？

参考情報。何かある？

あの先ほどとちょっと重複しますが、先般、水素爆発があった時に、自衛隊さんがそのときに、

三台車を持って来られていて、六名の方が作業しておられました。四名の方が負傷です。で、

この負傷の程度も非常によくなくて、車の中から命からがら出てきたという状況でございまし

た。なおかつ外部の被爆が非常多かったという実態と、車は全部あのポシャにしてしまいまし

たので、そういう事に対するお詫びは私からも申し上げましたけれども、そういうリスク管理

が本当に出来てますねっていう中での作業というのが前提だというふうに思いますので、よく

我々ＰＤＣＡまわしてっていう悠長なことじゃありませんが、管理をしてやっていますという

ご説明が重要だと思います。以上です。

はい。わかりました。今やっと●●がこの部屋に来たところなので、彼には●●からよく今の

状況を伝えてもらいたいと思いますが、よろしいですか。

はい。了解しました。

じゃあ●●大変ご苦労ですが、重要なミッションであります。その中身については●●からよ

くブリーフィングを受けて、背景の注意事項も含めて、よく理解した上で行くようにして下さ

い。よろしいですか？本人全くわかってないって感じがした顔なんで、よく理解するように。

じゃあ一ついいですか。南相馬からここまでの道路状況は確認されておりますでしょうか？

えー発電所。吉田さん。

はい。吉田です。

自衛隊のヘリが上から水を投入するということについても、総理のご理解得られたので、実行

する段階に移ります。人選等は本店で進めます。後ほどまたご連絡いたします。
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本店、保安班。防護服をもう発送したんだけども、ちょっと心配事があったようなので、こち

らで本部に出しましょう。

すいません。資材班からお願いです。ユニックを運転出来る方を探しております。あの、４ド

アあたりの方とかいらっしゃいましたら、ちょっとこちらの方に情報をいただきたいと思いま

す。お願いいたします。

えっと今、２Ｆからも支援の方が着いたって言ってるから、そこからもちょっと重点的にあの

チョイスしてもらったほうがいいと思う。はい。

１Ｆさん。２Ｆとかから車が着いたらば、それをそのままピストンに使えないかどうかちょっ

と考えてみて下さい。車を返してしまわないで、それをそのまま２Ｆとの往復に使うようにち

ょっと考えてみましょう。２Ｆさんも同じで１Ｆで人が送れたらば、それをピストンに出来な

いかどうか是非考えて見て下さい。お願いします。

はい。検討させてみましょう。

ごめんなさい。ちょっと２Ｆ今聞き取れませんでした。すいません。何のリスクを検討するん

でしょうか？ 

もう一度。リスクじゃないです。そんな難しいこと言ってない。どうも人が応援が１Ｆにつく

って話がさっきからきてるんで、ということは車で来るらしい。その車は手放さないで２Ｆと

の間のピストンとかにそのままキープして使うことを検討してはどうでしょうか？

それは無理です。

いいです。無理だったら結構です。

いや、●●さん。それはね。元々、福一のバスです。福一のバスなんで、そのままそれを使っ

ていただけばいい。

あの、発電所本部。それから本店の皆さん。ちょっと情報を徹底したいと思います。ヘリコプ

ターによるミッションが２つありますので、非常に混乱しやすい状況です。まず、警察のヘリ

コプターというのは、これから３、４号のプールに水を補給するための要員を運ぶということ

です。で、警察のミッションですからこのヘリコのミッションは、何にしようか？

警視庁、ウォーター、ミッション、ＫＷＭだね。

ちょっと言いにくいんですが。じゃあ･･･警察ミッション。自衛隊によって、あの１、３号の上

に水を落とすミッションは、自衛隊ミッション。この２つに分けて、明確に分けて、ミッショ

ンの混同のないようにしたいと思いますので、皆さんよく警察のミッションとは何か。自衛隊

のミッションとは何か。ということをよく頭の中に入れて、間違っても混乱することのないよ

うにしたいと思います。警察のミッションはプールへの水の補給。自衛隊のミッションはプー

ルへの水の投入、投下であります。この２つ。上空から攻めるか、下から攻めるか。だから、

地上からのミッションと上空からのミッションという風に理解して下さい。よろしいでしょう

か？ 

はい。わかりました。

警察地上、自衛隊上空という風に覚えましょう。
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からのミッションと上空からのミッションという風に理解して下さい。よろしいでしょう
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あの、上空も２つあって、ボロンを投げる上空もまた出てくるんで、そこも名前を付けておか

ないと混乱するんで、上空は。

ボロンミッションはまだ生きてはいますが、まだ具体化してません。

という理解でいいんですね。わかりました。

関連情報ですが、今、風が西風になってまして、外は雪でございます。発電所は。なので、ち

ょっと色々な作業にですね、雪の状況、中でやるという形になるということをちょっと頭に入

れておいて下さい。

風速は２メートル弱ということです。

サイト保安班から、モニタリングの結果についてお知らせいたします。えー１２時からお知ら

せいたします。場所については正門。ガンマにつきまして１２時、４４１８

０分、３１３８。１２時２０分、３２６１。１２時３０分、１０８５０。１２時４０分、８２

３４。ニュートロンにつきましては全て検出されておりません。風向ですけれども、最新で西

風となっております。風速は１．４

了解。 

はい。あと１３時のですね、プロジェクトの進捗状況確認タイムまであと７分ぐらいとなって

ますので、プロジェクトを任されている方は情報をまとめて、この本、本、本部の席に着いて、

いつでも発言出来る体勢について下さい。

茨城、千葉です。茨城、千葉。地震は茨城、千葉中心です。

震度４か。 

そっちこないかな～

●●さん、給電に連絡して、給電情報だけここに打ち込みましょうか？必要であれば。いや、

給電が大丈夫かどうか。

すいません。あとですね、先ほどから支援部隊で来られてる方、えーあの、ちょっと慣れない

かも分かりませんが、是非ですね、本部の中でですね、積極的に活動して下さい。最初から残

ってた人間もほとんど体力残ってませんので、サポートお願いします。

さらに、前線を南にさげるかもしれない、そうするとあそこしかない。

すいません。今、福一から所長さんからお話あった件ですけど、柏崎さんで５名新たに支援し

ていただけるって話が来ております。加えて、今、本店から、本店の各部から何人か出せるの

を、ちょっと、今、追加でやっております。併せて、出来ればですね、えー今晩中ぐらいに現

地に着けるようにですね、ちょっと今やっておりますので、ちょっとお待ちいただきたいと思

います。 

すいません。違うんです。今、あの第二方面から支援者が来たので、その人達が早く実践につ

いて下さい。今日、今、この時から実践について下さい。という指示をしたということです。

承知しました。勘違いです。でも、追加でまた行ける人を募ってますので、ちょっとそれをま

た別の話としてあの情報を入れておきます。お願いします。

はい。 

すいません。保安班からですけれども。ヘリコプターに乗る３名、保安員決まりました。
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あの、上空も２つあって、ボロンを投げる上空もまた出てくるんで、そこも名前を付けておか

ないと混乱するんで、上空は。

ボロンミッションはまだ生きてはいますが、まだ具体化してません。

という理解でいいんですね。わかりました。

関連情報ですが、今、風が西風になってまして、外は雪でございます。発電所は。なので、ち

ょっと色々な作業にですね、雪の状況、中でやるという形になるということをちょっと頭に入

れておいて下さい。 

風速は２メートル弱ということです。

サイト保安班から、モニタリングの結果についてお知らせいたします。えー１２時からお知ら

せいたします。場所については正門。ガンマにつきまして１２時、４４１８

０分、３１３８。１２時２０分、３２６１。１２時３０分、１０８５０。１２時４０分、８２

３４。ニュートロンにつきましては全て検出されておりません。風向ですけれども、最新で西

風となっております。風速は１．４

はい。あと１３時のですね、プロジェクトの進捗状況確認タイムまであと７分ぐらいとなって

ますので、プロジェクトを任されている方は情報をまとめて、この本、本、本部の席に着いて、

いつでも発言出来る体勢について下さい。

茨城、千葉です。茨城、千葉。地震は茨城、千葉中心です。

そっちこないかな～ 

●●さん、給電に連絡して、給電情報だけここに打ち込みましょうか？必要であれば。いや、

給電が大丈夫かどうか。 

すいません。あとですね、先ほどから支援部隊で来られてる方、えーあの、ちょっと慣れない

かも分かりませんが、是非ですね、本部の中でですね、積極的に活動して下さい。最初から残

ってた人間もほとんど体力残ってませんので、サポートお願いします。

さらに、前線を南にさげるかもしれない、そうするとあそこしかない。

すいません。今、福一から所長さんからお話あった件ですけど、柏崎さんで５名新たに支援し

ていただけるって話が来ております。加えて、今、本店から、本店の各部から何人か出せるの

を、ちょっと、今、追加でやっております。併せて、出来ればですね、えー今晩中ぐらいに現

地に着けるようにですね、ちょっと今やっておりますので、ちょっとお待ちいただきたいと思

すいません。違うんです。今、あの第二方面から支援者が来たので、その人達が早く実践につ

いて下さい。今日、今、この時から実践について下さい。という指示をしたということです。

承知しました。勘違いです。でも、追加でまた行ける人を募ってますので、ちょっとそれをま

た別の話としてあの情報を入れておきます。お願いします。

すいません。保安班からですけれども。ヘリコプターに乗る３名、保安員決まりました。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

あの、上空も２つあって、ボロンを投げる上空もまた出てくるんで、そこも名前を付けておか

ないと混乱するんで、上空は。 

ボロンミッションはまだ生きてはいますが、まだ具体化してません。

という理解でいいんですね。わかりました。

関連情報ですが、今、風が西風になってまして、外は雪でございます。発電所は。なので、ち

ょっと色々な作業にですね、雪の状況、中でやるという形になるということをちょっと頭に入

風速は２メートル弱ということです。 

サイト保安班から、モニタリングの結果についてお知らせいたします。えー１２時からお知ら

せいたします。場所については正門。ガンマにつきまして１２時、４４１８

０分、３１３８。１２時２０分、３２６１。１２時３０分、１０８５０。１２時４０分、８２

３４。ニュートロンにつきましては全て検出されておりません。風向ですけれども、最新で西

風となっております。風速は１．４m/sec でございます。

はい。あと１３時のですね、プロジェクトの進捗状況確認タイムまであと７分ぐらいとなって

ますので、プロジェクトを任されている方は情報をまとめて、この本、本、本部の席に着いて、

いつでも発言出来る体勢について下さい。 

茨城、千葉です。茨城、千葉。地震は茨城、千葉中心です。

●●さん、給電に連絡して、給電情報だけここに打ち込みましょうか？必要であれば。いや、

すいません。あとですね、先ほどから支援部隊で来られてる方、えーあの、ちょっと慣れない

かも分かりませんが、是非ですね、本部の中でですね、積極的に活動して下さい。最初から残

ってた人間もほとんど体力残ってませんので、サポートお願いします。

さらに、前線を南にさげるかもしれない、そうするとあそこしかない。

すいません。今、福一から所長さんからお話あった件ですけど、柏崎さんで５名新たに支援し

ていただけるって話が来ております。加えて、今、本店から、本店の各部から何人か出せるの

を、ちょっと、今、追加でやっております。併せて、出来ればですね、えー今晩中ぐらいに現

地に着けるようにですね、ちょっと今やっておりますので、ちょっとお待ちいただきたいと思

すいません。違うんです。今、あの第二方面から支援者が来たので、その人達が早く実践につ

いて下さい。今日、今、この時から実践について下さい。という指示をしたということです。

承知しました。勘違いです。でも、追加でまた行ける人を募ってますので、ちょっとそれをま

た別の話としてあの情報を入れておきます。お願いします。

すいません。保安班からですけれども。ヘリコプターに乗る３名、保安員決まりました。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

あの、上空も２つあって、ボロンを投げる上空もまた出てくるんで、そこも名前を付けておか

ボロンミッションはまだ生きてはいますが、まだ具体化してません。

という理解でいいんですね。わかりました。 

関連情報ですが、今、風が西風になってまして、外は雪でございます。発電所は。なので、ち

ょっと色々な作業にですね、雪の状況、中でやるという形になるということをちょっと頭に入

サイト保安班から、モニタリングの結果についてお知らせいたします。えー１２時からお知ら

せいたします。場所については正門。ガンマにつきまして１２時、４４１８

０分、３１３８。１２時２０分、３２６１。１２時３０分、１０８５０。１２時４０分、８２

３４。ニュートロンにつきましては全て検出されておりません。風向ですけれども、最新で西

でございます。 

はい。あと１３時のですね、プロジェクトの進捗状況確認タイムまであと７分ぐらいとなって

ますので、プロジェクトを任されている方は情報をまとめて、この本、本、本部の席に着いて、

 

茨城、千葉です。茨城、千葉。地震は茨城、千葉中心です。

●●さん、給電に連絡して、給電情報だけここに打ち込みましょうか？必要であれば。いや、

すいません。あとですね、先ほどから支援部隊で来られてる方、えーあの、ちょっと慣れない

かも分かりませんが、是非ですね、本部の中でですね、積極的に活動して下さい。最初から残

ってた人間もほとんど体力残ってませんので、サポートお願いします。

さらに、前線を南にさげるかもしれない、そうするとあそこしかない。

すいません。今、福一から所長さんからお話あった件ですけど、柏崎さんで５名新たに支援し

ていただけるって話が来ております。加えて、今、本店から、本店の各部から何人か出せるの

を、ちょっと、今、追加でやっております。併せて、出来ればですね、えー今晩中ぐらいに現

地に着けるようにですね、ちょっと今やっておりますので、ちょっとお待ちいただきたいと思

すいません。違うんです。今、あの第二方面から支援者が来たので、その人達が早く実践につ

いて下さい。今日、今、この時から実践について下さい。という指示をしたということです。

承知しました。勘違いです。でも、追加でまた行ける人を募ってますので、ちょっとそれをま

た別の話としてあの情報を入れておきます。お願いします。

すいません。保安班からですけれども。ヘリコプターに乗る３名、保安員決まりました。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

あの、上空も２つあって、ボロンを投げる上空もまた出てくるんで、そこも名前を付けておか

ボロンミッションはまだ生きてはいますが、まだ具体化してません。 

関連情報ですが、今、風が西風になってまして、外は雪でございます。発電所は。なので、ち

ょっと色々な作業にですね、雪の状況、中でやるという形になるということをちょっと頭に入

サイト保安班から、モニタリングの結果についてお知らせいたします。えー１２時からお知ら

せいたします。場所については正門。ガンマにつきまして１２時、４４１８

０分、３１３８。１２時２０分、３２６１。１２時３０分、１０８５０。１２時４０分、８２

３４。ニュートロンにつきましては全て検出されておりません。風向ですけれども、最新で西

 

はい。あと１３時のですね、プロジェクトの進捗状況確認タイムまであと７分ぐらいとなって

ますので、プロジェクトを任されている方は情報をまとめて、この本、本、本部の席に着いて、

茨城、千葉です。茨城、千葉。地震は茨城、千葉中心です。 

●●さん、給電に連絡して、給電情報だけここに打ち込みましょうか？必要であれば。いや、

すいません。あとですね、先ほどから支援部隊で来られてる方、えーあの、ちょっと慣れない

かも分かりませんが、是非ですね、本部の中でですね、積極的に活動して下さい。最初から残

ってた人間もほとんど体力残ってませんので、サポートお願いします。 

さらに、前線を南にさげるかもしれない、そうするとあそこしかない。 

すいません。今、福一から所長さんからお話あった件ですけど、柏崎さんで５名新たに支援し

ていただけるって話が来ております。加えて、今、本店から、本店の各部から何人か出せるの

を、ちょっと、今、追加でやっております。併せて、出来ればですね、えー今晩中ぐらいに現

地に着けるようにですね、ちょっと今やっておりますので、ちょっとお待ちいただきたいと思

すいません。違うんです。今、あの第二方面から支援者が来たので、その人達が早く実践につ

いて下さい。今日、今、この時から実践について下さい。という指示をしたということです。

承知しました。勘違いです。でも、追加でまた行ける人を募ってますので、ちょっとそれをま

た別の話としてあの情報を入れておきます。お願いします。 

すいません。保安班からですけれども。ヘリコプターに乗る３名、保安員決まりました。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

あの、上空も２つあって、ボロンを投げる上空もまた出てくるんで、そこも名前を付けておか

関連情報ですが、今、風が西風になってまして、外は雪でございます。発電所は。なので、ち

ょっと色々な作業にですね、雪の状況、中でやるという形になるということをちょっと頭に入

サイト保安班から、モニタリングの結果についてお知らせいたします。えー１２時からお知ら

せいたします。場所については正門。ガンマにつきまして１２時、４４１８μSv/h。１２時１

０分、３１３８。１２時２０分、３２６１。１２時３０分、１０８５０。１２時４０分、８２

３４。ニュートロンにつきましては全て検出されておりません。風向ですけれども、最新で西

はい。あと１３時のですね、プロジェクトの進捗状況確認タイムまであと７分ぐらいとなって

ますので、プロジェクトを任されている方は情報をまとめて、この本、本、本部の席に着いて、

●●さん、給電に連絡して、給電情報だけここに打ち込みましょうか？必要であれば。いや、

すいません。あとですね、先ほどから支援部隊で来られてる方、えーあの、ちょっと慣れない

かも分かりませんが、是非ですね、本部の中でですね、積極的に活動して下さい。最初から残

すいません。今、福一から所長さんからお話あった件ですけど、柏崎さんで５名新たに支援し

ていただけるって話が来ております。加えて、今、本店から、本店の各部から何人か出せるの

を、ちょっと、今、追加でやっております。併せて、出来ればですね、えー今晩中ぐらいに現

地に着けるようにですね、ちょっと今やっておりますので、ちょっとお待ちいただきたいと思

すいません。違うんです。今、あの第二方面から支援者が来たので、その人達が早く実践につ

いて下さい。今日、今、この時から実践について下さい。という指示をしたということです。

承知しました。勘違いです。でも、追加でまた行ける人を募ってますので、ちょっとそれをま

すいません。保安班からですけれども。ヘリコプターに乗る３名、保安員決まりました。

 

あの、上空も２つあって、ボロンを投げる上空もまた出てくるんで、そこも名前を付けておか

関連情報ですが、今、風が西風になってまして、外は雪でございます。発電所は。なので、ち

ょっと色々な作業にですね、雪の状況、中でやるという形になるということをちょっと頭に入

サイト保安班から、モニタリングの結果についてお知らせいたします。えー１２時からお知ら

。１２時１

０分、３１３８。１２時２０分、３２６１。１２時３０分、１０８５０。１２時４０分、８２

３４。ニュートロンにつきましては全て検出されておりません。風向ですけれども、最新で西

はい。あと１３時のですね、プロジェクトの進捗状況確認タイムまであと７分ぐらいとなって

ますので、プロジェクトを任されている方は情報をまとめて、この本、本、本部の席に着いて、

●●さん、給電に連絡して、給電情報だけここに打ち込みましょうか？必要であれば。いや、

すいません。あとですね、先ほどから支援部隊で来られてる方、えーあの、ちょっと慣れない

かも分かりませんが、是非ですね、本部の中でですね、積極的に活動して下さい。最初から残

すいません。今、福一から所長さんからお話あった件ですけど、柏崎さんで５名新たに支援し

ていただけるって話が来ております。加えて、今、本店から、本店の各部から何人か出せるの

を、ちょっと、今、追加でやっております。併せて、出来ればですね、えー今晩中ぐらいに現

地に着けるようにですね、ちょっと今やっておりますので、ちょっとお待ちいただきたいと思

すいません。違うんです。今、あの第二方面から支援者が来たので、その人達が早く実践につ

いて下さい。今日、今、この時から実践について下さい。という指示をしたということです。 

承知しました。勘違いです。でも、追加でまた行ける人を募ってますので、ちょっとそれをま

すいません。保安班からですけれども。ヘリコプターに乗る３名、保安員決まりました。 
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 場所

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

武黒フェロー

保安班

武黒フェロー

保安班

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

吉田所長

総務班

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

吉田所長

 

吉田所長

総務班

資材班

吉田所長

テレビ会議 

 

発言者  

武黒フェロー  

保安班  

武黒フェロー  

保安班  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

吉田所長  

総務班  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

吉田所長  

 

吉田所長  

総務班  

資材班  

吉田所長  

2011 年 3 月

 

承知しています。そちらでいってください。

名前ですか。名前は●●●●。本店です。それから、●●●●。それから、●●●●。の以上

三名です。 

そのうち、３名から２名にすることになって、●●の方で人選してますから、そこの最終確認

をして下さい。

はい。了解しました。

発電所。吉田さん。

はい。吉田です。

そろそろ１３時になりますので、警察の地上作戦の方のミッションへの準備状況の確認をした

いと思います。

はい。わかりました。

発電所側の準備について説明をして下さい。

はい。私もちょっと全部聞いてませんので、私のほうから質問等々する形で確認していきたい

ので、よろしくお願いします。

はい。お願いします。

まずですね。警察さんの出迎え体勢について確認したいと思います。鹿島に迎えに行くという

ことでよろしいんですよね。よろしいですか。

ちょっと待って下さい。

はい。そうです。

じゃあ、かしま迎え、これの人選は終わりましたか。

はい。本店は●●●●、●●●●、●●●●という放管員２人。以上です。

はい。本店から３人。

あとの必要な人員の補充を発電所側で是非よろしくお願いします。

えっと、発電所側これの対応で、車等の手配どうなってます。かしまに迎え。

まだやってません。

誰がやってるの。ちょっとこれ誰が聞いてたの。さっきもう。

本店資材班。車の手配状況どうですか。

まだ調整中です。あの、自衛隊さんにもお願いしております。もう少々お待ち下さい。

ちょっと待って下さい。●●●●、●●●●、●●●●、今、どこにいるんでしたっけ。東京

でしょ。 
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承知しています。そちらでいってください。

名前ですか。名前は●●●●。本店です。それから、●●●●。それから、●●●●。の以上

そのうち、３名から２名にすることになって、●●の方で人選してますから、そこの最終確認

をして下さい。 

はい。了解しました。 

発電所。吉田さん。 

はい。吉田です。 

そろそろ１３時になりますので、警察の地上作戦の方のミッションへの準備状況の確認をした

いと思います。 

はい。わかりました。 

発電所側の準備について説明をして下さい。

はい。私もちょっと全部聞いてませんので、私のほうから質問等々する形で確認していきたい

ので、よろしくお願いします。

はい。お願いします。 

まずですね。警察さんの出迎え体勢について確認したいと思います。鹿島に迎えに行くという

ことでよろしいんですよね。よろしいですか。

ちょっと待って下さい。 

はい。そうです。 

じゃあ、かしま迎え、これの人選は終わりましたか。

はい。本店は●●●●、●●●●、●●●●という放管員２人。以上です。

はい。本店から３人。 

あとの必要な人員の補充を発電所側で是非よろしくお願いします。

えっと、発電所側これの対応で、車等の手配どうなってます。かしまに迎え。

まだやってません。 

誰がやってるの。ちょっとこれ誰が聞いてたの。さっきもう。

本店資材班。車の手配状況どうですか。

まだ調整中です。あの、自衛隊さんにもお願いしております。もう少々お待ち下さい。

ちょっと待って下さい。●●●●、●●●●、●●●●、今、どこにいるんでしたっけ。東京

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

承知しています。そちらでいってください。

名前ですか。名前は●●●●。本店です。それから、●●●●。それから、●●●●。の以上

そのうち、３名から２名にすることになって、●●の方で人選してますから、そこの最終確認

そろそろ１３時になりますので、警察の地上作戦の方のミッションへの準備状況の確認をした

発電所側の準備について説明をして下さい。

はい。私もちょっと全部聞いてませんので、私のほうから質問等々する形で確認していきたい

ので、よろしくお願いします。 

まずですね。警察さんの出迎え体勢について確認したいと思います。鹿島に迎えに行くという

ことでよろしいんですよね。よろしいですか。

じゃあ、かしま迎え、これの人選は終わりましたか。

はい。本店は●●●●、●●●●、●●●●という放管員２人。以上です。

あとの必要な人員の補充を発電所側で是非よろしくお願いします。

えっと、発電所側これの対応で、車等の手配どうなってます。かしまに迎え。

誰がやってるの。ちょっとこれ誰が聞いてたの。さっきもう。

本店資材班。車の手配状況どうですか。 

まだ調整中です。あの、自衛隊さんにもお願いしております。もう少々お待ち下さい。

ちょっと待って下さい。●●●●、●●●●、●●●●、今、どこにいるんでしたっけ。東京

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

承知しています。そちらでいってください。 

名前ですか。名前は●●●●。本店です。それから、●●●●。それから、●●●●。の以上

そのうち、３名から２名にすることになって、●●の方で人選してますから、そこの最終確認

そろそろ１３時になりますので、警察の地上作戦の方のミッションへの準備状況の確認をした

発電所側の準備について説明をして下さい。 

はい。私もちょっと全部聞いてませんので、私のほうから質問等々する形で確認していきたい

まずですね。警察さんの出迎え体勢について確認したいと思います。鹿島に迎えに行くという

ことでよろしいんですよね。よろしいですか。 

じゃあ、かしま迎え、これの人選は終わりましたか。 

はい。本店は●●●●、●●●●、●●●●という放管員２人。以上です。

あとの必要な人員の補充を発電所側で是非よろしくお願いします。

えっと、発電所側これの対応で、車等の手配どうなってます。かしまに迎え。

誰がやってるの。ちょっとこれ誰が聞いてたの。さっきもう。

まだ調整中です。あの、自衛隊さんにもお願いしております。もう少々お待ち下さい。

ちょっと待って下さい。●●●●、●●●●、●●●●、今、どこにいるんでしたっけ。東京

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

名前ですか。名前は●●●●。本店です。それから、●●●●。それから、●●●●。の以上

そのうち、３名から２名にすることになって、●●の方で人選してますから、そこの最終確認

そろそろ１３時になりますので、警察の地上作戦の方のミッションへの準備状況の確認をした

はい。私もちょっと全部聞いてませんので、私のほうから質問等々する形で確認していきたい

まずですね。警察さんの出迎え体勢について確認したいと思います。鹿島に迎えに行くという

はい。本店は●●●●、●●●●、●●●●という放管員２人。以上です。

あとの必要な人員の補充を発電所側で是非よろしくお願いします。 

えっと、発電所側これの対応で、車等の手配どうなってます。かしまに迎え。

誰がやってるの。ちょっとこれ誰が聞いてたの。さっきもう。 

まだ調整中です。あの、自衛隊さんにもお願いしております。もう少々お待ち下さい。

ちょっと待って下さい。●●●●、●●●●、●●●●、今、どこにいるんでしたっけ。東京

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

名前ですか。名前は●●●●。本店です。それから、●●●●。それから、●●●●。の以上

そのうち、３名から２名にすることになって、●●の方で人選してますから、そこの最終確認

そろそろ１３時になりますので、警察の地上作戦の方のミッションへの準備状況の確認をした

はい。私もちょっと全部聞いてませんので、私のほうから質問等々する形で確認していきたい

まずですね。警察さんの出迎え体勢について確認したいと思います。鹿島に迎えに行くという

はい。本店は●●●●、●●●●、●●●●という放管員２人。以上です。 

えっと、発電所側これの対応で、車等の手配どうなってます。かしまに迎え。 

まだ調整中です。あの、自衛隊さんにもお願いしております。もう少々お待ち下さい。 

ちょっと待って下さい。●●●●、●●●●、●●●●、今、どこにいるんでしたっけ。東京

 

名前ですか。名前は●●●●。本店です。それから、●●●●。それから、●●●●。の以上

そのうち、３名から２名にすることになって、●●の方で人選してますから、そこの最終確認

そろそろ１３時になりますので、警察の地上作戦の方のミッションへの準備状況の確認をした

はい。私もちょっと全部聞いてませんので、私のほうから質問等々する形で確認していきたい

まずですね。警察さんの出迎え体勢について確認したいと思います。鹿島に迎えに行くという

 

ちょっと待って下さい。●●●●、●●●●、●●●●、今、どこにいるんでしたっけ。東京
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東京電力

 

 場所

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

武黒フェロー

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

総務班

吉田所長

資材班

吉田所長

総務班

テレビ会議 

 

発言者  

武黒フェロー  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

資材班  

吉田所長  

総務班  

2011 年 3 月

 

東京。 

東京から鹿島にどうやって来るんですか。ヘリ。すいません。僕、こんな細かい調整までやる

んですか。この場所で。

えっと、調整をお願いしてるんじゃなくて、確認が進んでるだけです。大丈夫ですよ。

だから、確認をしたときに返答が無いじゃないですか。

はい。すいません。ゆっくりいきます。さっきの３人は東京からヘリコプターに同乗してサテ

ライトかしまに降ります。サテライトかしまに車を差し向ける調整は本店で進んでいます。ま

だ、調整中です。本店資材班になります。

はい。 

今、発電所長の方から迎えという言葉が出たので、少しよれたかもしれません。今は発電所か

ら迎えが手配されていないので、本店から行った人間がそのまま道案内に入って、車を福一ま

で持って行ければ、成立しますが、そういう認識でいきますか。

ちょっと、わかりました。警察は鹿島のヘリポートいきますね。

はい。 

違うんでしたっけ。そうでしょう。

イエス。 

スタート地点は鹿島ですね。

東京でスタートして、鹿島です。

ごめんなさい。警察のスタートポイントは鹿島ですね。

東京でスタートして、鹿島に着陸します。

あっそうか。警察も東京の警察なんですね。

東京警視庁のご協力です。

警視庁ね。わかりました。警視庁の人がヘリでかしまに行く。それに●●達は同乗するという

ことでいいんですか。

イエス。その通りです。

はい。わかりました。やっとわかった。それで３人が同乗してかしまに着く。到着したところ

ピックアップする車は資材さんが今、調達中。よろしいですか。

はい。本店の資材でやってます。

本店資材。オーケー。よろしいですね。それで迎えに来ました。会いました。会ったら今後は

こちらに来るということになりますが、鹿島から福島に向かう、この段取りの中で今の３人だ

けでいいですかってことなんですね。あの本店メンバーだけで。

イエス。その通り。本当はそこで水先案内人がいるといいなとは思います。今、福島は手配し
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東京から鹿島にどうやって来るんですか。ヘリ。すいません。僕、こんな細かい調整までやる

んですか。この場所で。 

えっと、調整をお願いしてるんじゃなくて、確認が進んでるだけです。大丈夫ですよ。

だから、確認をしたときに返答が無いじゃないですか。

はい。すいません。ゆっくりいきます。さっきの３人は東京からヘリコプターに同乗してサテ

ライトかしまに降ります。サテライトかしまに車を差し向ける調整は本店で進んでいます。ま

だ、調整中です。本店資材班になります。

今、発電所長の方から迎えという言葉が出たので、少しよれたかもしれません。今は発電所か

ら迎えが手配されていないので、本店から行った人間がそのまま道案内に入って、車を福一ま

で持って行ければ、成立しますが、そういう認識でいきますか。

ちょっと、わかりました。警察は鹿島のヘリポートいきますね。

違うんでしたっけ。そうでしょう。

スタート地点は鹿島ですね。 

東京でスタートして、鹿島です。

ごめんなさい。警察のスタートポイントは鹿島ですね。

東京でスタートして、鹿島に着陸します。

あっそうか。警察も東京の警察なんですね。

東京警視庁のご協力です。 

警視庁ね。わかりました。警視庁の人がヘリでかしまに行く。それに●●達は同乗するという

ことでいいんですか。 

イエス。その通りです。 

はい。わかりました。やっとわかった。それで３人が同乗してかしまに着く。到着したところ

ピックアップする車は資材さんが今、調達中。よろしいですか。

はい。本店の資材でやってます。

本店資材。オーケー。よろしいですね。それで迎えに来ました。会いました。会ったら今後は

こちらに来るということになりますが、鹿島から福島に向かう、この段取りの中で今の３人だ

けでいいですかってことなんですね。あの本店メンバーだけで。

イエス。その通り。本当はそこで水先案内人がいるといいなとは思います。今、福島は手配し

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容

東京から鹿島にどうやって来るんですか。ヘリ。すいません。僕、こんな細かい調整までやる

えっと、調整をお願いしてるんじゃなくて、確認が進んでるだけです。大丈夫ですよ。

だから、確認をしたときに返答が無いじゃないですか。

はい。すいません。ゆっくりいきます。さっきの３人は東京からヘリコプターに同乗してサテ

ライトかしまに降ります。サテライトかしまに車を差し向ける調整は本店で進んでいます。ま

だ、調整中です。本店資材班になります。 

今、発電所長の方から迎えという言葉が出たので、少しよれたかもしれません。今は発電所か

ら迎えが手配されていないので、本店から行った人間がそのまま道案内に入って、車を福一ま

で持って行ければ、成立しますが、そういう認識でいきますか。

ちょっと、わかりました。警察は鹿島のヘリポートいきますね。

違うんでしたっけ。そうでしょう。 

 

東京でスタートして、鹿島です。 

ごめんなさい。警察のスタートポイントは鹿島ですね。

東京でスタートして、鹿島に着陸します。 

あっそうか。警察も東京の警察なんですね。

 

警視庁ね。わかりました。警視庁の人がヘリでかしまに行く。それに●●達は同乗するという

はい。わかりました。やっとわかった。それで３人が同乗してかしまに着く。到着したところ

ピックアップする車は資材さんが今、調達中。よろしいですか。

はい。本店の資材でやってます。 

本店資材。オーケー。よろしいですね。それで迎えに来ました。会いました。会ったら今後は

こちらに来るということになりますが、鹿島から福島に向かう、この段取りの中で今の３人だ

けでいいですかってことなんですね。あの本店メンバーだけで。

イエス。その通り。本当はそこで水先案内人がいるといいなとは思います。今、福島は手配し

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

東京から鹿島にどうやって来るんですか。ヘリ。すいません。僕、こんな細かい調整までやる

えっと、調整をお願いしてるんじゃなくて、確認が進んでるだけです。大丈夫ですよ。

だから、確認をしたときに返答が無いじゃないですか。 

はい。すいません。ゆっくりいきます。さっきの３人は東京からヘリコプターに同乗してサテ

ライトかしまに降ります。サテライトかしまに車を差し向ける調整は本店で進んでいます。ま

 

今、発電所長の方から迎えという言葉が出たので、少しよれたかもしれません。今は発電所か
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ていない。 

それは、どういう風にしましょうかね。本当にいないんですよ。これで人かっさらわれっちゃ

ったら現場が。

６号線を走っていくんであれば、発電所までの道は簡単ですから大丈夫だと思いますけど。

了解。それでは●●チームに発電所道案内までやるんだぞというそういう連絡をしましょう。

プラスアルファ道案内が出来たらそれはオーケー。

但し、えっと誰か迎えに来てもらうという話はなしなんですよね。

イエス。その３人が発電所までの道案内をする。

オーケー。そうすると困ったことが１つだけあって、防護装備がないんです。

その３人分はないわけですね。

ないです。 

ちょっと待って下さい。●●さん。どっかにいますか。いらっしゃらない。さっきの●●の発

言で自衛隊が防護装備をした上でという前半があったように思われたけど、そこを確認したい。

ちなみに、保安班が送り込んだ防護装備には若干余裕があります。ですからそこでシワが取れ

るかもしれないけど、これはちょっとあとに送りましょう。そして発電所に着きました。吉田

さんどうぞ。 

はい。じゃあ今の警察プラス案内人が着きました。第一に着きました。第一に着いたあとは、

どういう段取りになるんでしょうか。まず、そこがちょっと見えないんですけども。免震重要

棟かなんかで一回集まってもらって、要するにですね。ごめんなさい。来ました。そこにはで

すね。高圧注水車だとか、それからいろんな

いるという前提で考えます。これはちょっとどれくらい備わっているか今、あとで確認します

が、備わっているとしたときにどこで降りるか。まずこれはどこで降りるか。ヘリは。

ごめんなさい。ヘリコプターは鹿島で着陸して、そのあとは車で発電所に入っています。

ごめん。ごめん。そういうことか。わかった。わかった。頭がもう、さちってます。第一に車

で着きました。その車で一回集まってもらう。集まってもらって説明等をしないといけないで

すね。 

そうですね。その状況の説明はやはり発電所で責任ある方からしていただくっていうのが一番

先方から見てわかりやすいと思います。

じゃあ、説明は免震、この人達の装備どうするんですか。本当に。免震重要棟に入ってくると

すると。 

もう装備は済みです。

えっと、すいません。装備は自衛隊の防護服を持っていっています。問題は我々のメンバーの

防護装備がどこで渡されるかということかと思います。

じゃあ、それは、もう、そっちで考えてもらって。

はい。 

そうすると、えっと、まず到着するまでに多少の汚染があるので、汚染した服を着た状態でそ
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ちなみに、保安班が送り込んだ防護装備には若干余裕があります。ですからそこでシワが取れ

るかもしれないけど、これはちょっとあとに送りましょう。そして発電所に着きました。吉田
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のまま打ち合わせが出来る状態を作らなきゃいけないんですか。

うん。だから、ちょっとさそこのプロセスさ。ちょっと●●が考えてよ。そこどうするか。細

かく。 

えっと、現場はどこが使えますかね。

現場はだって汚染してますからね。基本的には。

吉田さん、吉田さん。それじゃあ、●●と発電所の誰かと直でその点の打ち合わせとその後の

対応を決めてもらう方がいいと思いますので、その状況がまとまったら、また別途●●からこ

の場で報告してもらいます。

了解です。 

発電所側の●●のカウンターパートを今連絡下さい。

はい。保安班。誰がいい。●●でいい。じゃあ●●が対応します。

はい。じゃあ●●と連絡を取り合います。●●でした。

それで、一応の説明が終わり、警察の方は防護装備に身を包まれて、段取りをされました。現

場に運んでいくのは、あれですね、それはもうあれですね、警察の車でいいんですね。

警察の車なんてないから、資材が手配した車になるか、発電所に車があるか、どっちかしか選

択肢はない。 

はい。これは、その迎えに行った資材の車を使うか、別の車を使うか、これはちょっと検討し

ておいて下さいね。

●●君。その検討もしておいて下さい。

ちょっとつかめなかった。発電所から車が向かうってことですね。今、言ってるのは。

発電所に着いて、打ち合わせが終わって、実際の放水する現場に行くってことです。

はい。わかりました。

それで、途中にですね、消防車があるわけですけども、その消防車の位置がどこでいいのかっ

ていうのは事前に打ち合わせしますが、ぴったりじゃない可能性があるということで、たぶん

現場に行くんですが、私どもの放管員と、放管員と、各警察のメンバーのミッションとですね、

並び方って、これは現場で事前の説明の中で確認しておきます。で、一体となって現場に行く

という前提で考えます。現場に着きました。これから、いよいよ準備、段取りが始まりますと

いうところで、段取りをして、注水開始まで、これはもう省きますが、まず、３号機をやると、

いいですね。 

はい。 

１Ｆ３号機について注水をする。注水をする際にポジションだとかそういうことについては事

前に打ち合わせをする。一応、まあ、うまくいったとしましょう。１Ｆ３がうまくいったとい

う前提で、その次、すぐ１Ｆ４に行くかどうかですね。

その前にうまくいったかどうかっていう判断なりは、水の量と使える量とのバランスもあるか

ら、どっかでそういう判断を現場でしてもらわなきゃしょうがないと思います。

はい。じゃあ、これは、警察の方の、から注入量を確認した上で、一回そこで判断をするとい
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並び方って、これは現場で事前の説明の中で確認しておきます。で、一体となって現場に行く

という前提で考えます。現場に着きました。これから、いよいよ準備、段取りが始まりますと

いうところで、段取りをして、注水開始まで、これはもう省きますが、まず、３号機をやると、

１Ｆ３号機について注水をする。注水をする際にポジションだとかそういうことについては事

前に打ち合わせをする。一応、まあ、うまくいったとしましょう。１Ｆ３がうまくいったとい

その前にうまくいったかどうかっていう判断なりは、水の量と使える量とのバランスもあるか

ら、どっかでそういう判断を現場でしてもらわなきゃしょうがないと思います。 

はい。じゃあ、これは、警察の方の、から注入量を確認した上で、一回そこで判断をするとい

 

うん。だから、ちょっとさそこのプロセスさ。ちょっと●●が考えてよ。そこどうするか。細

吉田さん、吉田さん。それじゃあ、●●と発電所の誰かと直でその点の打ち合わせとその後の

対応を決めてもらう方がいいと思いますので、その状況がまとまったら、また別途●●からこ

それで、一応の説明が終わり、警察の方は防護装備に身を包まれて、段取りをされました。現

 

警察の車なんてないから、資材が手配した車になるか、発電所に車があるか、どっちかしか選

はい。これは、その迎えに行った資材の車を使うか、別の車を使うか、これはちょっと検討し

 

それで、途中にですね、消防車があるわけですけども、その消防車の位置がどこでいいのかっ

ていうのは事前に打ち合わせしますが、ぴったりじゃない可能性があるということで、たぶん

現場に行くんですが、私どもの放管員と、放管員と、各警察のメンバーのミッションとですね、

並び方って、これは現場で事前の説明の中で確認しておきます。で、一体となって現場に行く

という前提で考えます。現場に着きました。これから、いよいよ準備、段取りが始まりますと

いうところで、段取りをして、注水開始まで、これはもう省きますが、まず、３号機をやると、

１Ｆ３号機について注水をする。注水をする際にポジションだとかそういうことについては事

前に打ち合わせをする。一応、まあ、うまくいったとしましょう。１Ｆ３がうまくいったとい

その前にうまくいったかどうかっていう判断なりは、水の量と使える量とのバランスもあるか

はい。じゃあ、これは、警察の方の、から注入量を確認した上で、一回そこで判断をするとい
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うことにします。

問題はその時にまだ、その後も水の量が十分あるかどうかということですね。

はい。その時に水が足りない。もしくは、なんらかの他のトラブルがあるということが十分予

想されますので、一つここがホールドポイントで、次の４号に行くかどうかということになる

と思います。一回、ここで、どっか被爆量の低いところに集まって、再調整するということで

いいですか。 

はい。 

その手で４号機に行くかどうかということで、はい。

したがって、そちらの本部と出先の消防隊との間の連絡が十分密に出来るように、専任のあの、

なんて言うかな、情報連絡の人を付けられますか。

えっと、ごめんなさい。ちょっと、か、か、簡単な方からいきます。バックホーの移動を１２

時４３分、いや５４分に完了いたしました。バックホーの移動、海側オーケーです。

ありがとうございました。

次は３号機の工事のやり方ですね。ちょっとまだ具体的なイメージ沸かなんで、手順みたいな

ものがなってないんですよ。私もイメージ沸かないんで、ちょっと、話。

吉田所長。けっこうです。オーケーです。ちょっと私が話しをしましょう。これは確認です。

ホースの養生はまだ済んでいないんですよね。バックホーは動いたけど、ホースの養生はまだ

でしょうか。 

●●より準備状況について報告があります。

はい。準備状況いきますが、まず警視庁の方の高圧放水車はサイトにありますのでこれはよろ

しいです。それから、どうやってここに水を送るかということで、今はですね、我々の方で海

から既存の消火、消防車を使って、３号のボール補修ピットのところに水を入れる、海水を入

れる、この準備は進めております。これは問題なく出来ると思います。問題はこのピットから

その警視庁の放水車が水を吸い上げて放水するわけですけれども、今、仕様を聞いていると、

そのまま直接は無理だということなんで、間にブースターポンプをかまさなきゃいけないとい

うことです。で、今あるブースターポンプはグラウンドにあるんですけども、今、仕様を確認

しましたところ口径があわない。警視庁の高圧放水車と口径があっていませんので、ここのと

ころは使えません。今、ブースターポンプがない状態になってしまいました。それからもう一

つは、それをつなぐホースなんですが、消防用のホース我々持ってるのが６５Ａとかになっち

ゃうんで、この高圧放水車のホースは１００Ａだと聞いてますので、少しそれに見合うような

ホースを今、手持ちにございません。そういう意味では１００Ａの口径のホースとそれからブ

ースターポンプ、

続き今、捜索しています。

あの、警察の消防車の吸い込みのホースは持ってるんだろ。

吸い込みのホースは１０メートル持ってます。

吸い込みのホースは１０メートルあるそうなんで、１０メートルの範囲内で、貯水タンクに水

を入れとくってことになってるという風に理解してるんですが、違いますか。あっ、違うの。

ブースターポンプがなきゃどっちにしろだめなの。揚程がとれない。

はい。あの、揚程がとれないと聞いています。ブースターポンプが必要だと。

はい。 

配電班ですけど、ブースターポンプの電源も必要だと聞いてるんですけども、低圧の発電車対
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うことにします。 

問題はその時にまだ、その後も水の量が十分あるかどうかということですね。

はい。その時に水が足りない。もしくは、なんらかの他のトラブルがあるということが十分予

想されますので、一つここがホールドポイントで、次の４号に行くかどうかということになる

と思います。一回、ここで、どっか被爆量の低いところに集まって、再調整するということで

 

その手で４号機に行くかどうかということで、はい。

したがって、そちらの本部と出先の消防隊との間の連絡が十分密に出来るように、専任のあの、

なんて言うかな、情報連絡の人を付けられますか。

えっと、ごめんなさい。ちょっと、か、か、簡単な方からいきます。バックホーの移動を１２

時４３分、いや５４分に完了いたしました。バックホーの移動、海側オーケーです。

ありがとうございました。 

次は３号機の工事のやり方ですね。ちょっとまだ具体的なイメージ沸かなんで、手順みたいな

ものがなってないんですよ。私もイメージ沸かないんで、ちょっと、話。

吉田所長。けっこうです。オーケーです。ちょっと私が話しをしましょう。これは確認です。

ホースの養生はまだ済んでいないんですよね。バックホーは動いたけど、ホースの養生はまだ

 

●●より準備状況について報告があります。

はい。準備状況いきますが、まず警視庁の方の高圧放水車はサイトにありますのでこれはよろ

しいです。それから、どうやってここに水を送るかということで、今はですね、我々の方で海

から既存の消火、消防車を使って、３号のボール補修ピットのところに水を入れる、海水を入

れる、この準備は進めております。これは問題なく出来ると思います。問題はこのピットから

その警視庁の放水車が水を吸い上げて放水するわけですけれども、今、仕様を聞いていると、

そのまま直接は無理だということなんで、間にブースターポンプをかまさなきゃいけないとい

す。で、今あるブースターポンプはグラウンドにあるんですけども、今、仕様を確認

しましたところ口径があわない。警視庁の高圧放水車と口径があっていませんので、ここのと

ころは使えません。今、ブースターポンプがない状態になってしまいました。それからもう一

つは、それをつなぐホースなんですが、消防用のホース我々持ってるのが６５Ａとかになっち

ゃうんで、この高圧放水車のホースは１００Ａだと聞いてますので、少しそれに見合うような

ホースを今、手持ちにございません。そういう意味では１００Ａの口径のホースとそれからブ

ースターポンプ、これがないと高圧放水車に適切な水が与えられないということなんで、引き

続き今、捜索しています。 

あの、警察の消防車の吸い込みのホースは持ってるんだろ。

吸い込みのホースは１０メートル持ってます。

吸い込みのホースは１０メートルあるそうなんで、１０メートルの範囲内で、貯水タンクに水

を入れとくってことになってるという風に理解してるんですが、違いますか。あっ、違うの。

ブースターポンプがなきゃどっちにしろだめなの。揚程がとれない。

はい。あの、揚程がとれないと聞いています。ブースターポンプが必要だと。

配電班ですけど、ブースターポンプの電源も必要だと聞いてるんですけども、低圧の発電車対
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発言内容

問題はその時にまだ、その後も水の量が十分あるかどうかということですね。

はい。その時に水が足りない。もしくは、なんらかの他のトラブルがあるということが十分予

想されますので、一つここがホールドポイントで、次の４号に行くかどうかということになる

と思います。一回、ここで、どっか被爆量の低いところに集まって、再調整するということで

その手で４号機に行くかどうかということで、はい。

したがって、そちらの本部と出先の消防隊との間の連絡が十分密に出来るように、専任のあの、

なんて言うかな、情報連絡の人を付けられますか。

えっと、ごめんなさい。ちょっと、か、か、簡単な方からいきます。バックホーの移動を１２

時４３分、いや５４分に完了いたしました。バックホーの移動、海側オーケーです。

 

次は３号機の工事のやり方ですね。ちょっとまだ具体的なイメージ沸かなんで、手順みたいな

ものがなってないんですよ。私もイメージ沸かないんで、ちょっと、話。

吉田所長。けっこうです。オーケーです。ちょっと私が話しをしましょう。これは確認です。

ホースの養生はまだ済んでいないんですよね。バックホーは動いたけど、ホースの養生はまだ

●●より準備状況について報告があります。

はい。準備状況いきますが、まず警視庁の方の高圧放水車はサイトにありますのでこれはよろ

しいです。それから、どうやってここに水を送るかということで、今はですね、我々の方で海

から既存の消火、消防車を使って、３号のボール補修ピットのところに水を入れる、海水を入

れる、この準備は進めております。これは問題なく出来ると思います。問題はこのピットから

その警視庁の放水車が水を吸い上げて放水するわけですけれども、今、仕様を聞いていると、

そのまま直接は無理だということなんで、間にブースターポンプをかまさなきゃいけないとい

す。で、今あるブースターポンプはグラウンドにあるんですけども、今、仕様を確認

しましたところ口径があわない。警視庁の高圧放水車と口径があっていませんので、ここのと

ころは使えません。今、ブースターポンプがない状態になってしまいました。それからもう一

つは、それをつなぐホースなんですが、消防用のホース我々持ってるのが６５Ａとかになっち

ゃうんで、この高圧放水車のホースは１００Ａだと聞いてますので、少しそれに見合うような

ホースを今、手持ちにございません。そういう意味では１００Ａの口径のホースとそれからブ

これがないと高圧放水車に適切な水が与えられないということなんで、引き

 

あの、警察の消防車の吸い込みのホースは持ってるんだろ。

吸い込みのホースは１０メートル持ってます。

吸い込みのホースは１０メートルあるそうなんで、１０メートルの範囲内で、貯水タンクに水

を入れとくってことになってるという風に理解してるんですが、違いますか。あっ、違うの。

ブースターポンプがなきゃどっちにしろだめなの。揚程がとれない。

はい。あの、揚程がとれないと聞いています。ブースターポンプが必要だと。

配電班ですけど、ブースターポンプの電源も必要だと聞いてるんですけども、低圧の発電車対
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発言内容 

問題はその時にまだ、その後も水の量が十分あるかどうかということですね。

はい。その時に水が足りない。もしくは、なんらかの他のトラブルがあるということが十分予

想されますので、一つここがホールドポイントで、次の４号に行くかどうかということになる

と思います。一回、ここで、どっか被爆量の低いところに集まって、再調整するということで

その手で４号機に行くかどうかということで、はい。 

したがって、そちらの本部と出先の消防隊との間の連絡が十分密に出来るように、専任のあの、

なんて言うかな、情報連絡の人を付けられますか。 

えっと、ごめんなさい。ちょっと、か、か、簡単な方からいきます。バックホーの移動を１２

時４３分、いや５４分に完了いたしました。バックホーの移動、海側オーケーです。

次は３号機の工事のやり方ですね。ちょっとまだ具体的なイメージ沸かなんで、手順みたいな

ものがなってないんですよ。私もイメージ沸かないんで、ちょっと、話。

吉田所長。けっこうです。オーケーです。ちょっと私が話しをしましょう。これは確認です。

ホースの養生はまだ済んでいないんですよね。バックホーは動いたけど、ホースの養生はまだ

●●より準備状況について報告があります。 

はい。準備状況いきますが、まず警視庁の方の高圧放水車はサイトにありますのでこれはよろ

しいです。それから、どうやってここに水を送るかということで、今はですね、我々の方で海

から既存の消火、消防車を使って、３号のボール補修ピットのところに水を入れる、海水を入

れる、この準備は進めております。これは問題なく出来ると思います。問題はこのピットから

その警視庁の放水車が水を吸い上げて放水するわけですけれども、今、仕様を聞いていると、

そのまま直接は無理だということなんで、間にブースターポンプをかまさなきゃいけないとい

す。で、今あるブースターポンプはグラウンドにあるんですけども、今、仕様を確認

しましたところ口径があわない。警視庁の高圧放水車と口径があっていませんので、ここのと

ころは使えません。今、ブースターポンプがない状態になってしまいました。それからもう一

つは、それをつなぐホースなんですが、消防用のホース我々持ってるのが６５Ａとかになっち

ゃうんで、この高圧放水車のホースは１００Ａだと聞いてますので、少しそれに見合うような

ホースを今、手持ちにございません。そういう意味では１００Ａの口径のホースとそれからブ

これがないと高圧放水車に適切な水が与えられないということなんで、引き

あの、警察の消防車の吸い込みのホースは持ってるんだろ。

吸い込みのホースは１０メートル持ってます。 

吸い込みのホースは１０メートルあるそうなんで、１０メートルの範囲内で、貯水タンクに水

を入れとくってことになってるという風に理解してるんですが、違いますか。あっ、違うの。

ブースターポンプがなきゃどっちにしろだめなの。揚程がとれない。

はい。あの、揚程がとれないと聞いています。ブースターポンプが必要だと。

配電班ですけど、ブースターポンプの電源も必要だと聞いてるんですけども、低圧の発電車対
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問題はその時にまだ、その後も水の量が十分あるかどうかということですね。

はい。その時に水が足りない。もしくは、なんらかの他のトラブルがあるということが十分予

想されますので、一つここがホールドポイントで、次の４号に行くかどうかということになる

と思います。一回、ここで、どっか被爆量の低いところに集まって、再調整するということで

したがって、そちらの本部と出先の消防隊との間の連絡が十分密に出来るように、専任のあの、

えっと、ごめんなさい。ちょっと、か、か、簡単な方からいきます。バックホーの移動を１２

時４３分、いや５４分に完了いたしました。バックホーの移動、海側オーケーです。

次は３号機の工事のやり方ですね。ちょっとまだ具体的なイメージ沸かなんで、手順みたいな

ものがなってないんですよ。私もイメージ沸かないんで、ちょっと、話。 

吉田所長。けっこうです。オーケーです。ちょっと私が話しをしましょう。これは確認です。

ホースの養生はまだ済んでいないんですよね。バックホーは動いたけど、ホースの養生はまだ

はい。準備状況いきますが、まず警視庁の方の高圧放水車はサイトにありますのでこれはよろ

しいです。それから、どうやってここに水を送るかということで、今はですね、我々の方で海

から既存の消火、消防車を使って、３号のボール補修ピットのところに水を入れる、海水を入

れる、この準備は進めております。これは問題なく出来ると思います。問題はこのピットから

その警視庁の放水車が水を吸い上げて放水するわけですけれども、今、仕様を聞いていると、

そのまま直接は無理だということなんで、間にブースターポンプをかまさなきゃいけないとい

す。で、今あるブースターポンプはグラウンドにあるんですけども、今、仕様を確認

しましたところ口径があわない。警視庁の高圧放水車と口径があっていませんので、ここのと

ころは使えません。今、ブースターポンプがない状態になってしまいました。それからもう一

つは、それをつなぐホースなんですが、消防用のホース我々持ってるのが６５Ａとかになっち

ゃうんで、この高圧放水車のホースは１００Ａだと聞いてますので、少しそれに見合うような

ホースを今、手持ちにございません。そういう意味では１００Ａの口径のホースとそれからブ

これがないと高圧放水車に適切な水が与えられないということなんで、引き

あの、警察の消防車の吸い込みのホースは持ってるんだろ。 

吸い込みのホースは１０メートルあるそうなんで、１０メートルの範囲内で、貯水タンクに水

を入れとくってことになってるという風に理解してるんですが、違いますか。あっ、違うの。

ブースターポンプがなきゃどっちにしろだめなの。揚程がとれない。 

はい。あの、揚程がとれないと聞いています。ブースターポンプが必要だと。

配電班ですけど、ブースターポンプの電源も必要だと聞いてるんですけども、低圧の発電車対
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問題はその時にまだ、その後も水の量が十分あるかどうかということですね。 

はい。その時に水が足りない。もしくは、なんらかの他のトラブルがあるということが十分予

想されますので、一つここがホールドポイントで、次の４号に行くかどうかということになる

と思います。一回、ここで、どっか被爆量の低いところに集まって、再調整するということで

したがって、そちらの本部と出先の消防隊との間の連絡が十分密に出来るように、専任のあの、

えっと、ごめんなさい。ちょっと、か、か、簡単な方からいきます。バックホーの移動を１２
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しいです。それから、どうやってここに水を送るかということで、今はですね、我々の方で海

から既存の消火、消防車を使って、３号のボール補修ピットのところに水を入れる、海水を入

れる、この準備は進めております。これは問題なく出来ると思います。問題はこのピットから

その警視庁の放水車が水を吸い上げて放水するわけですけれども、今、仕様を聞いていると、
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応が必要と聞いてるんですけども、そこを確認させて下さい。

えっと、ブースターポンプの仕様がまだわかりませんけど、２００ボルトの電源はこちらにあ

りますということなんで、ちょっと仕様によっては、たぶん必要ないと思います。

じゃあ、必要ないということで確認してよろしいんでしょうか。

すいません。ちょっとお待ち下さい。ブースターポンプがまだ決まっていないんで、その仕様

を確認してからにしたいと思います。

ブースターポンプはなんか東芝さんにあるものを借りてきて、現場に設置して、ブースターポ

ンプに使うという話を先ほど聞いたんですけども、そちらのほうは、現場ではどういう状況で

しょうか。 

そのものが今、グラウンドにあった３つというやつで、その口径を見たところ、警視庁の高圧

車とは口径があっていないということです。

相澤です。えっとちょっと混乱してまして、結局、海の水を直接ブーストアップするポンプと、

それからそのあとピットから消防車に行くのにも、もう一回ブーストアップしなきゃいけいな

い。二種類のポンプが必要だったんですね。それで、海の中に入れる水中ポンプについては、

もうすでに、それがさっきのポンプだったんです。それだけじゃ足りなくて、その先にまだも

う一段ブーストアップするポンプが必要だった。で、まあ、あの前用意したものと同じ物がま

だあるからそれを使えればいいんですが、ピットの中に水中

で。ところが、一つだけ消防車の金口とこの金口が違うんですね。それだもんだから、今使え

ない状態になっているということで、今、大至急、その金口の２００と１５０だったかな。そ

ういうものが接続出来るようなツールって言いましょうか、治具を探しているところです。そ

れ以外にも必要なポンプ、仕様の合うポンプを手広く探さなきゃいけないんですが、そういう

状況です。いずれにしても低圧電源が必要になる可能性が強いと思いますので、低圧電源車は

送っておいた方がかたいと思いますが、その必要がないということな

すいません。そういう意味ではそこまで確認出来てませんので、必要が出ると思いますので、

お願いしたいと思います。

じゃあ、そういう方向で。ともかくその金口を合わせるアジャスターみたいなものを大至急探

します。それ以外のポンプも広く探します。以上です。

はい。 

それでは、引き続きやります。ただ今ですね、非常に強い地震が、強いというかかなり揺れが

感じた地震がこちらでありました。１時１５分くらいです。ちょっとこれまたさっきの話にな

りますが、作業中の地震の、による津波の影響だとかそのへんも考慮しないといけないんで、

それは適宜判断させていただきたいと思います。で、次はそういうことでカプラー等があった

としましてですね、注水がうまくいったということになれば、１Ｆ３それから１Ｆ４をやると

いうことでよろしいですか。

はい。 

はい。そのときに水源がまた問題になりまして、何トンまかれるかというがちょっとよくわか

らないんですけれども、１Ｆ３、ピットの図面ない。ピットの図面。イメージ。●●。だから

ピットのさ。どこのピットとか浄化槽使うかっていうイメージの図面。ヤード図面。

今、現場からバックホーがまた影響しちゃってて、ここが、こっからがいけません。道路がま

だ出来てません。バックホーで荷物がばがばがばって寄せちゃって蓋があけません。

バカ、バカ、何のためにバックホーやってんだ。バックホー再スタートしないといけないんだ

が。 

ここは線量高くて見れないんですよ。
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りますということなんで、ちょっと仕様によっては、たぶん必要ないと思います。

じゃあ、必要ないということで確認してよろしいんでしょうか。

すいません。ちょっとお待ち下さい。ブースターポンプがまだ決まっていないんで、その仕様

を確認してからにしたいと思います。
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だあるからそれを使えればいいんですが、ピットの中に水中

で。ところが、一つだけ消防車の金口とこの金口が違うんですね。それだもんだから、今使え

ない状態になっているということで、今、大至急、その金口の２００と１５０だったかな。そ

ういうものが接続出来るようなツールって言いましょうか、治具を探しているところです。そ

れ以外にも必要なポンプ、仕様の合うポンプを手広く探さなきゃいけないんですが、そういう

状況です。いずれにしても低圧電源が必要になる可能性が強いと思いますので、低圧電源車は

送っておいた方がかたいと思いますが、その必要がないということな

すいません。そういう意味ではそこまで確認出来てませんので、必要が出ると思いますので、

お願いしたいと思います。 

じゃあ、そういう方向で。ともかくその金口を合わせるアジャスターみたいなものを大至急探

します。それ以外のポンプも広く探します。以上です。

それでは、引き続きやります。ただ今ですね、非常に強い地震が、強いというかかなり揺れが

感じた地震がこちらでありました。１時１５分くらいです。ちょっとこれまたさっきの話にな

りますが、作業中の地震の、による津波の影響だとかそのへんも考慮しないといけないんで、

それは適宜判断させていただきたいと思います。で、次はそういうことでカプラー等があった

としましてですね、注水がうまくいったということになれば、１Ｆ３それから１Ｆ４をやると

いうことでよろしいですか。 

はい。そのときに水源がまた問題になりまして、何トンまかれるかというがちょっとよくわか

らないんですけれども、１Ｆ３、ピットの図面ない。ピットの図面。イメージ。●●。だから

ピットのさ。どこのピットとか浄化槽使うかっていうイメージの図面。ヤード図面。

今、現場からバックホーがまた影響しちゃってて、ここが、こっからがいけません。道路がま

だ出来てません。バックホーで荷物がばがばがばって寄せちゃって蓋があけません。

バカ、バカ、何のためにバックホーやってんだ。バックホー再スタートしないといけないんだ

ここは線量高くて見れないんですよ。
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だあるからそれを使えればいいんですが、ピットの中に水中

で。ところが、一つだけ消防車の金口とこの金口が違うんですね。それだもんだから、今使え

ない状態になっているということで、今、大至急、その金口の２００と１５０だったかな。そ

ういうものが接続出来るようなツールって言いましょうか、治具を探しているところです。そ

れ以外にも必要なポンプ、仕様の合うポンプを手広く探さなきゃいけないんですが、そういう

状況です。いずれにしても低圧電源が必要になる可能性が強いと思いますので、低圧電源車は

送っておいた方がかたいと思いますが、その必要がないということな

すいません。そういう意味ではそこまで確認出来てませんので、必要が出ると思いますので、

じゃあ、そういう方向で。ともかくその金口を合わせるアジャスターみたいなものを大至急探
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感じた地震がこちらでありました。１時１５分くらいです。ちょっとこれまたさっきの話にな

りますが、作業中の地震の、による津波の影響だとかそのへんも考慮しないといけないんで、

それは適宜判断させていただきたいと思います。で、次はそういうことでカプラー等があった

としましてですね、注水がうまくいったということになれば、１Ｆ３それから１Ｆ４をやると

はい。そのときに水源がまた問題になりまして、何トンまかれるかというがちょっとよくわか

らないんですけれども、１Ｆ３、ピットの図面ない。ピットの図面。イメージ。●●。だから

ピットのさ。どこのピットとか浄化槽使うかっていうイメージの図面。ヤード図面。

今、現場からバックホーがまた影響しちゃってて、ここが、こっからがいけません。道路がま

だ出来てません。バックホーで荷物がばがばがばって寄せちゃって蓋があけません。
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だから、とりあえず、ここ、使えるところバックホーでどけないとだめだべ。すいません。今、

先ほど、資材のですね。道の資材を片づけると、進入路をつくるための工、工事でですね、浄、

貯水槽の蓋をあけなくしてしまったらしいんで、すぐ是正、是正して下さい。

落ち着いていきましょう。

はい。わかりました。落ち着いて頑張ってください。大変なお疲れだと思います。落ち着いて

着実にやりましょう。ご苦労様です。

先ほどの地震は津波の心配なしということで、ヤード工事は実施可能です。

はい。ありがとうございます。

ということで、このポイントは２つ問題があって、カプラーというか治具類が合うかどうかと

いうことが、一番大きいポイント。それから、今片づけた廃材を貯水槽のところに寄せすぎて

しまったという問題があるみたいなので、これをすぐ是正することが大事。

はい。落ち着いてやってください。

それから、はい。水のですね、貯留量をここで確認するということが大事だと思います。それ

で、それに併せてですね、他にですね、貯水槽がないかということで、今、一応ですね、えー

今、３号機の逆洗ピット、これは今、プラントの運転に非常に命取りになっている海水を汲み

上げたところですけど、このピットに海水を放出し始めました。先ほどの報告だと１０分ぐら

い前に海水を放出し始めたという情報がありますので、これが使えるかどうかというのを含め

て、使えれば一番いいんですけども、そういったことをやってます。以上が終わりですね。は

い。 

はい。吉田さん。大体かなり全体像のやや詳細に至るところまで相互に確認をしましたので、

ここでいったんブレイクをして、実際まだヘリが飛ぶのにまだもう少し時間がかかるというこ

となので、１４時到着というのは現実的じゃありませんから、１４時の段階で、えーそのそれ

ぞれの今の懸案事項を再確認するということにして、現場の作業に備えるようにしたいと思い

ます。いかがでしょうか。

はい。結構だと思います。よろしくお願いします。

すいません。一点だけ確認なんですけども、警察の実際消火する部隊とそれに付く人の段取り

っていうのはサイト内で誰がやってるんでしたっけ。

発電所側から、警察の１２人だっけ、それに付く人。

●●いますか。●●。本部のとこまで来てください。

いや。調整して誰かやってんだったらいいんだよ。ちょっと確認して。

えっと、保安班から先ほどの調整事項。警察サテライトかしま以降のフローについて段取りが

決まりましたので、ご報告したいと思います。

はい。 

本店からは３名ですね、ヘリコプターに乗ってかしまに行って、かしまで我々３名、社員の分

３名の防護服はいま、カジマの方に車でＪヴィレッジから運んでおります。そこに積んであり

ますタイベックを着ます。そこにあります。一緒にマスク、個人線量計を持って入ってきます

ので、そこで、引き取ります。そのまま、４０名、バスか何かわかりませんが、移動して、い

ったん、発電所の手前のところの宇徳工業のところで、発電所のほうから来る●●と落ち合い

ます。●●と落ち合ったところで、線量計について間に合えば、Ｊヴィレッジから持っていっ

た、全てを、個人ごとに付けますが、もしも、足りなかった場合には、発電所から持ってきた

線量計で代表者の方につけてもらって入るということで、一応装備関係は全て宇徳のところで

完成する予定で落ち合っております。以上です。

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  102 / 197

だから、とりあえず、ここ、使えるところバックホーでどけないとだめだべ。すいません。今、

先ほど、資材のですね。道の資材を片づけると、進入路をつくるための工、工事でですね、浄、

貯水槽の蓋をあけなくしてしまったらしいんで、すぐ是正、是正して下さい。

落ち着いていきましょう。 

はい。わかりました。落ち着いて頑張ってください。大変なお疲れだと思います。落ち着いて

着実にやりましょう。ご苦労様です。

先ほどの地震は津波の心配なしということで、ヤード工事は実施可能です。

はい。ありがとうございます。

ということで、このポイントは２つ問題があって、カプラーというか治具類が合うかどうかと

いうことが、一番大きいポイント。それから、今片づけた廃材を貯水槽のところに寄せすぎて

しまったという問題があるみたいなので、これをすぐ是正することが大事。

はい。落ち着いてやってください。

それから、はい。水のですね、貯留量をここで確認するということが大事だと思います。それ

で、それに併せてですね、他にですね、貯水槽がないかということで、今、一応ですね、えー

今、３号機の逆洗ピット、これは今、プラントの運転に非常に命取りになっている海水を汲み

上げたところですけど、このピットに海水を放出し始めました。先ほどの報告だと１０分ぐら

い前に海水を放出し始めたという情報がありますので、これが使えるかどうかというのを含め

て、使えれば一番いいんですけども、そういったことをやってます。以上が終わりですね。は

はい。吉田さん。大体かなり全体像のやや詳細に至るところまで相互に確認をしましたので、

ここでいったんブレイクをして、実際まだヘリが飛ぶのにまだもう少し時間がかかるというこ

となので、１４時到着というのは現実的じゃありませんから、１４時の段階で、えーそのそれ

ぞれの今の懸案事項を再確認するということにして、現場の作業に備えるようにしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

はい。結構だと思います。よろしくお願いします。

すいません。一点だけ確認なんですけども、警察の実際消火する部隊とそれに付く人の段取り

っていうのはサイト内で誰がやってるんでしたっけ。

発電所側から、警察の１２人だっけ、それに付く人。

●●いますか。●●。本部のとこまで来てください。

いや。調整して誰かやってんだったらいいんだよ。ちょっと確認して。

えっと、保安班から先ほどの調整事項。警察サテライトかしま以降のフローについて段取りが

決まりましたので、ご報告したいと思います。

本店からは３名ですね、ヘリコプターに乗ってかしまに行って、かしまで我々３名、社員の分

３名の防護服はいま、カジマの方に車でＪヴィレッジから運んでおります。そこに積んであり

ますタイベックを着ます。そこにあります。一緒にマスク、個人線量計を持って入ってきます

ので、そこで、引き取ります。そのまま、４０名、バスか何かわかりませんが、移動して、い

ったん、発電所の手前のところの宇徳工業のところで、発電所のほうから来る●●と落ち合い

ます。●●と落ち合ったところで、線量計について間に合えば、Ｊヴィレッジから持っていっ

を、個人ごとに付けますが、もしも、足りなかった場合には、発電所から持ってきた
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●●いますか。●●。本部のとこまで来てください。

いや。調整して誰かやってんだったらいいんだよ。ちょっと確認して。

えっと、保安班から先ほどの調整事項。警察サテライトかしま以降のフローについて段取りが

決まりましたので、ご報告したいと思います。
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はい。わかりました。全体についてはわかりましたが、細部についてはまだ色々とあると思う

ので、現地と入念に確認をしてください。それから、常時連絡が出来るようにその点もよく配

慮して下さい。

本部長。念の為の確認ですけれども、警察ミッションは塩水を送ります。塩水です。３号はい

いんですけど、４号に塩水を入れると燃料の六カ所の問題が出てきます。そこについてはもう

そういう理解で、整理でいいということでよろしいですか。

ちょっともう一回繰り返せ。意味がよくわからなかった。

海水をですね、警察ミッションはまきます。したがって、塩水が燃料プールに入る。

しおみず 

しおみずです。

あの、わかりやすく言ってくれる。

ごめんなさい。塩水が入ります。３号は塩水でかまわないんですけれども、４号は将来六カ所

に持っていく可能性のある燃料が入ってますけど、そこにも塩水が入るので。

今、死んじゃうか。あとで死ぬかって問題は先に、今、死なないようにしましょう。

はい。ということは、今、死なないということは真水を注水するってことになりますけど。

いやいや。違う。違う。使えるものは何でも使って、今、死なないようにしてから、あとで死

ぬかどうか考えましょう。

了解。 

吉田一時指揮権離れます。●●がとります。

●●に交代。了解。

すいません。資材班から改めてお願いいたします。ユニックの操作出来る方いらっしゃいまし

たら、もう一度、あの資材班の方に連絡お願いいたします。

●●。●●。 

はい。保安班。

さっきの自衛隊の方のアテンドする本店側の方の装備をどう受け渡すかって問題。それから、

●●、申し訳ない。さっきの警察の方のアテンドの関係。ちょっとわかったらお願いします。

手順がなってないじゃないか。どうしてこんな直前でどっからくうだとかそんな手順をやるん

だよ。いい加減にしろ。かかってんだぞ。これお前これ。一人一人責任もってやれ、責任もっ

て。いいか。ここが頑張るとか頑張らないじゃねーぞ。わかってんだろうな。本店もだぞ。

本店。了解。 

到着後の人の手配はＯＫです。
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はい。わかりました。全体についてはわかりましたが、細部についてはまだ色々とあると思う

ので、現地と入念に確認をしてください。それから、常時連絡が出来るようにその点もよく配

慮して下さい。 

本部長。念の為の確認ですけれども、警察ミッションは塩水を送ります。塩水です。３号はい

いんですけど、４号に塩水を入れると燃料の六カ所の問題が出てきます。そこについてはもう

そういう理解で、整理でいいということでよろしいですか。

ちょっともう一回繰り返せ。意味がよくわからなかった。

海水をですね、警察ミッションはまきます。したがって、塩水が燃料プールに入る。

しおみずです。 

あの、わかりやすく言ってくれる。

ごめんなさい。塩水が入ります。３号は塩水でかまわないんですけれども、４号は将来六カ所

に持っていく可能性のある燃料が入ってますけど、そこにも塩水が入るので。

今、死んじゃうか。あとで死ぬかって問題は先に、今、死なないようにしましょう。

はい。ということは、今、死なないということは真水を注水するってことになりますけど。

いやいや。違う。違う。使えるものは何でも使って、今、死なないようにしてから、あとで死

ぬかどうか考えましょう。 

吉田一時指揮権離れます。●●がとります。

●●に交代。了解。 

すいません。資材班から改めてお願いいたします。ユニックの操作出来る方いらっしゃいまし

たら、もう一度、あの資材班の方に連絡お願いいたします。
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だよ。いい加減にしろ。かかってんだぞ。これお前これ。一人一人責任もってやれ、責任もっ

て。いいか。ここが頑張るとか頑張らないじゃねーぞ。わかってんだろうな。本店もだぞ。
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ええ、さっきの４０何人。

ＯＫ．手順書どっかいっちゃったよ。

本店さんお願いがあります。資材にお願いがあります。

はい。資材です。

この免震棟の燃料になってます軽油が、の燃料になっております、明日の午後ぐらいまでにな

っておりますので、今、資材の方から発注をかけております。燃料は調達出来たみたいなんで

すが、こちらまで移動してくる移動する人がいない。要するに、大型を持った人がいない。な

おかつ、タンクローリーで危険物ですから、危険物と大型の免許持った人を探しているようで

ございます。全面的にご協力をお願いしまして、福島第一の資材班まで連絡をお願いします。

はい。了解しました。

本部長。吉田所長。●●ですけども。水を注水するときの注意として確認ですが。

ごめんなさい。これね。一番重要なとこなんだけど、本店さん。

はい。本店。 

今まではですね。水を注入するときの段取りの話でした。水の注入の仕方、量だとかですね。

どういうやり方でやるかというのは、もう当然のことながら手順書だとかそういうのがあって、

摺り合わせ出来てると思いますので、ご紹介下さい。

●●から紹介してもらいますので、彼がきたらやってもらいます。

一点確認です。新福島変電所で工務の方に作業していただいてたんですが、昼前の線量上昇で、

一時１Ｆも待避した時に、新福島の方も一回待避してます。これを再開をすることを本部に確

認してくれって事だったんで、線量上問題ないということで再開指示をしたいと思いますがよ

ろしいですか。

再開指示は１１時半に出しました。以上。

了解。 

えっと。工務班です。内容は理解しましたけれども、今、Ｊヴィレッジで待機している作業員

がですね。今まで、何回も現場の方に行って、また戻って、行って戻ってというのを繰り返し

てまして、非常に大きな不安を感じているというのが事実でございます。要は工務関係の作業

員は放射線従事とかした経験がないですから、そういうことに対して、非常に、まあある意味

素人ですので、是非ですね、Ｊヴィレッジの方にも放安の関係者の方いらっしゃると思います

ので、そこらへんの事情をよく考えていただいて、現場の作業員

を説明していただいて、いま現場に出てっても大丈夫なんだということを理解してもらってか

ら、理解させていただけるようにご協力お願いしたいと思います。

はい。おっしゃるとおりです。おっしゃるとおりです。これもう、全面的に２Ｆも含めて申し

訳ない。これ全部やらないといけないんで、まずやりましょう。これ。ただ、今、一番重要な

これ１Ｆの手順を進めることなんで

１Ｆなので、それは私から２Ｆに聞きます。それから本店あるいは柏崎を総合して考えるべき

だと思います。ちょっと代表して２Ｆの増田所長。今の点について、２Ｆ側で何か対応する余

地はありませんでしょうか。第二の増田さん。

はい。増田です。

今の件について、第二も大変忙しいことと思いますが、放管の方かどなかたが、Ｊヴィレッジ

でいろんな方がおられて、ほとんど原子力あるいは放射能に知識、経験のない方がほとんどで、
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現在大変不安を抱えておられるってことは容易に想像出来ます。こういった方々に放射線上の

状況なり、理由なりを説明して理解を得たい。ということは今後の作業を円滑に進める上で非

常に重要だと思います。この点で、福島第二の方からＪヴィレッジにどなたか行って、そうい

った説明をするといったことで、人手を割いていただく余地はありませんでしょうか。

何人でしょうか。

申し訳ございません。あの工務班でございます。私が申し上げたのはですね、すでに今、Ｊヴ

ィレッジの方に放安の方がいらっしゃいます。我々作業員を指揮していただく放安員の方がい

らっしゃいますので、是非その方々にですね、今のことを伝えて頂いてですね、説明いただく

ようにお願いできればと思います。

それじゃあ増田さん。

はい。 

今、Ｊヴィレッジに第一から出てるのか、第二から出てるのか、本店から出てるのか知りませ

んが、いずれにしろ、ちょっとあなた原子力を代表して、Ｊヴィレッジに出てる放管の方に状

況をよく説明をして、そして、今、工務から話のあった内容をその放管の方から懇切丁寧に作

業員の方に説明するということを取りはからってもらえませんか。

わかりました。工務の方に対して放射線に関する知識をしっかりと。

工務じゃない作業員の方。

作業員の方ですね。はい。わかりました。

今の話ちゃんと聞いてなかったの。

今は別のことやってました。

じゃあもう一回ですね。工務の方と直接連絡を取ってください。工務班の●●。どなたですか。

お疲れ様です。工務部の●●でございます。

はい。お疲れ様です。

あの、じゃあ今から電話を差し上げますのでよろしくお願いいたします。

はい。ありがとうございます。

発電所。吉田さん。

はい、発電所吉田です。

これから、●●からですね、実際に注水する操作の内容やその時にどういう風に考えるかとい

うようなことを説明をしてもらいます。もちろん内容の検討の十分じゃないところがあれば、

ぜひ実際発電所状況からして注意すべきこともあろうかと思いますので、ここで実際に協議を

して詰めておきたいと思いますのでよろしくお願いします。良いですか？じゃあ、●●から話

してもらいます。

えっと、すみません、書画に映しますので少しお待ち下さい。昨日まで４号で注水をしようと

いうことで 

すいません。福島第２の増田です。公務の方からの電話が入らないので待っているのですがい

かがでしょうか？
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じゃあもう一回ですね。工務の方と直接連絡を取ってください。工務班の●●。どなたですか。

お疲れ様です。工務部の●●でございます。

はい。お疲れ様です。 

あの、じゃあ今から電話を差し上げますのでよろしくお願いいたします。

はい。ありがとうございます。

発電所。吉田さん。 

はい、発電所吉田です。 

これから、●●からですね、実際に注水する操作の内容やその時にどういう風に考えるかとい

うようなことを説明をしてもらいます。もちろん内容の検討の十分じゃないところがあれば、

ぜひ実際発電所状況からして注意すべきこともあろうかと思いますので、ここで実際に協議を

して詰めておきたいと思いますのでよろしくお願いします。良いですか？じゃあ、●●から話

してもらいます。 

えっと、すみません、書画に映しますので少しお待ち下さい。昨日まで４号で注水をしようと

すいません。福島第２の増田です。公務の方からの電話が入らないので待っているのですがい

かがでしょうか？ 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

197 

発言内容

現在大変不安を抱えておられるってことは容易に想像出来ます。こういった方々に放射線上の
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った説明をするといったことで、人手を割いていただく余地はありませんでしょうか。
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況をよく説明をして、そして、今、工務から話のあった内容をその放管の方から懇切丁寧に作

業員の方に説明するということを取りはからってもらえませんか。
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今から連絡取ってもらいますから、ちょっと別途お願いします。

了解。 

すいません、工務班です。今、電話しているのですがつながらないので、●●●●でよろしい

でしょうか？ 

●●●●です。

失礼しました。

はい、それじゃあ●●からの話を続けてもらいます。

昨日までは４号に注水するということで今、示してます下の絵ですね、海からホースで取水を

しまして警察庁から借りている消防車でリアクタービルの脇まで寄り付いて使用済燃料プール

に注入するということで計画をしていました。それでえっと、今朝の段階で仕様が昨日考えて

いた物がちょっと違うということで朝の段階で急遽、えー消防車の手前にある、ちょっと見に

くいですが、ブースターポンプそれを朝から手配に入ったというところが現状でございます。

そういう手配をしてるうちに４号で火災があったということで…

●●、変更があったことはどうでも良いから、今どうするかだけ説明して。

はい、わかりました。今は下のやつの継続でブースターポンプの手配をかけていますのでその

状況をウォッチしているというのが一つです。それから、上の図でもともと３号機は循環水ピ

ットまでのラインは形成できているということですので、その先に警察庁のポンプを使って使

用済燃料プールに放水するというところのラインを形成すべく途中のブースターポンプの手配

をしているということです。それで先ほど火力さんの方から水中ブースターポンプあるよ、と

いうことで御進言ございまして絵の中には循環水ピットの中にブースターポンを入れた絵を作

ってみてますが、これは先ほど●●がおっしゃったようにですね、先のホースがないという状

況です。循環水ピットの中のブースターポンプの口径は２００Ａと１５０Ａのものがあります。

で、ホースがないというものです。ですので、上のラインをつなぐにはブースターポンプの出

口のホースと消火車のホースとをつなぐコネクタか何かが要るというところまで検討してござ

います。概略は以上です。

いや、それはそれで装置の説明は良いんだけど、水のまき方ですとか、今回の一番重要なです

ね、使用済燃料プールに満水にする際にやっちゃいけないことだとか、そういうことについて

の手順はできてないんですか？

えーと、概略要領がございます。で、簡単に申しますと３号の方はなるべくリアクターに近付

いて、えー斜め上方に放水を使用済燃料プールを狙って放水をすると。それは当然、グランド

レベルから人が見ながら放水するということです。当然、散水は全部入りませんので下から適

宜方向を少し、方向を若干修正しな

うことについては監視ができていない、プールの水位がわかりませんので脇で見ていて例えば

白煙がなくなる程度まで放水するということで考えていました。３号についてはまだ要領は明

文化していないです。４号のものはあるという状況です。

はい。一番重要なのがね、さっき今、

吉田さん、ちょっと申し訳ない。ちょっと事態が変わりましたので一回この件に関しましては

中断させてもらって、話をさせて下さい。自衛隊のヘリコプターがですね、雪の影響もあって

どこまで行けるかっていうところがやや微妙になっております。そして、それが着く時間、そ

れから陸上の移動の時間等を考えると。工務さんの方でやっていただいている、配電だ、ごめ

んなさい、やっていただいている電源の復旧工事が１時間程度で終了すると。違いますか？電

源車対応。１時間程度で復旧するということなので、そちらをまず先にやっておいてもらって

ヘリの方の到着に備えるというふうに変えたいと思うのですがいかがでしょうか？

今、発電所対応を１カ所お願いされた分、今、現地待機しております。それでしたらこれから

接続作業に向かいまして約１時間位で完了すると思います。ただ、後からかなりの水が降って

くると思われますんで何か防護シート等の対応ができれば更に良いかなとみんな思ってますけ

れども。 
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今、発電所対応を１カ所お願いされた分、今、現地待機しております。それでしたらこれから
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ということで、そういった作業をこれから先に現場ではやっといてもらってヘリコプターの到

着を待つようにする、というふうに変えたいと、手順を変えたいと思うのですがいかがでしょ

うか？ 

はい。今の状況だとやむを得ないと思いますが、また、あの、再開、手順を変えてやり始めて

途中でまた手順を変えるとややこしくなりますので、そこから言いますと、まず、電源を置く

という作業を最、最優先にやるということで良いですね？

はい。 

で、そこをやっちゃったら後は今の状態で待つということで良いですよね？

はい。 

待ち時間ができましたので、その間に今あった宿題をもう一度きちっとフォローアップして下

さい。以上で了解致しました。

ちょっと待って。その本店への宿題っていうのを確認したいと思いますので吉田さんの方から

言って下さい。

はい。やっぱりこれは手順ですから、ただ水を入れて良いのかという、さっきの●●のあれも

あってですね、温度だとか考えながら、どういう水の入れ方をしていくのかというのをもうち

ょっとはっきりとご指示いただきたい。そうしないと我々はこれを消防署いや、警察の方にも

レクしてませんよね？その水の入れ方って。

はい。その点検討します。了解致しました。

だから、俺が指示できないんですよ。こんな入れ方してくれとか。わからないから。そこは全

面的に手順の説明については、どういう形を取れ、本店責任持って下さい。ちゃんと。

はい。了解致しました。

中立ちで伝えるのはやりますから。ちゃんと。手順書の形でも何か何でも良いからしておいて

下さい。 

はい。了解致しました。

●●ですが、手順の確立も大事なんですが、申し上げようと思ったのは、燃料がプール、水の

中にまだ入ってる分には、冷たい水が急に入ってもレッション等で燃料が欠けないと思うので

すが、万が一燃料が頭が一部出てるとそこに冷たい水が来ると当然破裂する可能性があります。

するとＦP ガスが発生するリスクもゼロではないですので。通常、モニタリング等は１０分お

きに要ですけども、連続監視して急な立ち上がりがあったら速やかに退避するとかそういう態

勢、準備も必要かと思います。

はい。そうなんだけど、そういう手順書をちゃんとさ、本店で作っておいてほしいのよ。

はい。あの、了解しました。

ないの？そういうもの。だってそういうものなしにさ、ただ水入れりゃ良いと思ってたのかよ？

周りで我々見てんだぜ。それでお前、爆発したらまた死んじゃうんだぜ。やるけどさ、これ今

やらないといけないことはわかるけどさ、だったらもっと真剣にそういうものは作っておいて

くれよ。 

本店でしっかり手順書を準備しましょう。全体として見るとやはり水を入れていくということ

の価値が大変にあると、やはり水を入れることについてのリスクはしっかりと管理をしながら、

でも全体として見ると水を入れることによって状態は良くなると、いうことだと思いますので、

そこをリスク管理出来るような手順をしっかり本店で考えるということにしたいと思います。
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この件については３時目標に準備をしてもらって、その間に●●と本店とで協議を進めてもら

う。そして３時を目標にセットを終えるということで作業をしてもらいます。

吉田さん、細野です。聞こえますか？これはですね、政府の方としてもリスクがどれが高いの

かというのを見た上で、下からのホースでやるのが最もリスクが少ないだろうという判断をし

てやってもらってます。ですから、このプロジェクトそのものについてはリスクはありますが、

これ以上放置をすることは絶対にできませんので。そのリスクをとってやってる。しかし、リ

スクをできるだけ少なくするためには継続して努力をしますのでご理解下さい。

理解はしております。リスクがあることは十分承知してるんですが、その上でやっぱり注意事

項なりそういう手順書を事前に準備しておくのが筋だと思いましたので言いました。

よくわかりました。最大限そこもですね直前まで検討しますので。

はい。よろしくお願い致します。

福島第二、増田です。先ほど武黒さんからご指示のありました、Ｊヴィレッジの放管員にしっ

かりと安心させる放射線の話を、作業員の方にするということを徹底しました。

徹底したのは良いんだけどさ、どの程度出来ているかっていうのは必ずしもその通りにはなら

ないから、状況については増田さんの責任でフォローしてくれませんか？

そのフォローはちょっと難しいと思うんですけど、ただ･･･

難しいのは分かるけどさ、今ちゃんとやらなきゃできないでしょう。

ちょっと聞いてください。着替えるのにかなりの時間がかかりますので、その間ずっと放射線

に関するお話をしてくれるっていうことで徹底してますので、かなり長い間放射線の話をして

くれてると思います。

そうだけども、なかなか慣れるまでとかね、色々あるからそこはこちらの説明するだけじゃな

い、色々と話を聞くとか質問に答えるということも含めての話だから、そういったことを地道

にやっていくということだと思いますので是非、そういうことを心がけるような放管員にいま

増田さんの方から指示してもらうし、実際状況を見て声をかけてやってください。

分かりました。

武黒さん、●●ですけども。今の件、Ｊヴィレッジでやってるのは、原技協の●●以下かなり

のベテランで話をしてもらっています。もう一度念をおしておきます。

よく状況をフォローしてください。

確認させていただきます。本店の総務の●●のから連絡がきました。最初から言わしていただ

きます。本店の総務の方からですね、１Ｆの炉を冷やすための海水を受けるための容器がない

かということで、消防の方にないか確認をしてくれという問い合わせがありました。つきまし

ては、私の方から直接富岡、あるいは楢葉の消防の方に連絡をしてですね、その容器がないか

どうか確認させていただきます。

ちょっと建設班に聞きたいんですけど、山側の電源の復旧のためにまず、がれきの除去が必要

で、そちらに時間が

うか？ 

手の方は、大成の２０名が今現在のＪヴィレッジで待機中でございます。それで１Ｆからサイ

トの方に向かう予定でございまして、それが１４時半に到着するという風に聞いております。

進捗状況以上です。
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てやってもらってます。ですから、このプロジェクトそのものについてはリスクはありますが、

れ以上放置をすることは絶対にできませんので。そのリスクをとってやってる。しかし、リ

スクをできるだけ少なくするためには継続して努力をしますのでご理解下さい。 

理解はしております。リスクがあることは十分承知してるんですが、その上でやっぱり注意事

項なりそういう手順書を事前に準備しておくのが筋だと思いましたので言いました。 

福島第二、増田です。先ほど武黒さんからご指示のありました、Ｊヴィレッジの放管員にしっ

かりと安心させる放射線の話を、作業員の方にするということを徹底しました。 

徹底したのは良いんだけどさ、どの程度出来ているかっていうのは必ずしもその通りにはなら

 

ちょっと聞いてください。着替えるのにかなりの時間がかかりますので、その間ずっと放射線

に関するお話をしてくれるっていうことで徹底してますので、かなり長い間放射線の話をして

そうだけども、なかなか慣れるまでとかね、色々あるからそこはこちらの説明するだけじゃな

い、色々と話を聞くとか質問に答えるということも含めての話だから、そういったことを地道

にやっていくということだと思いますので是非、そういうことを心がけるような放管員にいま

増田さんの方から指示してもらうし、実際状況を見て声をかけてやってください。 

武黒さん、●●ですけども。今の件、Ｊヴィレッジでやってるのは、原技協の●●以下かなり

確認させていただきます。本店の総務の●●のから連絡がきました。最初から言わしていただ

きます。本店の総務の方からですね、１Ｆの炉を冷やすための海水を受けるための容器がない

かということで、消防の方にないか確認をしてくれという問い合わせがありました。つきまし

ては、私の方から直接富岡、あるいは楢葉の消防の方に連絡をしてですね、その容器がないか

ちょっと建設班に聞きたいんですけど、山側の電源の復旧のためにまず、がれきの除去が必要

かかると、いうことだと聞いてるんですけど、実施状況はどうなんでしょ

手の方は、大成の２０名が今現在のＪヴィレッジで待機中でございます。それで１Ｆからサイ

トの方に向かう予定でございまして、それが１４時半に到着するという風に聞いております。
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そうするといつ頃、除去が終わるかまだ見通しはたっていない？

今はちょっとまだ検討中でございます。

その後、電源工事になるということですか？

電源工事の方はちょっと･･･がれきの除去の方は･･･

がれき取るのはなるべく早くちょっとよろしくね。

了解しました。

それから、バックホーが邪魔してるっていう件はどうなってるの？

海側の方はバックホーあっても大丈夫という話で、そこまでのミッションは完了しております。

邪魔して･･･要するにこれ、この３番目･･･

さっき邪魔してたバックホーはどきました。

ＯＫね、はい。

海側の方は完了しております。

はい。 

保安班、保安班、すいません。ちょっと線量の報告がしばらくないので状況をお願いします。

はい、すいません。えっと、モニタリングポスト６番近傍での正門所のデータについてお知ら

せいたします。１２時からの報告とさせていただきます。４４１８

１３８μSv/h、１２時２０分、３２１あ、失礼、３２６１

Sv/h、１２時４０分、８２３４

Sv/h その後１３時５０分までで２１８２

１２時３０分となっております。風の方向ですけども、現時点１３

１ｍ／ｓｅｃでございます。

はい、ありがとうございました。

発電所、吉田さん。

ちょっと待って下さい、総理の判断があるので。

はい、吉田です。

さっきのですね、２，３号の配電の電源車の工事ですね、今警察の･･･消防関係の到着が天候の

都合で遅れるので、その間に済ましておこうということになっているんですが、発電所の方で、

ホウ酸の注入か投入か何かの関係があるので、その作業を待ってくれという話しになって、ち

ょっと混乱をしているようです。したがって今ここで確認したいのは、この工事を今すぐ再開

するということで、全体としての支障は無いと思いますので、それを徹底するということなん

ですがいかがでしょうか。

結構だと思いますよ。ホウ酸投入の話しとの関連は私何も申してませんでしたので、誰か何処

かで動かしてもらったので、１０，１０，１１時半に再開をしたものは段取りはさっき確認し

ましたので、やってもらって結構ですから。
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都合で遅れるので、その間に済ましておこうということになっているんですが、発電所の方で、

ホウ酸の注入か投入か何かの関係があるので、その作業を待ってくれという話しになって、ち
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するということで、全体としての支障は無いと思いますので、それを徹底するということなん
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発言内容
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今はちょっとまだ検討中でございます。 

その後、電源工事になるということですか？

電源工事の方はちょっと･･･がれきの除去の方は･･･

がれき取るのはなるべく早くちょっとよろしくね。

それから、バックホーが邪魔してるっていう件はどうなってるの？
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さっき邪魔してたバックホーはどきました。
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ホウ酸の注入か投入か何かの関係があるので、その作業を待ってくれという話しになって、ち
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さっき邪魔してたバックホーはどきました。 

保安班、保安班、すいません。ちょっと線量の報告がしばらくないので状況をお願いします。
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配電班からですけども、先ほど高圧発電車による接続の再開作業をするという決定受けて動き

ましたが、現場の方からホウ酸散布の作業を優先したいと現場の指示があって待機していると

ころです。それで、また再開という形にしたいと思います。ただ･･･

ごめんなさい。すいません。もういっぺん徹底しましょう。全部に。ヘリコプターによるホウ

酸投入はもっとあれですよね･･･

今のところまだ、計画は具体的化していません。

してませんよね、そんなものでこれを引っ張ることは全くなくて、デマ報告みたいな･･･

そういう情報は･･･指示はだされたということだったんで、私どもは待機せざるを得なかった

と、で、再開します。ただ、防護服等の作業をやりますから、１時間か１時間半くらいお時間

いただければ有り難いのですけども。

吉田さん、１時間半は時間にかかるということを想定しても、ヘリコプターの到着の遅れ、現

場での作業の実施を考えても時間に猶予があるので、その間にやっていただくということに進

めたいと思います。よろしいでしょうか？

はい。結構だと思います。

はい、では徹底を発電所内もよろしくお願いします。それからついでに情報として提供します。

ホウ酸の話しもありましたので、これはこれで今、米軍と調整を続けているところです。それ

から、自衛隊のヘリコプターによる水の上から投入するやつですね、これも今平行して調整中

で、まもなく総理の了解が得られれば実行いたします。まもなく総理の了解が得られれば実行

いたします。その場合にはまた改めて連絡いたしますし、関係の調整をしたいと思います。

はい。 

吉田さん、すいません。相澤です。

はい。吉田です。

お疲れ様です。例の機動隊さんの消防用の話しなんですが、金具の口径が違うということで、

色々あたってるんですが、直ぐに手に入るような物はないですね。一番簡単なのは、もう一つ

プールを作ると、どんな物でもぶち込んで、そこから１０Ｍのホースがあるのは間違えはない

んですけど、別に何か代わりになるような器みたいな物はないということで仕方がない、全然

希望を持っちゃいけないですか、そっちの方には。

ちょっと今それ検討して●●から説明させます。

お願いします。

おっしゃってるように、口径が合わないのでホースだとかポンプの手配が出来てません。それ

をまかなう為に中間的に大きな水槽を設けて、そこに放り込んでバッファーにしてそれから高

圧放水車で放水するという事は今考えてますが、まず簡単で良いんですけどもそういうプール

をですね手配出来ないかという事で、こっちはちょっと現場で確認しますが、本店のほうでも

今、資材班のほうで確認していただいてると聞いてます。もしそういうプールがあれば、今の

口径が違うっていう問題は解決出来ると思います。

そうですね、市販っていうか世の中に売り物としてはかなり大きいそういう消火用のプールみ

たいなのはあるんですが、それを今から手に入れるのは無理。それから消防署もそういう物を

使ってるんで、それもあたっていただいてるんですけども、ちょっと時間的に厳しいという事

なんで、もう少しともかく詰めます。どうもすみません。ありがとうございました。

はい、ありがとうございました。
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たいなのはあるんですが、それを今から手に入れるのは無理。それから消防署もそういう物を

使ってるんで、それもあたっていただいてるんですけども、ちょっと時間的に厳しいという事

なんで、もう少しともかく詰めます。どうもすみません。ありがとうございました。 

 

配電班からですけども、先ほど高圧発電車による接続の再開作業をするという決定受けて動き

ましたが、現場の方からホウ酸散布の作業を優先したいと現場の指示があって待機していると

ごめんなさい。すいません。もういっぺん徹底しましょう。全部に。ヘリコプターによるホウ

 

そういう情報は･･･指示はだされたということだったんで、私どもは待機せざるを得なかった

と、で、再開します。ただ、防護服等の作業をやりますから、１時間か１時間半くらいお時間

吉田さん、１時間半は時間にかかるということを想定しても、ヘリコプターの到着の遅れ、現

場での作業の実施を考えても時間に猶予があるので、その間にやっていただくということに進

はい、では徹底を発電所内もよろしくお願いします。それからついでに情報として提供します。

ホウ酸の話しもありましたので、これはこれで今、米軍と調整を続けているところです。それ

から、自衛隊のヘリコプターによる水の上から投入するやつですね、これも今平行して調整中

で、まもなく総理の了解が得られれば実行いたします。まもなく総理の了解が得られれば実行

いたします。その場合にはまた改めて連絡いたしますし、関係の調整をしたいと思います。 

お疲れ様です。例の機動隊さんの消防用の話しなんですが、金具の口径が違うということで、

色々あたってるんですが、直ぐに手に入るような物はないですね。一番簡単なのは、もう一つ

プールを作ると、どんな物でもぶち込んで、そこから１０Ｍのホースがあるのは間違えはない

んですけど、別に何か代わりになるような器みたいな物はないということで仕方がない、全然

おっしゃってるように、口径が合わないのでホースだとかポンプの手配が出来てません。それ

をまかなう為に中間的に大きな水槽を設けて、そこに放り込んでバッファーにしてそれから高

圧放水車で放水するという事は今考えてますが、まず簡単で良いんですけどもそういうプール

をですね手配出来ないかという事で、こっちはちょっと現場で確認しますが、本店のほうでも

今、資材班のほうで確認していただいてると聞いてます。もしそういうプールがあれば、今の

そうですね、市販っていうか世の中に売り物としてはかなり大きいそういう消火用のプールみ

たいなのはあるんですが、それを今から手に入れるのは無理。それから消防署もそういう物を

使ってるんで、それもあたっていただいてるんですけども、ちょっと時間的に厳しいという事
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建設復旧班です。先程の陸側のガラの件ですが、追加の情報ですけども、１Ｆの手で今作業中

で、１５時完了目途だという情報を得ております。

はい、ありがとうございました。

すいません、ちょっと息を入れたほうが良いと思うんで、ちょっと深呼吸をしたいと思います。

みなさん、（咳・・・。）

それでですね、今日の日没がですねこの福島では･･･すいませんちょっと聞いていただけます

か。聞いていただけますか。本日のですね、福島での日没時刻は１７時４６分、５時４６分と

なっております。で、このプロジェクトをどこから開始するかという話もありますが、これプ

ラスですね水投入プロジェクトと、ボロン投入プロジェクトを、やるというちょっと現実味の

ところがかなり難しいかなと思うので、それについてはちょっと本店さんのほうで、段取りも

含めてもう一度検討していただきたいと思います。私のあれとしては今のところ、水プロジェ

クトですね、下からの今やってる水プロジェクトと場合によっては上から水を入れるというプ

ロジェクト、この二つが今日のミッションだと思っておりますのでよろしくお願い致します。

そのうち、上からの水のほうが先になる可能性があると思っています。

はい、分かりました。それにしても、それか、上水か下水かという事で良いですよね。ボロン

がまた･･･ 

プラスボロンは、出来ればという事にしかならないと思います。

はい、分かりました。

ただあの米軍の装備が我々の想像を絶しますから、全く違う事が出来るのかもしれないので、

それは今後の協議によると思います。

はい。それとボロンならびに上からの水の場合はですね、我々は、作業関係者は現場から退避

すると、作業現場というかそのエリアから退避するという事で対応したいと思いますが、それ

でよろしいですよね。

良いと思いますので確認しておきます。

はい。 

おい●●。５、６号用プールの電源繋ぎ込み何時位に終わる。

ブースターポンプの件ですよね。５、６号ですね。今ブースターポンプとあと配電部さんの、

いわゆる作業車の電源の件で今詰めてまして、なんとか数時間のうちにちょっと計算出したい

と思ってます。

数時間。 

はい。 

○○、書画をお願いしたいんですが。現場のサーベイデータがあがってきましたので、みなさ

んと情報を共有したいと思います。よろしくお願い致します。

３、４号の現場のサーベイ結果が出来ましたので、全員で共有したいと思っております。サー

ベイ時間は本日９時１０分～１５時にかけて、失礼しました。９時１５分にかけて実施してご

ざいます。２回目として１２時～１２時１０分で実施している午前中の値でございます。一応

瓦礫のほうが少し進んでおりまして、今朝ほど紹介したデータよりかなり下がっておりまして、

７５mSv あったところが２０、３５に下がっております。また、３号機リアクタービル山側に

おきましても４００、１００という出し方をしてございましたが、詳細を見たところ４０、５

５、３２５と上方向を向けた線量のあり方で、まだ３００という事が残っておりますが若干瓦

礫を片付ける事によって低下しております。また、２号機リアクタービル西側におきましても

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  111 / 197

建設復旧班です。先程の陸側のガラの件ですが、追加の情報ですけども、１Ｆの手で今作業中

で、１５時完了目途だという情報を得ております。

はい、ありがとうございました。

すいません、ちょっと息を入れたほうが良いと思うんで、ちょっと深呼吸をしたいと思います。

みなさん、（咳・・・。） 

それでですね、今日の日没がですねこの福島では･･･すいませんちょっと聞いていただけます

か。聞いていただけますか。本日のですね、福島での日没時刻は１７時４６分、５時４６分と

なっております。で、このプロジェクトをどこから開始するかという話もありますが、これプ

ラスですね水投入プロジェクトと、ボロン投入プロジェクトを、やるというちょっと現実味の

ところがかなり難しいかなと思うので、それについてはちょっと本店さんのほうで、段取りも

含めてもう一度検討していただきたいと思います。私のあれとしては今のところ、水プロジェ

すね、下からの今やってる水プロジェクトと場合によっては上から水を入れるというプ

ロジェクト、この二つが今日のミッションだと思っておりますのでよろしくお願い致します。

そのうち、上からの水のほうが先になる可能性があると思っています。

はい、分かりました。それにしても、それか、上水か下水かという事で良いですよね。ボロン

プラスボロンは、出来ればという事にしかならないと思います。

はい、分かりました。 

ただあの米軍の装備が我々の想像を絶しますから、全く違う事が出来るのかもしれないので、

それは今後の協議によると思います。

はい。それとボロンならびに上からの水の場合はですね、我々は、作業関係者は現場から退避

すると、作業現場というかそのエリアから退避するという事で対応したいと思いますが、それ

でよろしいですよね。 

良いと思いますので確認しておきます。

おい●●。５、６号用プールの電源繋ぎ込み何時位に終わる。

ブースターポンプの件ですよね。５、６号ですね。今ブースターポンプとあと配電部さんの、

いわゆる作業車の電源の件で今詰めてまして、なんとか数時間のうちにちょっと計算出したい

と思ってます。 

○○、書画をお願いしたいんですが。現場のサーベイデータがあがってきましたので、みなさ

んと情報を共有したいと思います。よろしくお願い致します。

３、４号の現場のサーベイ結果が出来ましたので、全員で共有したいと思っております。サー

ベイ時間は本日９時１０分～１５時にかけて、失礼しました。９時１５分にかけて実施してご

ざいます。２回目として１２時～１２時１０分で実施している午前中の値でございます。一応

瓦礫のほうが少し進んでおりまして、今朝ほど紹介したデータよりかなり下がっておりまして、

あったところが２０、３５に下がっております。また、３号機リアクタービル山側に

おきましても４００、１００という出し方をしてございましたが、詳細を見たところ４０、５

３２５と上方向を向けた線量のあり方で、まだ３００という事が残っておりますが若干瓦

礫を片付ける事によって低下しております。また、２号機リアクタービル西側におきましても
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発言内容

建設復旧班です。先程の陸側のガラの件ですが、追加の情報ですけども、１Ｆの手で今作業中

で、１５時完了目途だという情報を得ております。

はい、ありがとうございました。 

すいません、ちょっと息を入れたほうが良いと思うんで、ちょっと深呼吸をしたいと思います。

 

それでですね、今日の日没がですねこの福島では･･･すいませんちょっと聞いていただけます

か。聞いていただけますか。本日のですね、福島での日没時刻は１７時４６分、５時４６分と

なっております。で、このプロジェクトをどこから開始するかという話もありますが、これプ

ラスですね水投入プロジェクトと、ボロン投入プロジェクトを、やるというちょっと現実味の

ところがかなり難しいかなと思うので、それについてはちょっと本店さんのほうで、段取りも

含めてもう一度検討していただきたいと思います。私のあれとしては今のところ、水プロジェ

すね、下からの今やってる水プロジェクトと場合によっては上から水を入れるというプ

ロジェクト、この二つが今日のミッションだと思っておりますのでよろしくお願い致します。

そのうち、上からの水のほうが先になる可能性があると思っています。

はい、分かりました。それにしても、それか、上水か下水かという事で良いですよね。ボロン

プラスボロンは、出来ればという事にしかならないと思います。

ただあの米軍の装備が我々の想像を絶しますから、全く違う事が出来るのかもしれないので、

それは今後の協議によると思います。 

はい。それとボロンならびに上からの水の場合はですね、我々は、作業関係者は現場から退避

すると、作業現場というかそのエリアから退避するという事で対応したいと思いますが、それ

良いと思いますので確認しておきます。 

おい●●。５、６号用プールの電源繋ぎ込み何時位に終わる。

ブースターポンプの件ですよね。５、６号ですね。今ブースターポンプとあと配電部さんの、

いわゆる作業車の電源の件で今詰めてまして、なんとか数時間のうちにちょっと計算出したい

○○、書画をお願いしたいんですが。現場のサーベイデータがあがってきましたので、みなさ

んと情報を共有したいと思います。よろしくお願い致します。

３、４号の現場のサーベイ結果が出来ましたので、全員で共有したいと思っております。サー

ベイ時間は本日９時１０分～１５時にかけて、失礼しました。９時１５分にかけて実施してご

ざいます。２回目として１２時～１２時１０分で実施している午前中の値でございます。一応

瓦礫のほうが少し進んでおりまして、今朝ほど紹介したデータよりかなり下がっておりまして、

あったところが２０、３５に下がっております。また、３号機リアクタービル山側に

おきましても４００、１００という出し方をしてございましたが、詳細を見たところ４０、５

３２５と上方向を向けた線量のあり方で、まだ３００という事が残っておりますが若干瓦

礫を片付ける事によって低下しております。また、２号機リアクタービル西側におきましても

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

建設復旧班です。先程の陸側のガラの件ですが、追加の情報ですけども、１Ｆの手で今作業中

で、１５時完了目途だという情報を得ております。 

すいません、ちょっと息を入れたほうが良いと思うんで、ちょっと深呼吸をしたいと思います。

それでですね、今日の日没がですねこの福島では･･･すいませんちょっと聞いていただけます

か。聞いていただけますか。本日のですね、福島での日没時刻は１７時４６分、５時４６分と

なっております。で、このプロジェクトをどこから開始するかという話もありますが、これプ

ラスですね水投入プロジェクトと、ボロン投入プロジェクトを、やるというちょっと現実味の

ところがかなり難しいかなと思うので、それについてはちょっと本店さんのほうで、段取りも

含めてもう一度検討していただきたいと思います。私のあれとしては今のところ、水プロジェ

すね、下からの今やってる水プロジェクトと場合によっては上から水を入れるというプ

ロジェクト、この二つが今日のミッションだと思っておりますのでよろしくお願い致します。

そのうち、上からの水のほうが先になる可能性があると思っています。

はい、分かりました。それにしても、それか、上水か下水かという事で良いですよね。ボロン

プラスボロンは、出来ればという事にしかならないと思います。

ただあの米軍の装備が我々の想像を絶しますから、全く違う事が出来るのかもしれないので、

はい。それとボロンならびに上からの水の場合はですね、我々は、作業関係者は現場から退避

すると、作業現場というかそのエリアから退避するという事で対応したいと思いますが、それ

おい●●。５、６号用プールの電源繋ぎ込み何時位に終わる。

ブースターポンプの件ですよね。５、６号ですね。今ブースターポンプとあと配電部さんの、

いわゆる作業車の電源の件で今詰めてまして、なんとか数時間のうちにちょっと計算出したい

○○、書画をお願いしたいんですが。現場のサーベイデータがあがってきましたので、みなさ

んと情報を共有したいと思います。よろしくお願い致します。

３、４号の現場のサーベイ結果が出来ましたので、全員で共有したいと思っております。サー

ベイ時間は本日９時１０分～１５時にかけて、失礼しました。９時１５分にかけて実施してご

ざいます。２回目として１２時～１２時１０分で実施している午前中の値でございます。一応

瓦礫のほうが少し進んでおりまして、今朝ほど紹介したデータよりかなり下がっておりまして、

あったところが２０、３５に下がっております。また、３号機リアクタービル山側に

おきましても４００、１００という出し方をしてございましたが、詳細を見たところ４０、５

３２５と上方向を向けた線量のあり方で、まだ３００という事が残っておりますが若干瓦

礫を片付ける事によって低下しております。また、２号機リアクタービル西側におきましても

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

建設復旧班です。先程の陸側のガラの件ですが、追加の情報ですけども、１Ｆの手で今作業中

すいません、ちょっと息を入れたほうが良いと思うんで、ちょっと深呼吸をしたいと思います。

それでですね、今日の日没がですねこの福島では･･･すいませんちょっと聞いていただけます

か。聞いていただけますか。本日のですね、福島での日没時刻は１７時４６分、５時４６分と

なっております。で、このプロジェクトをどこから開始するかという話もありますが、これプ

ラスですね水投入プロジェクトと、ボロン投入プロジェクトを、やるというちょっと現実味の

ところがかなり難しいかなと思うので、それについてはちょっと本店さんのほうで、段取りも

含めてもう一度検討していただきたいと思います。私のあれとしては今のところ、水プロジェ

すね、下からの今やってる水プロジェクトと場合によっては上から水を入れるというプ

ロジェクト、この二つが今日のミッションだと思っておりますのでよろしくお願い致します。

そのうち、上からの水のほうが先になる可能性があると思っています。 

はい、分かりました。それにしても、それか、上水か下水かという事で良いですよね。ボロン

プラスボロンは、出来ればという事にしかならないと思います。 

ただあの米軍の装備が我々の想像を絶しますから、全く違う事が出来るのかもしれないので、

はい。それとボロンならびに上からの水の場合はですね、我々は、作業関係者は現場から退避

すると、作業現場というかそのエリアから退避するという事で対応したいと思いますが、それ

おい●●。５、６号用プールの電源繋ぎ込み何時位に終わる。 

ブースターポンプの件ですよね。５、６号ですね。今ブースターポンプとあと配電部さんの、

いわゆる作業車の電源の件で今詰めてまして、なんとか数時間のうちにちょっと計算出したい

○○、書画をお願いしたいんですが。現場のサーベイデータがあがってきましたので、みなさ

んと情報を共有したいと思います。よろしくお願い致します。 

３、４号の現場のサーベイ結果が出来ましたので、全員で共有したいと思っております。サー

ベイ時間は本日９時１０分～１５時にかけて、失礼しました。９時１５分にかけて実施してご
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２５mSv/h、海側に向けていきますと、ちょうど２号機と３号機の間におきまして１６０、１０

０～１２０、海側に出ますと、３号機のタービンの東側、海側になります所が４０～５０、１

０～１２０という様な形で、残りを今サーベイしている所にあります、これが最近のデータで

ございます。今日消防の圧そう車が入る所は、山側となるならばこの４０～５５、３００にい

かない所、海側であるならば１００～１２０の間になろうかと思っております。以上です。

すいません、話し中すいません、２Ｆです。本店よろしいですか。

はいどうぞ。 

先程ご紹介のあった水槽２個、手配出来ました。ごめんなさい４個。３．７トン×２個、３ト

ン×２個。これをどこに持って行けばいいかご指示下さい。

ごめんなさい、増田さん。何トン×何個をもう一度おっしゃって下さい。

３．７トン×２個、３トン×２個です。

了解しました。持って行き場所についてはフォローします。返答をお待ち下さい。お願いしま

す。 

いつまで待てばいいんですか。

なるべく早くお答えします。すみません。

了解。 

ちょっとすいません、ちょっとすいません。発電所の吉田所長お願いします。

はい、吉田でございます。

今、防衛省との調整が終わりまして、ヘリコプターが上から水を投入する為に飛ぶ事が決定致

しました。１機はモニターの為、２機が水落とすという事で、３機編成であります。これはタ

ーゲットはまず３号という事でよろしいですね。

はい、結構です。

出動時間ですが、ちょっとお待ち下さい。出動時間は今調整中なので、また別途ご連絡します。

従って、ヘリコプターからの投入の際には事前に全員屋内に退避していていただく必要があり

ます。現状、従って、今現場で外で作業している人がどこでどうなのかという事を、えー配電、

建設、それから発電所それぞれ、自分の所確実に把握して退避が確実に出来るようにして下さ

い。 

はい。という事で、プロジェクトがひとつちょっと時間未定のまま入るという事になりました

ので、これは極めて慎重に且つ丁寧に迅速にですね連絡してその通りにですね避難をしないと、

極めて危険な事になりますので、そういう趣旨でえー本当に気を入れてですね連絡のほうお願

いします。 

吉田さん、すいません。ちょっと落ち着いた所でちょっとご相談させていただきたいのですが、

４号機のほう、どこが熱源にあるかってまだちょっと、火は消えたと思われますけれども、万

が一燃料が下の方に移動してくるとかですね

ラフ、遠隔でサーモグラフ、どの辺に熱があるかとかですねそういうのが分かる様な遠隔、あ

と･･･ 

ええとね、いいんです、思い付きをね今いわれても実行する１時間前で、そんな物があるのか

どうかとかそういう事を考えて発言して下さい。ベターメントの議論はいくらでも出来るんで

すそんなものは。今１時間以内に実現可能かどうか、それをちゃんと考えて言って下さい。実

現可能であったらその物を持って来て下さい、自分で取りに行って下さい。その上でやって下

さい。だからその位の事でやってるんですから、評論家はいりません。
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ので、これは極めて慎重に且つ丁寧に迅速にですね連絡してその通りにですね避難をしないと、

極めて危険な事になりますので、そういう趣旨でえー本当に気を入れてですね連絡のほうお願

吉田さん、すいません。ちょっと落ち着いた所でちょっとご相談させていただきたいのですが、

４号機のほう、どこが熱源にあるかってまだちょっと、火は消えたと思われますけれども、万

が一燃料が下の方に移動してくるとかですね、そういう様な事も考えられますので、サーモグ

ラフ、遠隔でサーモグラフ、どの辺に熱があるかとかですねそういうのが分かる様な遠隔、あ

ええとね、いいんです、思い付きをね今いわれても実行する１時間前で、そんな物があるのか

どうかとかそういう事を考えて発言して下さい。ベターメントの議論はいくらでも出来るんで

すそんなものは。今１時間以内に実現可能かどうか、それをちゃんと考えて言って下さい。実

現可能であったらその物を持って来て下さい、自分で取りに行って下さい。その上でやって下

さい。だからその位の事でやってるんですから、評論家はいりません。
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それじゃあ空からのミッションについてもう一回話し合いたいと思います。

報では、１機目がまず飛んで来ます。これはモニターです。それは仙台から飛んで来るそうで

す。出発の時間がもう間もなくですか。という事で到着が１６時･･･

いやいや違う。

吉田さん、海江田です。連日本当にご苦労様です。今入りましたのは、仙台の飛行場にとにか

く自衛隊のヘリコプターが待機をしていると。総理の命令がおきましたらまず１機目、これは

要するに偵察です、モニターです。状況を把握をして、そしてそれが分析をする解析をすると、

それを全部含めておそらくこの解析が終わるのまで、飛び立ってから１時間位で大体解析終わ

ります。そうしたら直ちに今度は放水のヘリコプターが飛び上がります。この放水のヘリコプ

ターは少し水を持っておりますので時間が遅れまして、１時間位かかりますから、どんなに早

くてもヘリコプターが飛び上がってから２時間です。今が丁度１４時２２分ですから、大体１

６時２２分･･･最速で１６時半位です。そして、若干その解析等に時間が掛かると１７時位です。

先程おっしゃった日没の時間が１７時４６分という事ですから、その間約３０分位は活動出来

るであろうと、こういう段取りでございます。どうぞ。

はい、分かりました。

という事ですので、屋外作業についてもそういった事を念頭に置いて対応を考えて下さい。

はい、分かりました。そういう事になりますと、まず屋外作業はなるべく早めにやっていただ

けますか。もちろんゴーかかってると思いますので。それで、電源間に合わないの？

じゃあすいません、

しておきますので、各プロジェクトの責任者の皆さん答えられるようにしていただけますか。

１４時３５分に始めます。

今のは仙台の話ですか？

ヘリコプター、そうそうそう。

瓦礫撤去は１５時半終了で良いよな。

今１５時目途でやってますんで。

１５時目途。まあ１５時半までにはなんとかなるね。

なると思っております。

発電所。吉田さん。

はい、吉田です。

武黒です。トイレタイム。武藤くんに代わります。

はい。 

え、すいません、武藤さんの声が聞こえないんですけども。

武藤さんは今後ろで話してます。●●ですが、どんなご用件でしょうか。

武藤さんに代わりますってのは、指揮権を交代されたって事ですか。

そうです、トイレタイムです。
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ターは少し水を持っておりますので時間が遅れまして、１時間位かかりますから、どんなに早

ヘリコプターが飛び上がってから２時間です。今が丁度１４時２２分ですから、大体１

６時２２分･･･最速で１６時半位です。そして、若干その解析等に時間が掛かると１７時位です。

先程おっしゃった日没の時間が１７時４６分という事ですから、その間約３０分位は活動出来

るであろうと、こういう段取りでございます。どうぞ。 

という事ですので、屋外作業についてもそういった事を念頭に置いて対応を考えて下さい。

はい、分かりました。そういう事になりますと、まず屋外作業はなるべく早めにやっていただ

けますか。もちろんゴーかかってると思いますので。それで、電源間に合わないの？

時、２時３５分に各状況の展開状況軽く簡単に確認

しておきますので、各プロジェクトの責任者の皆さん答えられるようにしていただけますか。
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分かりました、分かりました。

確認。あのーヘリコプターに同乗する当社の社員は、えー当緊急時対策室に、何時から放水を

するぞという情報がきちんと入るような通報手段があるという認識で良いかい。現場の作業５、

６号のほうは今止められる状況じゃないので一時的に退避という事になるかもしれないけれど

も、その連携が崩れると大変危険なので、必ず連絡が取れるようにして欲しい。

はい、確認します。

保安班、誰か居ます？

福島第一保安班より連絡致します。モニタリングポスト６番、正門でのデータでございます。

１４時３０分現在、１，９３７

す。２．１ｍ／ｓｅｃ。以上です。

東電工業の●●さんいらっしゃいますか。電話が掛かってきています。居なければ東電工業の

方どなたでも良いので、スクリーン前に、えーお願いします。

発電所吉田さん、発電所吉田さん。

はい、吉田でございます。

警察のヘリに同乗する●●達が新木場に着いたという事なので、間もなく警察のヘリが発進し

ます。 

はい。 

そしてえーちょうど１６時半頃に自衛隊のヘリが水の投下を開始します。最初は３号機に向け

て２機が水の投下をするという事になります。更に時間に余裕があれば、えー何回かそれを繰

り返すという事になります。

はい。 

そしてその状況を見ながら、えー地上からの放水を３号を先にするか４号を先にするかという

事になるんだろうと思います。

すいません。ちょっと今のところ、あれですけれども、３，上と下と、こうあれですか、交互

にやる形になりますか？

いや、違います。４時半からですか、下からが何時になるかという事は、今二時半過ぎですね

そうですね。ええ。

福島第二に着くそうですから１時間後だと思いますので、３時４５分ぐらいでしょう。そこか

ら発電所まで来るとなると、今だったら

もう１６時半ですね。はい。

えぇ、そうでしょ？

はい。 

そこからまた内容の確認をしたりだなんだっていうと現場に出られるのは早くて５時。でしょ

うから 
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そこからまた内容の確認をしたりだなんだっていうと現場に出られるのは早くて５時。でしょ
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５時無理でしょうね。これ装備はね。

ヘリの飛んでる時間帯が過ぎてるという状況になると思います。従って、そこでヘリが何回水

を投入出来たかという状況を踏まえてですね、えーあの、３号を先に水を地上からもやるか、

それとも４号を先にやるかというのをですねえー判断できると思います。

はい。 

従って、申し訳ないんだけれども、今の時点では特定出来ないので、３号の場合にはここ、４

号の場合にはここっていう放水地点をあらかじめ定め、大雑把でも良いから定めておきたいん

ですが、それを含めた調整を本店とやってもらいます。

はい。お願いします。

保安班から確認させて下さい。警察のヘリは２Ｆに降りるって事で決定ですね？

はい？はい。そうです。

そうですね？だから今サテライト鹿島に向かってる部隊を引き上げさせるという事でよろしい

ですね？ 

はい。それで２Ｆに向かうと。いう事になります。

はい。了解です。

２Ｆにも伝えて下さい。

了解です。 

連絡がつくように

サテライト鹿島、

サテライト鹿島は全然誰も行かないんだよ。みんな、サテライト鹿島に行くっていった人たち

はみんな２Ｆに行っちゃうの。だから、サテライト鹿島は誰一人行かない。

了解。 

えっと、今のようなスケジュールでサイト１Ｆ本部で共有しておきますが、という事になりま

すと、ちょっとあの、ヘリと下からの放水がほとんど時間が同じという事になりますので、あ

との段取りは別にして、えー基本的にはですね、ヘリが送水を開始する一番早い時間１６時３

０分までは、えーあの下の工事をどんどん進めて、工事等ですね、進めておいていただいて結

構です。で、えーヘリの投、投入の時には、避難をしていただきます。ただし、５、６号につ

いては場所的に、えーある程度距離が取られている事、それから５，６号非常に今タイトな状

況でありますので、その、そういう意味での、うん、工程というよりも、大きい意味での安全

を考えて、本日しっかりと工事をしていく事が安全の為に重要だという判断で、工事は継続し

て実施していただいて結構です。ただやっぱり、あの、あの、そのへんの判断は安全最優先に、

人命最優先にやって下さい。お願いいたします。

工務班ですけど質問があります。いいですか？工務班から質問があります。今、１６時半頃、

７００めｍ、福一から７００ｍ．ぐらいの所で、ヨコモリ線の鉄塔倒れているところ、仮設の

テッチを建てる工事をしてるかもしれないんですけど、７００ｍ．の部分については、これは

退避というような事はどう考えればいいんでしょうか？

構内？構内のですね？１Ｆの。
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いや、構外です。

あっ、構外？で、直線距離で７００ｍ．ですか？

７００ｍ．です。

えーえっと風、４号機の炉心から見てどっち側でしょうか？

山側です。 

工事場所は？えっ？

山側です。 

西側ですね？ 

そうです。 

西側ですね？ 

はい。 

まあ、一番良いのは風向が海に抜けてる風、ようするに山から海に抜けてる風のときであれば、

あまり気になさらなくて良いと思うんですけども、万が一の事を考えますと、海風の時はちょ

っと一時的な避難みたいなもの、場所を設けてもらう方が良いかもしれません。基本的には大

きい影響は無いと思っておりますけれども、

えっと、あの風を見て判断して下さいという事でしょうか？

すいません。私はちょっとこのプロジェクトの経験が無いので、私はそこまでしか言えません

ので、すいません。あとサジェッションがあれば、していただければと思います。一番確実な

のは、その時間作業を止めてどこか退避するという事だと思います。

わかりました。じゃあ、その期間はもう少し退避いたします。

はい。 

すいません。本店さん、ちょっと確認なんですが、えっとヘリコプターで放水をするタイミン

グっていうのは、どっかで事前にあと１０分後に放水しますとか、何とかっていうそういうよ

うなタイミングっていうのは調整させていただけるんでしょうか？

いや、それは現実的には無理だと思います。ですから、１機目がモニタで飛んできますから、

その状況を見て下さい。そして、それからしばらくすると２機目、３機目が水を汲んできたも

のが飛んで来てザァーってかけるという事になりますから、それをよく見て下さ

了解しました。１機目の後、時間の中で２機目がいつ飛び立つかっていう事の情報はいただけ

るっていう事でよろしいですか？

えっと、そこはちょっとまだもう少し確認させて下さい。色々やり方があり得ますので、ちょ

っと待って、確認して下さい、確認させて下さい。

よろしくお願いします。やっぱり現場かなり色んな作業相当つっこんでるので、出来るだけ作

業が終わるタイミングでやりたいなと思っております。
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ちょっとすいません。その意味ではですね、現場の作業を本店で重要なものは把握してますが、

おそらく発電所の判断で色んな事もやってると思います。従って、先程、海江田大臣からのお

話のように、実際水を投下するオペレーションは１６時半頃だろうといいますから、１６時ま

での作業というのを、か１６時以降に作業があるものについては発電所でも良くその状況を把

握しておく方がいいと思います。

はい。了解しました。

本店本部の情報共有です。画面左下の画像は、２Ｆの画像です。２Ｆから空を見ています。正

面の画像左下、２Ｆの画像です。お願いします。

●● 

はい。●●でございます。

先程の質問ですが、自衛隊のヘリから本店の本部に連絡をいただきます。

はい。わかりました。

従って本店の本部からすぐにそちらに連絡しますから、その頃になったら発電所側はあのー現

場への連絡も含めて十分出来るような状況を整えるようにしてください。

わかりました。

実際、ヘリが飛び立った時間になったら、全員でこの情報を共有する必要がありますから、そ

の情報になるたけ集中するようにして、他のものは緊急でない限りは、なるたけ控えるように

お互いしましょう。

わかりました。よろしくお願いします。

吉田所長？あの、海江田ですが。吉田所長？

はい？はい。 

あの、海江田です。度々すいません。基本的にこう考えてください。あの、最初の偵察ヘリと、

それから後のあのー散水のヘリとは、機種も違いますから、だから、基本的に雪ですから目視

は中々出来ませんね？これ。

はい。出来ません。

だから、あと音を聞くあれがありますね？これはね。で、あのー最初のヘリの方はそんなに大

きくないヘリですから、音が聞けるかどうかわかりませんが、あのー２番目の放水のヘリは音

が必ず爆音が、ローター２機でやりますから、かなり大きな爆音しますから、やっぱりそれが

聞こえた頃には、もう全員が退避しているようにというような事も一つのこのサブ情報として

あのー認識をしていて下さい。これは。

はい。ありがとうございます。

聞こえる範囲ではやっぱり危険性がありますから、と思いますので。はい、どうぞありがとう

ございます。頑張って下さいね。吉田さんね。

はい。 

はい、オッケーです。

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  117 / 197

ちょっとすいません。その意味ではですね、現場の作業を本店で重要なものは把握してますが、

おそらく発電所の判断で色んな事もやってると思います。従って、先程、海江田大臣からのお

話のように、実際水を投下するオペレーションは１６時半頃だろうといいますから、１６時ま

での作業というのを、か１６時以降に作業があるものについては発電所でも良くその状況を把

握しておく方がいいと思います。

はい。了解しました。 

本店本部の情報共有です。画面左下の画像は、２Ｆの画像です。２Ｆから空を見ています。正

面の画像左下、２Ｆの画像です。お願いします。

はい。●●でございます。 

先程の質問ですが、自衛隊のヘリから本店の本部に連絡をいただきます。

はい。わかりました。 

従って本店の本部からすぐにそちらに連絡しますから、その頃になったら発電所側はあのー現

場への連絡も含めて十分出来るような状況を整えるようにしてください。

わかりました。 

実際、ヘリが飛び立った時間になったら、全員でこの情報を共有する必要がありますから、そ

の情報になるたけ集中するようにして、他のものは緊急でない限りは、なるたけ控えるように

お互いしましょう。 

わかりました。よろしくお願いします。

吉田所長？あの、海江田ですが。吉田所長？

 

あの、海江田です。度々すいません。基本的にこう考えてください。あの、最初の偵察ヘリと、

それから後のあのー散水のヘリとは、機種も違いますから、だから、基本的に雪ですから目視

は中々出来ませんね？これ。 

はい。出来ません。 

だから、あと音を聞くあれがありますね？これはね。で、あのー最初のヘリの方はそんなに大

きくないヘリですから、音が聞けるかどうかわかりませんが、あのー２番目の放水のヘリは音

が必ず爆音が、ローター２機でやりますから、かなり大きな爆音しますから、やっぱりそれが

聞こえた頃には、もう全員が退避しているようにというような事も一つのこのサブ情報として

あのー認識をしていて下さい。これは。

はい。ありがとうございます。

聞こえる範囲ではやっぱり危険性がありますから、と思いますので。はい、どうぞありがとう

ございます。頑張って下さいね。吉田さんね。

はい、オッケーです。 
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保安班からお知らせします。サテライト鹿島じゃなくて２Ｆに変更になった警察の方の輸送部

隊、２Ｆに到着して防護装備用意出来てます。で、２Ｆから１Ｆに向かうバス用意出来てます。

運転手も用意出来てます。以上です。

了解しました。それでは、お迎え、１Ｆでお迎えする部隊の準備を始めて下さい。

保安班準備します。

これから繰り返します。自衛隊と警察のミッション、大変それぞれ重要なんですが、こんがら

がるといけませんから、自衛隊の空からのミッション、警察の地上からのミッション、必ずこ

ういうようにして下さい。混乱するといけませんので、警察の地上からのミッション、自衛隊

の空からのミッション、それを徹底して下さい。

はい。じゃあ、徹底します。それでは福島第一の警察ミッション、出迎えペースお願いします。

すいません。本店●●ですけれど、ちょっと最後苦しいところで皆さん協力して下さい。先程、

ちょっと現場の系統構成の話がありましたけれども、最後のホースがまだ見つかっていません。

で、今、書画にありますように、現場で考えていますのは、海からすでにサイトにある消防車

でえー逆せん水ピットに水をくんで、汲みます。２７ｔ／ｈです。で、そこから逆せん水ピッ

トからブースターポンプを繋ぎまして、えー高圧消防車に繋いで、Ｒ／Ｂに放水するという事

でこれをまずえー本案として考えておりました。それで先程、あのホースが無いので第二案と

して、下のように仮設のプール、防火ピットを等を使うという案も考えてお願いをしておりま

した。で、未だにですね、仮設のポンプが１５０Ａと２００Ａなんですが、ホースが６５Ａし

かないというところが、変わっておりません。で、高圧の消防車は１００Ａのノズ、口径です。

繋がるホースが無いというところが、最初から問題になっておりまして、最後まで調達出来て

おりません。で、さらに仮設のプール、もしくは現場にある防火水槽等、使えるものから放水

するという事を考えておりますが、まだすべての解決策が見つかっておりません。誰かこれを

成立させるホースを持っているとか、そこにピットがあるとかいう人がいましたら、是非早く

名乗り出てきて下さい。

保安班●●です。２Ｆの方から連絡受けていただきました。２Ｆにある水槽４個、警察の方の

えっと車と一緒に同じバスに乗せて２Ｆから１Ｆの方に運びます。よろしいでしょうか？

相澤です。付け加えますけれども、その２Ｆのやつっては、２Ｆでたくさん出してきてくれて

るんですけれども、一つが１０ｍ３、もう一つが４ｍ３掛ける三つか二つぐらいだったんです

けれど、それ全部乗っけてくれたのかな？

乗っけると言ってますよ。７，３．７を二個と３を二個でしたっけ？

２Ｆです。２Ｆです。折りたたみのものは乗せられますけれども、３．７の二個と３ｔ二個は

乗せられません。

了解。という事は、折りたたみのやつが一番大きくて１０リュウベのやつですよね？

そうです。はい。

それ一つだけでもだいぶ助かりますんで、それを乗せていただくとして、その他に今度ポンプ

なんですが、ポンプはえっと、小名浜コールセンターにあるやつが、スタート、今しがたなん

で、ちょっとこの時間的な問題があるんですが、今しがたスタートしました。ありったけ。で、

その中には２５立米、２５ｔ／ｈのものから、もうちょっと大きいのあるんですが、８０の口

径を１００にするレデューサーが一個だけあります。だから、それを使えば良いんですが、そ

の８０Ａの口径のポンプは２５ｍ３のポンプだけなんです。だから、それは全然足りなくて、

機動隊の消防車は１６０ｍ３ですから、あとはプールを利用してやるしかないと、いうことな

んだけど、その組み合わせはちょっと現場合わせになりますが、どういう組み合わせでより有

効に出来るかっていうのは、現場合わせになると思います。そんな状態ですが何か良い知恵が

あったら、という事で●●戻します。

２Ｆです。よろしいですか？

１Ｆの安全倉庫にも仮設プールあるかもわかんないんで、見てきます。見さしに行きます。
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るんですけれども、一つが１０ｍ３、もう一つが４ｍ３掛ける三つか二つぐらいだったんです

けれど、それ全部乗っけてくれたのかな？

乗っけると言ってますよ。７，３．７を二個と３を二個でしたっけ？

２Ｆです。２Ｆです。折りたたみのものは乗せられますけれども、３．７の二個と３ｔ二個は

乗せられません。 

了解。という事は、折りたたみのやつが一番大きくて１０リュウベのやつですよね？

そうです。はい。 

それ一つだけでもだいぶ助かりますんで、それを乗せていただくとして、その他に今度ポンプ

なんですが、ポンプはえっと、小名浜コールセンターにあるやつが、スタート、今しがたなん

で、ちょっとこの時間的な問題があるんですが、今しがたスタートしました。ありったけ。で、

その中には２５立米、２５ｔ／ｈのものから、もうちょっと大きいのあるんですが、８０の口

径を１００にするレデューサーが一個だけあります。だから、それを使えば良いんですが、そ

の８０Ａの口径のポンプは２５ｍ３のポンプだけなんです。だから、それは全然足りなくて、

の消防車は１６０ｍ３ですから、あとはプールを利用してやるしかないと、いうことな

んだけど、その組み合わせはちょっと現場合わせになりますが、どういう組み合わせでより有

効に出来るかっていうのは、現場合わせになると思います。そんな状態ですが何か良い知恵が

あったら、という事で●●戻します。

２Ｆです。よろしいですか？ 

１Ｆの安全倉庫にも仮設プールあるかもわかんないんで、見てきます。見さしに行きます。
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発言内容

保安班からお知らせします。サテライト鹿島じゃなくて２Ｆに変更になった警察の方の輸送部

隊、２Ｆに到着して防護装備用意出来てます。で、２Ｆから１Ｆに向かうバス用意出来てます。

運転手も用意出来てます。以上です。 

了解しました。それでは、お迎え、１Ｆでお迎えする部隊の準備を始めて下さい。

これから繰り返します。自衛隊と警察のミッション、大変それぞれ重要なんですが、こんがら

がるといけませんから、自衛隊の空からのミッション、警察の地上からのミッション、必ずこ

ういうようにして下さい。混乱するといけませんので、警察の地上からのミッション、自衛隊

の空からのミッション、それを徹底して下さい。

はい。じゃあ、徹底します。それでは福島第一の警察ミッション、出迎えペースお願いします。

すいません。本店●●ですけれど、ちょっと最後苦しいところで皆さん協力して下さい。先程、

ちょっと現場の系統構成の話がありましたけれども、最後のホースがまだ見つかっていません。

で、今、書画にありますように、現場で考えていますのは、海からすでにサイトにある消防車

でえー逆せん水ピットに水をくんで、汲みます。２７ｔ／ｈです。で、そこから逆せん水ピッ

トからブースターポンプを繋ぎまして、えー高圧消防車に繋いで、Ｒ／Ｂに放水するという事

でこれをまずえー本案として考えておりました。それで先程、あのホースが無いので第二案と

、下のように仮設のプール、防火ピットを等を使うという案も考えてお願いをしておりま

した。で、未だにですね、仮設のポンプが１５０Ａと２００Ａなんですが、ホースが６５Ａし

かないというところが、変わっておりません。で、高圧の消防車は１００Ａのノズ、口径です。

繋がるホースが無いというところが、最初から問題になっておりまして、最後まで調達出来て

おりません。で、さらに仮設のプール、もしくは現場にある防火水槽等、使えるものから放水

するという事を考えておりますが、まだすべての解決策が見つかっておりません。誰かこれを

ホースを持っているとか、そこにピットがあるとかいう人がいましたら、是非早く

保安班●●です。２Ｆの方から連絡受けていただきました。２Ｆにある水槽４個、警察の方の

えっと車と一緒に同じバスに乗せて２Ｆから１Ｆの方に運びます。よろしいでしょうか？

相澤です。付け加えますけれども、その２Ｆのやつっては、２Ｆでたくさん出してきてくれて

るんですけれども、一つが１０ｍ３、もう一つが４ｍ３掛ける三つか二つぐらいだったんです

けれど、それ全部乗っけてくれたのかな？ 

乗っけると言ってますよ。７，３．７を二個と３を二個でしたっけ？

２Ｆです。２Ｆです。折りたたみのものは乗せられますけれども、３．７の二個と３ｔ二個は

了解。という事は、折りたたみのやつが一番大きくて１０リュウベのやつですよね？

それ一つだけでもだいぶ助かりますんで、それを乗せていただくとして、その他に今度ポンプ

なんですが、ポンプはえっと、小名浜コールセンターにあるやつが、スタート、今しがたなん

で、ちょっとこの時間的な問題があるんですが、今しがたスタートしました。ありったけ。で、

その中には２５立米、２５ｔ／ｈのものから、もうちょっと大きいのあるんですが、８０の口

径を１００にするレデューサーが一個だけあります。だから、それを使えば良いんですが、そ

の８０Ａの口径のポンプは２５ｍ３のポンプだけなんです。だから、それは全然足りなくて、

の消防車は１６０ｍ３ですから、あとはプールを利用してやるしかないと、いうことな

んだけど、その組み合わせはちょっと現場合わせになりますが、どういう組み合わせでより有

効に出来るかっていうのは、現場合わせになると思います。そんな状態ですが何か良い知恵が

あったら、という事で●●戻します。 
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ういうようにして下さい。混乱するといけませんので、警察の地上からのミッション、自衛隊

の空からのミッション、それを徹底して下さい。 

はい。じゃあ、徹底します。それでは福島第一の警察ミッション、出迎えペースお願いします。

すいません。本店●●ですけれど、ちょっと最後苦しいところで皆さん協力して下さい。先程、
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かないというところが、変わっておりません。で、高圧の消防車は１００Ａのノズ、口径です。
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保安班●●です。２Ｆの方から連絡受けていただきました。２Ｆにある水槽４個、警察の方の

えっと車と一緒に同じバスに乗せて２Ｆから１Ｆの方に運びます。よろしいでしょうか？

相澤です。付け加えますけれども、その２Ｆのやつっては、２Ｆでたくさん出してきてくれて

るんですけれども、一つが１０ｍ３、もう一つが４ｍ３掛ける三つか二つぐらいだったんです

 

乗っけると言ってますよ。７，３．７を二個と３を二個でしたっけ？
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了解。という事は、折りたたみのやつが一番大きくて１０リュウベのやつですよね？
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なんですが、ポンプはえっと、小名浜コールセンターにあるやつが、スタート、今しがたなん
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径を１００にするレデューサーが一個だけあります。だから、それを使えば良いんですが、そ

の８０Ａの口径のポンプは２５ｍ３のポンプだけなんです。だから、それは全然足りなくて、

の消防車は１６０ｍ３ですから、あとはプールを利用してやるしかないと、いうことな

んだけど、その組み合わせはちょっと現場合わせになりますが、どういう組み合わせでより有

効に出来るかっていうのは、現場合わせになると思います。そんな状態ですが何か良い知恵が

１Ｆの安全倉庫にも仮設プールあるかもわかんないんで、見てきます。見さしに行きます。
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ちょっと現場の系統構成の話がありましたけれども、最後のホースがまだ見つかっていません。
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した。で、未だにですね、仮設のポンプが１５０Ａと２００Ａなんですが、ホースが６５Ａし

かないというところが、変わっておりません。で、高圧の消防車は１００Ａのノズ、口径です。

繋がるホースが無いというところが、最初から問題になっておりまして、最後まで調達出来て

おりません。で、さらに仮設のプール、もしくは現場にある防火水槽等、使えるものから放水
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相澤です。付け加えますけれども、その２Ｆのやつっては、２Ｆでたくさん出してきてくれて

るんですけれども、一つが１０ｍ３、もう一つが４ｍ３掛ける三つか二つぐらいだったんです

乗っけると言ってますよ。７，３．７を二個と３を二個でしたっけ？ 
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それ一つだけでもだいぶ助かりますんで、それを乗せていただくとして、その他に今度ポンプ

なんですが、ポンプはえっと、小名浜コールセンターにあるやつが、スタート、今しがたなん

で、ちょっとこの時間的な問題があるんですが、今しがたスタートしました。ありったけ。で、

その中には２５立米、２５ｔ／ｈのものから、もうちょっと大きいのあるんですが、８０の口

径を１００にするレデューサーが一個だけあります。だから、それを使えば良いんですが、そ

の８０Ａの口径のポンプは２５ｍ３のポンプだけなんです。だから、それは全然足りなくて、

の消防車は１６０ｍ３ですから、あとはプールを利用してやるしかないと、いうことな

んだけど、その組み合わせはちょっと現場合わせになりますが、どういう組み合わせでより有
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了解しました。それでは、お迎え、１Ｆでお迎えする部隊の準備を始めて下さい。 
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がるといけませんから、自衛隊の空からのミッション、警察の地上からのミッション、必ずこ

ういうようにして下さい。混乱するといけませんので、警察の地上からのミッション、自衛隊

はい。じゃあ、徹底します。それでは福島第一の警察ミッション、出迎えペースお願いします。

すいません。本店●●ですけれど、ちょっと最後苦しいところで皆さん協力して下さい。先程、

ちょっと現場の系統構成の話がありましたけれども、最後のホースがまだ見つかっていません。
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でえー逆せん水ピットに水をくんで、汲みます。２７ｔ／ｈです。で、そこから逆せん水ピッ

トからブースターポンプを繋ぎまして、えー高圧消防車に繋いで、Ｒ／Ｂに放水するという事

でこれをまずえー本案として考えておりました。それで先程、あのホースが無いので第二案と

、下のように仮設のプール、防火ピットを等を使うという案も考えてお願いをしておりま
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かないというところが、変わっておりません。で、高圧の消防車は１００Ａのノズ、口径です。
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その中には２５立米、２５ｔ／ｈのものから、もうちょっと大きいのあるんですが、８０の口

径を１００にするレデューサーが一個だけあります。だから、それを使えば良いんですが、そ

の８０Ａの口径のポンプは２５ｍ３のポンプだけなんです。だから、それは全然足りなくて、

の消防車は１６０ｍ３ですから、あとはプールを利用してやるしかないと、いうことな

んだけど、その組み合わせはちょっと現場合わせになりますが、どういう組み合わせでより有

効に出来るかっていうのは、現場合わせになると思います。そんな状態ですが何か良い知恵が

１Ｆの安全倉庫にも仮設プールあるかもわかんないんで、見てきます。見さしに行きます。
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、下のように仮設のプール、防火ピットを等を使うという案も考えてお願いをしておりま

した。で、未だにですね、仮設のポンプが１５０Ａと２００Ａなんですが、ホースが６５Ａし

かないというところが、変わっておりません。で、高圧の消防車は１００Ａのノズ、口径です。

繋がるホースが無いというところが、最初から問題になっておりまして、最後まで調達出来て

おりません。で、さらに仮設のプール、もしくは現場にある防火水槽等、使えるものから放水

するという事を考えておりますが、まだすべての解決策が見つかっておりません。誰かこれを

ホースを持っているとか、そこにピットがあるとかいう人がいましたら、是非早く

保安班●●です。２Ｆの方から連絡受けていただきました。２Ｆにある水槽４個、警察の方の

えっと車と一緒に同じバスに乗せて２Ｆから１Ｆの方に運びます。よろしいでしょうか？ 

相澤です。付け加えますけれども、その２Ｆのやつっては、２Ｆでたくさん出してきてくれて

るんですけれども、一つが１０ｍ３、もう一つが４ｍ３掛ける三つか二つぐらいだったんです

２Ｆです。２Ｆです。折りたたみのものは乗せられますけれども、３．７の二個と３ｔ二個は

それ一つだけでもだいぶ助かりますんで、それを乗せていただくとして、その他に今度ポンプ

なんですが、ポンプはえっと、小名浜コールセンターにあるやつが、スタート、今しがたなん

で、ちょっとこの時間的な問題があるんですが、今しがたスタートしました。ありったけ。で、

その中には２５立米、２５ｔ／ｈのものから、もうちょっと大きいのあるんですが、８０の口

径を１００にするレデューサーが一個だけあります。だから、それを使えば良いんですが、そ

の８０Ａの口径のポンプは２５ｍ３のポンプだけなんです。だから、それは全然足りなくて、

の消防車は１６０ｍ３ですから、あとはプールを利用してやるしかないと、いうことな

んだけど、その組み合わせはちょっと現場合わせになりますが、どういう組み合わせでより有

効に出来るかっていうのは、現場合わせになると思います。そんな状態ですが何か良い知恵が

１Ｆの安全倉庫にも仮設プールあるかもわかんないんで、見てきます。見さしに行きます。 
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はい。１Ｆのプール至急探して下さい。もう一度。はい。

まず２Ｆにある１０ｍ３の折りたたみ式のタンクは、１Ｆもあるはずなんで、是非探して下さ

い。それ以外に２Ｆに

ちょっと、ちょっと待って下さい。割り込みすいません。今、言ってるタンク、１０ｍ３のタ

ンクは１Ｆですでに今見つけました。見つけました。

了解。 

これから取りに行きます。はい。

で、２Ｆからは１Ｆのグランドに運べと言われてますので、そうします。それ以外に、３ｍ３

のタンクと１ｍ３のタンク二個が今あります。このポンプ車をＪヴィレッジから１Ｆに運ぶと

きに、一緒に乗っけてってくれるんだったら、持ってって下さい。準備しときます。

じゃあ、一応、念の為、用意しといて下さい。お願いします。

了解。 

本店聞こえますか？横村です。あの小名浜のコールセンターにも２０ｔのやつあります。２０

ｍ３。 

本店聞こえました。

はい。聞こえました。ありがとう。

ありがとうございます。

２Ｆか誰かから取り行ってもらえればありますけど？お願いします。

はい。ありがとうございます。

ホースありませんか？ホース。

ホースはねぇ、無い。

ホースはさっき言った、８０Ａのホースがかなり長い距離あるんですが、レデューサーが一個

しか無いから、８０から１００に一つしか繋げないんですね。それ以外は、結局はあの、どん

なホースでもあれば良い事になりますから。っていうか、それでいいんですね？まぁ、そんな

感じ。あればあるほど良いって。

●●？ 

はい？ 

今、自衛隊がですね、化学防護隊が放射線の防護車というのがありまして、●●●●●。で、

これを１台自衛隊から運転手さん付きで提供していただけるという可能性がありますので、こ

の地上からのミッションのときに有用では無いかという風に思うんですが、従って私の方から

すでにえーお願いを致しました。●●話を聞いて下さい。従って、これをやるときにこの防護

車にどういう事を期待するかという事を、至急明確に決めるようにしてくれませんか？

了解しました。
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しか無いから、８０から１００に一つしか繋げないんですね。それ以外は、結局はあの、どん

なホースでもあれば良い事になりますから。っていうか、それでいいんですね？まぁ、そんな

感じ。あればあるほど良いって。

今、自衛隊がですね、化学防護隊が放射線の防護車というのがありまして、●●●●●。で、

これを１台自衛隊から運転手さん付きで提供していただけるという可能性がありますので、こ

の地上からのミッションのときに有用では無いかという風に思うんですが、従って私の方から

すでにえーお願いを致しました。●●話を聞いて下さい。従って、これをやるときにこの防護

車にどういう事を期待するかという事を、至急明確に決めるようにしてくれませんか？

了解しました。 
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ちょっと、ちょっと待って下さい。割り込みすいません。今、言ってるタンク、１０ｍ３のタ

ンクは１Ｆですでに今見つけました。見つけました。

これから取りに行きます。はい。 

で、２Ｆからは１Ｆのグランドに運べと言われてますので、そうします。それ以外に、３ｍ３

のタンクと１ｍ３のタンク二個が今あります。このポンプ車をＪヴィレッジから１Ｆに運ぶと

きに、一緒に乗っけてってくれるんだったら、持ってって下さい。準備しときます。
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の地上からのミッションのときに有用では無いかという風に思うんですが、従って私の方から

すでにえーお願いを致しました。●●話を聞いて下さい。従って、これをやるときにこの防護

車にどういう事を期待するかという事を、至急明確に決めるようにしてくれませんか？
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ちょっと、ちょっと待って下さい。割り込みすいません。今、言ってるタンク、１０ｍ３のタ
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のタンクと１ｍ３のタンク二個が今あります。このポンプ車をＪヴィレッジから１Ｆに運ぶと

きに、一緒に乗っけてってくれるんだったら、持ってって下さい。準備しときます。

じゃあ、一応、念の為、用意しといて下さい。お願いします。

本店聞こえますか？横村です。あの小名浜のコールセンターにも２０ｔのやつあります。２０

２Ｆか誰かから取り行ってもらえればありますけど？お願いします。

ホースはさっき言った、８０Ａのホースがかなり長い距離あるんですが、レデューサーが一個

しか無いから、８０から１００に一つしか繋げないんですね。それ以外は、結局はあの、どん

なホースでもあれば良い事になりますから。っていうか、それでいいんですね？まぁ、そんな

今、自衛隊がですね、化学防護隊が放射線の防護車というのがありまして、●●●●●。で、

これを１台自衛隊から運転手さん付きで提供していただけるという可能性がありますので、こ

の地上からのミッションのときに有用では無いかという風に思うんですが、従って私の方から

すでにえーお願いを致しました。●●話を聞いて下さい。従って、これをやるときにこの防護

車にどういう事を期待するかという事を、至急明確に決めるようにしてくれませんか？
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まず２Ｆにある１０ｍ３の折りたたみ式のタンクは、１Ｆもあるはずなんで、是非探して下さ

ちょっと、ちょっと待って下さい。割り込みすいません。今、言ってるタンク、１０ｍ３のタ

で、２Ｆからは１Ｆのグランドに運べと言われてますので、そうします。それ以外に、３ｍ３

のタンクと１ｍ３のタンク二個が今あります。このポンプ車をＪヴィレッジから１Ｆに運ぶと

きに、一緒に乗っけてってくれるんだったら、持ってって下さい。準備しときます。

じゃあ、一応、念の為、用意しといて下さい。お願いします。 

本店聞こえますか？横村です。あの小名浜のコールセンターにも２０ｔのやつあります。２０

２Ｆか誰かから取り行ってもらえればありますけど？お願いします。 

ホースはさっき言った、８０Ａのホースがかなり長い距離あるんですが、レデューサーが一個

しか無いから、８０から１００に一つしか繋げないんですね。それ以外は、結局はあの、どん

なホースでもあれば良い事になりますから。っていうか、それでいいんですね？まぁ、そんな

今、自衛隊がですね、化学防護隊が放射線の防護車というのがありまして、●●●●●。で、

これを１台自衛隊から運転手さん付きで提供していただけるという可能性がありますので、こ

の地上からのミッションのときに有用では無いかという風に思うんですが、従って私の方から

すでにえーお願いを致しました。●●話を聞いて下さい。従って、これをやるときにこの防護

車にどういう事を期待するかという事を、至急明確に決めるようにしてくれませんか？
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１Ｆ吉田さん？

はい。吉田です。

はい。１Ｆの方で作業をここで中止という宣言をしてから、撤収が完了するまでにどれぐらい

の時間が掛かるかという事を今聞かれています。

さっき撤収をかけたときの状況から言いますと、すいません。ちょっと皆さん聞いて下さい。

福島第一の本部聞いて下さい。皆、聞いて。先程、午前中、私が作業を一時中断してですね、

退避という指示をしました。そのときに退避時間ってどれぐらい掛かりました？えーっとなん

だ、こちらの免震重要棟までに帰ってくるまでの時間っていうのは？

はい。復旧部１～４号機の復旧班は、えー時間で、先程１６時っていう話があったので、３０

分前に１５時半に免震棟に帰ってきなさいという指示はしました。

あっ、違う違う。だから、それはそれで良いんだけど、

えぇ 

物理的にどれぐらいの時間で帰ってきたかっていうのを把握したかったから、実績として

帰ってくる時間？

うん。現場からここまで。２０分見りゃいいか？

一つの例では３０分と言っております。

３０分？ 

はい。 

わかりました。じゃあ、最大で３０分。ですから、退避命令が出たら皆さん、３０分以内。極

力早く退避するという事で統一しといて下さい。それで計画的には３０分と見ていただければ

と思います。本店さん。

３０分？了解しました。

えっ？はい。３０分ですよ。３０分。

吉田さん？非常に大事な事なので、是非、その場合にそういった指揮命令がきちんと伝達出来

るように、通信機能などについても確認をして下さい。

はい。今の武黒さんのご指摘に対応して、各チームのリーダーは通信手段、それから各人の今

の認識の徹底という事をもう一度確認した上で作業に当たってください。よろしくお願い致し

ます。 

すいません。１Ｆ●●ですけれども、この中で駐車場に車置いてあって、鍵ロッカーにあるん

だけど（？） 

すいません。保安班の●●ですけれども、１点確認させていただきたいんですが、警察庁のヘ

リが今荷物と人を積んで出発しようとしているところなんですけれども、先方から持って行く

物の中に発電機を３台必要だという風に聞いていたんですけど、というお話がありまして、現

在、今東電からそのような準備はしてない状況にあるんですけれども、どなたかこの状況がお

わかりの方ありますでしょうか？これが無しのままで出発していいものどうかなのかを、現地

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  120 / 197

１Ｆ吉田さん？ 

はい。吉田です。 

はい。１Ｆの方で作業をここで中止という宣言をしてから、撤収が完了するまでにどれぐらい

の時間が掛かるかという事を今聞かれています。

さっき撤収をかけたときの状況から言いますと、すいません。ちょっと皆さん聞いて下さい。

福島第一の本部聞いて下さい。皆、聞いて。先程、午前中、私が作業を一時中断してですね、

退避という指示をしました。そのときに退避時間ってどれぐらい掛かりました？えーっとなん

だ、こちらの免震重要棟までに帰ってくるまでの時間っていうのは？

はい。復旧部１～４号機の復旧班は、えー時間で、先程１６時っていう話があったので、３０

分前に１５時半に免震棟に帰ってきなさいという指示はしました。

あっ、違う違う。だから、それはそれで良いんだけど、

物理的にどれぐらいの時間で帰ってきたかっていうのを把握したかったから、実績として

帰ってくる時間？ 

うん。現場からここまで。２０分見りゃいいか？

一つの例では３０分と言っております。

わかりました。じゃあ、最大で３０分。ですから、退避命令が出たら皆さん、３０分以内。極

力早く退避するという事で統一しといて下さい。それで計画的には３０分と見ていただければ
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３０分？了解しました。 

えっ？はい。３０分ですよ。３０分。

吉田さん？非常に大事な事なので、是非、その場合にそういった指揮命令がきちんと伝達出来

るように、通信機能などについても確認をして下さい。

はい。今の武黒さんのご指摘に対応して、各チームのリーダーは通信手段、それから各人の今

の認識の徹底という事をもう一度確認した上で作業に当たってください。よろしくお願い致し

すいません。１Ｆ●●ですけれども、この中で駐車場に車置いてあって、鍵ロッカーにあるん
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発言内容
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分前に１５時半に免震棟に帰ってきなさいという指示はしました。
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物理的にどれぐらいの時間で帰ってきたかっていうのを把握したかったから、実績として
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わかりました。じゃあ、最大で３０分。ですから、退避命令が出たら皆さん、３０分以内。極

力早く退避するという事で統一しといて下さい。それで計画的には３０分と見ていただければ

吉田さん？非常に大事な事なので、是非、その場合にそういった指揮命令がきちんと伝達出来

るように、通信機能などについても確認をして下さい。 

はい。今の武黒さんのご指摘に対応して、各チームのリーダーは通信手段、それから各人の今

の認識の徹底という事をもう一度確認した上で作業に当たってください。よろしくお願い致し

すいません。１Ｆ●●ですけれども、この中で駐車場に車置いてあって、鍵ロッカーにあるん

すいません。保安班の●●ですけれども、１点確認させていただきたいんですが、警察庁のヘ

リが今荷物と人を積んで出発しようとしているところなんですけれども、先方から持って行く

物の中に発電機を３台必要だという風に聞いていたんですけど、というお話がありまして、現
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わかりの方ありますでしょうか？これが無しのままで出発していいものどうかなのかを、現地

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

はい。１Ｆの方で作業をここで中止という宣言をしてから、撤収が完了するまでにどれぐらい

さっき撤収をかけたときの状況から言いますと、すいません。ちょっと皆さん聞いて下さい。

福島第一の本部聞いて下さい。皆、聞いて。先程、午前中、私が作業を一時中断してですね、

退避という指示をしました。そのときに退避時間ってどれぐらい掛かりました？えーっとなん

だ、こちらの免震重要棟までに帰ってくるまでの時間っていうのは？ 

はい。復旧部１～４号機の復旧班は、えー時間で、先程１６時っていう話があったので、３０

分前に１５時半に免震棟に帰ってきなさいという指示はしました。 

物理的にどれぐらいの時間で帰ってきたかっていうのを把握したかったから、実績として

わかりました。じゃあ、最大で３０分。ですから、退避命令が出たら皆さん、３０分以内。極

力早く退避するという事で統一しといて下さい。それで計画的には３０分と見ていただければ

吉田さん？非常に大事な事なので、是非、その場合にそういった指揮命令がきちんと伝達出来

はい。今の武黒さんのご指摘に対応して、各チームのリーダーは通信手段、それから各人の今

の認識の徹底という事をもう一度確認した上で作業に当たってください。よろしくお願い致し

すいません。１Ｆ●●ですけれども、この中で駐車場に車置いてあって、鍵ロッカーにあるん

すいません。保安班の●●ですけれども、１点確認させていただきたいんですが、警察庁のヘ

リが今荷物と人を積んで出発しようとしているところなんですけれども、先方から持って行く

物の中に発電機を３台必要だという風に聞いていたんですけど、というお話がありまして、現

在、今東電からそのような準備はしてない状況にあるんですけれども、どなたかこの状況がお
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はい。１Ｆの方で作業をここで中止という宣言をしてから、撤収が完了するまでにどれぐらい

さっき撤収をかけたときの状況から言いますと、すいません。ちょっと皆さん聞いて下さい。

福島第一の本部聞いて下さい。皆、聞いて。先程、午前中、私が作業を一時中断してですね、

退避という指示をしました。そのときに退避時間ってどれぐらい掛かりました？えーっとなん

はい。復旧部１～４号機の復旧班は、えー時間で、先程１６時っていう話があったので、３０

物理的にどれぐらいの時間で帰ってきたかっていうのを把握したかったから、実績として

わかりました。じゃあ、最大で３０分。ですから、退避命令が出たら皆さん、３０分以内。極

力早く退避するという事で統一しといて下さい。それで計画的には３０分と見ていただければ

吉田さん？非常に大事な事なので、是非、その場合にそういった指揮命令がきちんと伝達出来

はい。今の武黒さんのご指摘に対応して、各チームのリーダーは通信手段、それから各人の今

の認識の徹底という事をもう一度確認した上で作業に当たってください。よろしくお願い致し

すいません。１Ｆ●●ですけれども、この中で駐車場に車置いてあって、鍵ロッカーにあるん

すいません。保安班の●●ですけれども、１点確認させていただきたいんですが、警察庁のヘ

リが今荷物と人を積んで出発しようとしているところなんですけれども、先方から持って行く

物の中に発電機を３台必要だという風に聞いていたんですけど、というお話がありまして、現

在、今東電からそのような準備はしてない状況にあるんですけれども、どなたかこの状況がお

わかりの方ありますでしょうか？これが無しのままで出発していいものどうかなのかを、現地

 

はい。１Ｆの方で作業をここで中止という宣言をしてから、撤収が完了するまでにどれぐらい

さっき撤収をかけたときの状況から言いますと、すいません。ちょっと皆さん聞いて下さい。

福島第一の本部聞いて下さい。皆、聞いて。先程、午前中、私が作業を一時中断してですね、

退避という指示をしました。そのときに退避時間ってどれぐらい掛かりました？えーっとなん

はい。復旧部１～４号機の復旧班は、えー時間で、先程１６時っていう話があったので、３０
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わかりました。じゃあ、最大で３０分。ですから、退避命令が出たら皆さん、３０分以内。極

力早く退避するという事で統一しといて下さい。それで計画的には３０分と見ていただければ

吉田さん？非常に大事な事なので、是非、その場合にそういった指揮命令がきちんと伝達出来

はい。今の武黒さんのご指摘に対応して、各チームのリーダーは通信手段、それから各人の今

の認識の徹底という事をもう一度確認した上で作業に当たってください。よろしくお願い致し

すいません。１Ｆ●●ですけれども、この中で駐車場に車置いてあって、鍵ロッカーにあるん

すいません。保安班の●●ですけれども、１点確認させていただきたいんですが、警察庁のヘ

リが今荷物と人を積んで出発しようとしているところなんですけれども、先方から持って行く

物の中に発電機を３台必要だという風に聞いていたんですけど、というお話がありまして、現

在、今東電からそのような準備はしてない状況にあるんですけれども、どなたかこの状況がお

わかりの方ありますでしょうか？これが無しのままで出発していいものどうかなのかを、現地
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に伝えたいんですけれども

どんな発電機？

ハツハツ３台と言ってるんですけれども、

すいません。今の件は全然本部の中で

低圧電源車でいいの？低圧の電源車で使えるの？

すいません。今の時点でのジャッジは邪魔でもスケジュールに間に合えば持ってくるんですよ。

それしか無いと思いますけれども、それが何か、その、

警察庁の方が東電が発電機を持ってくるっていう風に聞いてましたけど、っていうようなお話

だったようで、どのような物ってのはないようですけれど、もし支障が無ければこれで

発電所の方で、これはたぶん本店側のミッションでやってるから、ちょっと本店の担当者がい

ないんでわからないんだけれども、発電所で通常の工事用に使ってる発電機ってのは、今すぐ

手元にはありますか？

無い。 

本店から補足します。今、新木場の●●から同じ質問がきました。

ちょっと。ごめん。ちょっと次々ミッション行くと片付かないから、もういっぺん整理しまし

ょ。 

はい。 

今の発電機について言えば、持ってきてもらっとけば良いんじゃないかっていうのが、僕のあ

れなんですけど、それじゃ駄目なんですか？

今、ヘリポートにはない状況なので。

（？） 

えっ？２Ｆには無いのね？

無いです。２Ｆもこの間１Ｆに送っちゃいました。

んっ？だから、今のミッションが僕良くわからないんだけれども、どうすれば良いんです？何

を聞きたいんですか？

はい。まず１Ｆには何もしていただかなくて結構です。

はい。 

それでルートを考えると、今、新木場から２Ｆのグランドに寄ります。そこから１Ｆに向かう

事になっているので、もし、発電機が今、新木場に無いのであれば、今飛び立って２Ｆのグラ

ンドでピックアップすると、いった選択肢があると思います。で、その発電機があるか無いか

についてはこれから確認しますけれども、今現断面では２Ｆに無いので、これは小名浜から持

って行くとか何とか色んな事を考えます。ニーズと一緒にセットで本店で整理しますので、お

待ち下さい。 

そうするとそれまで待ってる？もう発っ
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今の発電機について言えば、持ってきてもらっとけば良いんじゃないかっていうのが、僕のあ

れなんですけど、それじゃ駄目なんですか？

今、ヘリポートにはない状況なので。

えっ？２Ｆには無いのね？ 

無いです。２Ｆもこの間１Ｆに送っちゃいました。

んっ？だから、今のミッションが僕良くわからないんだけれども、どうすれば良いんです？何

を聞きたいんですか？ 

はい。まず１Ｆには何もしていただかなくて結構です。

それでルートを考えると、今、新木場から２Ｆのグランドに寄ります。そこから１Ｆに向かう

事になっているので、もし、発電機が今、新木場に無いのであれば、今飛び立って２Ｆのグラ

ンドでピックアップすると、いった選択肢があると思います。で、その発電機があるか無いか

についてはこれから確認しますけれども、今現断面では２Ｆに無いので、これは小名浜から持

って行くとか何とか色んな事を考えます。ニーズと一緒にセットで本店で整理しますので、お

 

そうするとそれまで待ってる？もう発っ
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すいません。今の件は全然本部の中で 

低圧電源車でいいの？低圧の電源車で使えるの？

すいません。今の時点でのジャッジは邪魔でもスケジュールに間に合えば持ってくるんですよ。

それしか無いと思いますけれども、それが何か、その、

警察庁の方が東電が発電機を持ってくるっていう風に聞いてましたけど、っていうようなお話

だったようで、どのような物ってのはないようですけれど、もし支障が無ければこれで

発電所の方で、これはたぶん本店側のミッションでやってるから、ちょっと本店の担当者がい

ないんでわからないんだけれども、発電所で通常の工事用に使ってる発電機ってのは、今すぐ

本店から補足します。今、新木場の●●から同じ質問がきました。

ちょっと。ごめん。ちょっと次々ミッション行くと片付かないから、もういっぺん整理しまし
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本店で整理してくれても良いんですけど、２Ｆから１Ｆへ行く為のトラックが無いんですよね。

そこ一緒に整理して下さいよね。何回も何回も色んな物運ばせといてさぁ、車の手配はしない

で行けったって無理ですよ。

すいません。 

車の手配もよろしくお願いしますね。

あの１Ｆから２Ｆに持って行けとは言ってませんので、あのそのところはもう少し整理をさせ

て下さい。とにかく現場には迷惑掛けないようにやりますのでよろしくお願いします。

いや、我々、迷惑だとは思ってないんですよ。やる事やりますから。やる事やるけど、車を探

せって言われてもこんなとこの周りに車無いんですよ。そんなでっかいの乗せられる車は。だ

から、バス使ったり、色んな物使いながら運んでるんですから、もう少しでも車を持ってきて

くれるだけでもありがたいですよ。

ＯＫ。ＯＫ。もうこの話いっこやっててもわかんないんで、必要性についてもういっぺん確認

しましょう。いずれにしましても。

はい。確認をして、ヘリコプターに積んで行くバッテリーですから、トラックで運ぶような事

では無いと思います。おって連絡します。

●●、だから、無くてももうスタートしてもらって良いって事だろ？

私自身はそう判断します。

はい。そういう事でどうだい？

それでは、新木場からヘリには発進をしていただきます。その間、復旧班には全力を挙げて必

要な発電機の調達を福島第二で行っていただくと、福島第一も福島第二もこの点大変厳しい状

況でありますので、色々と困難多いと思いますが、是非、一緒に取り組んでいただきたいと思

います。よろしくお願いします。

はい。その件について２Ｆから言わせて下さい。大型のバス４０人乗りをすでに置いてありま

す。大型のバスには保護衣も４０人弱入っております。そこに皆さん乗っていただくようにす

ぐ保護衣に着替えていただけるようになっています。それにプラスで、先程相澤常務からあっ

た、水槽も一緒にバスの中に積んであります。それを持って行っていただければ全体揃うんじ

ゃないかと思いますので、そのバスを使って下さい。よろしくお願いします。

えー復旧班でそれを踏まえて対応してもらいます。

すいません。福島第二です。ちょっと別件で一つ本店の対策室にお礼とお願いをさせて下さい。

よろしいでしょうか？

はい。どうぞ。

今、福島第二の方もちょっとどうしても仮設のままだと不安な場所があって、ケーブルを布設

したかったんですが、あのー配電さん、工務さんのご協力いただいて、おかげさまで関電工さ

んに来ていただいて、ケーブル布設する事が出来そうです。本当ありがとうございます。是非

よろしくお願いします。

はい。了解。 

武黒さん？ 

はい？ 
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はい。確認をして、ヘリコプターに積んで行くバッテリーですから、トラックで運ぶような事

 

●●、だから、無くてももうスタートしてもらって良いって事だろ？

それでは、新木場からヘリには発進をしていただきます。その間、復旧班には全力を挙げて必

要な発電機の調達を福島第二で行っていただくと、福島第一も福島第二もこの点大変厳しい状

況でありますので、色々と困難多いと思いますが、是非、一緒に取り組んでいただきたいと思

はい。その件について２Ｆから言わせて下さい。大型のバス４０人乗りをすでに置いてありま
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発電機の要求はどこから出て、何に使うんでしたっけ？

知らない。本店側で調節してるはず。本店側の検討不足。

福島第一の●●でございますが、本店の●●、御礼でございます。本日、ホースを予備のホー

スを１６０本、それからガソリンと軽油を届けていただきました。大変助かります。ありがと

うございました。

了解です。 

すいません。全員にお願いがあります。１，４のＰＰの所から車の進入は禁止です。１，４Ｐ

Ｐからの車の進入は禁止です。今、１、２、３のベッセルに水を汲んでるホースがある為進入

禁止ですので是非、絶対守って下さい。

発電所、吉田さん？

はい。吉田です。

自衛隊のモニタリングのヘリコプターが１４時５５分、１４時５５分に基地を飛び立ったそう

です。えー仙台からです。従って、１時間以内には到着すると、３０分で到着する見込みだそ

うです。３０分。

はい。わかりました。

従って、１５時２５分、あと１０分強では到着するだろうと見込まれます。

はい。了解しました。もう一度発電所本部で共有します。

そしてですね、現場で作業してる方はまだモニタリングですから水が撒かれません。まだその

点は心配無いという事を伝えて下さい。

はい。わかりました。

で、同時にもし可能であればそのヘリコプターを爆音を耳で聞いたり、目で見たりする事が出

来るかどうか、これも実態の状況がわかったらそのご報告をして下さい。

はい。 

はい。では、サイトでもう一度確認します。警察プロジェクトの最初の偵察ヘリは１４時５５

分に 

修正。警察（？）ではありません。自衛隊です。自衛隊の空からミッションです。

失礼。失礼。空からミッションでした。申し訳ございません。自衛隊ミッションの、自衛隊空

からミッションの、おー最初の偵察ヘリは１４時５５分、空港を出ました。１５時２５分頃、

おーこの福島第一近辺に到着予定という事です。えーそれで警察ヘリが、すいません、自衛隊

ヘリ偵察ヘリが来た際に、皆さんで音が聞こえるかどうか、それについて確認しといて下さい。

えーよろしくお願いいたします。で、音が聞けたかどうかについて本部に報告して下さい。以

上。 

目で見えたかどうかも教えて下さい。

はい。じゃあ、目で見えたかどうかも含めてご報告ください。で、目で見えた場合はどこから

見えたかという事を報告して下さい。
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これはまだ小さいヘリコプターだそうです。

はい。はい。 

従って、水を積んでいません。散布致しません。

了解しました。

申し訳ないんですが、２Ｆで人を積み替えるヘリコプターは、何時に東京を出発されるんでし

ょうか？ 

５分ぐらい前に、●●から、１０分ぐらい前に、●●から、警察と合流したという報告があり

ました。もう出発したか、まもなくだと思います。

そのヘリコプターも３０分ぐらいで着くんでしょうか？それとも普通通り１時間ぐらいかかる

んですかね？わかんないですよね？

水を撒くヘリコプターは

違う違う。今は警察のヘリだから言わなくていいよ。

警察の分はちょっと私わかりませんが、新日本ヘリのヘリだったら１時間です。

わかりました。しっかり待機します。もう一つだけいいですか？ちょっと。今、我々の担当者

のところに、Ｊヴィレッジに赤外線カメラを持ってこいという指示があったようなんですが、

誰のどこからどういう風に出た指示なんでしょうか？

本店で誰か把握してる人いませんか？Ｊヴィレッジに赤外線カメラを持って来いという指示、

これはあの増田さん、誰からの指示だってわかってますか？

いや、わかりません。本店の担当者から、我々のところの赤外線カメラを持ってる担当者に掛

かってきた電話です。

本店の担当者で、福島第二の担当者に、赤外線カメラを持って来いという指示を出したという

事でありますが、その指示を出した方、誰でしょうか？至急調べて下さい。

あの、●●です。

はい。どうぞ。

指示という形ではなく、検討の依頼を致しました。それは昨日の時点から、検討依頼をしてお

ります。と申しますのも、燃料プールの温度というのは極めて重要で、それでもって燃料の水

掛けたときの影響というのは、右にも左にも奪われますので、赤外線カメラでのデータは極め

て大切だと、だから是非乗せてもらうように検討してくれという依頼は昨日からしております。

はい。それはちょっと、じゃあ後手に回ったけど、ここ全体で共有したいと思います。その上

で福島第二は対応は可能なんでしょうか？

あの、Ｊヴィレッジに持って行って、その後どうやってヘリコプターに乗せるつもりなのかが

理解出来ないんですけれども、

なるほど。それは今ちょっと私もわからないので、後ほど解答してもらいますが、福島第二の

バスに乗っけるのが一番良いように思います。
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なるほど。それは今ちょっと私もわからないので、後ほど解答してもらいますが、福島第二の
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私もそう思います。

はい。じゃあ、その線で調整するようにしてもらいます。

了解。じゃあ、一台乗せておきます。

まもなく、新木場ですか？もう飛び立っちゃうとおもうんですけども。

増田所長？１Ｆの●●ですが、赤外線カメラってたぶん射程距離があると思うので、ちょっと

確認をしといていただけるとよろしいかと思います。

●●？赤外線カメラについてはね？現場から射程距離があるから、ヘリで有効かどうかも含め

て確認した方が良いという事と、それから福島第二にヘリが着くのでバスに乗せるのが良いと

いうのが合意事項です。なぜＪヴィレッジに持って行く必要があるのか理解出来ない。

Ｊヴィレッジに持って行けという指示は全くしておりません。

じゃあ、それは改めて福島第二から出発するバスに乗せるという事で徹底しましょう。

はい。結構だと思います。

割り込んですいません。１Ｆ情報班ですけれども、自衛隊の偵察ヘリが出発しましたので、放

水作業の準備、準備を開始しましたという旨の通報を行いたいと思います。以上です。

すいません。もうすぐ偵察ヘリが到着の予定の時刻ですが、ちょっとあの、えー先程のおー今

度はすいません、警察プロジェクトの方に戻りますけれども、散、散、水を放水する際の注意

事項については、本店さんの検討プロジェクトの方で、出来ましたでしょうか？出来ましたら

後で配っていただければと思います。よろしくお願いします。

おーい、●●と●●？その今の吉田所長の答え、何かしてるか？

放水の手順については・・・・ヘリコプター、●●、もしくは●●が手順書を準備してありま

すので、それを紹介したいという風に思います。

了解しました。

この警察ミッションの放水の注意事項とか手順とかっていうのは、今言ってんだけどあんまり

良い答え無いんだけど、誰だい？これやってるのは。うん。吉田君がどうなってんでしょうか

って言ってんだよ。

あの、というかですね、我々たぶん警察の方に、警察の方にその手、手順を

ええと警察の手順は●●の分担で、それを後ほど紹介を致します。

それでそれは福島第一から警察の人に説明しないといけないんですか？それとも、もうすでに

説明されてるという事でよろしいですか？

むしろ雛形がございまして、それについてはすでに警察と共有されてると認識をしております

けれども、それにつきましては再確認をして現場に着いたときに、え、あの連絡が出来るよう

段取りをしたいと思います。

はい。お願いします。

第二から第一に行く時間のゆとりがあるんだな？ミッションのな。
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この警察ミッションの放水の注意事項とか手順とかっていうのは、今言ってんだけどあんまり

良い答え無いんだけど、誰だい？これやってるのは。うん。吉田君がどうなってんでしょうか

あの、というかですね、我々たぶん警察の方に、警察の方にその手、手順を 

それでそれは福島第一から警察の人に説明しないといけないんですか？それとも、もうすでに

むしろ雛形がございまして、それについてはすでに警察と共有されてると認識をしております

けれども、それにつきましては再確認をして現場に着いたときに、え、あの連絡が出来るよう

 

増田所長？１Ｆの●●ですが、赤外線カメラってたぶん射程距離があると思うので、ちょっと

●●？赤外線カメラについてはね？現場から射程距離があるから、ヘリで有効かどうかも含め

て確認した方が良いという事と、それから福島第二にヘリが着くのでバスに乗せるのが良いと

 

 

割り込んですいません。１Ｆ情報班ですけれども、自衛隊の偵察ヘリが出発しましたので、放

 

すいません。もうすぐ偵察ヘリが到着の予定の時刻ですが、ちょっとあの、えー先程のおー今

度はすいません、警察プロジェクトの方に戻りますけれども、散、散、水を放水する際の注意

事項については、本店さんの検討プロジェクトの方で、出来ましたでしょうか？出来ましたら

放水の手順については・・・・ヘリコプター、●●、もしくは●●が手順書を準備してありま

この警察ミッションの放水の注意事項とか手順とかっていうのは、今言ってんだけどあんまり

良い答え無いんだけど、誰だい？これやってるのは。うん。吉田君がどうなってんでしょうか

それでそれは福島第一から警察の人に説明しないといけないんですか？それとも、もうすでに

むしろ雛形がございまして、それについてはすでに警察と共有されてると認識をしております

けれども、それにつきましては再確認をして現場に着いたときに、え、あの連絡が出来るよう
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もし、ライトを入れられるようであれば、投光器のみたいなものをちょっとしたいのですが、

はい、はい、これから言います。発電所吉田さん？

はい。発電所吉田です。

ええとですね、まああの、新木場の方はやっと飛び立ったかどうかという所だと思いますので、

そこから考えると、おー１６時半ぐらいに福島第二に着いて着替えて、第一に着くのが１７時

過ぎ、えー若干のミーティングをやって現場の配置につくと早くたって１７時半とかですね、

ちょうど日没ぐらいのタイミングで、今日も天候悪いので、非常に暗いんだろうと思います。

そうすると、その投光機とか用意しても、どこまで視界が広がるかわかりませんが、少なくと

も現場の足下の作業の、作業の足元を照らすとか、周辺を照らすって事で配慮が必要になって

くるんですが、投光機や電源車っていうのはこれから確保可能でしょうか？

かなり厳しいもんがありますが、ちょっとすいません。発電所の本部。この発電所内に投光機

が今あるかどうか、どれぐらいあるか、それについて確認して下さい。それから電源車につい

てもお願いします。

福島第二の増田さん？福島第二の増田さん？福島第二の増田さん、いなければ代理の方。福島

第二の増田さんか、代理の方いないんですか？第二はどうなってるんですか？

投光機と電源車の話は誰がまとめてくれますか？

増田所長は少し席を外してます。

ちょっと聞こえない。第二聞こえません。

第二の●●です。所長は今、席を外しています。

席を外すときは必ず登録して下さい。

はい。失礼しました。

●●？投光機等については第二でも手配を考えられませんか？

発電班、●●さん、ちょっとそれ用の、、、

ちょっと検討してみます。

言われなくても検討するぐらいの根性でやって下さい。

はい。お願いします。

第二で投光機、手配できますか？

すいません。●●さん？あの、一つは投光機と電源？え、それようの電源を探すという事はし

て下さい。それと同時に、あったらどんどんどっか、運んで、どんどんすぐ使えるように運ん

で下さい。申し訳ないんだけれども。運ぶ場所はここでいいかな？な、免震建屋の脇っていう

か、あとで資材班と調整して、揃える場所を決めてそこに揃えて下さい。お願いします。

おい、●●？Ｊヴィレッジに無いのか？投光機、Ｊヴィレッジにあるだろ？

投光機とか電源はグランドのところにあるみたいなんですね。ちょっと資材班確認して（？）
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もし、ライトを入れられるようであれば、投光器のみたいなものをちょっとしたいのですが、

はい、はい、これから言います。発電所吉田さん？

はい。発電所吉田です。 

ええとですね、まああの、新木場の方はやっと飛び立ったかどうかという所だと思いますので、

そこから考えると、おー１６時半ぐらいに福島第二に着いて着替えて、第一に着くのが１７時

過ぎ、えー若干のミーティングをやって現場の配置につくと早くたって１７時半とかですね、

ちょうど日没ぐらいのタイミングで、今日も天候悪いので、非常に暗いんだろうと思います。

そうすると、その投光機とか用意しても、どこまで視界が広がるかわかりませんが、少なくと

も現場の足下の作業の、作業の足元を照らすとか、周辺を照らすって事で配慮が必要になって

ですが、投光機や電源車っていうのはこれから確保可能でしょうか？

かなり厳しいもんがありますが、ちょっとすいません。発電所の本部。この発電所内に投光機

が今あるかどうか、どれぐらいあるか、それについて確認して下さい。それから電源車につい

てもお願いします。 

福島第二の増田さん？福島第二の増田さん？福島第二の増田さん、いなければ代理の方。福島

第二の増田さんか、代理の方いないんですか？第二はどうなってるんですか？

投光機と電源車の話は誰がまとめてくれますか？

増田所長は少し席を外してます。

ちょっと聞こえない。第二聞こえません。

第二の●●です。所長は今、席を外しています。

席を外すときは必ず登録して下さい。

はい。失礼しました。 

●●？投光機等については第二でも手配を考えられませんか？

発電班、●●さん、ちょっとそれ用の、、、

ちょっと検討してみます。 

言われなくても検討するぐらいの根性でやって下さい。

はい。お願いします。 

第二で投光機、手配できますか？

すいません。●●さん？あの、一つは投光機と電源？え、それようの電源を探すという事はし

て下さい。それと同時に、あったらどんどんどっか、運んで、どんどんすぐ使えるように運ん

で下さい。申し訳ないんだけれども。運ぶ場所はここでいいかな？な、免震建屋の脇っていう

か、あとで資材班と調整して、揃える場所を決めてそこに揃えて下さい。お願いします。

おい、●●？Ｊヴィレッジに無いのか？投光機、Ｊヴィレッジにあるだろ？

投光機とか電源はグランドのところにあるみたいなんですね。ちょっと資材班確認して（？）
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発言内容

もし、ライトを入れられるようであれば、投光器のみたいなものをちょっとしたいのですが、

はい、はい、これから言います。発電所吉田さん？

ええとですね、まああの、新木場の方はやっと飛び立ったかどうかという所だと思いますので、

そこから考えると、おー１６時半ぐらいに福島第二に着いて着替えて、第一に着くのが１７時

過ぎ、えー若干のミーティングをやって現場の配置につくと早くたって１７時半とかですね、

ちょうど日没ぐらいのタイミングで、今日も天候悪いので、非常に暗いんだろうと思います。

そうすると、その投光機とか用意しても、どこまで視界が広がるかわかりませんが、少なくと

も現場の足下の作業の、作業の足元を照らすとか、周辺を照らすって事で配慮が必要になって

ですが、投光機や電源車っていうのはこれから確保可能でしょうか？

かなり厳しいもんがありますが、ちょっとすいません。発電所の本部。この発電所内に投光機

が今あるかどうか、どれぐらいあるか、それについて確認して下さい。それから電源車につい

福島第二の増田さん？福島第二の増田さん？福島第二の増田さん、いなければ代理の方。福島

第二の増田さんか、代理の方いないんですか？第二はどうなってるんですか？

投光機と電源車の話は誰がまとめてくれますか？

増田所長は少し席を外してます。 

ちょっと聞こえない。第二聞こえません。 

第二の●●です。所長は今、席を外しています。

席を外すときは必ず登録して下さい。 

●●？投光機等については第二でも手配を考えられませんか？

発電班、●●さん、ちょっとそれ用の、、、

 

言われなくても検討するぐらいの根性でやって下さい。

第二で投光機、手配できますか？ 

すいません。●●さん？あの、一つは投光機と電源？え、それようの電源を探すという事はし

て下さい。それと同時に、あったらどんどんどっか、運んで、どんどんすぐ使えるように運ん

で下さい。申し訳ないんだけれども。運ぶ場所はここでいいかな？な、免震建屋の脇っていう

か、あとで資材班と調整して、揃える場所を決めてそこに揃えて下さい。お願いします。

おい、●●？Ｊヴィレッジに無いのか？投光機、Ｊヴィレッジにあるだろ？

投光機とか電源はグランドのところにあるみたいなんですね。ちょっと資材班確認して（？）
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発言内容 

もし、ライトを入れられるようであれば、投光器のみたいなものをちょっとしたいのですが、

はい、はい、これから言います。発電所吉田さん？ 

ええとですね、まああの、新木場の方はやっと飛び立ったかどうかという所だと思いますので、

そこから考えると、おー１６時半ぐらいに福島第二に着いて着替えて、第一に着くのが１７時

過ぎ、えー若干のミーティングをやって現場の配置につくと早くたって１７時半とかですね、

ちょうど日没ぐらいのタイミングで、今日も天候悪いので、非常に暗いんだろうと思います。

そうすると、その投光機とか用意しても、どこまで視界が広がるかわかりませんが、少なくと

も現場の足下の作業の、作業の足元を照らすとか、周辺を照らすって事で配慮が必要になって

ですが、投光機や電源車っていうのはこれから確保可能でしょうか？

かなり厳しいもんがありますが、ちょっとすいません。発電所の本部。この発電所内に投光機

が今あるかどうか、どれぐらいあるか、それについて確認して下さい。それから電源車につい

福島第二の増田さん？福島第二の増田さん？福島第二の増田さん、いなければ代理の方。福島

第二の増田さんか、代理の方いないんですか？第二はどうなってるんですか？

投光機と電源車の話は誰がまとめてくれますか？ 

 

第二の●●です。所長は今、席を外しています。 

●●？投光機等については第二でも手配を考えられませんか？

発電班、●●さん、ちょっとそれ用の、、、 

言われなくても検討するぐらいの根性でやって下さい。 

すいません。●●さん？あの、一つは投光機と電源？え、それようの電源を探すという事はし

て下さい。それと同時に、あったらどんどんどっか、運んで、どんどんすぐ使えるように運ん

で下さい。申し訳ないんだけれども。運ぶ場所はここでいいかな？な、免震建屋の脇っていう

か、あとで資材班と調整して、揃える場所を決めてそこに揃えて下さい。お願いします。

おい、●●？Ｊヴィレッジに無いのか？投光機、Ｊヴィレッジにあるだろ？

投光機とか電源はグランドのところにあるみたいなんですね。ちょっと資材班確認して（？）
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もし、ライトを入れられるようであれば、投光器のみたいなものをちょっとしたいのですが、

ええとですね、まああの、新木場の方はやっと飛び立ったかどうかという所だと思いますので、

そこから考えると、おー１６時半ぐらいに福島第二に着いて着替えて、第一に着くのが１７時

過ぎ、えー若干のミーティングをやって現場の配置につくと早くたって１７時半とかですね、

ちょうど日没ぐらいのタイミングで、今日も天候悪いので、非常に暗いんだろうと思います。

そうすると、その投光機とか用意しても、どこまで視界が広がるかわかりませんが、少なくと

も現場の足下の作業の、作業の足元を照らすとか、周辺を照らすって事で配慮が必要になって

ですが、投光機や電源車っていうのはこれから確保可能でしょうか？

かなり厳しいもんがありますが、ちょっとすいません。発電所の本部。この発電所内に投光機

が今あるかどうか、どれぐらいあるか、それについて確認して下さい。それから電源車につい

福島第二の増田さん？福島第二の増田さん？福島第二の増田さん、いなければ代理の方。福島

第二の増田さんか、代理の方いないんですか？第二はどうなってるんですか？

●●？投光機等については第二でも手配を考えられませんか？ 

すいません。●●さん？あの、一つは投光機と電源？え、それようの電源を探すという事はし

て下さい。それと同時に、あったらどんどんどっか、運んで、どんどんすぐ使えるように運ん

で下さい。申し訳ないんだけれども。運ぶ場所はここでいいかな？な、免震建屋の脇っていう

か、あとで資材班と調整して、揃える場所を決めてそこに揃えて下さい。お願いします。

おい、●●？Ｊヴィレッジに無いのか？投光機、Ｊヴィレッジにあるだろ？

投光機とか電源はグランドのところにあるみたいなんですね。ちょっと資材班確認して（？）
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そこから考えると、おー１６時半ぐらいに福島第二に着いて着替えて、第一に着くのが１７時

過ぎ、えー若干のミーティングをやって現場の配置につくと早くたって１７時半とかですね、

ちょうど日没ぐらいのタイミングで、今日も天候悪いので、非常に暗いんだろうと思います。

そうすると、その投光機とか用意しても、どこまで視界が広がるかわかりませんが、少なくと

も現場の足下の作業の、作業の足元を照らすとか、周辺を照らすって事で配慮が必要になって
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が今あるかどうか、どれぐらいあるか、それについて確認して下さい。それから電源車につい

福島第二の増田さん？福島第二の増田さん？福島第二の増田さん、いなければ代理の方。福島

すいません。●●さん？あの、一つは投光機と電源？え、それようの電源を探すという事はし

て下さい。それと同時に、あったらどんどんどっか、運んで、どんどんすぐ使えるように運ん

で下さい。申し訳ないんだけれども。運ぶ場所はここでいいかな？な、免震建屋の脇っていう
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福島第二なんですが、よろしいですか？

はい。はい、どうぞ。

投光機ですが、５００ワットが２個、３００ワットが２個程度でしたら送れますが、これの電

源はどう考えてらっしゃるんでしょうか？

それは第一に聞かないとわからないので、取り合えず積める準備をしといて下さい。

考えてるというより、これの電源ももしあれば積、積、積んでいただきたいんだけれど、無け

ればしょうがないんだけど

了解。じゃあ、小さい発電機１台積んで、また全部これも同じバスに積んじゃうから。

はい。そうして下さい。第二も自分たちで考えて、出来る事はどんどん積極的にやって下さい。

今は判断は何かって言うと、極力明るくする物を福島第一に持って来るという事がミッション

ですので、極力早くですね、そういう目的でよろしくお願いします。

車を並べるとかっていう努力もちょっとしておいた方が良いと思います。２Ｆのヘリポートは

みんなで車並べました。よろしく。

これから時間との闘いですが、総合力を色々と皆さんの努力と知恵で発揮するしかありません

ので、それぞれの最大限の尽力をよろしくお願いいたします。

今、ちょっとどういう発注だったかわかりませんが、福島第一に結構投光機が新しい物だと思

う、と、電源が置いてありますと言うか、発注されていたようで、これちょっと確認します。

確認した上でえーどう使うか、どのように照らすかについても検討致します。よろしくお願い

いたします。 

はい。電源車が必要ならそれも含めてお願いします。

はい。 

あるはずだよな？

上を照らせないんですよね。地上３０ｍ．なんか絶対無理ですよ。地上３０ｍ．どうやって照

らせっていうの？なんか、知恵ないかい？

じゃあ、Ｊヴィレッジに迎えに行けよ。

じゃないの？ 

雪降ってるんだろ？

２Ｆさん？２Ｆさん？

はい。２Ｆ。どうぞ。

先程の赤外線カメラですが、これはヘリコプターに乗りますので、Ｊヴィレッジに送っていた

だきたいと思っているんですが、現在はどちらに、

そういう事は直接やって下さい。
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はい。 

今、警察ヘリの方の●●から連絡がありました。飛行経路が少し変わって、新木場から自衛隊

の百里基地に飛んで、そこから自衛隊のヘリに乗って、Ｊヴィレッジに到着だそうです。従っ

て、今まで２Ｆで待ってましたけれども、２Ｆのバスはある所でＪヴィレッジに迎えに行かな

きゃいけないという状況になります。連絡したいと思います。

福島第二、福島第一聞いて下さい。只今の説明にありましたように、警察の地上ミッションの

ヘリは、Ｊヴィレッジに着陸と方針変更になりました。Ｊヴィレッジに着陸です。従って、福

島第二で予定していたバス、並びに関連する装備についてはＪヴィレッジへの移動に変えて下

さい。 

はい。了解しました。それでは、福島第一、福島第二でこのミッションに対応してる方、到着

場所がＪヴィレッジに変更したということで実行して下さい。

増田さん、よろしいですか？

はい。了解しました。Ｊヴィレッジのほうに移動するように致します。

吉田さん？ 

はい？ 

福島第一吉田さん？今の天候はそちらはどうでしょうか？

もう一度確認させます。誰か今の天候見てきて。雪かな？

晴れてます。 

晴れてる？ 

はい。 

晴れてる？ 

はい。 

はい。現時点で晴れております。

はい。ありがとうございます。

●●、●●、ついでに、線量の報告、至近のデータを報告して下さい。

はい。わかりました。１５時現在、１７８８

風２．３ｍ。１５時１０分、１７５２

１５時２０分、１６９７

以上です。 

現場作業員は、散水ヘリで中断、つまりだいたい、この頃、出発したときに、待避して下さい。

散水ヘリの出発時間が１６時半ですね。はい、はい。

えー吉田さん？吉田さん？

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  128 / 197

今、警察ヘリの方の●●から連絡がありました。飛行経路が少し変わって、新木場から自衛隊

の百里基地に飛んで、そこから自衛隊のヘリに乗って、Ｊヴィレッジに到着だそうです。従っ

て、今まで２Ｆで待ってましたけれども、２Ｆのバスはある所でＪヴィレッジに迎えに行かな

きゃいけないという状況になります。連絡したいと思います。

福島第二、福島第一聞いて下さい。只今の説明にありましたように、警察の地上ミッションの

ヘリは、Ｊヴィレッジに着陸と方針変更になりました。Ｊヴィレッジに着陸です。従って、福

島第二で予定していたバス、並びに関連する装備についてはＪヴィレッジへの移動に変えて下

はい。了解しました。それでは、福島第一、福島第二でこのミッションに対応してる方、到着

場所がＪヴィレッジに変更したということで実行して下さい。

増田さん、よろしいですか？ 

はい。了解しました。Ｊヴィレッジのほうに移動するように致します。

福島第一吉田さん？今の天候はそちらはどうでしょうか？

もう一度確認させます。誰か今の天候見てきて。雪かな？

 

はい。現時点で晴れております。

はい。ありがとうございます。

●●、●●、ついでに、線量の報告、至近のデータを報告して下さい。

はい。わかりました。１５時現在、１７８８

風２．３ｍ。１５時１０分、１７５２

１５時２０分、１６９７μSv/h

現場作業員は、散水ヘリで中断、つまりだいたい、この頃、出発したときに、待避して下さい。

散水ヘリの出発時間が１６時半ですね。はい、はい。

えー吉田さん？吉田さん？ 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

197 

発言内容

今、警察ヘリの方の●●から連絡がありました。飛行経路が少し変わって、新木場から自衛隊

の百里基地に飛んで、そこから自衛隊のヘリに乗って、Ｊヴィレッジに到着だそうです。従っ

て、今まで２Ｆで待ってましたけれども、２Ｆのバスはある所でＪヴィレッジに迎えに行かな

きゃいけないという状況になります。連絡したいと思います。

福島第二、福島第一聞いて下さい。只今の説明にありましたように、警察の地上ミッションの

ヘリは、Ｊヴィレッジに着陸と方針変更になりました。Ｊヴィレッジに着陸です。従って、福

島第二で予定していたバス、並びに関連する装備についてはＪヴィレッジへの移動に変えて下

はい。了解しました。それでは、福島第一、福島第二でこのミッションに対応してる方、到着

場所がＪヴィレッジに変更したということで実行して下さい。

 

はい。了解しました。Ｊヴィレッジのほうに移動するように致します。

福島第一吉田さん？今の天候はそちらはどうでしょうか？

もう一度確認させます。誰か今の天候見てきて。雪かな？

はい。現時点で晴れております。 

はい。ありがとうございます。 

●●、●●、ついでに、線量の報告、至近のデータを報告して下さい。

はい。わかりました。１５時現在、１７８８

風２．３ｍ。１５時１０分、１７５２μSv/h

Sv/h、ニュートロン検出されず、風向き北北西３．０ｍ／ｓｅｃ。

現場作業員は、散水ヘリで中断、つまりだいたい、この頃、出発したときに、待避して下さい。

散水ヘリの出発時間が１６時半ですね。はい、はい。

 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

今、警察ヘリの方の●●から連絡がありました。飛行経路が少し変わって、新木場から自衛隊

の百里基地に飛んで、そこから自衛隊のヘリに乗って、Ｊヴィレッジに到着だそうです。従っ

て、今まで２Ｆで待ってましたけれども、２Ｆのバスはある所でＪヴィレッジに迎えに行かな

きゃいけないという状況になります。連絡したいと思います。

福島第二、福島第一聞いて下さい。只今の説明にありましたように、警察の地上ミッションの

ヘリは、Ｊヴィレッジに着陸と方針変更になりました。Ｊヴィレッジに着陸です。従って、福

島第二で予定していたバス、並びに関連する装備についてはＪヴィレッジへの移動に変えて下

はい。了解しました。それでは、福島第一、福島第二でこのミッションに対応してる方、到着

場所がＪヴィレッジに変更したということで実行して下さい。

はい。了解しました。Ｊヴィレッジのほうに移動するように致します。

福島第一吉田さん？今の天候はそちらはどうでしょうか？ 

もう一度確認させます。誰か今の天候見てきて。雪かな？ 

●●、●●、ついでに、線量の報告、至近のデータを報告して下さい。

はい。わかりました。１５時現在、１７８８μSv/h、ニュートロン検出されず、風向き北西の

Sv/h、ニュートロン検出されず、北西の風３．４ｍ。

、ニュートロン検出されず、風向き北北西３．０ｍ／ｓｅｃ。

現場作業員は、散水ヘリで中断、つまりだいたい、この頃、出発したときに、待避して下さい。

散水ヘリの出発時間が１６時半ですね。はい、はい。 
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今、警察ヘリの方の●●から連絡がありました。飛行経路が少し変わって、新木場から自衛隊

の百里基地に飛んで、そこから自衛隊のヘリに乗って、Ｊヴィレッジに到着だそうです。従っ

て、今まで２Ｆで待ってましたけれども、２Ｆのバスはある所でＪヴィレッジに迎えに行かな

きゃいけないという状況になります。連絡したいと思います。 

福島第二、福島第一聞いて下さい。只今の説明にありましたように、警察の地上ミッションの

ヘリは、Ｊヴィレッジに着陸と方針変更になりました。Ｊヴィレッジに着陸です。従って、福

島第二で予定していたバス、並びに関連する装備についてはＪヴィレッジへの移動に変えて下

はい。了解しました。それでは、福島第一、福島第二でこのミッションに対応してる方、到着

場所がＪヴィレッジに変更したということで実行して下さい。 

はい。了解しました。Ｊヴィレッジのほうに移動するように致します。 

 

 

●●、●●、ついでに、線量の報告、至近のデータを報告して下さい。 
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、ニュートロン検出されず、北西の風３．４ｍ。

、ニュートロン検出されず、風向き北北西３．０ｍ／ｓｅｃ。

現場作業員は、散水ヘリで中断、つまりだいたい、この頃、出発したときに、待避して下さい。
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今、警察ヘリの方の●●から連絡がありました。飛行経路が少し変わって、新木場から自衛隊

の百里基地に飛んで、そこから自衛隊のヘリに乗って、Ｊヴィレッジに到着だそうです。従っ

て、今まで２Ｆで待ってましたけれども、２Ｆのバスはある所でＪヴィレッジに迎えに行かな

福島第二、福島第一聞いて下さい。只今の説明にありましたように、警察の地上ミッションの

ヘリは、Ｊヴィレッジに着陸と方針変更になりました。Ｊヴィレッジに着陸です。従って、福

島第二で予定していたバス、並びに関連する装備についてはＪヴィレッジへの移動に変えて下

はい。了解しました。それでは、福島第一、福島第二でこのミッションに対応してる方、到着

、ニュートロン検出されず、風向き北西の

、ニュートロン検出されず、北西の風３．４ｍ。

、ニュートロン検出されず、風向き北北西３．０ｍ／ｓｅｃ。

現場作業員は、散水ヘリで中断、つまりだいたい、この頃、出発したときに、待避して下さい。

 

今、警察ヘリの方の●●から連絡がありました。飛行経路が少し変わって、新木場から自衛隊

の百里基地に飛んで、そこから自衛隊のヘリに乗って、Ｊヴィレッジに到着だそうです。従っ

て、今まで２Ｆで待ってましたけれども、２Ｆのバスはある所でＪヴィレッジに迎えに行かな

福島第二、福島第一聞いて下さい。只今の説明にありましたように、警察の地上ミッションの

ヘリは、Ｊヴィレッジに着陸と方針変更になりました。Ｊヴィレッジに着陸です。従って、福

島第二で予定していたバス、並びに関連する装備についてはＪヴィレッジへの移動に変えて下

はい。了解しました。それでは、福島第一、福島第二でこのミッションに対応してる方、到着

、ニュートロン検出されず、風向き北西の

、ニュートロン検出されず、北西の風３．４ｍ。

、ニュートロン検出されず、風向き北北西３．０ｍ／ｓｅｃ。

現場作業員は、散水ヘリで中断、つまりだいたい、この頃、出発したときに、待避して下さい。 
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はい。吉田です。

最新の状況を報告します。また、従前の情報を若干修正いたします。

はい。 

えーっと、自衛隊の空からミッションのヘリについてです。

はい。 

まず自衛隊の空からミッションのヘリもですね、仙台空港を１４時５５分に出発してますが、

まもなくＪヴィレッジに到着です。Ｊヴィレッジに到着です。そこで、東電の職員と、それか

らさっきの赤外線カメラを搭載して１５時５０分Ｊヴィレッジ発。１５時５０分Ｊヴィレッジ

発です。 

１５時５０分発。はい。

そうすると１０分後ぐらいには、モニタリングの開始になります。

はい。 

そうすると３０分後の１６時３０分頃に、つまり今から１時間頃に後続の散水ヘリ、これは２

機ですが、出発判断になります。

はい。 

そして散水ヘリは、海水を汲んで１Ｆの上空へ行きます。

はい。 

１７時３０分頃、つまり今から２時間後ぐらいに１Ｆの上空に到着して散水いたします。

はい。 

従って、現場作業員は、散水ヘリが、その１番機が出発する１６時半頃になりましたら連絡が

来ますので、 

はい。 

えー退避を開始するという事がよろしかろうと思います。

はい。了解しました。

これは、現時点での状、状況でありますので、変更があった場合にはまた、１０分程度の変更

繰上げもあり得ますので、その場合にまたご連絡いたします。

はい。了解しました。

福島第二の増田さん？

増田、電話中です。赤外線カメラを積んだバスはまだ発電所を出ていません。まもなく出る所

ですけれども、
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はい。吉田です。 

最新の状況を報告します。また、従前の情報を若干修正いたします。

えーっと、自衛隊の空からミッションのヘリについてです。

まず自衛隊の空からミッションのヘリもですね、仙台空港を１４時５５分に出発してますが、

まもなくＪヴィレッジに到着です。Ｊヴィレッジに到着です。そこで、東電の職員と、それか

らさっきの赤外線カメラを搭載して１５時５０分Ｊヴィレッジ発。１５時５０分Ｊヴィレッジ

１５時５０分発。はい。 

そうすると１０分後ぐらいには、モニタリングの開始になります。

そうすると３０分後の１６時３０分頃に、つまり今から１時間頃に後続の散水ヘリ、これは２

機ですが、出発判断になります。

そして散水ヘリは、海水を汲んで１Ｆの上空へ行きます。

１７時３０分頃、つまり今から２時間後ぐらいに１Ｆの上空に到着して散水いたします。

従って、現場作業員は、散水ヘリが、その１番機が出発する１６時半頃になりましたら連絡が

 

えー退避を開始するという事がよろしかろうと思います。

はい。了解しました。 

これは、現時点での状、状況でありますので、変更があった場合にはまた、１０分程度の変更

繰上げもあり得ますので、その場合にまたご連絡いたします。

はい。了解しました。 

福島第二の増田さん？ 

増田、電話中です。赤外線カメラを積んだバスはまだ発電所を出ていません。まもなく出る所

ですけれども、 
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発言内容

最新の状況を報告します。また、従前の情報を若干修正いたします。

えーっと、自衛隊の空からミッションのヘリについてです。

まず自衛隊の空からミッションのヘリもですね、仙台空港を１４時５５分に出発してますが、

まもなくＪヴィレッジに到着です。Ｊヴィレッジに到着です。そこで、東電の職員と、それか

らさっきの赤外線カメラを搭載して１５時５０分Ｊヴィレッジ発。１５時５０分Ｊヴィレッジ

そうすると１０分後ぐらいには、モニタリングの開始になります。

そうすると３０分後の１６時３０分頃に、つまり今から１時間頃に後続の散水ヘリ、これは２

機ですが、出発判断になります。 

そして散水ヘリは、海水を汲んで１Ｆの上空へ行きます。

１７時３０分頃、つまり今から２時間後ぐらいに１Ｆの上空に到着して散水いたします。

従って、現場作業員は、散水ヘリが、その１番機が出発する１６時半頃になりましたら連絡が

えー退避を開始するという事がよろしかろうと思います。

これは、現時点での状、状況でありますので、変更があった場合にはまた、１０分程度の変更

繰上げもあり得ますので、その場合にまたご連絡いたします。

増田、電話中です。赤外線カメラを積んだバスはまだ発電所を出ていません。まもなく出る所
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発言内容 

最新の状況を報告します。また、従前の情報を若干修正いたします。

えーっと、自衛隊の空からミッションのヘリについてです。

まず自衛隊の空からミッションのヘリもですね、仙台空港を１４時５５分に出発してますが、

まもなくＪヴィレッジに到着です。Ｊヴィレッジに到着です。そこで、東電の職員と、それか

らさっきの赤外線カメラを搭載して１５時５０分Ｊヴィレッジ発。１５時５０分Ｊヴィレッジ

そうすると１０分後ぐらいには、モニタリングの開始になります。

そうすると３０分後の１６時３０分頃に、つまり今から１時間頃に後続の散水ヘリ、これは２

そして散水ヘリは、海水を汲んで１Ｆの上空へ行きます。 

１７時３０分頃、つまり今から２時間後ぐらいに１Ｆの上空に到着して散水いたします。

従って、現場作業員は、散水ヘリが、その１番機が出発する１６時半頃になりましたら連絡が

えー退避を開始するという事がよろしかろうと思います。 

これは、現時点での状、状況でありますので、変更があった場合にはまた、１０分程度の変更

繰上げもあり得ますので、その場合にまたご連絡いたします。

増田、電話中です。赤外線カメラを積んだバスはまだ発電所を出ていません。まもなく出る所
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最新の状況を報告します。また、従前の情報を若干修正いたします。 

えーっと、自衛隊の空からミッションのヘリについてです。 

まず自衛隊の空からミッションのヘリもですね、仙台空港を１４時５５分に出発してますが、

まもなくＪヴィレッジに到着です。Ｊヴィレッジに到着です。そこで、東電の職員と、それか

らさっきの赤外線カメラを搭載して１５時５０分Ｊヴィレッジ発。１５時５０分Ｊヴィレッジ

そうすると１０分後ぐらいには、モニタリングの開始になります。 

そうすると３０分後の１６時３０分頃に、つまり今から１時間頃に後続の散水ヘリ、これは２

 

１７時３０分頃、つまり今から２時間後ぐらいに１Ｆの上空に到着して散水いたします。

従って、現場作業員は、散水ヘリが、その１番機が出発する１６時半頃になりましたら連絡が

 

これは、現時点での状、状況でありますので、変更があった場合にはまた、１０分程度の変更

繰上げもあり得ますので、その場合にまたご連絡いたします。 

増田、電話中です。赤外線カメラを積んだバスはまだ発電所を出ていません。まもなく出る所
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まず自衛隊の空からミッションのヘリもですね、仙台空港を１４時５５分に出発してますが、

まもなくＪヴィレッジに到着です。Ｊヴィレッジに到着です。そこで、東電の職員と、それか

らさっきの赤外線カメラを搭載して１５時５０分Ｊヴィレッジ発。１５時５０分Ｊヴィレッジ

そうすると３０分後の１６時３０分頃に、つまり今から１時間頃に後続の散水ヘリ、これは２

１７時３０分頃、つまり今から２時間後ぐらいに１Ｆの上空に到着して散水いたします。

従って、現場作業員は、散水ヘリが、その１番機が出発する１６時半頃になりましたら連絡が

これは、現時点での状、状況でありますので、変更があった場合にはまた、１０分程度の変更

増田、電話中です。赤外線カメラを積んだバスはまだ発電所を出ていません。まもなく出る所

 

まず自衛隊の空からミッションのヘリもですね、仙台空港を１４時５５分に出発してますが、

まもなくＪヴィレッジに到着です。Ｊヴィレッジに到着です。そこで、東電の職員と、それか

らさっきの赤外線カメラを搭載して１５時５０分Ｊヴィレッジ発。１５時５０分Ｊヴィレッジ

そうすると３０分後の１６時３０分頃に、つまり今から１時間頃に後続の散水ヘリ、これは２

１７時３０分頃、つまり今から２時間後ぐらいに１Ｆの上空に到着して散水いたします。 

従って、現場作業員は、散水ヘリが、その１番機が出発する１６時半頃になりましたら連絡が

これは、現時点での状、状況でありますので、変更があった場合にはまた、１０分程度の変更

増田、電話中です。赤外線カメラを積んだバスはまだ発電所を出ていません。まもなく出る所
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そうすると間に合わない可能性がありますね

１５時５０分までにＪヴィレッジに着かない可能性があります。あの、バスを発電所を出たと

きに連絡いたします。

はい。それからＪヴィレッジに一緒に乗る東電職員というのは、ちょっと私把握してなかった

んですけれども、誰になってますか？

ちょっと最終確認出来てませんけども、一番最初の方は本店から行ってる●●が放管員として

一緒に乗る予定でした。いずれにしても、もう一人２Ｆから行ってるので、どちらかが乗りま

す。 

それはもう待機していると？

●●は元々いますから、少なくとも一人は必ずいます。

２Ｆの方は聞いていませんが、

確認します。 

もう、これ時間との闘いですから。

●●？ 

はい？ 

Ｊヴィレッジにえーその赤外線カメラが間に合わない時は、時間との勝負ですから、諦めざる

を得ないと思うんですがどうでしょうか？

もちろん作業を優先していただきたいと思います。

そうしたいと思います。

そっか、でも変えられないんだろ？とても無理だ？ちょっと確認だな。

ともかく、３号、１号、水をいっぱい入れなくてはならんので、水浸しになっちゃう前に、

これあれですね、一段落したら、警察とか、自衛隊とかみんなで、総出で、

うん、行くよ。

えーＪビレッジで、あ、保安班からです。Ｊヴィレッジで待機している放管員は、１Ｆからの

放管員が一名いる事を確認しています。燃料も１Ｆから行ってるはずですが、今これ個体名確

認してます。 

はい。よろしく。

１Ｆから行ってる燃料グループの人間は、●●といいます。お願いします。

ありがとうございました。

１Ｆからの放管員は●●と申します。
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はい、知ってるよ。

はい、ありがとうございました。

●●？それ車のナンバー言った方が良いよ。

了解。 

福島第一さん？福島第一さん？本店から自衛隊のヘリの、えーだいたいのフライトのイメージ

をお伝えしたいと思います。で、あのー退避していただくに当たっての全体の流れに関係しま

すので、本店より説明したいと思いますがよろしいでしょうか？

はい、どうぞ。

えっとですね、あの退避のスタートに関しましては、えー自衛隊の仙台にある基地から、えー

２機あるヘリコプターのうちの１機目があの、飛び立ったタイミングを退避のお願いの時間に

なります。 

はい。それは連絡いただけるんですね？

連絡します。１機目が飛び立ちました、で退避の開始をお願い致しますという事でご連絡を致

します。 

はい。わかりました。

そして、実際に到着するまで水を汲んで行きますので、時間の誤差は相当ありますけれども、

３０分以上１時間以内といった目安で考えていただければと思います。えーそして、その後、

作業をするわけですけれども、この作業は線量との関係、それから燃料の関係、こういった事

で、現地の方が現地側で判断して、どれくらいオペレーションするかっていう事が決まってま

いります。そして、オペレーションが終わった後に、すべてＪヴィレッジに着艦致します。こ

のＪヴィレッジに全機着艦した時点で任務完了となりますので、その時点で発電所さんにお知

らせをいたします。この全機着艦を以って、退避時間完了と、待避時間終了といった形でまた

必要に応じて現場に戻っていただくと、全体をそういう流れで考えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

はい。了解しましたが、今ので一番重要なのが、１機目がスタートした時刻の伝達ですので、

これは必ず、必ず実施して下さい。よろしくお願いいたします。

１機目のスタート、必ず連絡致します。

はい。よろしくお願いします。

それは、じゃあ●●、直接自分でやって下さい。

了解致しました。

今、ヘリが飛んだときの退避の話をしましたが、ヘリは何回か飛ぶ予定がありますので、再開

の時もしっかり連絡取れるように、いや、ようするに飛んで帰っちゃったからって、いるとま

ずくなるから、そこんとこミスマッチしないようにやろうな。

従って、●●？散水が終わってヘリが帰ったら、それを確認してまた必ずここに報告する。そ

の間は現場は作業を再開はしない。これを厳守する必要があります。

４号と聞いてびっくりして来たんだけれども、

３号機でしょ？
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●●？それ車のナンバー言った方が良いよ。 

福島第一さん？福島第一さん？本店から自衛隊のヘリの、えーだいたいのフライトのイメージ
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すので、本店より説明したいと思いますがよろしいでしょうか？

えっとですね、あの退避のスタートに関しましては、えー自衛隊の仙台にある基地から、えー

２機あるヘリコプターのうちの１機目があの、飛び立ったタイミングを退避のお願いの時間に

連絡します。１機目が飛び立ちました、で退避の開始をお願い致しますという事でご連絡を致

そして、実際に到着するまで水を汲んで行きますので、時間の誤差は相当ありますけれども、

３０分以上１時間以内といった目安で考えていただければと思います。えーそして、その後、

作業をするわけですけれども、この作業は線量との関係、それから燃料の関係、こういった事

で、現地の方が現地側で判断して、どれくらいオペレーションするかっていう事が決まってま

いります。そして、オペレーションが終わった後に、すべてＪヴィレッジに着艦致します。こ

のＪヴィレッジに全機着艦した時点で任務完了となりますので、その時点で発電所さんにお知

たします。この全機着艦を以って、退避時間完了と、待避時間終了といった形でまた

必要に応じて現場に戻っていただくと、全体をそういう流れで考えていただければと思います。

はい。了解しましたが、今ので一番重要なのが、１機目がスタートした時刻の伝達ですので、
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４号。 

そう、だから４号と聞いてびっくりしてきたんだけれども。次のミッションは４号プール？

だから優先順位変わっている。

はい。 

はい。 

●●。Ｊヴィレッジの絵か何かないか？

すいません。●●、同時にですね、今、増田さんがＪヴィレッジに向かうんだけれども、Ｊヴ

ィレッジのヘリポートの位置がわからない、Ｊヴィレッジの地図みたいな物を入手できないで

しょうか？お願いします。

ちょっとずさん、立地の方はいかがですかね？

すいません。立地の方で。それをパッとゼロックスして、何枚か本部席に届けていただいて良

いですか？すいません。

すいません。福島第一吉田、指揮権を●●に暫時譲ります。

了解。 

●●？●●いませんか？Ｊヴィレッジからヘリはもう出たでしょうか？未確認？

はい。今、２Ｆのタンクを運べないかちょっと車両を確認しています。

Ｊヴィレッジに自衛隊ヘリが到着したかどうかは

確認します。 

はい。 

すいません。ヘリコプターが来てこれから暗くなりますんで、投下場所を投光機で照らす為の

セッティングの作業をこれからやりたいと思います。復旧班と発電班から人を出してもらって

ですね、目標１０名から１５名ぐらい、出してもらいたいと思いますので、

Ｊヴィレッジにヘリは１機着いて、もう１機は着陸中です。

決まりましたら、後ろのところに集まって下さい。それから、柏崎さんの方には３名、協力し

てもらえるようにお願いしましたんで、すいません、皆さん、疲れてますけど、よろしくお願

いします。１６時後ろのエリアに集まって下さい。

●●、灯光する対象はわかってます？何を照らすかってのはわかってます？

まだ細かい説明全然受けてませんけど、まずは人集めだけです。

それの準備ね？とりあえずね。

だから、セッティング場所もこれから説明があるっていう風に聞いてますんで
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決まりましたら、後ろのところに集まって下さい。それから、柏崎さんの方には３名、協力し

てもらえるようにお願いしましたんで、すいません、皆さん、疲れてますけど、よろしくお願
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決まりましたら、後ろのところに集まって下さい。それから、柏崎さんの方には３名、協力し

てもらえるようにお願いしましたんで、すいません、皆さん、疲れてますけど、よろしくお願
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了解、了解。とりあえず、だから準備って意味ね？

ちょっと１Ｆ、本店との通話じゃないときは一回切ってて

了解しました。

えっと、ちょっと昨日とプラントの屋根の状況が変わっているというような情報が入りました

ので、今後の方針にも関わりますから紹介をさせていただきます。これは研究所の方から提供

いただいた今日の写真です。もっとうっと離して離して。左から１号、２号、煙の下が３号、

一番左が４号です。そこグッとひいてみてくれる？ひくっていうか、それ逆、ごめんなさい。

アップしてみてくれる？昨日までの段階ですと屋根がまだ半分ぐらいついてたかなって感じな

んですけど、これを見ますと落ちているように見えます。ちょっとわかりませんが、これ見ま

すとトラスの形がそのまま出てますので、少なくともあの、屋根の壁と申しますかそういった

物は無くなっている。４号です。

４号ね？ 

はい。という事は、これは屋根の形状というか状景は、１号、３号、４号とも共通になります

ので、今後の対策という事については、対策の仕方は似てくるのかなと

今、それが構造物としての短期、中期的なその健全性とまでは言わないけども、使用継続性に

ついては、何かその大きな悪影響ってのは考えられますか？

はい。あの屋根トラスが見えていますので、屋根のガコウがあるという事は、恐らくクレーン

はまだ乗っかっているんじゃないかと。わかりませんよ。わかりませんけど、その可能性があ

ります。で、これが４号は運転中だったから、たぶん燃料プールより一番離した場所において

ありますので、これが仮に落ちたとしても、燃料プールへの影響は基本的には無いという位置

です。 

従って、他の号機よりはいいだろうという事ですね？

はい。 

すいません。建設復旧班ですけれども、１６時、今ですね、ガラをどかしに行った部隊が戻っ

てきたという報告がありました。陸側の通路はこれで、３号と４号の前ですね、ここは全部空

きましたんで、消防車が入れるような状態です。以上です。

はい。連絡ありがとうございます。

うん。していない、していない。線量高いもん。

保安班●●からお願いがあります。２Ｆのタンクを１Ｆに運ぶ術ですけども、Ｊヴィレッジに

確認しました。あとＪヴィレッジでの車の運行も少し確認したんですけれども、Ｊヴィレッジ、

１Ｆ、２Ｆには今動かせるトラックはありません。従って、タンクを運ぶ為には、どっかから

車を調達してくる必要があるんですけれども、えっと、資材班の方でお願いできないでしょう

か？ 

●●、えっと、ごめんなさい、ちょっと待って下さい。２Ｆです。今、バスに人が乗ってもら

うバスに、１０ｔの水槽と、３ｔの水槽と、１ｔの水槽二つ無理やり乗せられるだけ乗せまし

た。ですから、このＪヴィレッジ経由のバスが、そのまま着く時には、水槽も一緒に使える水

槽が乗っかってると、で、１Ｆにもう一個１０ｔの水槽があるって言ってましたんで、それと

合わせれば最初のご要求の分は揃うと思うんですけれど、いかがですか？

１Ｆさんいかがでしょうか？

あ、あの、いかがですかって結構ですよ。何か問題あるんでしたっけ？
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ります。で、これが４号は運転中だったから、たぶん燃料プールより一番離した場所において

ありますので、これが仮に落ちたとしても、燃料プールへの影響は基本的には無いという位置

従って、他の号機よりはいいだろうという事ですね？

すいません。建設復旧班ですけれども、１６時、今ですね、ガラをどかしに行った部隊が戻っ

てきたという報告がありました。陸側の通路はこれで、３号と４号の前ですね、ここは全部空

きましたんで、消防車が入れるような状態です。以上です。
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確認しました。あとＪヴィレッジでの車の運行も少し確認したんですけれども、Ｊヴィレッジ、

１Ｆ、２Ｆには今動かせるトラックはありません。従って、タンクを運ぶ為には、どっかから

車を調達してくる必要があるんですけれども、えっと、資材班の方でお願いできないでしょう

●●、えっと、ごめんなさい、ちょっと待って下さい。２Ｆです。今、バスに人が乗ってもら

うバスに、１０ｔの水槽と、３ｔの水槽と、１ｔの水槽二つ無理やり乗せられるだけ乗せまし

た。ですから、このＪヴィレッジ経由のバスが、そのまま着く時には、水槽も一緒に使える水

槽が乗っかってると、で、１Ｆにもう一個１０ｔの水槽があるって言ってましたんで、それと

合わせれば最初のご要求の分は揃うと思うんですけれど、いかがですか？

１Ｆさんいかがでしょうか？ 

あ、あの、いかがですかって結構ですよ。何か問題あるんでしたっけ？
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ありますので、これが仮に落ちたとしても、燃料プールへの影響は基本的には無いという位置

従って、他の号機よりはいいだろうという事ですね？ 
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てきたという報告がありました。陸側の通路はこれで、３号と４号の前ですね、ここは全部空

きましたんで、消防車が入れるような状態です。以上です。

うん。していない、していない。線量高いもん。 

保安班●●からお願いがあります。２Ｆのタンクを１Ｆに運ぶ術ですけども、Ｊヴィレッジに

確認しました。あとＪヴィレッジでの車の運行も少し確認したんですけれども、Ｊヴィレッジ、

１Ｆ、２Ｆには今動かせるトラックはありません。従って、タンクを運ぶ為には、どっかから
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はまだ乗っかっているんじゃないかと。わかりませんよ。わかりませんけど、その可能性があ

ります。で、これが４号は運転中だったから、たぶん燃料プールより一番離した場所において

ありますので、これが仮に落ちたとしても、燃料プールへの影響は基本的には無いという位置

すいません。建設復旧班ですけれども、１６時、今ですね、ガラをどかしに行った部隊が戻っ

てきたという報告がありました。陸側の通路はこれで、３号と４号の前ですね、ここは全部空

保安班●●からお願いがあります。２Ｆのタンクを１Ｆに運ぶ術ですけども、Ｊヴィレッジに

確認しました。あとＪヴィレッジでの車の運行も少し確認したんですけれども、Ｊヴィレッジ、

１Ｆ、２Ｆには今動かせるトラックはありません。従って、タンクを運ぶ為には、どっかから

車を調達してくる必要があるんですけれども、えっと、資材班の方でお願いできないでしょう

●●、えっと、ごめんなさい、ちょっと待って下さい。２Ｆです。今、バスに人が乗ってもら

うバスに、１０ｔの水槽と、３ｔの水槽と、１ｔの水槽二つ無理やり乗せられるだけ乗せまし

た。ですから、このＪヴィレッジ経由のバスが、そのまま着く時には、水槽も一緒に使える水

槽が乗っかってると、で、１Ｆにもう一個１０ｔの水槽があるって言ってましたんで、それと
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いや、もう十分って事でいいですか？

ごめんなさい。それ１Ｆだと答えられないでしょう。本店の方で今の運行を前提としてものを

考えましょう。

はい。今、ちょっと設計変更もしてまして、１０リュウベのタンクでたぶん十分になるような

設計が出来ると思いますが、水槽はいっぱいあったに今は越した事がありませんので、全部受

け取っていただいて使えるようにしといていただければと思います。

頑張って下さい。あとは今、到着のタイミングがわかりましたんで、折り込みをお願いします。

ちょっとすいません。ついでに（？）ですけれど、ホース、ホースは（？）なんですよね？ホ

ースは２Ｆは用意できませんでしたので、ホースは無いですよ。

はい。いいです。到着の時刻、まず●●から連絡して下さい。じゃなかったの？

いえいえ。そうじゃない。今、本店の方で水槽、それを前提にくもうというんで、到着の時刻

も今ので読めるようになったから、盛り込んで前提をくみましょうねと、そういう話です。

わかりました。

ホースの話、続行して下さい。

はい、どうぞ。ホースの話続行して下さい。

ホースまでは手配出来てませんので、ホースの手配はよろしくお願いします。

ホースの方は火力部さんの方から、取り合えずありったけのやついただいてますんで、６５Ａ

がほとんどだと聞いてますけれども、それを利用して下さい。ちょっと今後、ホース色々足り

なくて困ったんで考える必要があるかなぁなんて思ってますんで、資材部さん、よろしくお願

いします。 

了解。 

●●？そういう事頼むときはね、今はその程度でいいけども、今後頼む時はきちっと仕様とか

日時とかマンデイトとか、そういうのを明確にして頼まないとこういう場面では混乱しますよ。

はい。すいません。

●●、Ｊヴィレッジからのヘリの情報は？

１機着いて、放管員と写真撮影隊乗るようにって、指示が出てたってとこまでは確認してます。

先程、その１機が飛び立ったという情報がありました。

先程って何時？

正確な時間はわかりませんが、４時ちょうどぐらいだと思われます。

４時ちょうどぐらい？

はい。 

今の予定だと、当初１６時頃にモニタリング開始という事になってましたが、おそらく１０分、
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１５分ぐらいの遅れでモニタリング開始という事になるだろうという事だと思います。

はい。わかりました。

警察部隊の方の連絡が入りました。新木場を１６時３０分に出発する予定です。で、百里基地

に１７時１０分到着、１７時１０分。で、ここで４人乗ってさらに全部で８人乗り込むという

事のようです。それでＪヴィレッジに１７時５０分到着。そこから２Ｆのバスに乗り込むとい

う事のようです。

そうすると福島第一到着予定時刻は？

すいません。そこまでまだ出てません。

想定して下さい。

了解です。 

えぇ、良いんですけど暗くなっちゃう。

１Ｆ吉田さん？

はい。１Ｆ吉田です。

念の為、確認しときたいと思います。自、警察の地上ミッションについては、地上のホースの

養生が必要だったと思いますが、これは終了確認できてますか？

はい。確認、養生しているという風に報告ありました。もう一度、確認致しますので、お待ち

下さい。 

はい。念の為ですから、しっかり確認して下さい。

はい。 

二つ目、ピットの蓋について先程話がありましたが、その後どうなったでしょうか？

はい。ピットの蓋は関係ないような形で今設計してますので、今あの、条、条件から外れまし

た。 

関係ないという事で、それは先程の●●の話でそうなったという理解で良いですか？

そういう事です。

はい。●●も良いですか？

了解です。●●よろしくお願いします。

そうすると現地では、警察の地上ミッションに対する対応としては、通行の可能性は確保出来

たという事と、それから水の準備については、まだ途上かもしれませんけど、鋭意実施中。そ

して、３番目に暗くなるので、作業用の照明の準備も実施中という風に考えていいですか？

はい。結構です。で、ちょっと整理しときますと、●●？●●？あの警察ミッションの地上部

隊のホースの 

吉田さん、すいません。吉田さん、すいません。途中、割り込んで申し訳ないです。暗くなっ

てきましたので、飛び立たせた、あの仙台の基地を水汲みの２機を飛び立たせた、あの１機目
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１５分ぐらいの遅れでモニタリング開始という事になるだろうという事だと思います。

はい。わかりました。 

警察部隊の方の連絡が入りました。新木場を１６時３０分に出発する予定です。で、百里基地

に１７時１０分到着、１７時１０分。で、ここで４人乗ってさらに全部で８人乗り込むという

事のようです。それでＪヴィレッジに１７時５０分到着。そこから２Ｆのバスに乗り込むとい

う事のようです。 

そうすると福島第一到着予定時刻は？

すいません。そこまでまだ出てません。

想定して下さい。 

えぇ、良いんですけど暗くなっちゃう。

１Ｆ吉田さん？ 

はい。１Ｆ吉田です。 

念の為、確認しときたいと思います。自、警察の地上ミッションについては、地上のホースの

養生が必要だったと思いますが、これは終了確認できてますか？

はい。確認、養生しているという風に報告ありました。もう一度、確認致しますので、お待ち

はい。念の為ですから、しっかり確認して下さい。

二つ目、ピットの蓋について先程話がありましたが、その後どうなったでしょうか？

はい。ピットの蓋は関係ないような形で今設計してますので、今あの、条、条件から外れまし

関係ないという事で、それは先程の●●の話でそうなったという理解で良いですか？

そういう事です。 

はい。●●も良いですか？ 

了解です。●●よろしくお願いします。

そうすると現地では、警察の地上ミッションに対する対応としては、通行の可能性は確保出来

たという事と、それから水の準備については、まだ途上かもしれませんけど、鋭意実施中。そ

して、３番目に暗くなるので、作業用の照明の準備も実施中という風に考えていいですか？

はい。結構です。で、ちょっと整理しときますと、●●？●●？あの警察ミッションの地上部
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養生が必要だったと思いますが、これは終了確認できてますか？

はい。確認、養生しているという風に報告ありました。もう一度、確認致しますので、お待ち

はい。念の為ですから、しっかり確認して下さい。

二つ目、ピットの蓋について先程話がありましたが、その後どうなったでしょうか？
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吉田さん、すいません。吉田さん、すいません。途中、割り込んで申し訳ないです。暗くなっ

てきましたので、飛び立たせた、あの仙台の基地を水汲みの２機を飛び立たせた、あの１機目

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

１５分ぐらいの遅れでモニタリング開始という事になるだろうという事だと思います。

警察部隊の方の連絡が入りました。新木場を１６時３０分に出発する予定です。で、百里基地
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念の為、確認しときたいと思います。自、警察の地上ミッションについては、地上のホースの

養生が必要だったと思いますが、これは終了確認できてますか？

はい。確認、養生しているという風に報告ありました。もう一度、確認致しますので、お待ち

はい。念の為ですから、しっかり確認して下さい。 

二つ目、ピットの蓋について先程話がありましたが、その後どうなったでしょうか？

はい。ピットの蓋は関係ないような形で今設計してますので、今あの、条、条件から外れまし

関係ないという事で、それは先程の●●の話でそうなったという理解で良いですか？

そうすると現地では、警察の地上ミッションに対する対応としては、通行の可能性は確保出来

たという事と、それから水の準備については、まだ途上かもしれませんけど、鋭意実施中。そ

して、３番目に暗くなるので、作業用の照明の準備も実施中という風に考えていいですか？

はい。結構です。で、ちょっと整理しときますと、●●？●●？あの警察ミッションの地上部

吉田さん、すいません。吉田さん、すいません。途中、割り込んで申し訳ないです。暗くなっ
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１５分ぐらいの遅れでモニタリング開始という事になるだろうという事だと思います。

警察部隊の方の連絡が入りました。新木場を１６時３０分に出発する予定です。で、百里基地

に１７時１０分到着、１７時１０分。で、ここで４人乗ってさらに全部で８人乗り込むという

事のようです。それでＪヴィレッジに１７時５０分到着。そこから２Ｆのバスに乗り込むとい

念の為、確認しときたいと思います。自、警察の地上ミッションについては、地上のホースの

養生が必要だったと思いますが、これは終了確認できてますか？ 

はい。確認、養生しているという風に報告ありました。もう一度、確認致しますので、お待ち
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はい。ピットの蓋は関係ないような形で今設計してますので、今あの、条、条件から外れまし

関係ないという事で、それは先程の●●の話でそうなったという理解で良いですか？

そうすると現地では、警察の地上ミッションに対する対応としては、通行の可能性は確保出来

たという事と、それから水の準備については、まだ途上かもしれませんけど、鋭意実施中。そ

して、３番目に暗くなるので、作業用の照明の準備も実施中という風に考えていいですか？

はい。結構です。で、ちょっと整理しときますと、●●？●●？あの警察ミッションの地上部

吉田さん、すいません。吉田さん、すいません。途中、割り込んで申し訳ないです。暗くなっ

てきましたので、飛び立たせた、あの仙台の基地を水汲みの２機を飛び立たせた、あの１機目
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警察部隊の方の連絡が入りました。新木場を１６時３０分に出発する予定です。で、百里基地

に１７時１０分到着、１７時１０分。で、ここで４人乗ってさらに全部で８人乗り込むという
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を飛び立たせたそうです。２機とも飛び立たせたそうです。ですので、これから退避の開始よ

ろしくお願い致します。

これから退避？

はい。退避よろしくお願い致します。

退避お願いします。ただ、モニタリングが終わってないので、やるやらないの判断はまだです。

取り合えず２機飛び立ちました。退避お願いします。

退避お願いします。吉田さん、退避お願いします。

はい、では皆さん、３、４号機の３号機、４号機、プールに散水する自衛隊プロジェクトの、

おーヘリが、今飛び立ったという事でございますので、これからえー素早くですね、今現場に

展開してる作業員、当社社員の退避をお願い致します。このＪビレ、いや免震重要棟にいった

ん集合という事で、しっかりと名前の確認、を行って下さい。各班毎に名前の確認を行って下

さい。もう一度繰り返します。これから、あー３、４号機周り、作業員の退避に入ります。え

ー名前の確認をしっかりと行って下さい。退避先はこのおー免震重要棟です。よろしくお願い

致します。 

１６時７分退避の指示です。的確な退避をお願いします。モニタリング終了後に本当に散水す

るかどうか決まりますが、それでも１６時７分退避の指示です。よろしくお願いします。

すいません。●●です。５、６号機に関しましては、退避先はサービスビル（Ｓ／Ｂ）になり

ますので、混乱をしないようにお願いします。５，６号機については、退避先はＳ／Ｂ、５、

６号機の（？）になります。よろしくお願いします。

福島第二です。よろしいですか？

はい、どうぞ。

どうぞ。 

福島第二です。今、Ｊヴィレッジに向かってバスを出しました。載せてる物を言います。保護

衣４０、投光機９機、発電機１機、電工ドラム２機、あと赤外線カメラも積んだんですが、先

程Ｊヴィレッジからヘリコプター飛んじゃったっていうと、赤外線カメラは持って行っても、

もう間に合わないって事ですかねぇ？（？）

まぁ、あの、出たという事で仕方ありません。

はい。わかりました。で、Ｊヴィレッジに向かって行きました。で、あとは１Ｆに向かって給

水車５台も追っかけ致します。

すいません。照明設定係の人は、トータルでですね、ちょっと数えますから待って下さい。名

前呼びますので、私の近くに来てください。柏崎からいらした３名です。●●、●●、●●。

ちょっと１Ｆ、本店への回路じゃない場合、一回切って下さい。２Ｆどうぞ。

本部へ報告。只今、関電工のバス（？）。

２Ｆさん、１６時８分にバス発車。その後どうぞ。１Ｆ行きの話でした。

おい、増田くんの話を。

増田君？ 
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を飛び立たせたそうです。２機とも飛び立たせたそうです。ですので、これから退避の開始よ

ろしくお願い致します。 

これから退避？ 

はい。退避よろしくお願い致します。

退避お願いします。ただ、モニタリングが終わってないので、やるやらないの判断はまだです。
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おーヘリが、今飛び立ったという事でございますので、これからえー素早くですね、今現場に

展開してる作業員、当社社員の退避をお願い致します。このＪビレ、いや免震重要棟にいった

ん集合という事で、しっかりと名前の確認、を行って下さい。各班毎に名前の確認を行って下

さい。もう一度繰り返します。これから、あー３、４号機周り、作業員の退避に入ります。え

ー名前の確認をしっかりと行って下さい。退避先はこのおー免震重要棟です。よろしくお願い

１６時７分退避の指示です。的確な退避をお願いします。モニタリング終了後に本当に散水す

るかどうか決まりますが、それでも１６時７分退避の指示です。よろしくお願いします。

すいません。●●です。５、６号機に関しましては、退避先はサービスビル（Ｓ／Ｂ）になり

ますので、混乱をしないようにお願いします。５，６号機については、退避先はＳ／Ｂ、５、

６号機の（？）になります。よろしくお願いします。

福島第二です。よろしいですか？

はい、どうぞ。 

福島第二です。今、Ｊヴィレッジに向かってバスを出しました。載せてる物を言います。保護

衣４０、投光機９機、発電機１機、電工ドラム２機、あと赤外線カメラも積んだんですが、先

程Ｊヴィレッジからヘリコプター飛んじゃったっていうと、赤外線カメラは持って行っても、

もう間に合わないって事ですかねぇ？（？）

まぁ、あの、出たという事で仕方ありません。

はい。わかりました。で、Ｊヴィレッジに向かって行きました。で、あとは１Ｆに向かって給

水車５台も追っかけ致します。

すいません。照明設定係の人は、トータルでですね、ちょっと数えますから待って下さい。名

前呼びますので、私の近くに来てください。柏崎からいらした３名です。●●、●●、●●。

ちょっと１Ｆ、本店への回路じゃない場合、一回切って下さい。２Ｆどうぞ。

本部へ報告。只今、関電工のバス（？）。

２Ｆさん、１６時８分にバス発車。その後どうぞ。１Ｆ行きの話でした。

おい、増田くんの話を。 
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はい。増田です。

その後、Ｊヴィレッジ出発以降の話はあるんですか？

Ｊヴィレッジ出発以降は、Ｊヴィレッジで乗っていただく人を保護衣をどこで着させるかなん

ですけど、私は、さっさと乗っていただいて、車の中で保護衣を着させた方が時間の短縮が図

れると思いますので、Ｊヴィレッジで一緒に付き合う、今待ってる人たちにはその連絡をして

いただけると良いと思います。それと給水車５台、１Ｆに送る分をどのタイミングに合わせて

送るかは、ご指示いただけるとこちらからの出発時間を調整できます。

●●いいですか？

ヘリの方と連絡を取ります。それと先程の警察の方ですけども、

皆さん、乗りますんで

ＮＨＫのヘリ映ってますよ。ＮＨＫ

乗り換え１０分とバス運行を考えると、発電所を１９時ぐらいに到着じゃないかと思います。

福一吉田さん？福一吉田さん？

はい。はい。●●、ちょっと本部との連絡があるんで、こっち優先されます。どうぞ。

今、恐らく警察のミッションチームは、１９時ごろに１Ｆ到着と言われております。

はい。了解しました。それで、ちょっと確認があるんですけども、投光機の設置なんですが、

自衛隊ヘリミッションが終わってからの方がよろしいかと思いますんで、それ今、待機させて、

えー自衛隊ミッションが終わってから、投光機の設置という手順で今考えております。で、照

らす場所ですけれども、それについては、足元を照らすというぐらいでしょうかね？ちょっと

そのへんのイメージがちょっと湧かないんだけれど。

作業開始はそれでよろしいと思います。あとは投光機の性能なので、まさか３０ｍ．上の方を

鮮やかに照らし出せる上等なものはないでしょうから、まずは作業が確実に出来るように十分

な照明を用意するってのがまず第、優先だと思います。その上で何か多少なりとも、水を注入

するのに役に立つようなことであれば、現場で是非工夫してお願いします。

わかりました。じゃあ、まず足下の、消防車の足元がちゃんとわかるようにするという事が一

つ。それと、おーそれ、それにまずポイントを絞ると。それから、あ、あのー水をかけるＲ／

Ｂの壁の上部をなるべくわかりやすくするような照明を心掛けると、こういう事でよろしいで

しょうか？ 

是非、現場の状況に応じて、なるたけその性能を発揮出来るようにお願い致します。

はい。じゃあ、基本的にはそういう事で現場で工夫をするという事ですので、投光機プロジェ

クトの皆さんよろしくお願いします。

はい。最大限頑張りますけど、だいたい山側からしか被爆とか考えると出来ないんで、まあ、

灯りが向いてる方向がそういう場所だと思っていただけるしかないです。

はい。お願いします。

改めてではありますけれども、すいません。すいません。本店より、改めてではありますけれ

ども、今回は３号機をターゲットにしております。３号機をターゲットと致しまして、線量、

燃料の許す範囲で何回かの水の投下という事になります。３号機でございます。
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そのへんのイメージがちょっと湧かないんだけれど。

作業開始はそれでよろしいと思います。あとは投光機の性能なので、まさか３０ｍ．上の方を

鮮やかに照らし出せる上等なものはないでしょうから、まずは作業が確実に出来るように十分

な照明を用意するってのがまず第、優先だと思います。その上で何か多少なりとも、水を注入

するのに役に立つようなことであれば、現場で是非工夫してお願いします。

わかりました。じゃあ、まず足下の、消防車の足元がちゃんとわかるようにするという事が一

つ。それと、おーそれ、それにまずポイントを絞ると。それから、あ、あのー水をかけるＲ／

Ｂの壁の上部をなるべくわかりやすくするような照明を心掛けると、こういう事でよろしいで

是非、現場の状況に応じて、なるたけその性能を発揮出来るようにお願い致します。

はい。じゃあ、基本的にはそういう事で現場で工夫をするという事ですので、投光機プロジェ

クトの皆さんよろしくお願いします。

はい。最大限頑張りますけど、だいたい山側からしか被爆とか考えると出来ないんで、まあ、

灯りが向いてる方向がそういう場所だと思っていただけるしかないです。

はい。お願いします。 

改めてではありますけれども、すいません。すいません。本店より、改めてではありますけれ

ども、今回は３号機をターゲットにしております。３号機をターゲットと致しまして、線量、

燃料の許す範囲で何回かの水の投下という事になります。３号機でございます。
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あ、すいません。今回の自衛隊ヘリのミッションは、４号機は関係ないんですか？３号機だけ？

３号機。３号機になります。

はい。 

吉田さん、従って、警察からの地上ミッションは、４号を考えるという事になるだろうと思い

ます。 

わかりました。じゃあ、自衛隊ヘリがまず３号機をやる。これは確実ですね？で、その後で警

察のプロジェクトは、場合によっては４号機になる可能性も高いという事で計画して下さい。

お願いします。

本部長、ちょっと確認ですが、今回、防衛庁のほうのミッションで水を落とすときに、再臨界

の一応リスクもあるので、モニタリングをきちんとやらなければいけないという事で、えーモ

ニタリングカーについては、いつもは正門にいるんですけれども、出来るだけ近距離に寄って

いただいて、そのリスクが早く検知出来るような、今シフトを組んでもらってます。よろしく

お願いします。

はい。ありがとうございます。

本店、了解。ありがとうございます。

モニタリングポストについては正門固定になっております。現場のほうについては移動しなが

ら、測るという事になります。

じゃあ、出来るだけリアルタイムで数値が出てきたら、よろしくお願いします。

了解しました。

すいません。資材班でございますが、また車両の方が今不足しております。業務車両の鍵持っ

てる方いらっしゃいましたら、返却のほうお願いします。また個人の方でご協力いただける方

はよろしくお願いしたいと思います。

オフサイトセンターです。聞こえますか？

本店聞こえます。

はい。本店聞こえます。

オフサイトセンターの声入るようになりました？

入ります。良く聞こえます。

良かった。やっと参加出来る。ありがとうございます。

よろしくお願いします。吉田さん？１Ｆ吉田さん？

はい。吉田です。

２Ｆのカメラで見ると２Ｆ上空は晴れてるように見えるんですが、１Ｆ上空も同じでしょう

か？ 
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わかりました。じゃあ、自衛隊ヘリがまず３号機をやる。これは確実ですね？で、その後で警

察のプロジェクトは、場合によっては４号機になる可能性も高いという事で計画して下さい。

お願いします。 

本部長、ちょっと確認ですが、今回、防衛庁のほうのミッションで水を落とすときに、再臨界

の一応リスクもあるので、モニタリングをきちんとやらなければいけないという事で、えーモ

ニタリングカーについては、いつもは正門にいるんですけれども、出来るだけ近距離に寄って

いただいて、そのリスクが早く検知出来るような、今シフトを組んでもらってます。よろしく

お願いします。 

はい。ありがとうございます。

本店、了解。ありがとうございます。

モニタリングポストについては正門固定になっております。現場のほうについては移動しなが

ら、測るという事になります。

じゃあ、出来るだけリアルタイムで数値が出てきたら、よろしくお願いします。

了解しました。 

すいません。資材班でございますが、また車両の方が今不足しております。業務車両の鍵持っ

てる方いらっしゃいましたら、返却のほうお願いします。また個人の方でご協力いただける方

はよろしくお願いしたいと思います。

オフサイトセンターです。聞こえますか？

本店聞こえます。 

はい。本店聞こえます。 

オフサイトセンターの声入るようになりました？

入ります。良く聞こえます。 

良かった。やっと参加出来る。ありがとうございます。

よろしくお願いします。吉田さん？１Ｆ吉田さん？

はい。吉田です。 

２Ｆのカメラで見ると２Ｆ上空は晴れてるように見えるんですが、１Ｆ上空も同じでしょう
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同じです。はい。先程、見てきました。

そうすると、天候に、視界については期待出来るという事で、大いに祈ってましょう。

はい。 

それから、そうすると、その水の投下作業がどこまで続くか良くわかりませんが、それはもう

自衛隊のオペレーションでお願いするしか無いので、当方としては、次のおー警察による地上

からのミッションに備えて、水源の準備がどうかという事がまだ課題だと思いますので、１８

時か１８時半頃にその状況を集約したいと思います。

はい。わかりました。それと、ちょっと申し訳ない、指示が十分に来てなかったんだけど、体

制ですね、うー警察隊の現場での、えーどう誘導してどう行くかという事について、まだちょ

っと十分な議論が出来てなかったんで、これは一つは警察が来た、来るまでにある案を作って

おいて、警察との打ち合わせの中でファイナルを決定しようと思っておりますがそれでよろし

いですか？いいね？

はい。承知しました。

はい。そういう事でやります。で、あと、おー警察プロジェクトの方は、現時点でのホースの

養生、要するにすぐ使えるようになってるかどうか、あーという現場の状況について、えー簡

単に報告して下さい。

はい。現場の方は、さっきから言ってるように、ちょっとホースだとかポンプの準備が十分に

出来ていないんで、今の案は、まず消防車を使って、海から洗浄水ピットまで水を入れて海水

を溜める。これはすでに着手しています。そこから先は消防車を使って仮設ピットに一回送ろ

うと思います。ただし、仮設ピットは今あるのは、１０ｍ３の簡単な水槽です。これは１Ｆに

ありますので、ものはありますけど、これをここに置いて高圧で注入する車のですね、近く、

１０ｍ．範囲ですけども、そこにピットを置くと、そこからすぐ横に高圧車を置いてそこから

放水するという事になります。ちょっとこの時の運転のやり方、要は小さいピットで、をサク

ションにして、運転する事になりますんで、この運転のやり方については、少し検討が必要か

と思っていますが、えっと、そういう事で今、器材を揃えております。バックアップとしては、

他のポンプなんかも揃えてもってますけど、やっぱり一番早いのがこの方法だと思っています。

で、いづれにしても３号、４号と順番にやっていくとなれば、ピットの中の水は前もって張っ

といて、このピットからその仮設ピット、あるいは高圧車については、移動しながらやってい

くという事になります。以上です。

はい。了解しました。その仮設ピットの移動だとか、それは東京電力がやるって事になるんだ

っけ？ 

そうなります。

はい。かなり線量の高いところでのあれになるんで、ちょっと十分な事前のあれが必要だね。

そういうサポート部隊は東京電力が出すんでしょ？

はい。 

通水のときの警察部隊が放水しますよね？放水作業をする時に、今の仮設ピットの移動だとか、

色んな準備が必要になりますけども、それは警察隊がやると考えて良いんですか？東京電力が

これ、すいません。本店側に確認したいんですけれども、警察からこれ１０名の人のミッショ

ンがどこまで入ってるかって事です。

そうそうそうそう。それがやっていただけるもんだと思って考えてるんですけども。（？）ど

うですか？ 

私は詳しい事は聞いてないんで、後で確認してもらいますが、まず警察のミッションっていう

のはオペレーションに関連する事柄に限定的だと思って、こちらが今必要な水源の用意、タン

クの用意などはするという所掌範囲になると思って、対応の準備を進めてもらえませんか？
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基本的にはそうします。基本的にはそうしますが、あの、おーいずれにしましても警察との打

ち合わせの中で決まっていくという事で

じゃあ、それ確認したいと思います。

しかしそれは、恐らくそのような事になるというのが、もっとも自然だと思いますので、●●？

はい？ 

今の件について至急明確にして発電所に伝えて下さい。

はい。わかりました。

えっと、情報班です。先程、本店さんの方で紹介された写真を、今メインの２番の正面の画面

に映し出しています。これ衛星写真だそうです。今、ポイントで示しているのが、１号機で上

が２号機になります。１、２号機の様子おわかりでしょうか？’聞いてない。ちょっと３、４

号機映してみます。３号機はもう湯気で見えてないですね。ここの今ポイントで示しているの

が４号機です。全体を映すとこのような感じになります。

あの、すいません。ちょっとまた問題と言うか、

はい。 

えっと、ちょっと本店さんしっかりして下さいね。化学、化学、消防車、消防車、今日使う警

察です。警察プロジェクトの消防車については、あのーそれの取り扱いは警察さんで良いんで

すよね？ 

そう思ってますが。

で、それの移動だとか、まだ、ちょっとすいません。こっちが、あの、事務方がそこが抑えて

なくて、それの移動がまだ終わってないような話がきてまして、至急ですね、ちょっと悪いん

だけど、●●本店と詰めて、今そのポンプを持って行く、現場に持って行くプロジェクト、ち

ょっと、早く、いや、今持って行けないけどね、退避だから。始まったらですね、現場に持っ

て行く算段を、ちょっと早めにやっておいていただきたいんだけど、

●●？●●、今の話聞いてる？すぐに発電所と詰めて下さい。一連のオペレーションの手順に

ついて誰がどうやるんだという事を明確にして下さい。これ重要なプロジェクトですから、抜

かりの無いようにお願いします。

もう一度言っておきます。このプロジェクトは本当に時間が無い間でやってますので、本当に

密にやっておかないと、抜けが出るともう全部成立しません。だから、やってくれるはずだだ

とか、こうだろうだとか、そういう事でやってるとすべて失敗します。確認に次ぐ確認をして

下さい。それから、サ、

やるんだぞと、いう事をこれまで検討してきたものをちゃんと伝えて下さい。よろしくお願い

します。 

本店了解。 

誰かがさぁ、だから、調整してない人がそうかなぁという思い込みでやらないで。だから、消

防車をプロ、プロジェクト始まるまでに、誰が、要するに、警察はどこから始まるんですかと
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そのあのご発言をよろしくお願い致します。

はい。わかりました。福島第一、各プロジェクト、退避は終了したか、あのーお、どうか点呼

取って下さい。

えーと、今から３、４分前、４時３５分頃、偵察ヘリ、自衛隊の偵察ヘリがあーこの、おー発

電所の上を旋回してたという情報が入ってきております。

本店了解しました。ありがとうございます。

そろそろ退避は終了してるでしょうか？確認をお願いします。発電所よろしくお願いします。

今、点呼を取ってるところでございます。

発電班確認しました。

発電班了解。 

はい、復旧班、退避しました。

情報班も完了しました。

情報班も完了。ＯＫ。

あと現場に出てた班はありませんか？

はい、技術班は全員確認済みです。

技術班は全員確認済み。土木さんのプロジェクトは大丈夫ね？土木。

●●から連絡を受けています。ＯＫです。

終了？ 

終了。 

はい。 

保安班は、今、１、２号の水素ボンベのところにモニタリングカーを移動して、そこで測定を

開始する事とします。

はい。 

あと、１名がえっと、Ｊヴィレッジから来るお客さんを待つ為に、正門待機中。５、６号から

上がってくるのを再確認させますのでお待ちください。

はい。５、６号確認して下さい。

医療班は現場出向ありません。

了解。 

えー資材班も現場出向ございません。

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念
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そのあのご発言をよろしくお願い致します。
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取って下さい。 
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はい、復旧班、退避しました。
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はい、技術班は全員確認済みです。

技術班は全員確認済み。土木さんのプロジェクトは大丈夫ね？土木。
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保安班は、今、１、２号の水素ボンベのところにモニタリングカーを移動して、そこで測定を

開始する事とします。 

あと、１名がえっと、Ｊヴィレッジから来るお客さんを待つ為に、正門待機中。５、６号から

上がってくるのを再確認させますのでお待ちください。
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発言内容
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えーと、今から３、４分前、４時３５分頃、偵察ヘリ、自衛隊の偵察ヘリがあーこの、おー発

電所の上を旋回してたという情報が入ってきております。

本店了解しました。ありがとうございます。

そろそろ退避は終了してるでしょうか？確認をお願いします。発電所よろしくお願いします。

今、点呼を取ってるところでございます。 

はい、復旧班、退避しました。 

あと現場に出てた班はありませんか？ 

はい、技術班は全員確認済みです。 

技術班は全員確認済み。土木さんのプロジェクトは大丈夫ね？土木。

●●から連絡を受けています。ＯＫです。 

保安班は、今、１、２号の水素ボンベのところにモニタリングカーを移動して、そこで測定を

あと、１名がえっと、Ｊヴィレッジから来るお客さんを待つ為に、正門待機中。５、６号から

上がってくるのを再確認させますのでお待ちください。

はい。５、６号確認して下さい。 

医療班は現場出向ありません。 

えー資材班も現場出向ございません。 
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そのあのご発言をよろしくお願い致します。 

はい。わかりました。福島第一、各プロジェクト、退避は終了したか、あのーお、どうか点呼

えーと、今から３、４分前、４時３５分頃、偵察ヘリ、自衛隊の偵察ヘリがあーこの、おー発

電所の上を旋回してたという情報が入ってきております。 

本店了解しました。ありがとうございます。 

そろそろ退避は終了してるでしょうか？確認をお願いします。発電所よろしくお願いします。

 

技術班は全員確認済み。土木さんのプロジェクトは大丈夫ね？土木。

 

保安班は、今、１、２号の水素ボンベのところにモニタリングカーを移動して、そこで測定を

あと、１名がえっと、Ｊヴィレッジから来るお客さんを待つ為に、正門待機中。５、６号から

上がってくるのを再確認させますのでお待ちください。 
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はい。わかりました。福島第一、各プロジェクト、退避は終了したか、あのーお、どうか点呼

えーと、今から３、４分前、４時３５分頃、偵察ヘリ、自衛隊の偵察ヘリがあーこの、おー発

 

そろそろ退避は終了してるでしょうか？確認をお願いします。発電所よろしくお願いします。

技術班は全員確認済み。土木さんのプロジェクトは大丈夫ね？土木。 

保安班は、今、１、２号の水素ボンベのところにモニタリングカーを移動して、そこで測定を

あと、１名がえっと、Ｊヴィレッジから来るお客さんを待つ為に、正門待機中。５、６号から

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

はい。わかりました。福島第一、各プロジェクト、退避は終了したか、あのーお、どうか点呼

えーと、今から３、４分前、４時３５分頃、偵察ヘリ、自衛隊の偵察ヘリがあーこの、おー発

そろそろ退避は終了してるでしょうか？確認をお願いします。発電所よろしくお願いします。

保安班は、今、１、２号の水素ボンベのところにモニタリングカーを移動して、そこで測定を

あと、１名がえっと、Ｊヴィレッジから来るお客さんを待つ為に、正門待機中。５、６号から

 

はい。わかりました。福島第一、各プロジェクト、退避は終了したか、あのーお、どうか点呼

えーと、今から３、４分前、４時３５分頃、偵察ヘリ、自衛隊の偵察ヘリがあーこの、おー発

そろそろ退避は終了してるでしょうか？確認をお願いします。発電所よろしくお願いします。 

保安班は、今、１、２号の水素ボンベのところにモニタリングカーを移動して、そこで測定を

あと、１名がえっと、Ｊヴィレッジから来るお客さんを待つ為に、正門待機中。５、６号から
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2011 年 3 月

 

了解。 

広報班も現場出向ありません。

了解。 

本部付きも現場出向ありません。

了解。 

同じく通報班も現場出向ありません。

了解。 

警備誘導班、正門で監視中です。どうぞ。

了解。 

総務班については１名、照明の担当の運転手をやっております。以上です。

運転手が？完了ね？

退避？ 

だから、 

空中散布のそこだけです。行ってる１名が。運転手として行ってます。

あぁ、そういう事ね？はい。それでは、３，えっと３、４号機側、要するに大熊側につきまし

ては、あー退避完了を確認しました。あとは一応、サ、Ｓ／Ｂに退避という５、６号の情報は、

ありますけど、を待って退避完了とさせていただきます。

本店了解。 

じゃあすいません。ちょっとサイトだけ聞いて。聞いて下さい。今のプロジェクトの中で、こ

れから警察がですね、ちょっと来てもらって、これからの仕事を説明してから、実際には現場

に入ってもらうことになります。えっと、警察の受け入れですけれども、これを今、指示され

てるところはありますか？ない？じゃあ、警察の受け入れを、すいません、●●の方で、ちょ

っとお願いしたいんですけど、今わかってる情報は、１２名かな？１０名かな？が、バスでこ

ちらに来るという事がわかっています。ちょっと来た時の連絡先も聞いていないんで、ちょっ

と本店経由で警察に聞いていただけますか？じゃあ、後で本店に確認します。あると思います。

はい。はい。 

本店の●●良いですか？ちょっとすいません。警察の方から、どなたから連絡入るかわかりま

せんけど、そこをちょっと確認していただいて、えっと、福島第一の●●を頭にしていただき

たいんですが、よろしいですか？

本店さん良いですか？本店●●良いですか？

えっと、えーいい、通じているよな。

すいません。 

ちょっと待って。まず５、６号の退避は完了しました？えっ？

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念
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広報班も現場出向ありません。

本部付きも現場出向ありません。

同じく通報班も現場出向ありません。

警備誘導班、正門で監視中です。どうぞ。

総務班については１名、照明の担当の運転手をやっております。以上です。

運転手が？完了ね？ 

空中散布のそこだけです。行ってる１名が。運転手として行ってます。

あぁ、そういう事ね？はい。それでは、３，えっと３、４号機側、要するに大熊側につきまし

ては、あー退避完了を確認しました。あとは一応、サ、Ｓ／Ｂに退避という５、６号の情報は、

ありますけど、を待って退避完了とさせていただきます。

じゃあすいません。ちょっとサイトだけ聞いて。聞いて下さい。今のプロジェクトの中で、こ

れから警察がですね、ちょっと来てもらって、これからの仕事を説明してから、実際には現場

に入ってもらうことになります。えっと、警察の受け入れですけれども、これを今、指示され

てるところはありますか？ない？じゃあ、警察の受け入れを、すいません、●●の方で、ちょ

っとお願いしたいんですけど、今わかってる情報は、１２名かな？１０名かな？が、バスでこ

ちらに来るという事がわかっています。ちょっと来た時の連絡先も聞いていないんで、ちょっ

由で警察に聞いていただけますか？じゃあ、後で本店に確認します。あると思います。
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せんけど、そこをちょっと確認していただいて、えっと、福島第一の●●を頭にしていただき

たいんですが、よろしいですか？

本店さん良いですか？本店●●良いですか？

えっと、えーいい、通じているよな。
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発言内容
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てるところはありますか？ない？じゃあ、警察の受け入れを、すいません、●●の方で、ちょ

っとお願いしたいんですけど、今わかってる情報は、１２名かな？１０名かな？が、バスでこ

ちらに来るという事がわかっています。ちょっと来た時の連絡先も聞いていないんで、ちょっ

由で警察に聞いていただけますか？じゃあ、後で本店に確認します。あると思います。

本店の●●良いですか？ちょっとすいません。警察の方から、どなたから連絡入るかわかりま

せんけど、そこをちょっと確認していただいて、えっと、福島第一の●●を頭にしていただき

たいんですが、よろしいですか？ 

本店さん良いですか？本店●●良いですか？

えっと、えーいい、通じているよな。 

ちょっと待って。まず５、６号の退避は完了しました？えっ？
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ては、あー退避完了を確認しました。あとは一応、サ、Ｓ／Ｂに退避という５、６号の情報は、

ありますけど、を待って退避完了とさせていただきます。 

じゃあすいません。ちょっとサイトだけ聞いて。聞いて下さい。今のプロジェクトの中で、こ

れから警察がですね、ちょっと来てもらって、これからの仕事を説明してから、実際には現場

に入ってもらうことになります。えっと、警察の受け入れですけれども、これを今、指示され

てるところはありますか？ない？じゃあ、警察の受け入れを、すいません、●●の方で、ちょ

っとお願いしたいんですけど、今わかってる情報は、１２名かな？１０名かな？が、バスでこ

ちらに来るという事がわかっています。ちょっと来た時の連絡先も聞いていないんで、ちょっ

由で警察に聞いていただけますか？じゃあ、後で本店に確認します。あると思います。

本店の●●良いですか？ちょっとすいません。警察の方から、どなたから連絡入るかわかりま

せんけど、そこをちょっと確認していただいて、えっと、福島第一の●●を頭にしていただき

本店さん良いですか？本店●●良いですか？ 

ちょっと待って。まず５、６号の退避は完了しました？えっ？
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総務班については１名、照明の担当の運転手をやっております。以上です。

空中散布のそこだけです。行ってる１名が。運転手として行ってます。 

あぁ、そういう事ね？はい。それでは、３，えっと３、４号機側、要するに大熊側につきまし

ては、あー退避完了を確認しました。あとは一応、サ、Ｓ／Ｂに退避という５、６号の情報は、

 

じゃあすいません。ちょっとサイトだけ聞いて。聞いて下さい。今のプロジェクトの中で、こ

れから警察がですね、ちょっと来てもらって、これからの仕事を説明してから、実際には現場

に入ってもらうことになります。えっと、警察の受け入れですけれども、これを今、指示され

てるところはありますか？ない？じゃあ、警察の受け入れを、すいません、●●の方で、ちょ

っとお願いしたいんですけど、今わかってる情報は、１２名かな？１０名かな？が、バスでこ

ちらに来るという事がわかっています。ちょっと来た時の連絡先も聞いていないんで、ちょっ

由で警察に聞いていただけますか？じゃあ、後で本店に確認します。あると思います。

本店の●●良いですか？ちょっとすいません。警察の方から、どなたから連絡入るかわかりま

せんけど、そこをちょっと確認していただいて、えっと、福島第一の●●を頭にしていただき

ちょっと待って。まず５、６号の退避は完了しました？えっ？ 
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総務班については１名、照明の担当の運転手をやっております。以上です。 

あぁ、そういう事ね？はい。それでは、３，えっと３、４号機側、要するに大熊側につきまし

ては、あー退避完了を確認しました。あとは一応、サ、Ｓ／Ｂに退避という５、６号の情報は、

じゃあすいません。ちょっとサイトだけ聞いて。聞いて下さい。今のプロジェクトの中で、こ

れから警察がですね、ちょっと来てもらって、これからの仕事を説明してから、実際には現場

に入ってもらうことになります。えっと、警察の受け入れですけれども、これを今、指示され

てるところはありますか？ない？じゃあ、警察の受け入れを、すいません、●●の方で、ちょ

っとお願いしたいんですけど、今わかってる情報は、１２名かな？１０名かな？が、バスでこ

ちらに来るという事がわかっています。ちょっと来た時の連絡先も聞いていないんで、ちょっ

由で警察に聞いていただけますか？じゃあ、後で本店に確認します。あると思います。

本店の●●良いですか？ちょっとすいません。警察の方から、どなたから連絡入るかわかりま

せんけど、そこをちょっと確認していただいて、えっと、福島第一の●●を頭にしていただき
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せんけど、そこをちょっと確認していただいて、えっと、福島第一の●●を頭にしていただき



 

時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:45 

16:46 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

吉田所長

総務班

吉田所長

 

 

厚生班

 

配電復旧班

 

配電復旧班

 

配電復旧班

吉田所長

総務班

吉田所長

発電班

テレビ会議 

 

発言者  

 

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

 

 

厚生班  

 

配電復旧班  

 

配電復旧班  

 

配電復旧班  

吉田所長  

総務班  

吉田所長  

発電班  

2011 年 3 月

 

完了です。 

完了。４時４３分、退避完了という事でございますので、散水はいつ始めていただいても結構

です。という状況になりました。これはこれで報告です。

４時４３分、退避完了確認済みですね。了解しました。

退避完了確認済みです。はい。それで今言ってますのは、警察プロジェクトのほうについて、

サイトがどう関わるべきかというミッションが明確じゃないので、もういっぺん確認してるわ

けですけれども、それについて本店の方で早く検討して、こちらの●●に連絡してください。

どういう手順で何をサイトがやるのかというのをちゃんと説明して下さい。ただ具体的な物は

警察と話をしますが、アウトラインはちゃんと話をして下さい。以上。

本店了解しました。直ちに連絡します。

すいません。福島第一の●●です。ちょっとこの時間を使って本店さんにお願いです。今、実

はこちらのほうの緊対室は兵糧攻めの状態になっていて、非常に厳しい状況です。で、水も今

使えません。しかし、この後、外の汚染が厳しくなってくると、外に出ての行為は出来ません

ので、内部でのインフラをきちんと揃えて置く。例えば除染が出来るようにしておく、シャワ

ーを準備しておく、トイレもきちんと使えるようにしておくという事をセットしておかないと、

この先の対応が出来なくなってきます。今、２Ｆさんの御協力をいただいて水を少しこっちに

分けていただいておりますが、水とあと電源ですね。電源は今、配電さんの方で、準備が出来

る非常に貴重な電源があるという風にお聞きしてますので、是非、それをこちらの方に使わせ

ていただいて、この先しばらくこちらの方の体制がきちんと維持、維持出来るように御協力お

願いしたいと思います。よろしくお願いします。

厚生班の●●でございます。対応致します。

ありがとうございます。

配電復旧班の●●ですけれども、今の要求承りました。今、１台、あの、別の目的で高圧発電

車がそちらに配車されてると思います。ま、これは復旧の為の電源発電車ですけれども、今日

の接続予定がまだ出来ていないという状況で待機していると思います。それをそこに転用する

か、今から別の高圧発電車をそちらに輸送するか、えーそのご判断をここでしていただければ

という風に思います。いかがでしょうか？

はい。恐縮です。それはどこに今繋ごうとしているお話でしょうか？申し訳ない、私が理解し

ていなくて、申し訳ないんですが、

あのー今日、朝からずっと一番重要な負荷だと言って、接続をしようとしている負荷です。ち

ょっと具体的にどの負荷かっていうのは伺ってませんけれども、

わかりました。それ、了解しました。電源の容量がたぶんちょっと合わなかったっていうお話

かと思いますので、こちらで確認をして対応致します。

電源の容量が足らなかったっていうのはどういう意味のご発言でしょうか？

すいません。ちょっとここ言い争ってる場合のところじゃないんで、確認してまたやりますの

で、ちょっとそういう会話はちょっと控えましょう。だから、確認して、お互いに確認して、

してから連絡します。

はい。確認してご依頼下さい。お願いします。

●●？●●？ちなみに１号機、２号機、３号機のプラントパラメーターにえー変化等々ありま

すでしょうか？

１５時３０分まで計測しまして異常ありません。
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か、今から別の高圧発電車をそちらに輸送するか、えーそのご判断をここでしていただければ
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かと思いますので、こちらで確認をして対応致します。

電源の容量が足らなかったっていうのはどういう意味のご発言でしょうか？

すいません。ちょっとここ言い争ってる場合のところじゃないんで、確認してまたやりますの

で、ちょっとそういう会話はちょっと控えましょう。だから、確認して、お互いに確認して、

してから連絡します。 
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どういう手順で何をサイトがやるのかというのをちゃんと説明して下さい。ただ具体的な物は

すいません。福島第一の●●です。ちょっとこの時間を使って本店さんにお願いです。今、実

はこちらのほうの緊対室は兵糧攻めの状態になっていて、非常に厳しい状況です。で、水も今

使えません。しかし、この後、外の汚染が厳しくなってくると、外に出ての行為は出来ません

ので、内部でのインフラをきちんと揃えて置く。例えば除染が出来るようにしておく、シャワ

ーを準備しておく、トイレもきちんと使えるようにしておくという事をセットしておかないと、

この先の対応が出来なくなってきます。今、２Ｆさんの御協力をいただいて水を少しこっちに

いただいておりますが、水とあと電源ですね。電源は今、配電さんの方で、準備が出来

る非常に貴重な電源があるという風にお聞きしてますので、是非、それをこちらの方に使わせ

ていただいて、この先しばらくこちらの方の体制がきちんと維持、維持出来るように御協力お

配電復旧班の●●ですけれども、今の要求承りました。今、１台、あの、別の目的で高圧発電

車がそちらに配車されてると思います。ま、これは復旧の為の電源発電車ですけれども、今日

の接続予定がまだ出来ていないという状況で待機していると思います。それをそこに転用する

か、今から別の高圧発電車をそちらに輸送するか、えーそのご判断をここでしていただければ

はい。恐縮です。それはどこに今繋ごうとしているお話でしょうか？申し訳ない、私が理解し

あのー今日、朝からずっと一番重要な負荷だと言って、接続をしようとしている負荷です。ち

わかりました。それ、了解しました。電源の容量がたぶんちょっと合わなかったっていうお話
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すいません。ちょっとここ言い争ってる場合のところじゃないんで、確認してまたやりますの
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異常無し？了解。

５時ごろでしたっけ。

５時ごろ、まだ大丈夫、

あそこに文字が写るとしたら、Ｊビレッジから行くやつが写る。でもこれ予定だと５時５０分

頃っていっていたもんね。

すいません。ちなみにちょっと本店さんに確、確認しておきたい事があるんですが、よろしい

でしょうか？ 

はい。どうぞ。

今日、入れるのは取り合えず危険を避けるという意味では、非常に迅速にやるという事は良く

理解出来るんですが、たぶん一回入れてもある頻度で注入していくという事が今後必要になる

と思うんですが、この今日のようなプロジェクトは、なんていうんですか、これからコンスタ

ントにある頻度で繰り返されるという風に考えとくほうが良いのでしょうか？

あのー今日は特別なオペレーションにならざるを得ないわけですが、今、電源の復旧も、おー

急いでもらってますので、電源の復旧でそのー達成しなければいけな

冷却であり、原子炉の冷却であるという事で、今、復旧しかけてる電源でどこまで出来るか、

それから、使えるその系統がどうかという事に関わりますので、全部をそれで満たす事は出来

ないかもしれない、従って、それをどうするかって事は今、本店で検討中です。えーただ、と

にかくその昨日までの原子炉の冷却を確保するっていう事については、取り合えず今は何とか

出来てるので、今日はまず明日になるまでかかるかもしれませんが、プールの方の冷却水を確

保するという事を全力を投入しているわけです。で、それがある程度、目鼻が

うなそのより恒久的なやり方を通じて出来ないかって事を模索する事になります。従って、今

日明日は少なくとも、或いは、もう少しの間はこのようなかなり厳しい対応というのを続けて

かなきゃいけないという風になるだろうと思ってます。もちろん、状況が好転していけば良い

んですけれども、まだその点は予断を許さない状況だと思います。

わかりました。いずれにしても、恒久復旧の方策と、ただ電源が復旧してもというところだけ

じゃないと思いますので、あの、どのライン使うかというような熱交換ライン中々難しいと思

いますんで、そこはちょっと僕は時間掛からざるを得ないと思っておりますので、逆に言うと

今日のようなプロジェクト何回かやる事もある程度、把握、覚悟していくのかなぁと言う風に

考えておりますので、よろしくお願いします。

まぁ、そうだろうと思いますね。電源だけでカバー出来ない事がいっぱいありますから。現場

の状況が正確に把握出来ない中で、計画を作っても、結局、絵に描いた餅ですから、そこはあ

る程度、現場の状況試行錯誤しながらって事にもなるでしょうから、その、なんていうかな、

トランジェントな期間っていうのも覚悟しておかなきゃいけないだろうと思います。

了解しました。いずれにしても今後このプロジェクトをする時には、本店さんにおける緻密な

綿密な計画と、その伝達を指導をよろしくお願い致します。

どうぞ。 

はい。復旧班ですけれども、ご指摘のあった通り海水系で除熱するという事を確立する事が最

終的に出来なければならないので、そちらは非常に急いで検討しております。で、えー１Ｆの

５号機、６号機については、今日から作業を開始しました。えー二日ほどで仮設の海水ポンプ

を使って仮の系統復旧を行う事が出来ると思っております。で、こちらと同じ方策が１～４号

機の方に適用出来るかどうか、見極めていきたいというところでございます。

１～４には適用出来ないと思って下さい。あの元々、海水を入れたプラントを、どうまた間接

系入れてまた冷却するかって極めて難しい問題ですから、それが一日、二日で解決するとは私

は思いません。よっぽど必死でやっていただかないと、これはこのようなプロジェクトを何回

も繰り返す事になるという事を良くわきまえた上で実施するべきだと思います。よろしくお願

いします。 

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念
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かなきゃいけないという風になるだろうと思ってます。もちろん、状況が好転していけば良い

んですけれども、まだその点は予断を許さない状況だと思います。

わかりました。いずれにしても、恒久復旧の方策と、ただ電源が復旧してもというところだけ

じゃないと思いますので、あの、どのライン使うかというような熱交換ライン中々難しいと思

いますんで、そこはちょっと僕は時間掛からざるを得ないと思っておりますので、逆に言うと

今日のようなプロジェクト何回かやる事もある程度、把握、覚悟していくのかなぁと言う風に

考えておりますので、よろしくお願いします。 

まぁ、そうだろうと思いますね。電源だけでカバー出来ない事がいっぱいありますから。現場

が正確に把握出来ない中で、計画を作っても、結局、絵に描いた餅ですから、そこはあ

る程度、現場の状況試行錯誤しながらって事にもなるでしょうから、その、なんていうかな、

トランジェントな期間っていうのも覚悟しておかなきゃいけないだろうと思います。

了解しました。いずれにしても今後このプロジェクトをする時には、本店さんにおける緻密な

綿密な計画と、その伝達を指導をよろしくお願い致します。

はい。復旧班ですけれども、ご指摘のあった通り海水系で除熱するという事を確立する事が最

終的に出来なければならないので、そちらは非常に急いで検討しております。で、えー１Ｆの

５号機、６号機については、今日から作業を開始しました。えー二日ほどで仮設の海水ポンプ

を使って仮の系統復旧を行う事が出来ると思っております。で、こちらと同じ方策が１～４号

機の方に適用出来るかどうか、見極めていきたいというところでございます。

１～４には適用出来ないと思って下さい。あの元々、海水を入れたプラントを、どうまた間接

系入れてまた冷却するかって極めて難しい問題ですから、それが一日、二日で解決するとは私

は思いません。よっぽど必死でやっていただかないと、これはこのようなプロジェクトを何回

も繰り返す事になるという事を良くわきまえた上で実施するべきだと思います。よろしくお願
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了解しました。

あのー復旧班さ、今のプロジェクトは確かにね、しかも号機が多くて大変複雑なプロセスを考

えなきゃいけない、しかも現場の実態が良くわからないという事なので、相当そのメーカーさ

んも含めたリソースを投入してやらなきゃいけないんだけど、今その体制というのかな、条件

整備っていうのは進んでるんですか？

メーカー各社、協力はしっかりしていただいてるところですので、体制を進めていきたいと思

っております。

このその検討プロジェクトのヘッドは誰になってるんですか？

検討プロジェクト全体のヘッドは、●●と

いや、ヘッド（？）、それじゃ●●、包括的な責任持ってるからさ、この検討プロジェクトそ

のもの、 

●●と私のほうで回していきたいと考えております。

二人でやってるって事なんだけども、もうちょっとそこをえーどういう風にやるんだという事

をもっと明確にしないといけないから、ちょっとこれは高橋フェローや、武藤本部長のレビュ

ーを受けて着実に出来るようにして下さい。

了解しました。体制を厚くしていけるように検討して参ります。

すいません。福島第一●●でございますが、先程、●●からお話がありました仮設電源の件で

すが、基本的に同じ目的で使うという風に考えていたという事がわかりました。一部ケーブル

が合わないので、それは今手配をしていただいていて、こちらの方はなんとかなりそうだとい

う感じですので、大変ありがとうございました。あと資材班の皆さん、申し訳ないんですが、

水の手配が十分出来てないという事でしたので、水の方の手配を至急お願い致します。これあ

の随分前から資材班さんを通じてお願いしてるものですので、何とかお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

はい。本店資材班でございます。あのー了解致しました。申し訳ございません。

ありがとうございます。

配電班ですけど、ありがとうございます。当初、要望の緊対部屋の電源というのは、結果的に

どういう風に対応、対応した方がよろしいのか、現行どおりでいいか、そのへん教えていただ

ければと思います。

あの、くど、くどいようなんですけども、あの１号機、２号機、３号機、まぁ４号機はそこま

でいってません、１号機、２号機、３号機の除熱というのは、既存のプラントの既、既存のシ

ステムを活かして除熱出来るという風な生易しい物じゃないです。炉内に入った海水で、なお

かつ燃料ふれた液体をどう冷やすかと、それも、一、一重のバウンタリーだから、それもブレ

イクすると、それが全部海に抜けちゃうという危険がある液体をどう冷やすかという極めて難

しいプロジェクトですから、一日、二日で出来るはず絶対ないですよね？そこは、そこは絶対

甘く考えないで下さい。私は、海水入れるときものすごい迷ったんだけど、シンクが無いから

もう海水しか選ばざる得なかったというとこで選んでるわけです。よろしくお願いします。

了解しました。

すいません。本店の方の安全関係の方から、ちょっと一つアラームを出させていただきたいと

いう風に思います。２号機のドライウェル圧力、２号機のドライウェル圧力が上昇傾向にあり

ます。６時で２２０キロパスカルだったものが、１２時に４００キロパスカル、２倍弱に上が

っています。崩壊熱が小さい中で、ドライウェル圧力が上がるのは、ドライウェル内の自由空

間ボリュームが、小さくなってるという事の可能性があるという事ですので、このままだとド

ライウェルベントラインの冠水に繋がる可能性がありますので、現状の注水量を減少させる事

が出来るかどうか、あの出来るのではないかとこちらでは考えておりますけれども、見直して
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あのー復旧班さ、今のプロジェクトは確かにね、しかも号機が多くて大変複雑なプロセスを考

えなきゃいけない、しかも現場の実態が良くわからないという事なので、相当そのメーカーさ
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間ボリュームが、小さくなってるという事の可能性があるという事ですので、このままだとド

ライウェルベントラインの冠水に繋がる可能性がありますので、現状の注水量を減少させる事
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いただけないでしょうか？

はい。見直したいですが、今待機中でございますので、現場にアプローチ出来ません。で、減

らすと言うんであれば、どれぐらい減らすかという指示を的確に下さい。

こちらから関係の方にお伝えしたいと思いますが、当面は止めても大丈夫なぐらいの量だそう

です。 

あの、量だそうですじゃ、指示にならないので、こうして下さいと、こうしなさいという指示

を下さい。 

改めて安全屋さんの方から、明確にお伝え致します。すいません。よろしくお願い致します。

すいません。ちょっと今の件で、きちっと説明させていただく事に致しますので、●●。

別途、電話でご連絡したいと思いますが、ドライウェル圧力が高まってる事について、ちょっ

と原因も含めて検討しないといけないと考えております。協議させて下さい。よろしくお願い

します。 

警察ミッションの部隊が百里基地に到着しました。

百里基地到着、了解。

Ｊヴィレッジ到着予定は１７時５０分と聞いていましたが、それに対する変更はあるんでしょ

うか？ 

ちょっとお待ちください。

なんとか、いま５時ですがずいぶん早くなった。よかった。

これさ、その３号の上空からの

すいません。先程の２号のえーっと、ドライウェル圧力ですけれども、現状は０．０７５、で

すから７５キロパスカルという事です。それだけご報告しときます。

はい。了解。 

すいません。照明の設置の作業を予定してる方集まってもらってますけど、えーちょっとまだ

時間がはっきり見えないところがありますので、待機してもらいたいという事と、えっと今ち

ょっと情報をもらいましたら、場合によっては、こんなにちょっと人がかからないかもしれま

せん。そこまだ判断が出来ないんで、すいませんけど、まだ待機という事でもう少しちょっと

待って下さい。あの、よろしくお願いします。

警察・消防部隊のスケジュールは今のところ変更ないそうです。

了解しました。ヘリ、ヘリコプターが視界に入りました。５時２分、ヘリコプターが視界に入

りました。２機、視界に入りました。

１Ｆの緊対では、音は聞こえません。

あっ、何？現場で見てるんじゃないの？テレビで言ってるの？今の

ごめんなさい。現場じゃなかったです。テレビの映像で確認しただけなんで、訂正します。

マイク外：（マスコミも少しは役に立ちますね、、、、）
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うん。 

吉田さん、クリーンナップは時間かかるけれども、再生熱はないから、クリーンナップで徐熱

して 

クリーンナップはあるよ、熱量的にあれだけどね、

クリーンナップだったらそんなに、

すいません。オフサイトセンターですけど、声入ってますか？

こちら本店です。オフサイトセンターさん、聞こえてますよ。

良かったです。ちょっと今、何か急に声が聞こえなくなっちゃったんで。すいませんでした。

オフサイトセンターは、画像は見えているんでしょうか？●●どうぞ。

すいません。もう一度お願いします。画像は見えてます。

本店の●●です。すいません。画像は本店の画面だけ見えているんですか？どうぞ。

いや、全画像見えてます。ただ声が時々切れたり、こっちからの声が伝わんなくなったりして

ます。 

了解しました。ちょっと急場なんで、すごく大変なセッティングだったらしいですけど、何と

か凌いで下さい。お願いします。

重要なタイミングですから、後に、聞こえますか？これは通信関係の多大なる努力で、ここま

できてますのでありがとうございます。

ナイトウさん 

すいません。大変重要なご報告がありますので、お聞き下さい。あの、モニタリングの結果、

線量が高いので散水は中止という報告がございました。線量が非常に高いので散水が中止にな

ったというご報告が入りました。

線量、いくつ？

それはわかりません。

了解しました。１Ｆ吉田さん？

すいません。今、１Ｆ回線がちょっとすいません。ちょっとテレビ会議システム切れておりま

すので、もし可能であれば電話をちょっと繋いで下さい。申し訳ございません。

電話して下さい。

えっと、今、保安班からです。今、Ｊヴィレッジでヘリに乗った人をつかまえて線量がどのぐ

らいかを確認しようという努力をしています。

１Ｆとの回線繋がってますか？
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吉田さん、クリーンナップは時間かかるけれども、再生熱はないから、クリーンナップで徐熱
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クリーンナップだったらそんなに、

すいません。オフサイトセンターですけど、声入ってますか？

こちら本店です。オフサイトセンターさん、聞こえてますよ。

良かったです。ちょっと今、何か急に声が聞こえなくなっちゃったんで。すいませんでした。

オフサイトセンターは、画像は見えているんでしょうか？●●どうぞ。

すいません。もう一度お願いします。画像は見えてます。

本店の●●です。すいません。画像は本店の画面だけ見えているんですか？どうぞ。

いや、全画像見えてます。ただ声が時々切れたり、こっちからの声が伝わんなくなったりして

了解しました。ちょっと急場なんで、すごく大変なセッティングだったらしいですけど、何と

か凌いで下さい。お願いします。

重要なタイミングですから、後に、聞こえますか？これは通信関係の多大なる努力で、ここま

できてますのでありがとうございます。

 

すいません。大変重要なご報告がありますので、お聞き下さい。あの、モニタリングの結果、

線量が高いので散水は中止という報告がございました。線量が非常に高いので散水が中止にな

ったというご報告が入りました。

線量、いくつ？ 

それはわかりません。 

了解しました。１Ｆ吉田さん？

すいません。今、１Ｆ回線がちょっとすいません。ちょっとテレビ会議システム切れておりま

すので、もし可能であれば電話をちょっと繋いで下さい。申し訳ございません。

電話して下さい。 

えっと、今、保安班からです。今、Ｊヴィレッジでヘリに乗った人をつかまえて線量がどのぐ

らいかを確認しようという努力をしています。

１Ｆとの回線繋がってますか？
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えっと、保安班から現在確認できている情報です。モニタリングで飛び立ったヘリ、ヘリは、

まだＪヴィレッジに戻ってきておりませんので、我々の地上部隊から線量なんかまだ知りえる

状態にはありません。以上です。

了解しました。

すいません。この時間を利用して、●●、●●の所に電話下さい。自衛隊の件です。

申し訳ありません通信ですが、えっと、１Ｆとの回線がすべてちょっと切れてるみたいですの

で、今、状況把握をしております。あのーその他の通信手段とかも含めて考えておりますので、

少々お待ちください。申し訳ありません。

保安班から報告いたします。現在、自衛隊の方からちょっと電話を繋いでいただきまして、線

量の状況を少し、少しだけですけど聞く事が出来ました。えっと、まず、ヘリで５００フィー

トの所まで降りた所で警報音がなったという事ですが、ちょっと警報音の意味合いがわかりま

せん。その後、１００フィートまで降りた所で、線量が２４７

ると緊急時の、１時間滞在すると緊急時の許容線量に達すると、こういうレベルでございます。

しかしながらば、作業時間を考えると少し余裕があるんですけれども、ちょっとここまで情報

が終わってます。何フィートまで降りれば、作業が出来るのかそれちょっと私ども知りえませ

んので、今のところこの二つの情報だけでございます。以上です。

●●、水の投入中止という情報は間違いないんですね？

間違いありません。自衛官の方からのご報告でございます。

●●？●●？ 

はい？ 

発電所で言ってた地上からのミッションで、その役割分担だとか、手順だとか、確認事項だと

か、調整事項とか、明確にしてもらってあるでしょうか？

はい。そこまで、細かくはなってませんけど、考え方整理したものがあります。それを説明さ

せるようにします。

発電所と直接調節やって下さい。

発電所と直接やってる最中、電話繋がらなくなっちゃったんで、はい。

●●●●、俺の昔の番号じゃん、、、、かかった、かかった、かかったけどあいついるかどう

か。 

厚生班ですけれども、食事の準備出来てますので、交代でどうぞ召し上がってください。

繰り返します。通信ですが、只今、状況を調べていますが、ちょっと今のところの状況では、

伝送装置の元で止まっているという事で、すべての回線がとまっております。今、詳細の状況

把握中で、代替手段も含めて検討中でございます。申し訳ございません。

切断されているのは、福島側のようです。

衛星通信の動かせる要員をえっと、今ちょっと手配出来ないかという事で検討しております。

最悪の場合ね、画像無理でも音声だけでも、出来ればですね、助かるので、

今のところ、音声も含めてすべての情報を送る回線が止まっておりまして、状況としてはそう

いう事なんですが、詳細がちょっとわかっておりませんので、申し訳ございません。もうしば
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まだＪヴィレッジに戻ってきておりませんので、我々の地上部隊から線量なんかまだ知りえる

すいません。この時間を利用して、●●、●●の所に電話下さい。自衛隊の件です。

申し訳ありません通信ですが、えっと、１Ｆとの回線がすべてちょっと切れてるみたいですの

で、今、状況把握をしております。あのーその他の通信手段とかも含めて考えておりますので、

 

保安班から報告いたします。現在、自衛隊の方からちょっと電話を繋いでいただきまして、線

量の状況を少し、少しだけですけど聞く事が出来ました。えっと、まず、ヘリで５００フィー

トの所まで降りた所で警報音がなったという事ですが、ちょっと警報音の意味合いがわかりま

せん。その後、１００フィートまで降りた所で、線量が２４７

ると緊急時の、１時間滞在すると緊急時の許容線量に達すると、こういうレベルでございます。

しかしながらば、作業時間を考えると少し余裕があるんですけれども、ちょっとここまで情報

わってます。何フィートまで降りれば、作業が出来るのかそれちょっと私ども知りえませ

んので、今のところこの二つの情報だけでございます。以上です。

●●、水の投入中止という情報は間違いないんですね？ 

間違いありません。自衛官の方からのご報告でございます。

発電所で言ってた地上からのミッションで、その役割分担だとか、手順だとか、確認事項だと

か、調整事項とか、明確にしてもらってあるでしょうか？ 

はい。そこまで、細かくはなってませんけど、考え方整理したものがあります。それを説明さ

発電所と直接やってる最中、電話繋がらなくなっちゃったんで、はい。

●●●●、俺の昔の番号じゃん、、、、かかった、かかった、かかったけどあいついるかどう

厚生班ですけれども、食事の準備出来てますので、交代でどうぞ召し上がってください。

繰り返します。通信ですが、只今、状況を調べていますが、ちょっと今のところの状況では、

伝送装置の元で止まっているという事で、すべての回線がとまっております。今、詳細の状況

把握中で、代替手段も含めて検討中でございます。申し訳ございません。

 

衛星通信の動かせる要員をえっと、今ちょっと手配出来ないかという事で検討しております。

最悪の場合ね、画像無理でも音声だけでも、出来ればですね、助かるので、

今のところ、音声も含めてすべての情報を送る回線が止まっておりまして、状況としてはそう

いう事なんですが、詳細がちょっとわかっておりませんので、申し訳ございません。もうしば
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らくお待ちください。

あの通信の方？衛星電話使えます？

今、業務にあるやつを持ってきてもらうように頼んである。

衛星のイリジウムとかの音声だとたぶん大丈夫です。ただ、向こうのサイト側が、えっと、衛

星の電話って衛星が南の方にあがっているので、そっち側に空間がないと通話が出来ないとい

う、で、家の中からだと中々えっと、電波が入りにくいというのもあって、１Ｆのですね、免

震重要棟は、南側にまずい事に窓が無いという事で、極めて電波が入りにくいっていうような

状況になっております。

今、２Ｆの増田所長から、２Ｆに行ってる通信の人の話だと、どうも１ＦＡＣ系が全部落ちた、

緊対の電源が落ちてるんじゃないかって話

電源ごとですか？

えぇ 

わかりました。ちょっと把握します。

福島第二の増田さん？あっ、繋がんないかな？福島第二聞こえますか？

はい。増田です。お待たせしました。

あっ、ご苦労様。ご承知のように福島第一がですね、また通信関係もブラックアウトになちゃ

いました。 

はい。はい。 

それで、ちょっと我々も今どうしたら良いかって、通信の方で一生懸命頑張ってくれてますが、

どうもその通信の問題だけではないかもしれないという情報もありまして、ちょっとまだ良く

わかりません。そこで、あの、２Ｆから、今、２Ｆも色々ご苦労をいただいてるんですが、通

信面で何か１Ｆに対する支援が出来る余地っては、何か電気屋の増田さんとしては何か考えら

れませんか？ 

今、２Ｆの業務システムの光ファイバーが悪いか、１Ｆの免震棟全体の電源が落ちたかのどち

らかが原因だという風に１０分ほど前から

てるところです。

はい。どうも後者じゃないかって説がきておりますが？

後者っては電源が落ちてるって事ですか？

通信ですが、今、こちらでも監視センターからの情報ですと、電源は生きてるみたいだと、通

信機器か光ファイバーとかそういうところの方に絞ってちょっと調査を進めております。申し

訳ありません。

あっ、そうですか。はい。

了解。じゃあ、こちらも同じ調査になると思います。ただ、両方でやった方が早いと思います

ので、こちらも同じ調査を続けます。

はい。ありがとうございます。

見解は同じです。はい。
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発言内容
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衛星のイリジウムとかの音声だとたぶん大丈夫です。ただ、向こうのサイト側が、えっと、衛
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どうもその通信の問題だけではないかもしれないという情報もありまして、ちょっとまだ良く

わかりません。そこで、あの、２Ｆから、今、２Ｆも色々ご苦労をいただいてるんですが、通

信面で何か１Ｆに対する支援が出来る余地っては、何か電気屋の増田さんとしては何か考えら

今、２Ｆの業務システムの光ファイバーが悪いか、１Ｆの免震棟全体の電源が落ちたかのどち
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了解。じゃあ、こちらも同じ調査になると思います。ただ、両方でやった方が早いと思います
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すいません。お願い致します。

はい。よろしくお願い致します。

すいません。別件ですけれども、本店さん聞こえますか？

聞こえます。 

すいません。我々のバスがＪヴィレッジに迎えに行ったわけですけれども、警察の人とまだ会

えてないようなんです。警察隊は何時に着く予定なんでしょうか？

１７時５０分とさっき聞いていましたので、もう着いてもいい時期だという風に思います。

あっ、わかりました。いずれにしても１７時５０分に警察隊のヘリコプターが来ると思ってれ

ば、よろしいわけですね？

そういう風に計画上さっき聞きました。ただ、それがどうなってるか

じゃあ、まずはそれで指示に従うように、また何かありましたら連絡します。すいません。

増田所長？計画は１７時５０分のとおりですが、途中のリークが１０分ほどおしています。予

定１７時５０分から、もう１０分程度遅れるかもしれないと、思われてください。お願いしま

す。 

了解しました。その旨伝えておきます。

一つは、中の、中のふたが開いていた。ドラム缶一個。漏れている？

みたいだね。 

漏れている？中も開いて、漏れている。はい、はい。

こんなもの、売っていなかった？

外ですか？外と中。

今もですね。大体、どれくらいの範囲？

トータル３時間も。いや分からない。ワンプレートでしょ。

油用の、油用のドラム缶、それのふたがあいて外に出ちゃったよと言うお話。

あー。 

あ、●●さんに言ったんですか。ああ、了解。

こちらからお電話します、するかもしれません、趣旨はそういうことで。すいませんどうもお

忙しいところ、はい。はい。はい。ええ、場合によっては本部長。今、社長が、

もしもし、通信班ですが、Ｆ２、２Ｆ聞こえますでしょうか？２Ｆ聞こえますでしょうか？２

Ｆ聞こえますでしょうか？こちら本店通信班です。

２機か、３機、海水まく予定になっていたんだけれども、中止になっちゃったから。ヘリの放

水は中止になっちゃんたんだけど、ヘリが海水をまくっていう予定だったんで、中に入って上
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増田所長？計画は１７時５０分のとおりですが、途中のリークが１０分ほどおしています。予

定１７時５０分から、もう１０分程度遅れるかもしれないと、思われてください。お願いしま

こちらからお電話します、するかもしれません、趣旨はそういうことで。すいませんどうもお

もしもし、通信班ですが、Ｆ２、２Ｆ聞こえますでしょうか？２Ｆ聞こえますでしょうか？２

２機か、３機、海水まく予定になっていたんだけれども、中止になっちゃったから。ヘリの放

水は中止になっちゃんたんだけど、ヘリが海水をまくっていう予定だったんで、中に入って上
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からバーって。線量が高すぎて。

２Ｆ聞こえます。

通信の対応要員が１Ｆ退避のゴタゴタと外に出てしまっているので、誠に申し訳ないんですが、

２Ｆのあの、通信の人間をあの、１Ｆの方に行っていただけるように、今、事務局で調整して

おりますので、是非、あの、申し訳ないですけれど、御協力下さい。本来ならあの、重要拠点

は２ルートで、あの、構成してるんですけど、今回の地震でマイクロの方のあの、重要な回線

いっぱいのせる強固な方が、あの、地震でやられてしまっておりまして、使えないという事で、

ちょっとこういうような事態になっております。誠に申し訳ないですが、あの、御協力をいた

だければと思います。以上です。

申し訳ありません。今、１Ｆの通信関係おわかりの方が、いわきから２時間ほど前に１Ｆに向

かっているという風に伺ってます。我々のところは、我々のところで今プラント４台ともフラ

フラしてるんですよ。そこから通信の人がいなくなったら、我々はどうするんですか？この４

台まだフラフラですよ？

わかりました。

ちょっと良く考えて下さい。１Ｆの通信の人は向こうに向かってます。確かに事情はわかりま

すけれども、２Ｆの４台も同じようにフラフラさせたやつを落っことしていいんですか？

はい。わかりました。新いわきの方からの要員をちょっと手当てを致します。すいません。

悪い悪い、あれさ、いま広報グループがさ、広報グループに取材はいっている？うそ？悪いな、

ちょっと無理なことして申し訳ない、全然電話来ないんだけれども、これは、了解。了解。じ

ゃあさ、広報グループの

あの、１Ｆはですね、ヘリで上から放水すると言っていたんですが、今そういう状況なの？

今、そういう状況なの？

そういう状況です。放水中止。放水中止です。

何号機？ 

えっと３号機。

あの、ゴメンね、あの４号のさ、火事ってどうなった？消えたの？

すいません。通信復旧班からご報告がございます。福島第一発電所は、今、すべての通信回線

が途絶しております。それ今、福島第二の回線を活かそうと思ってるんですが、昨日か一昨日

の退避の時に通信の人間３人が全員退避してしまって今誰もいない状態、マネージャーだけし

かいない状態になっており、で今、メンバーは今日の昼間福島第一に戻るように指示して、今

移動中ですが、時間がございませんので、今、福島第二に通信の人間が３人おります。その内

の一人を早急に福島第一に行かせまして、光回線がもつ装置であれば、反対はもう一個ありま

すし、光が直らなければ配電さんの御協力を得て、あの、低圧電源車で無線局は生かせますん

で、そのどちらかの方法で早急に生かしたいと思っております。で、いずれにしましても、福

島第二にお願いしたいんですが、通信の要員を一人、福島第一に出していただけないでしょう

か？そうすれば復旧出来ると思いますので。

すいません。通信というのは、両端があって、対向で仕事をして初めて成り立つものだと思っ

ております。一人を送ってどういう価値があるんですか？福島第二には３人しかいないわけで

すよね？福島第二の通信が絶対大丈夫だというところは誰が面倒、保障してくれるんですか？
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からバーって。線量が高すぎて。

２Ｆ聞こえます。 

通信の対応要員が１Ｆ退避のゴタゴタと外に出てしまっているので、誠に申し訳ないんですが、

２Ｆのあの、通信の人間をあの、１Ｆの方に行っていただけるように、今、事務局で調整して

おりますので、是非、あの、申し訳ないですけれど、御協力下さい。本来ならあの、重要拠点

は２ルートで、あの、構成してるんですけど、今回の地震でマイクロの方のあの、重要な回線

いっぱいのせる強固な方が、あの、地震でやられてしまっておりまして、使えないという事で、

ちょっとこういうような事態になっております。誠に申し訳ないですが、あの、御協力をいた

ればと思います。以上です。

申し訳ありません。今、１Ｆの通信関係おわかりの方が、いわきから２時間ほど前に１Ｆに向

かっているという風に伺ってます。我々のところは、我々のところで今プラント４台ともフラ

フラしてるんですよ。そこから通信の人がいなくなったら、我々はどうするんですか？この４

台まだフラフラですよ？ 

わかりました。 

ちょっと良く考えて下さい。１Ｆの通信の人は向こうに向かってます。確かに事情はわかりま

すけれども、２Ｆの４台も同じようにフラフラさせたやつを落っことしていいんですか？

はい。わかりました。新いわきの方からの要員をちょっと手当てを致します。すいません。

悪い悪い、あれさ、いま広報グループがさ、広報グループに取材はいっている？うそ？悪いな、

ちょっと無理なことして申し訳ない、全然電話来ないんだけれども、これは、了解。了解。じ

ゃあさ、広報グループの 

あの、１Ｆはですね、ヘリで上から放水すると言っていたんですが、今そういう状況なの？

今、そういう状況なの？ 

そういう状況です。放水中止。放水中止です。

えっと３号機。 

あの、ゴメンね、あの４号のさ、火事ってどうなった？消えたの？

すいません。通信復旧班からご報告がございます。福島第一発電所は、今、すべての通信回線

が途絶しております。それ今、福島第二の回線を活かそうと思ってるんですが、昨日か一昨日

の退避の時に通信の人間３人が全員退避してしまって今誰もいない状態、マネージャーだけし

かいない状態になっており、で今、メンバーは今日の昼間福島第一に戻るように指示して、今

移動中ですが、時間がございませんので、今、福島第二に通信の人間が３人おります。その内

の一人を早急に福島第一に行かせまして、光回線がもつ装置であれば、反対はもう一個ありま

が直らなければ配電さんの御協力を得て、あの、低圧電源車で無線局は生かせますん

で、そのどちらかの方法で早急に生かしたいと思っております。で、いずれにしましても、福

島第二にお願いしたいんですが、通信の要員を一人、福島第一に出していただけないでしょう

か？そうすれば復旧出来ると思いますので。

すいません。通信というのは、両端があって、対向で仕事をして初めて成り立つものだと思っ

ております。一人を送ってどういう価値があるんですか？福島第二には３人しかいないわけで

すよね？福島第二の通信が絶対大丈夫だというところは誰が面倒、保障してくれるんですか？
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発言内容

からバーって。線量が高すぎて。 

通信の対応要員が１Ｆ退避のゴタゴタと外に出てしまっているので、誠に申し訳ないんですが、

２Ｆのあの、通信の人間をあの、１Ｆの方に行っていただけるように、今、事務局で調整して

おりますので、是非、あの、申し訳ないですけれど、御協力下さい。本来ならあの、重要拠点

は２ルートで、あの、構成してるんですけど、今回の地震でマイクロの方のあの、重要な回線

いっぱいのせる強固な方が、あの、地震でやられてしまっておりまして、使えないという事で、

ちょっとこういうような事態になっております。誠に申し訳ないですが、あの、御協力をいた

ればと思います。以上です。 

申し訳ありません。今、１Ｆの通信関係おわかりの方が、いわきから２時間ほど前に１Ｆに向

かっているという風に伺ってます。我々のところは、我々のところで今プラント４台ともフラ

フラしてるんですよ。そこから通信の人がいなくなったら、我々はどうするんですか？この４

ちょっと良く考えて下さい。１Ｆの通信の人は向こうに向かってます。確かに事情はわかりま

すけれども、２Ｆの４台も同じようにフラフラさせたやつを落っことしていいんですか？

はい。わかりました。新いわきの方からの要員をちょっと手当てを致します。すいません。

悪い悪い、あれさ、いま広報グループがさ、広報グループに取材はいっている？うそ？悪いな、

ちょっと無理なことして申し訳ない、全然電話来ないんだけれども、これは、了解。了解。じ

あの、１Ｆはですね、ヘリで上から放水すると言っていたんですが、今そういう状況なの？

そういう状況です。放水中止。放水中止です。

あの、ゴメンね、あの４号のさ、火事ってどうなった？消えたの？

すいません。通信復旧班からご報告がございます。福島第一発電所は、今、すべての通信回線

が途絶しております。それ今、福島第二の回線を活かそうと思ってるんですが、昨日か一昨日

の退避の時に通信の人間３人が全員退避してしまって今誰もいない状態、マネージャーだけし

かいない状態になっており、で今、メンバーは今日の昼間福島第一に戻るように指示して、今

移動中ですが、時間がございませんので、今、福島第二に通信の人間が３人おります。その内

の一人を早急に福島第一に行かせまして、光回線がもつ装置であれば、反対はもう一個ありま

が直らなければ配電さんの御協力を得て、あの、低圧電源車で無線局は生かせますん

で、そのどちらかの方法で早急に生かしたいと思っております。で、いずれにしましても、福

島第二にお願いしたいんですが、通信の要員を一人、福島第一に出していただけないでしょう

か？そうすれば復旧出来ると思いますので。

すいません。通信というのは、両端があって、対向で仕事をして初めて成り立つものだと思っ

ております。一人を送ってどういう価値があるんですか？福島第二には３人しかいないわけで

すよね？福島第二の通信が絶対大丈夫だというところは誰が面倒、保障してくれるんですか？
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発言内容 

通信の対応要員が１Ｆ退避のゴタゴタと外に出てしまっているので、誠に申し訳ないんですが、

２Ｆのあの、通信の人間をあの、１Ｆの方に行っていただけるように、今、事務局で調整して

おりますので、是非、あの、申し訳ないですけれど、御協力下さい。本来ならあの、重要拠点

は２ルートで、あの、構成してるんですけど、今回の地震でマイクロの方のあの、重要な回線

いっぱいのせる強固な方が、あの、地震でやられてしまっておりまして、使えないという事で、

ちょっとこういうような事態になっております。誠に申し訳ないですが、あの、御協力をいた

申し訳ありません。今、１Ｆの通信関係おわかりの方が、いわきから２時間ほど前に１Ｆに向

かっているという風に伺ってます。我々のところは、我々のところで今プラント４台ともフラ

フラしてるんですよ。そこから通信の人がいなくなったら、我々はどうするんですか？この４

ちょっと良く考えて下さい。１Ｆの通信の人は向こうに向かってます。確かに事情はわかりま

すけれども、２Ｆの４台も同じようにフラフラさせたやつを落っことしていいんですか？

はい。わかりました。新いわきの方からの要員をちょっと手当てを致します。すいません。

悪い悪い、あれさ、いま広報グループがさ、広報グループに取材はいっている？うそ？悪いな、

ちょっと無理なことして申し訳ない、全然電話来ないんだけれども、これは、了解。了解。じ

あの、１Ｆはですね、ヘリで上から放水すると言っていたんですが、今そういう状況なの？

そういう状況です。放水中止。放水中止です。 

あの、ゴメンね、あの４号のさ、火事ってどうなった？消えたの？

すいません。通信復旧班からご報告がございます。福島第一発電所は、今、すべての通信回線

が途絶しております。それ今、福島第二の回線を活かそうと思ってるんですが、昨日か一昨日

の退避の時に通信の人間３人が全員退避してしまって今誰もいない状態、マネージャーだけし

かいない状態になっており、で今、メンバーは今日の昼間福島第一に戻るように指示して、今

移動中ですが、時間がございませんので、今、福島第二に通信の人間が３人おります。その内

の一人を早急に福島第一に行かせまして、光回線がもつ装置であれば、反対はもう一個ありま

が直らなければ配電さんの御協力を得て、あの、低圧電源車で無線局は生かせますん

で、そのどちらかの方法で早急に生かしたいと思っております。で、いずれにしましても、福

島第二にお願いしたいんですが、通信の要員を一人、福島第一に出していただけないでしょう

か？そうすれば復旧出来ると思いますので。 

すいません。通信というのは、両端があって、対向で仕事をして初めて成り立つものだと思っ

ております。一人を送ってどういう価値があるんですか？福島第二には３人しかいないわけで

すよね？福島第二の通信が絶対大丈夫だというところは誰が面倒、保障してくれるんですか？
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通信の対応要員が１Ｆ退避のゴタゴタと外に出てしまっているので、誠に申し訳ないんですが、

２Ｆのあの、通信の人間をあの、１Ｆの方に行っていただけるように、今、事務局で調整して

おりますので、是非、あの、申し訳ないですけれど、御協力下さい。本来ならあの、重要拠点

は２ルートで、あの、構成してるんですけど、今回の地震でマイクロの方のあの、重要な回線

いっぱいのせる強固な方が、あの、地震でやられてしまっておりまして、使えないという事で、

ちょっとこういうような事態になっております。誠に申し訳ないですが、あの、御協力をいた

申し訳ありません。今、１Ｆの通信関係おわかりの方が、いわきから２時間ほど前に１Ｆに向

かっているという風に伺ってます。我々のところは、我々のところで今プラント４台ともフラ

フラしてるんですよ。そこから通信の人がいなくなったら、我々はどうするんですか？この４

ちょっと良く考えて下さい。１Ｆの通信の人は向こうに向かってます。確かに事情はわかりま

すけれども、２Ｆの４台も同じようにフラフラさせたやつを落っことしていいんですか？

はい。わかりました。新いわきの方からの要員をちょっと手当てを致します。すいません。

悪い悪い、あれさ、いま広報グループがさ、広報グループに取材はいっている？うそ？悪いな、

ちょっと無理なことして申し訳ない、全然電話来ないんだけれども、これは、了解。了解。じ

あの、１Ｆはですね、ヘリで上から放水すると言っていたんですが、今そういう状況なの？

あの、ゴメンね、あの４号のさ、火事ってどうなった？消えたの？ 

すいません。通信復旧班からご報告がございます。福島第一発電所は、今、すべての通信回線

が途絶しております。それ今、福島第二の回線を活かそうと思ってるんですが、昨日か一昨日

の退避の時に通信の人間３人が全員退避してしまって今誰もいない状態、マネージャーだけし

かいない状態になっており、で今、メンバーは今日の昼間福島第一に戻るように指示して、今

移動中ですが、時間がございませんので、今、福島第二に通信の人間が３人おります。その内

の一人を早急に福島第一に行かせまして、光回線がもつ装置であれば、反対はもう一個ありま

が直らなければ配電さんの御協力を得て、あの、低圧電源車で無線局は生かせますん

で、そのどちらかの方法で早急に生かしたいと思っております。で、いずれにしましても、福

島第二にお願いしたいんですが、通信の要員を一人、福島第一に出していただけないでしょう

すいません。通信というのは、両端があって、対向で仕事をして初めて成り立つものだと思っ

ております。一人を送ってどういう価値があるんですか？福島第二には３人しかいないわけで

すよね？福島第二の通信が絶対大丈夫だというところは誰が面倒、保障してくれるんですか？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

通信の対応要員が１Ｆ退避のゴタゴタと外に出てしまっているので、誠に申し訳ないんですが、

２Ｆのあの、通信の人間をあの、１Ｆの方に行っていただけるように、今、事務局で調整して

おりますので、是非、あの、申し訳ないですけれど、御協力下さい。本来ならあの、重要拠点

は２ルートで、あの、構成してるんですけど、今回の地震でマイクロの方のあの、重要な回線

いっぱいのせる強固な方が、あの、地震でやられてしまっておりまして、使えないという事で、

ちょっとこういうような事態になっております。誠に申し訳ないですが、あの、御協力をいた

申し訳ありません。今、１Ｆの通信関係おわかりの方が、いわきから２時間ほど前に１Ｆに向

かっているという風に伺ってます。我々のところは、我々のところで今プラント４台ともフラ

フラしてるんですよ。そこから通信の人がいなくなったら、我々はどうするんですか？この４

ちょっと良く考えて下さい。１Ｆの通信の人は向こうに向かってます。確かに事情はわかりま

すけれども、２Ｆの４台も同じようにフラフラさせたやつを落っことしていいんですか？

はい。わかりました。新いわきの方からの要員をちょっと手当てを致します。すいません。

悪い悪い、あれさ、いま広報グループがさ、広報グループに取材はいっている？うそ？悪いな、

ちょっと無理なことして申し訳ない、全然電話来ないんだけれども、これは、了解。了解。じ

あの、１Ｆはですね、ヘリで上から放水すると言っていたんですが、今そういう状況なの？

すいません。通信復旧班からご報告がございます。福島第一発電所は、今、すべての通信回線

が途絶しております。それ今、福島第二の回線を活かそうと思ってるんですが、昨日か一昨日

の退避の時に通信の人間３人が全員退避してしまって今誰もいない状態、マネージャーだけし

かいない状態になっており、で今、メンバーは今日の昼間福島第一に戻るように指示して、今

移動中ですが、時間がございませんので、今、福島第二に通信の人間が３人おります。その内

の一人を早急に福島第一に行かせまして、光回線がもつ装置であれば、反対はもう一個ありま

が直らなければ配電さんの御協力を得て、あの、低圧電源車で無線局は生かせますん

で、そのどちらかの方法で早急に生かしたいと思っております。で、いずれにしましても、福

島第二にお願いしたいんですが、通信の要員を一人、福島第一に出していただけないでしょう

すいません。通信というのは、両端があって、対向で仕事をして初めて成り立つものだと思っ

ております。一人を送ってどういう価値があるんですか？福島第二には３人しかいないわけで

すよね？福島第二の通信が絶対大丈夫だというところは誰が面倒、保障してくれるんですか？
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それが無いのに、ちょっと一人を送っても何とかなるって、ちょっと（？）

増田君さぁ？増田君？

はい？ 

高橋ですけど、今１Ｆと全く連絡が取れなくなっちゃったんだよ。

はい。 

何の連絡も、要するに、手段が無いの。だから、向こうに通信の人がいれば向こうの通信の人

にやってもらえれば良いんだけど、とにかく誰か一人行ってくれないと、要するに手の打ちよ

うが無いんだよ。

すいません。行った人は連絡が取れなくなって、その人は何をやっていいかも伝わんないんで

すよ。一人だと。

違います。今すぐ、我々で大体想定される状況を掴んでおります。今、そちらにいる間に、我々

から手順をすべてお話します。その上で行っていただきます。今、先程の復旧手順をすべて、

想定される復旧手順をお話して行っていただきます。で、先程の対向ですが、発電所の外は浜

通り電力所の所管ですので、外には通信の人間おりますので、対向は出来ます。何とか一人を

出していただけないでしょうか？

増田君、武黒です。大変難しい判断をお願いして恐縮ですが、是非よろしくお願い致します。

すいません。こちらも今、通信の人と話したら、一人は避難してて二人しかいないっていうん

ですよ。 

ですから、対向の場合には、外に浜通り電力所がいますので、一人いれば最低限の事は出来る

と思いますが。

浜通りの人は浜通りに本当にいるんですか？新いわきの方に行っていて、対向出来ないんじゃ

ないですか？ 

回線は新いわき、新福島の方を通っておりますので、対向局はそちら側になりますので、

新いわきと１Ｆの間でやれば話が成り立つんですか？

はい。 

こちらから連絡は取れないわけですよね？（？）

光回線は新福島とＦ１が繋がってます。あと新福島とＦ２が繋がってますので、

新福島ってのは、浜通り電力所ですよね？（？）

通信の人間おりますので、向かわさせます。今、新いわきにおりますので。で、こちらの判断

では、新福島の装置は大丈夫だろうという判断です。今、アラームを見た限りでは。

すいません。先程、新いわきの方は、浜通り、ごめんなさい、二人は１Ｆに向かってらっしゃ

るんですよね？

いえ。向かっておりません。一番近い所から行ってもらおうと今思ってます。

あれ？先程言ったその１Ｆから避難された方で、今戻ろうとしてますって方はどこにいるんで
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回線は新いわき、新福島の方を通っておりますので、対向局はそちら側になりますので、

光回線は新福島とＦ１が繋がってます。あと新福島とＦ２が繋がってますので、 

通信の人間おりますので、向かわさせます。今、新いわきにおりますので。で、こちらの判断

では、新福島の装置は大丈夫だろうという判断です。今、アラームを見た限りでは。 

すいません。先程、新いわきの方は、浜通り、ごめんなさい、二人は１Ｆに向かってらっしゃ

いえ。向かっておりません。一番近い所から行ってもらおうと今思ってます。 

あれ？先程言ったその１Ｆから避難された方で、今戻ろうとしてますって方はどこにいるんで

 

何の連絡も、要するに、手段が無いの。だから、向こうに通信の人がいれば向こうの通信の人

にやってもらえれば良いんだけど、とにかく誰か一人行ってくれないと、要するに手の打ちよ

すいません。行った人は連絡が取れなくなって、その人は何をやっていいかも伝わんないんで

違います。今すぐ、我々で大体想定される状況を掴んでおります。今、そちらにいる間に、我々

から手順をすべてお話します。その上で行っていただきます。今、先程の復旧手順をすべて、

想定される復旧手順をお話して行っていただきます。で、先程の対向ですが、発電所の外は浜

通り電力所の所管ですので、外には通信の人間おりますので、対向は出来ます。何とか一人を

増田君、武黒です。大変難しい判断をお願いして恐縮ですが、是非よろしくお願い致します。 

すいません。こちらも今、通信の人と話したら、一人は避難してて二人しかいないっていうん

ですから、対向の場合には、外に浜通り電力所がいますので、一人いれば最低限の事は出来る

浜通りの人は浜通りに本当にいるんですか？新いわきの方に行っていて、対向出来ないんじゃ

回線は新いわき、新福島の方を通っておりますので、対向局はそちら側になりますので、 

通信の人間おりますので、向かわさせます。今、新いわきにおりますので。で、こちらの判断

すいません。先程、新いわきの方は、浜通り、ごめんなさい、二人は１Ｆに向かってらっしゃ

あれ？先程言ったその１Ｆから避難された方で、今戻ろうとしてますって方はどこにいるんで
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すか？ 

携帯電話が全く使えませんので、

使えません。えぇ、（？）

連絡がつきませんが、まだかなり３０分から１時間かかるんじゃないかと言われてます。

だから、わかんなくなっちゃうんですよ。っていう事は、ここから今、一人を出したとしても、

その人が確実にいくかどうか、誰もわかんなくなっちゃうんですよ。

いや、何が言いたいかというとですね、今、我々が掴んでいる情報を事前にお話して、手順を

ある程度お話してから行かないといけないんで、今、福一に戻ってる人はたぶん福一にそのま

ま行ってしまいますので、連絡つきませんので、

増田さん、武黒です。言ってる事は良くわかるし、大変厳しい中で、大変良くやっていただい

てるって事も良く理解してますが、１Ｆの状況というのは、まさにその、環境全体、日本全体

にどのような悪影響を及ぼすかって事を、首の皮一枚でなんとか今持ちこたえているという状

況であります。そこの通信機能が、途切れてしまったというのは、もう首の皮があの、半分千

切れたも同然であります。何とかここをしない限り明日が無いんです。是非、その点を理解し

て、これは本店からの強い要請でありますが、理解していただけないでしょうか？

すいません。それでは、浜通りに通信の人間おりますので、もう一人福島第二に向かわせます。

これから、向かっていただきます。少しタイムラグはございますが、二人になるようにします。

じゃあ、浜通りの方がこちらに来たら、その人ともう一人の人にレクチャーをちゃんとしてく

れて、送り出して下さい。そして、出しましょう。

それは、すごくタイムラグが出ますが、

レクチャーしないと何が出来るかわかんないでしょ？

今、そちらにいる人に我々からレクチャーします。あの起こりうる、想定されるトラブルをレ

クチャーして単独で直るはずですので、

そうですか？ 

えぇ、単独で直していただきます。

わかりました。

はずって言うか、今、想定される中では単独で出来る作業を想定しておりますので、

はい。じゃあ、レクチャーをお願いします。

じゃあ一人、福島第二に向かっていただきますので

はい。じゃあ、浜通り電力所から一人来るのを待ちます。そして、レクチャーを受けた一人と

二人で浜通、１Ｆの方に向かわせます。

ちょっと待って。それでいいの？通信。ちょっと待って。それ明確にしましょうよ。

今いる人にレクチャーして、福二に行って、我々の想定した通りだと一番早く直ります。で、

福二が一人になってしまうので、浜通り電力所から通信の人間を福二に行っていただきます。
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携帯電話が全く使えませんので、

使えません。えぇ、（？） 

連絡がつきませんが、まだかなり３０分から１時間かかるんじゃないかと言われてます。

だから、わかんなくなっちゃうんですよ。っていう事は、ここから今、一人を出したとしても、

その人が確実にいくかどうか、誰もわかんなくなっちゃうんですよ。

いや、何が言いたいかというとですね、今、我々が掴んでいる情報を事前にお話して、手順を

ある程度お話してから行かないといけないんで、今、福一に戻ってる人はたぶん福一にそのま

ま行ってしまいますので、連絡つきませんので、

増田さん、武黒です。言ってる事は良くわかるし、大変厳しい中で、大変良くやっていただい

てるって事も良く理解してますが、１Ｆの状況というのは、まさにその、環境全体、日本全体

にどのような悪影響を及ぼすかって事を、首の皮一枚でなんとか今持ちこたえているという状

況であります。そこの通信機能が、途切れてしまったというのは、もう首の皮があの、半分千

切れたも同然であります。何とかここをしない限り明日が無いんです。是非、その点を理解し

て、これは本店からの強い要請でありますが、理解していただけないでしょうか？

すいません。それでは、浜通りに通信の人間おりますので、もう一人福島第二に向かわせます。

これから、向かっていただきます。少しタイムラグはございますが、二人になるようにします。

じゃあ、浜通りの方がこちらに来たら、その人ともう一人の人にレクチャーをちゃんとしてく

れて、送り出して下さい。そして、出しましょう。

それは、すごくタイムラグが出ますが、

レクチャーしないと何が出来るかわかんないでしょ？

今、そちらにいる人に我々からレクチャーします。あの起こりうる、想定されるトラブルをレ

クチャーして単独で直るはずですので、

 

えぇ、単独で直していただきます。

わかりました。 

はずって言うか、今、想定される中では単独で出来る作業を想定しておりますので、

はい。じゃあ、レクチャーをお願いします。

じゃあ一人、福島第二に向かっていただきますので

はい。じゃあ、浜通り電力所から一人来るのを待ちます。そして、レクチャーを受けた一人と

二人で浜通、１Ｆの方に向かわせます。

ちょっと待って。それでいいの？通信。ちょっと待って。それ明確にしましょうよ。

今いる人にレクチャーして、福二に行って、我々の想定した通りだと一番早く直ります。で、

福二が一人になってしまうので、浜通り電力所から通信の人間を福二に行っていただきます。
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発言内容

携帯電話が全く使えませんので、 

 

連絡がつきませんが、まだかなり３０分から１時間かかるんじゃないかと言われてます。

だから、わかんなくなっちゃうんですよ。っていう事は、ここから今、一人を出したとしても、

その人が確実にいくかどうか、誰もわかんなくなっちゃうんですよ。

いや、何が言いたいかというとですね、今、我々が掴んでいる情報を事前にお話して、手順を

ある程度お話してから行かないといけないんで、今、福一に戻ってる人はたぶん福一にそのま

ま行ってしまいますので、連絡つきませんので、

増田さん、武黒です。言ってる事は良くわかるし、大変厳しい中で、大変良くやっていただい

てるって事も良く理解してますが、１Ｆの状況というのは、まさにその、環境全体、日本全体

にどのような悪影響を及ぼすかって事を、首の皮一枚でなんとか今持ちこたえているという状

況であります。そこの通信機能が、途切れてしまったというのは、もう首の皮があの、半分千

切れたも同然であります。何とかここをしない限り明日が無いんです。是非、その点を理解し

て、これは本店からの強い要請でありますが、理解していただけないでしょうか？

すいません。それでは、浜通りに通信の人間おりますので、もう一人福島第二に向かわせます。

これから、向かっていただきます。少しタイムラグはございますが、二人になるようにします。

じゃあ、浜通りの方がこちらに来たら、その人ともう一人の人にレクチャーをちゃんとしてく

れて、送り出して下さい。そして、出しましょう。

それは、すごくタイムラグが出ますが、 

レクチャーしないと何が出来るかわかんないでしょ？

今、そちらにいる人に我々からレクチャーします。あの起こりうる、想定されるトラブルをレ

クチャーして単独で直るはずですので、 

えぇ、単独で直していただきます。 

はずって言うか、今、想定される中では単独で出来る作業を想定しておりますので、

はい。じゃあ、レクチャーをお願いします。

じゃあ一人、福島第二に向かっていただきますので

はい。じゃあ、浜通り電力所から一人来るのを待ちます。そして、レクチャーを受けた一人と

二人で浜通、１Ｆの方に向かわせます。 

ちょっと待って。それでいいの？通信。ちょっと待って。それ明確にしましょうよ。

今いる人にレクチャーして、福二に行って、我々の想定した通りだと一番早く直ります。で、

福二が一人になってしまうので、浜通り電力所から通信の人間を福二に行っていただきます。
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発言内容 

連絡がつきませんが、まだかなり３０分から１時間かかるんじゃないかと言われてます。

だから、わかんなくなっちゃうんですよ。っていう事は、ここから今、一人を出したとしても、

その人が確実にいくかどうか、誰もわかんなくなっちゃうんですよ。

いや、何が言いたいかというとですね、今、我々が掴んでいる情報を事前にお話して、手順を

ある程度お話してから行かないといけないんで、今、福一に戻ってる人はたぶん福一にそのま

ま行ってしまいますので、連絡つきませんので、 

増田さん、武黒です。言ってる事は良くわかるし、大変厳しい中で、大変良くやっていただい

てるって事も良く理解してますが、１Ｆの状況というのは、まさにその、環境全体、日本全体

にどのような悪影響を及ぼすかって事を、首の皮一枚でなんとか今持ちこたえているという状

況であります。そこの通信機能が、途切れてしまったというのは、もう首の皮があの、半分千

切れたも同然であります。何とかここをしない限り明日が無いんです。是非、その点を理解し

て、これは本店からの強い要請でありますが、理解していただけないでしょうか？

すいません。それでは、浜通りに通信の人間おりますので、もう一人福島第二に向かわせます。

これから、向かっていただきます。少しタイムラグはございますが、二人になるようにします。

じゃあ、浜通りの方がこちらに来たら、その人ともう一人の人にレクチャーをちゃんとしてく

れて、送り出して下さい。そして、出しましょう。 

レクチャーしないと何が出来るかわかんないでしょ？ 

今、そちらにいる人に我々からレクチャーします。あの起こりうる、想定されるトラブルをレ

はずって言うか、今、想定される中では単独で出来る作業を想定しておりますので、

はい。じゃあ、レクチャーをお願いします。 

じゃあ一人、福島第二に向かっていただきますので 

はい。じゃあ、浜通り電力所から一人来るのを待ちます。そして、レクチャーを受けた一人と

ちょっと待って。それでいいの？通信。ちょっと待って。それ明確にしましょうよ。

今いる人にレクチャーして、福二に行って、我々の想定した通りだと一番早く直ります。で、

福二が一人になってしまうので、浜通り電力所から通信の人間を福二に行っていただきます。
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連絡がつきませんが、まだかなり３０分から１時間かかるんじゃないかと言われてます。

だから、わかんなくなっちゃうんですよ。っていう事は、ここから今、一人を出したとしても、

その人が確実にいくかどうか、誰もわかんなくなっちゃうんですよ。 

いや、何が言いたいかというとですね、今、我々が掴んでいる情報を事前にお話して、手順を

ある程度お話してから行かないといけないんで、今、福一に戻ってる人はたぶん福一にそのま

増田さん、武黒です。言ってる事は良くわかるし、大変厳しい中で、大変良くやっていただい

てるって事も良く理解してますが、１Ｆの状況というのは、まさにその、環境全体、日本全体

にどのような悪影響を及ぼすかって事を、首の皮一枚でなんとか今持ちこたえているという状

況であります。そこの通信機能が、途切れてしまったというのは、もう首の皮があの、半分千

切れたも同然であります。何とかここをしない限り明日が無いんです。是非、その点を理解し

て、これは本店からの強い要請でありますが、理解していただけないでしょうか？

すいません。それでは、浜通りに通信の人間おりますので、もう一人福島第二に向かわせます。

これから、向かっていただきます。少しタイムラグはございますが、二人になるようにします。

じゃあ、浜通りの方がこちらに来たら、その人ともう一人の人にレクチャーをちゃんとしてく

今、そちらにいる人に我々からレクチャーします。あの起こりうる、想定されるトラブルをレ

はずって言うか、今、想定される中では単独で出来る作業を想定しておりますので、

はい。じゃあ、浜通り電力所から一人来るのを待ちます。そして、レクチャーを受けた一人と

ちょっと待って。それでいいの？通信。ちょっと待って。それ明確にしましょうよ。

今いる人にレクチャーして、福二に行って、我々の想定した通りだと一番早く直ります。で、

福二が一人になってしまうので、浜通り電力所から通信の人間を福二に行っていただきます。
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連絡がつきませんが、まだかなり３０分から１時間かかるんじゃないかと言われてます。

だから、わかんなくなっちゃうんですよ。っていう事は、ここから今、一人を出したとしても、

いや、何が言いたいかというとですね、今、我々が掴んでいる情報を事前にお話して、手順を

ある程度お話してから行かないといけないんで、今、福一に戻ってる人はたぶん福一にそのま

増田さん、武黒です。言ってる事は良くわかるし、大変厳しい中で、大変良くやっていただい

てるって事も良く理解してますが、１Ｆの状況というのは、まさにその、環境全体、日本全体

にどのような悪影響を及ぼすかって事を、首の皮一枚でなんとか今持ちこたえているという状

況であります。そこの通信機能が、途切れてしまったというのは、もう首の皮があの、半分千

切れたも同然であります。何とかここをしない限り明日が無いんです。是非、その点を理解し

て、これは本店からの強い要請でありますが、理解していただけないでしょうか？ 

すいません。それでは、浜通りに通信の人間おりますので、もう一人福島第二に向かわせます。

これから、向かっていただきます。少しタイムラグはございますが、二人になるようにします。

じゃあ、浜通りの方がこちらに来たら、その人ともう一人の人にレクチャーをちゃんとしてく

今、そちらにいる人に我々からレクチャーします。あの起こりうる、想定されるトラブルをレ

はずって言うか、今、想定される中では単独で出来る作業を想定しておりますので、 

はい。じゃあ、浜通り電力所から一人来るのを待ちます。そして、レクチャーを受けた一人と

ちょっと待って。それでいいの？通信。ちょっと待って。それ明確にしましょうよ。 

今いる人にレクチャーして、福二に行って、我々の想定した通りだと一番早く直ります。で、

福二が一人になってしまうので、浜通り電力所から通信の人間を福二に行っていただきます。

 

連絡がつきませんが、まだかなり３０分から１時間かかるんじゃないかと言われてます。 

だから、わかんなくなっちゃうんですよ。っていう事は、ここから今、一人を出したとしても、

いや、何が言いたいかというとですね、今、我々が掴んでいる情報を事前にお話して、手順を

ある程度お話してから行かないといけないんで、今、福一に戻ってる人はたぶん福一にそのま

増田さん、武黒です。言ってる事は良くわかるし、大変厳しい中で、大変良くやっていただい

てるって事も良く理解してますが、１Ｆの状況というのは、まさにその、環境全体、日本全体

にどのような悪影響を及ぼすかって事を、首の皮一枚でなんとか今持ちこたえているという状

況であります。そこの通信機能が、途切れてしまったというのは、もう首の皮があの、半分千

切れたも同然であります。何とかここをしない限り明日が無いんです。是非、その点を理解し

すいません。それでは、浜通りに通信の人間おりますので、もう一人福島第二に向かわせます。

これから、向かっていただきます。少しタイムラグはございますが、二人になるようにします。 

じゃあ、浜通りの方がこちらに来たら、その人ともう一人の人にレクチャーをちゃんとしてく

今、そちらにいる人に我々からレクチャーします。あの起こりうる、想定されるトラブルをレ

はい。じゃあ、浜通り電力所から一人来るのを待ちます。そして、レクチャーを受けた一人と

今いる人にレクチャーして、福二に行って、我々の想定した通りだと一番早く直ります。で、

福二が一人になってしまうので、浜通り電力所から通信の人間を福二に行っていただきます。 
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で、一番早い方法は？

一番早いのは、今、福二にいる人が行っていただくのが一番早いと

その間に浜通りから福二に行くと？

浜通りは実際は新いわきに避難しておりますので、新いわきから行っていただきます。

それにはどれくらい時間がかかるんですか？

ちょっと新いわきは、土地勘がちょっとわからないので、どのくらい離れてるかわかりません

が、速やかに行っていただきます。

それは連絡つくんですね？

連絡つきます。

じゃあ、是非、増田さん？重大な段階なので、もう一刻の猶予も出来ないという事を良くわか

っていただいてると思いますが、是非、判断をして下さい。

申し訳ございません。よろしくお願い致します。

わかりました。一人選ばしていただきます。

ありがとうございます。その代わり通信の方で、最大限の努力をして、福島第二に対する支援

をお願い致します。

あと、バックアップとしまして、無線局を立ち上げたい、電源立ち上げたいと思いますので、

電源の協力をよろしくお願いします。

低圧発電車すでに福一に３台あります。

はい。わかりました。

今このミッションの為に３台ありますんで、それで対応できると思います。ただ、うちも現地

と連絡取れてませんので、３台入ってるの間違いないですから、たぶん中で情報は共有されて

ると思います。

わかりました。どうもご迷惑掛けてすいません。

●●？第二の人を、出来る限り早く第一に出してな。

はい。わかりました。

増田さん？●●ですけど。本当ごめんなさいね。２Ｆものすごい大変なオペレーションやって、

やっとぎりぎりプラント維持してるところでね、１Ｆからも随分人を送り込んじゃったりもし

て、えらい大変な負荷ばっかかけてたと思います。でも、ここ是非一緒になって頑張って下さ

い。よろしくお願いします。

オフサイトセンターの小森さん？聞こえます？オフサイトセンター●●さん？

はい。●●です。今、小森さんですね、本部長のところに、オフサイトセンター本部長のとこ

ろに行かれてます。
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●●で良いんですけども、●●のところで１Ｆとのホットラインってのはないんですか？オフ

サイトセンターと１Ｆ

実は、オフサイトセンター今、福島県庁に動いてまして、通信手段もほとんど無いです。１Ｆ

は本当に直通の電話が無いんですね。従って、この回線が切れちゃうと繋げるとこありません。

県庁と１Ｆとのホットラインっては無いんですかね？

それ無いです。

それも無いんですか？

はい。 

はい。了解。ありがとうございました。

福島第二増田です。福島第二の通信からは●●に行っていただく事にしました。で、ただ衛星

車が新いわきにあって、それがまだ移動してないっていう話のようなので、是非衛星車は送っ

て下さいよね。

はい、衛星車は１Ｆにありますので、

１Ｆにある？ 

えぇ、１Ｆにあるんですが、それをちょっと立ち上げられる要員が、新福島にいたという事

鍵が無いんでしょう？

はい。そうです。

鍵が１Ｆに無いんでしょう？ちゃんと言いなさいよ。

鍵も無いです。すいません。

でしょ？その中で、しかも、うちの人間の見解はそちらが言うように、充電器のトラブルでは

なくて、もっと違う理由だと思ってますと言ってます。もう一度トラブルの内容良く確認して

くださいね。向こうに行って無駄な時間を過ごさせないように指示、指示して下さいよね。

はい。再確認致します。すいません。

よろしくお願いします。

それからさぁ、増田さんさぁ、もしその２Ｆにさぁ、２台衛星電話があったらさぁ、１台その

行く人に持たせたらどうかな？そうすると連絡取れるから。

２Ｆの衛星電話は、富岡の避難した場所と、楢葉の避難した場所と、ここに持っておりまして、

全部ばら撒きましたので、

あぁ、そうか、無いのかぁ

オフサイトセンターの●●さん？聞こえます？
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車が新いわきにあって、それがまだ移動してないっていう話のようなので、是非衛星車は送っ
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なくて、もっと違う理由だと思ってますと言ってます。もう一度トラブルの内容良く確認して

くださいね。向こうに行って無駄な時間を過ごさせないように指示、指示して下さいよね。
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それからさぁ、増田さんさぁ、もしその２Ｆにさぁ、２台衛星電話があったらさぁ、１台その

行く人に持たせたらどうかな？そうすると連絡取れるから。
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はい。●●です。

柏の●●ですが、県の原対課へ行くと１ＦのＴＳＣと繋がる電話がありますから、それで連絡

取ってみて下さい。

県のどこ？ 

原子力対策課。

県の原対に行くと、

ホットラインがあります。

対策課に行くと、

１Ｆと通じる 

１Ｆとのホットライン

はい。 

了解。やってみます。

すいません。●●です。今のお話なんですけど、ホットラインが通じてるのは原子力センター

までで、県庁までは通じてないそうです。

わかりました。すいません。

ホットラインは、あと消防ですね。中越沖地震の対策で消防とのホットライン

いや、でも、消防のホットラインは、昨日だかその前からあれだったじゃないですか？

駄目ですか？ 

１Ｆはホットライン繋がんないから、２Ｆで電話してくれと言って、ずっと２Ｆで電話してま

したよ。 

その通りでした。失礼しました。

だから、たぶん消防のホットラインは使ってないですよ。使えないですよ。

失礼しました。はい。

●●さん、１Ｆのホットラインって海保とかには繋がってない？

防護本部に今入れないので、そこちょっと検討します。防護本部の（？）

こちら柏崎です。
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保安班  
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2011 年 3 月

 

はい。お願いします。

こちらの衛星電話で、１Ｆへアクセス試みてみますから、

お願いします。

やってみてくれよ。

了解。 

本店資材班から、ご報告致します。今、資材班の方にＪヴィレッジに向かっております警察の

方から、ヘリから連絡が入りました。で、Ｊヴィレッジに降りようとしてるんですけれども、

暗くて降りられないという事でございます。何とかバスの灯りとか色々な灯りを集めて、降ろ

して欲しいという事なもんですから、そのへんの御指示をお願いしたいんですけれども、

それは、Ｊヴィレッジにはもう車無いですから、じゃあ、２Ｆのグランドに来るように言って

下さい。２Ｆのグランドにはヘッドライトつけられるようにしてありますから。２Ｆに来ちゃ

駄目な理由があるんですか？２Ｆのグランドにヘッドライトつけて待ってるから、降りて来い

と言って下さい。

はい。じゃあ、そのように伝えます。

それでよろしいですね？

ちょっとヘッドライトつけてくれるか？総務班よろしく。

おーい、●●君？（？）か？Ｊヴィレッジに

すいません。Ｊヴィレッジにこちらから迎いに行かせた車に、我々は連絡が取れないんです。

本店から連絡を取ってもう一度２Ｆに戻れと言って下さい。本店から来てる人間が乗ってます

よね？ 

はい。保安班了解しました。

了解。 

お願い。それが出来ないと、いくらヘリコプターがこっち来たって、Ｊヴィレッジのバス間に

合わないですよ。

●●、了解。調整して、情報交換良くしてね

ところが、Ｊヴィレッジにいるのとちゃんと連絡取れるんだろうな？

Ｊヴィレッジとは連絡取れてます。それで、今、警察の方と一緒の●●君から衛星電話で連絡

が入りまして、１台目のヘリは飛んだんですけども、●●君が乗るはずのヘリが、まだ百里基

地にいます。１機目は●●君だけが乗ってこっちに飛んでます。それで降りる所がみつからな

い。今たぶんその話だと思うんですけれども、もう２機目についてはどうも線量が高いから、

えっと、飛ばないっていうような話をされてるっていう風に聞きました。

とにかく１機目が２Ｆに降りて、そして、２ＦにＪヴィレッジの装備のバスをＪヴィレッジの

やつを２Ｆに持って行くと、いう事を早急にやりましょう。

了解しました。

本部お願いします。発電班です。
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Ｊヴィレッジとは連絡取れてます。それで、今、警察の方と一緒の●●君から衛星電話で連絡

が入りまして、１台目のヘリは飛んだんですけども、●●君が乗るはずのヘリが、まだ百里基

地にいます。１機目は●●君だけが乗ってこっちに飛んでます。それで降りる所がみつからな

い。今たぶんその話だと思うんですけれども、もう２機目についてはどうも線量が高いから、

えっと、飛ばないっていうような話をされてるっていう風に聞きました。

とにかく１機目が２Ｆに降りて、そして、２ＦにＪヴィレッジの装備のバスをＪヴィレッジの

やつを２Ｆに持って行くと、いう事を早急にやりましょう。
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はい。本部です。

えっと、昨日 

●●●●さん？あのＪヴィレッジに警察が降りる計画になってた理由は、１Ｆとの距離がＪヴ

ィレッジの方があるからで、２Ｆになると距離が１２キロしかないので、２０キロ圏内になっ

てしまう。という事で、警察の場合に、それを受けていただけるかどうかというのは、警察の

判断になりますので、まだ不明です。従って、ただＪヴィレッジで待っていても、来ないもの

は来ないので、２Ｆに戻ってもらうとという事にしてるという事ですから、必ずその、２Ｆに

降りていただけるかどうかわからないんですが、是非、警察にはそうお願いをするという事で

対処していただきたいと思います。

はい。了解しました。

本店の皆さん。それから、福島第二、柏崎、福島の県庁の皆さん。１Ｆはまだ繋がりませんの

で、残念ながら１Ｆには伝わりませんが、各本部の皆さん、これから海江田経産大臣からお話

がありますので、良く聞いていただくようにお願い致します。

皆さん、大変お疲れさまでございます。今、統合本部で、副本部長を務めております海江田経

産大臣でございます。今、大変皆様方、御高承の通り、厳しい状況にございます。特に１Ｆの

重要棟と通信途絶の状況にございますが、こうした中でも先程から連絡をしておりますように、

警視庁のヘリコプターが必死にこの１Ｆに向かっているところでございます。もちろん、警視

庁のヘリコプターも、残念ながらまだ現地に到着出来ない、着地出来ない状況でございますが、

本当に必死になって、これは頑張って着陸をして、そして、１Ｆに向かう覚悟だという事を聞

いております。それから、自衛隊のヘリコプターにつきましても、今日は大変残念な結果でご

ざいますが、明朝早朝からやはり同じようなオペレーションをするという事を、先程、私は聞

きました。ですから、この明朝のオペレーションに向けて、今、必死の準備をしているところ

でございます。また、この（？）での通信機能、もちろんまず東電の技術の皆様方に頑張って

いただくわけでございますが、それに対して私どもも自衛隊の通信隊、或いは米軍の通信隊に

バックアップ出来ないかという事を今依頼中でございます。ま、こうした形で、もちろんまだ

まだ行き届かない点もたくさんございますが、東電の皆様方が本当に頑張っていらっしゃる、

その皆様方の後押しを少しでもすべく頑張っているところでございますから、どうか皆さん、

引き続きまして気持ちを一つにして、そして、前に向かって１ミリでも２ミリでも前に向かっ

て、どうぞ力を尽くして進んでいただきたい。そんな想いでいっぱいでございます。本当に皆

さん頑張って下さい。ありがとうございます。

保安班からＪヴィレッジの状況を伝えます。一端はグランドに電気をつけに行きましたけれど

も、それは引き上げさせて、バスを至急２Ｆに向かうように指示を致しました。以上です。

本部了解。それで、あの、ヘリの到着予定地についてはまだ情報は来ておりませんですか？

はい。まだ来ておりません。

すいません。●●ですけど、今、経産大臣は本店の対策室にいらっしゃってたんでしょうか？

そうです。 

本店対策室で訓示をいただいたという事ですね？

その通りです。

わかりました。了解しました。
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ィレッジの方があるからで、２Ｆになると距離が１２キロしかないので、２０キロ圏内になっ

てしまう。という事で、警察の場合に、それを受けていただけるかどうかというのは、警察の

判断になりますので、まだ不明です。従って、ただＪヴィレッジで待っていても、来ないもの

は来ないので、２Ｆに戻ってもらうとという事にしてるという事ですから、必ずその、２Ｆに

降りていただけるかどうかわからないんですが、是非、警察にはそうお願いをするという事で

いただきたいと思います。 

本店の皆さん。それから、福島第二、柏崎、福島の県庁の皆さん。１Ｆはまだ繋がりませんの

で、残念ながら１Ｆには伝わりませんが、各本部の皆さん、これから海江田経産大臣からお話

がありますので、良く聞いていただくようにお願い致します。

皆さん、大変お疲れさまでございます。今、統合本部で、副本部長を務めております海江田経

産大臣でございます。今、大変皆様方、御高承の通り、厳しい状況にございます。特に１Ｆの

重要棟と通信途絶の状況にございますが、こうした中でも先程から連絡をしておりますように、

警視庁のヘリコプターが必死にこの１Ｆに向かっているところでございます。もちろん、警視

庁のヘリコプターも、残念ながらまだ現地に到着出来ない、着地出来ない状況でございますが、

本当に必死になって、これは頑張って着陸をして、そして、１Ｆに向かう覚悟だという事を聞

おります。それから、自衛隊のヘリコプターにつきましても、今日は大変残念な結果でご

ざいますが、明朝早朝からやはり同じようなオペレーションをするという事を、先程、私は聞

きました。ですから、この明朝のオペレーションに向けて、今、必死の準備をしているところ

でございます。また、この（？）での通信機能、もちろんまず東電の技術の皆様方に頑張って

いただくわけでございますが、それに対して私どもも自衛隊の通信隊、或いは米軍の通信隊に

バックアップ出来ないかという事を今依頼中でございます。ま、こうした形で、もちろんまだ

ない点もたくさんございますが、東電の皆様方が本当に頑張っていらっしゃる、

その皆様方の後押しを少しでもすべく頑張っているところでございますから、どうか皆さん、

引き続きまして気持ちを一つにして、そして、前に向かって１ミリでも２ミリでも前に向かっ

て、どうぞ力を尽くして進んでいただきたい。そんな想いでいっぱいでございます。本当に皆

さん頑張って下さい。ありがとうございます。

保安班からＪヴィレッジの状況を伝えます。一端はグランドに電気をつけに行きましたけれど

も、それは引き上げさせて、バスを至急２Ｆに向かうように指示を致しました。以上です。

本部了解。それで、あの、ヘリの到着予定地についてはまだ情報は来ておりませんですか？

 

すいません。●●ですけど、今、経産大臣は本店の対策室にいらっしゃってたんでしょうか？

本店対策室で訓示をいただいたという事ですね？

わかりました。了解しました。 
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発言内容 

●●●●さん？あのＪヴィレッジに警察が降りる計画になってた理由は、１Ｆとの距離がＪヴ

ィレッジの方があるからで、２Ｆになると距離が１２キロしかないので、２０キロ圏内になっ

てしまう。という事で、警察の場合に、それを受けていただけるかどうかというのは、警察の

判断になりますので、まだ不明です。従って、ただＪヴィレッジで待っていても、来ないもの

は来ないので、２Ｆに戻ってもらうとという事にしてるという事ですから、必ずその、２Ｆに

降りていただけるかどうかわからないんですが、是非、警察にはそうお願いをするという事で

本店の皆さん。それから、福島第二、柏崎、福島の県庁の皆さん。１Ｆはまだ繋がりませんの

で、残念ながら１Ｆには伝わりませんが、各本部の皆さん、これから海江田経産大臣からお話

がありますので、良く聞いていただくようにお願い致します。

皆さん、大変お疲れさまでございます。今、統合本部で、副本部長を務めております海江田経

産大臣でございます。今、大変皆様方、御高承の通り、厳しい状況にございます。特に１Ｆの

重要棟と通信途絶の状況にございますが、こうした中でも先程から連絡をしておりますように、

警視庁のヘリコプターが必死にこの１Ｆに向かっているところでございます。もちろん、警視

庁のヘリコプターも、残念ながらまだ現地に到着出来ない、着地出来ない状況でございますが、

本当に必死になって、これは頑張って着陸をして、そして、１Ｆに向かう覚悟だという事を聞

おります。それから、自衛隊のヘリコプターにつきましても、今日は大変残念な結果でご

ざいますが、明朝早朝からやはり同じようなオペレーションをするという事を、先程、私は聞

きました。ですから、この明朝のオペレーションに向けて、今、必死の準備をしているところ

でございます。また、この（？）での通信機能、もちろんまず東電の技術の皆様方に頑張って

いただくわけでございますが、それに対して私どもも自衛隊の通信隊、或いは米軍の通信隊に

バックアップ出来ないかという事を今依頼中でございます。ま、こうした形で、もちろんまだ

ない点もたくさんございますが、東電の皆様方が本当に頑張っていらっしゃる、

その皆様方の後押しを少しでもすべく頑張っているところでございますから、どうか皆さん、

引き続きまして気持ちを一つにして、そして、前に向かって１ミリでも２ミリでも前に向かっ

て、どうぞ力を尽くして進んでいただきたい。そんな想いでいっぱいでございます。本当に皆

さん頑張って下さい。ありがとうございます。 

保安班からＪヴィレッジの状況を伝えます。一端はグランドに電気をつけに行きましたけれど

も、それは引き上げさせて、バスを至急２Ｆに向かうように指示を致しました。以上です。

本部了解。それで、あの、ヘリの到着予定地についてはまだ情報は来ておりませんですか？

すいません。●●ですけど、今、経産大臣は本店の対策室にいらっしゃってたんでしょうか？

本店対策室で訓示をいただいたという事ですね？ 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

●●●●さん？あのＪヴィレッジに警察が降りる計画になってた理由は、１Ｆとの距離がＪヴ

ィレッジの方があるからで、２Ｆになると距離が１２キロしかないので、２０キロ圏内になっ

てしまう。という事で、警察の場合に、それを受けていただけるかどうかというのは、警察の

判断になりますので、まだ不明です。従って、ただＪヴィレッジで待っていても、来ないもの

は来ないので、２Ｆに戻ってもらうとという事にしてるという事ですから、必ずその、２Ｆに

降りていただけるかどうかわからないんですが、是非、警察にはそうお願いをするという事で

本店の皆さん。それから、福島第二、柏崎、福島の県庁の皆さん。１Ｆはまだ繋がりませんの

で、残念ながら１Ｆには伝わりませんが、各本部の皆さん、これから海江田経産大臣からお話

がありますので、良く聞いていただくようにお願い致します。 

皆さん、大変お疲れさまでございます。今、統合本部で、副本部長を務めております海江田経

産大臣でございます。今、大変皆様方、御高承の通り、厳しい状況にございます。特に１Ｆの

重要棟と通信途絶の状況にございますが、こうした中でも先程から連絡をしておりますように、

警視庁のヘリコプターが必死にこの１Ｆに向かっているところでございます。もちろん、警視

庁のヘリコプターも、残念ながらまだ現地に到着出来ない、着地出来ない状況でございますが、

本当に必死になって、これは頑張って着陸をして、そして、１Ｆに向かう覚悟だという事を聞

おります。それから、自衛隊のヘリコプターにつきましても、今日は大変残念な結果でご

ざいますが、明朝早朝からやはり同じようなオペレーションをするという事を、先程、私は聞

きました。ですから、この明朝のオペレーションに向けて、今、必死の準備をしているところ

でございます。また、この（？）での通信機能、もちろんまず東電の技術の皆様方に頑張って

いただくわけでございますが、それに対して私どもも自衛隊の通信隊、或いは米軍の通信隊に

バックアップ出来ないかという事を今依頼中でございます。ま、こうした形で、もちろんまだ

ない点もたくさんございますが、東電の皆様方が本当に頑張っていらっしゃる、

その皆様方の後押しを少しでもすべく頑張っているところでございますから、どうか皆さん、

引き続きまして気持ちを一つにして、そして、前に向かって１ミリでも２ミリでも前に向かっ

て、どうぞ力を尽くして進んでいただきたい。そんな想いでいっぱいでございます。本当に皆

保安班からＪヴィレッジの状況を伝えます。一端はグランドに電気をつけに行きましたけれど

も、それは引き上げさせて、バスを至急２Ｆに向かうように指示を致しました。以上です。

本部了解。それで、あの、ヘリの到着予定地についてはまだ情報は来ておりませんですか？

すいません。●●ですけど、今、経産大臣は本店の対策室にいらっしゃってたんでしょうか？
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●●●●さん？あのＪヴィレッジに警察が降りる計画になってた理由は、１Ｆとの距離がＪヴ

ィレッジの方があるからで、２Ｆになると距離が１２キロしかないので、２０キロ圏内になっ

てしまう。という事で、警察の場合に、それを受けていただけるかどうかというのは、警察の

判断になりますので、まだ不明です。従って、ただＪヴィレッジで待っていても、来ないもの

は来ないので、２Ｆに戻ってもらうとという事にしてるという事ですから、必ずその、２Ｆに

降りていただけるかどうかわからないんですが、是非、警察にはそうお願いをするという事で

本店の皆さん。それから、福島第二、柏崎、福島の県庁の皆さん。１Ｆはまだ繋がりませんの

で、残念ながら１Ｆには伝わりませんが、各本部の皆さん、これから海江田経産大臣からお話

皆さん、大変お疲れさまでございます。今、統合本部で、副本部長を務めております海江田経

産大臣でございます。今、大変皆様方、御高承の通り、厳しい状況にございます。特に１Ｆの

重要棟と通信途絶の状況にございますが、こうした中でも先程から連絡をしておりますように、

警視庁のヘリコプターが必死にこの１Ｆに向かっているところでございます。もちろん、警視

庁のヘリコプターも、残念ながらまだ現地に到着出来ない、着地出来ない状況でございますが、

本当に必死になって、これは頑張って着陸をして、そして、１Ｆに向かう覚悟だという事を聞

おります。それから、自衛隊のヘリコプターにつきましても、今日は大変残念な結果でご

ざいますが、明朝早朝からやはり同じようなオペレーションをするという事を、先程、私は聞

きました。ですから、この明朝のオペレーションに向けて、今、必死の準備をしているところ

でございます。また、この（？）での通信機能、もちろんまず東電の技術の皆様方に頑張って

いただくわけでございますが、それに対して私どもも自衛隊の通信隊、或いは米軍の通信隊に

バックアップ出来ないかという事を今依頼中でございます。ま、こうした形で、もちろんまだ

ない点もたくさんございますが、東電の皆様方が本当に頑張っていらっしゃる、

その皆様方の後押しを少しでもすべく頑張っているところでございますから、どうか皆さん、

引き続きまして気持ちを一つにして、そして、前に向かって１ミリでも２ミリでも前に向かっ

て、どうぞ力を尽くして進んでいただきたい。そんな想いでいっぱいでございます。本当に皆

保安班からＪヴィレッジの状況を伝えます。一端はグランドに電気をつけに行きましたけれど

も、それは引き上げさせて、バスを至急２Ｆに向かうように指示を致しました。以上です。

本部了解。それで、あの、ヘリの到着予定地についてはまだ情報は来ておりませんですか？

すいません。●●ですけど、今、経産大臣は本店の対策室にいらっしゃってたんでしょうか？

 

●●●●さん？あのＪヴィレッジに警察が降りる計画になってた理由は、１Ｆとの距離がＪヴ

ィレッジの方があるからで、２Ｆになると距離が１２キロしかないので、２０キロ圏内になっ

てしまう。という事で、警察の場合に、それを受けていただけるかどうかというのは、警察の

判断になりますので、まだ不明です。従って、ただＪヴィレッジで待っていても、来ないもの

は来ないので、２Ｆに戻ってもらうとという事にしてるという事ですから、必ずその、２Ｆに

降りていただけるかどうかわからないんですが、是非、警察にはそうお願いをするという事で

本店の皆さん。それから、福島第二、柏崎、福島の県庁の皆さん。１Ｆはまだ繋がりませんの

で、残念ながら１Ｆには伝わりませんが、各本部の皆さん、これから海江田経産大臣からお話

皆さん、大変お疲れさまでございます。今、統合本部で、副本部長を務めております海江田経

産大臣でございます。今、大変皆様方、御高承の通り、厳しい状況にございます。特に１Ｆの

重要棟と通信途絶の状況にございますが、こうした中でも先程から連絡をしておりますように、

警視庁のヘリコプターが必死にこの１Ｆに向かっているところでございます。もちろん、警視

庁のヘリコプターも、残念ながらまだ現地に到着出来ない、着地出来ない状況でございますが、

本当に必死になって、これは頑張って着陸をして、そして、１Ｆに向かう覚悟だという事を聞

おります。それから、自衛隊のヘリコプターにつきましても、今日は大変残念な結果でご

ざいますが、明朝早朝からやはり同じようなオペレーションをするという事を、先程、私は聞

きました。ですから、この明朝のオペレーションに向けて、今、必死の準備をしているところ

でございます。また、この（？）での通信機能、もちろんまず東電の技術の皆様方に頑張って

いただくわけでございますが、それに対して私どもも自衛隊の通信隊、或いは米軍の通信隊に

バックアップ出来ないかという事を今依頼中でございます。ま、こうした形で、もちろんまだ

ない点もたくさんございますが、東電の皆様方が本当に頑張っていらっしゃる、

その皆様方の後押しを少しでもすべく頑張っているところでございますから、どうか皆さん、

引き続きまして気持ちを一つにして、そして、前に向かって１ミリでも２ミリでも前に向かっ

て、どうぞ力を尽くして進んでいただきたい。そんな想いでいっぱいでございます。本当に皆

保安班からＪヴィレッジの状況を伝えます。一端はグランドに電気をつけに行きましたけれど

も、それは引き上げさせて、バスを至急２Ｆに向かうように指示を致しました。以上です。 

本部了解。それで、あの、ヘリの到着予定地についてはまだ情報は来ておりませんですか？ 

すいません。●●ですけど、今、経産大臣は本店の対策室にいらっしゃってたんでしょうか？ 
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本店すいません。本店で押さえてる１Ｆの携帯、あ、衛星電話の番号を教えて下さい。

今、確認します。お待ちください。

高橋君、何とかして早く探して下さい。

もういっこ、あったいけね、

今、県警と海保にはこちらで電話しています。

●●の●●いませんか？ちょっとすいません。●●いませんか？米軍の消防自動車の所在地判

明してる人？把握してる人？米軍の消防自動車の所在地を判明してる人？

えっと、●●君？

●●わかってますので確認します。

至急探して下さい。

はい。 

●●君？も探してちょっと本部に連れてきてもらえますか？

皆さんに報告があります。警視庁のヘリが、百里基地を出て、こちらのＪヴィレッジで降りて

そこで集合する為に向かってたんですが、暗くなってきて着陸地点がわからないし、送電線に

引っ掛かる危険があるので、パイロットはとても降りられないという事で百里基地の方に戻っ

てしまいました。で、ちょっと事務局ベースでもう一回話はしますが、今そんな状況が●●と

連絡が取れたところです。

あのさ、●●さ、連絡先１本にしてくれないかな？さっきは２Ｆに向かうっていう連絡をこっ

ちから出したんだよ。要は複数だと混乱するので。連絡先は１本でお願いします。２Ｆに向か

うという話になったの。一時。

武藤副社長いらっしゃいませんか？ちょっと緊急です。すいません。武藤副社長いらっしゃい

ませんか？今ですね、ちょっと緊急です。すいません。１Ｆの吉田所長と衛星携帯で連絡が取

れまして、５分後にコールバックをしてくる。コールバックここの１３階で受けます。武藤副

社長いらっしゃれば、武藤副

にお願いします。

じゃあ、１３階の通信機械室に・・。

●●●●？●●●●？●●さん？

本店本部？ 

はい。本店です。

先程、お探しになっていた米軍の消防車みつかりました。

はい。 

小名浜のコールセンターにあります。

はい。１台でしょうか？
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本店すいません。本店で押さえてる１Ｆの携帯、あ、衛星電話の番号を教えて下さい。

今、確認します。お待ちください。

高橋君、何とかして早く探して下さい。

もういっこ、あったいけね、 

今、県警と海保にはこちらで電話しています。

●●の●●いませんか？ちょっとすいません。●●いませんか？米軍の消防自動車の所在地判

明してる人？把握してる人？米軍の消防自動車の所在地を判明してる人？

えっと、●●君？ 

●●わかってますので確認します。

至急探して下さい。 

●●君？も探してちょっと本部に連れてきてもらえますか？

皆さんに報告があります。警視庁のヘリが、百里基地を出て、こちらのＪヴィレッジで降りて

そこで集合する為に向かってたんですが、暗くなってきて着陸地点がわからないし、送電線に

引っ掛かる危険があるので、パイロットはとても降りられないという事で百里基地の方に戻っ

てしまいました。で、ちょっと事務局ベースでもう一回話はしますが、今そんな状況が●●と

連絡が取れたところです。 

あのさ、●●さ、連絡先１本にしてくれないかな？さっきは２Ｆに向かうっていう連絡をこっ

ちから出したんだよ。要は複数だと混乱するので。連絡先は１本でお願いします。２Ｆに向か

うという話になったの。一時。

武藤副社長いらっしゃいませんか？ちょっと緊急です。すいません。武藤副社長いらっしゃい

ませんか？今ですね、ちょっと緊急です。すいません。１Ｆの吉田所長と衛星携帯で連絡が取

れまして、５分後にコールバックをしてくる。コールバックここの１３階で受けます。武藤副

社長いらっしゃれば、武藤副社長と。武藤副社長のご所在わかる方は１３階にご案内するよう
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（？）確認しました。

ありがとうございます。１台ですか？２台ですか？

１台です。車ナンバー●●。（７３－０２－９１３）

●●？もう一回お願いします。

●●。 

●●。はい。わかりました。●●ですね？はい。ありがとうございます。

本店本部？ 

はい。本店です。

●●さん？ 

はい。●●です。

すいません。先程、●●さんが、向こうと通じたってコールしてたんで、あれでいいって事で

すかね？ 

吉田さんと繋がったと、●●さんが報告していましたけれども、●●さん？繋がったのね？こ

っちはつながなくていいんですか？

なんですか？ 

吉田さんと 

今、上に行って、それやってるところなんで、結果はまだ入ってません。もう少し待って下さ

い。そうですね。

●●さん、じゃあ、こちらからはアクセスしなくていいですね？

必要があったら、またお願いします。

はい。わかりました。

資材班からお知らせします。コールセンターからの、ブルーシートとガムテープ、それからツ

ーサイクルエンジン用のエンジンオイル届きました。建築でいいのかな？

ヘリはまもなく、百里基地に●●入る。Ｊビレッジに下りないで。

それも無し？ 

戻り。 

それを連絡経路を一本にしてもらわないと、我々部下との関係で、ちょっと聞いていましたけ

れども、こういうミッションの話だと、どうなっているのか、誰が連絡取るべきなのか、

今後、どうするかっていう話なんだけれども、誰がコントロールしているのか？

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念
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２Ｆで明かりつけるの待っているから。

２Ｆに行ってもらうしか、もうＪビレッジ・・・。

オフサイトセンターですが、本部聞こえますか？

はい。武黒です。聞いてます。

大臣がおられるという事ですが、こちらの本部長で、副大臣が本部長でおられます。あと、誠

にお世話になってる自衛隊の司令もおられますので、一言大臣とお話していただければと思い

ます。お願いします。

海江田大臣聞こえますか？

大変良く聞こえております。どうぞ。

松下忠洋です。隣には●●がおられまして、全力を挙げてサイトに対する対応に取り組んでお

ります。●●さん一言。今日、ヘリコプターで仙台の霞目空港から、水を積んでサイトまで何

回も往復された、それを指揮された人でございます。よろしくお願いします。

海江田大臣、初めまして。●●（？）です。

今回、自衛隊には本当に良くやっていただきまして、心から感謝を申し上げます。先程のヘリ

コプターによる、この散水作戦も大変残念な、今日の時点では、大変残念な結果でございます

が、また明日も調整をしていただけるやに聞いております。そうぞ、もちろん隊員の皆様方の

健康にも留意をしながら、是非、本当に多くの国民が皆様方のこの行動を大きな期待を抱いて

おりますので、是非よろしくお願い申し上げます。どうぞ。

微力ながら全力で当たって参ります。私の上司である●●以下、私たち、防衛大臣の直轄指揮

を受けまして、現在この地で出来ることを出来る限り、やっていきたいと考えております。よ

ろしくお願いします。

本当にありがとうございます。重ねて御礼申し上げます。それから松下副大臣も身体に気をつ

けて、本当に全体をしっかりと束ねて、そして本当に国民の為によろしくお願い申し上げます。

ありがとうございます。

ありがとうございます。緊張の毎日が続きますけれども、それにしっかりと対応しながら時々

刻々新しい事態が大きく展開していますので、それもしっかり捉えて頑張りたいとそう考えて

おります。大臣よろしくご指導お願い致します。

はい。ありがとうございました。

本部、情報です。

はい。本部です。

今、うちの●●が本店とちょっと確認しました。１Ｆと本店、衛星携帯で、一度武藤さんと吉

田さん話しているそうです。

はい。それで？

●●が事務所の方でちょっと今、確認しました。
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はい。わかりました。

すいません。保安班から配電関係の方にお願いします。配電の作業で２Ｆに入域しようとされ

てる方が、大勢いらっしゃるんです。それで、えっと、現場で、どこだ？Ｊヴィレッジで、我々

説明をしてるんですが、どうしても不安を覚えて、２Ｆに行くにも全面マスクを使わないと入

れないとおっしゃっていて、現場で足らなくなって全面マスクを貸し与えてるんですね。そう

すると、もう物資が全然足りなくなって、１Ｆに人が回せなくなります。２Ｆに行かれる方は、

是非、普通のマスクであの、行かれるように、是非、配電部の方からも伝えていただきたいん

ですけれども、これ共倒れになっちゃいます。必要ない装備をあの、お断りしないとどうしよ

うもないですね。すいません。お願いします。

すいません。関電工さんの方をＦ２の方の受電の内線の工事で派遣で行ってる件でしょうか？

仰るとおりです。

そちらの方に行っていただいた段階では、そういう防護の、防護の防具を着けるという話が無

くて、そちらの工事の要請があるっていう形で伺ってまして、そういう事で派遣しておりまし

て、そちらに着いたら、えっと、防護服をいただいて入るという予定だったんですけど、それ

が今もう出来ないという事でしょうか？

いや、そうでは無くて、福島第二は普通に入域が出来るんです。で、福島第二で必要な装備を

受け取ってやれば十分なんですね。ところが、１Ｆに行くについては、汚染をあらかじめ防ぐ

服と、一応マスクを

から、たぶん引き上げてくる方は、マスクと着けた状態で引き上げてくるので、それをご覧に

なって、どうしてもマスクを着けたいという風に主張されてるんだと思うんですが、福島第二

に入るにあたっては、マスクは全く不要です。そこを是非、ご理解いただきたいんですが、現

場でいくら説明をしても貰えないと帰ると言われている状態で、どうしても行ってもらわなき

ゃいけないんで、今マスクは支給してる状態です。こうするともうマスク全然足りなくなっち

ゃいます。 

実は今ですね、自衛隊の防護隊に、今、自衛隊の防護隊は、実はＪヴィレッジにいるんです。

はい。 

これは、ヘリコプターがさっき飛びましたから、そして、Ｊヴィレッジに戻ってますから。こ

のＪヴィレッジの除染の為にＪヴィレッジにいるんです。今、先程からお願いをして、もう一

歩前線で、２Ｆの方に入ってくれと、２Ｆのところにこれは防護の服なんかも持ってますから、

どのくらいあるかわかりませんが、ここに防護の自衛隊の除染車と、それに連なるこの施設が

入ってくると、そこから供給が出来ますから、それを今考えてます。

はい。ありがとうございます。じゃあ、いずれにしましても、現状として２Ｆに向かわれる方

については、装備は現地の指示に是非従っていただきたいって事をお願いしたいと思います。

あの確認しますけども、あ、すみません。

通信班ですが、本店通信班ですが、Ｆ１と衛星携帯で話をした●●からの伝言で、１Ｆのです

ね、サイトの全体の総意としてこういう事を伝えてくれというのを４点、ごく簡単ですけど、

お伝えくださいという事でした。一つが、ヘリは飛ばなかったという事です。もう一つが、食

料をＦ１に送って欲しいという事。それと全般的な話だとは思うんですが、本店からあの、交

代要員の手配をきちんとお願いしたいという事。それと、通信回線を早く確立して欲しいとい

う。そういう要望がＦ１，１Ｆの総意としてあったという事でございます。

はい、承知しました。いずれの項目に対しても早急に対応して、また連絡するという風に言っ

て下さい。 

資材班？資材班いる？資材班？資材班？あのさ、あの１Ｆが兵糧攻めにあっちゃってるんだっ

て。こっちから送ろうと思えば送れるの？本当？何と何送るの？うん。うん。それ１Ｆへ？い

や、だからどこに持って行くつもりなの？えっ？

事務本館行ったよ、事務本館、それを探しに行くといっていた。
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はい。わかりました。 

すいません。保安班から配電関係の方にお願いします。配電の作業で２Ｆに入域しようとされ

てる方が、大勢いらっしゃるんです。それで、えっと、現場で、どこだ？Ｊヴィレッジで、我々

説明をしてるんですが、どうしても不安を覚えて、２Ｆに行くにも全面マスクを使わないと入

れないとおっしゃっていて、現場で足らなくなって全面マスクを貸し与えてるんですね。そう

すると、もう物資が全然足りなくなって、１Ｆに人が回せなくなります。２Ｆに行かれる方は、

是非、普通のマスクであの、行かれるように、是非、配電部の方からも伝えていただきたいん

けれども、これ共倒れになっちゃいます。必要ない装備をあの、お断りしないとどうしよ

うもないですね。すいません。お願いします。

すいません。関電工さんの方をＦ２の方の受電の内線の工事で派遣で行ってる件でしょうか？

仰るとおりです。 

そちらの方に行っていただいた段階では、そういう防護の、防護の防具を着けるという話が無

くて、そちらの工事の要請があるっていう形で伺ってまして、そういう事で派遣しておりまし

て、そちらに着いたら、えっと、防護服をいただいて入るという予定だったんですけど、それ

が今もう出来ないという事でしょうか？

いや、そうでは無くて、福島第二は普通に入域が出来るんです。で、福島第二で必要な装備を

受け取ってやれば十分なんですね。ところが、１Ｆに行くについては、汚染をあらかじめ防ぐ

服と、一応マスクを配備をして１Ｆには入構してもらいます。そこの違いがあるんです。です

から、たぶん引き上げてくる方は、マスクと着けた状態で引き上げてくるので、それをご覧に

なって、どうしてもマスクを着けたいという風に主張されてるんだと思うんですが、福島第二

に入るにあたっては、マスクは全く不要です。そこを是非、ご理解いただきたいんですが、現

場でいくら説明をしても貰えないと帰ると言われている状態で、どうしても行ってもらわなき

ゃいけないんで、今マスクは支給してる状態です。こうするともうマスク全然足りなくなっち

実は今ですね、自衛隊の防護隊に、今、自衛隊の防護隊は、実はＪヴィレッジにいるんです。

これは、ヘリコプターがさっき飛びましたから、そして、Ｊヴィレッジに戻ってますから。こ

のＪヴィレッジの除染の為にＪヴィレッジにいるんです。今、先程からお願いをして、もう一

歩前線で、２Ｆの方に入ってくれと、２Ｆのところにこれは防護の服なんかも持ってますから、

どのくらいあるかわかりませんが、ここに防護の自衛隊の除染車と、それに連なるこの施設が

入ってくると、そこから供給が出来ますから、それを今考えてます。

はい。ありがとうございます。じゃあ、いずれにしましても、現状として２Ｆに向かわれる方

については、装備は現地の指示に是非従っていただきたいって事をお願いしたいと思います。

あの確認しますけども、あ、すみません。

通信班ですが、本店通信班ですが、Ｆ１と衛星携帯で話をした●●からの伝言で、１Ｆのです

ね、サイトの全体の総意としてこういう事を伝えてくれというのを４点、ごく簡単ですけど、

お伝えくださいという事でした。一つが、ヘリは飛ばなかったという事です。もう一つが、食

料をＦ１に送って欲しいという事。それと全般的な話だとは思うんですが、本店からあの、交

代要員の手配をきちんとお願いしたいという事。それと、通信回線を早く確立して欲しいとい

う。そういう要望がＦ１，１Ｆの総意としてあったという事でございます。

はい、承知しました。いずれの項目に対しても早急に対応して、また連絡するという風に言っ

資材班？資材班いる？資材班？資材班？あのさ、あの１Ｆが兵糧攻めにあっちゃってるんだっ

て。こっちから送ろうと思えば送れるの？本当？何と何送るの？うん。うん。それ１Ｆへ？い

や、だからどこに持って行くつもりなの？えっ？

事務本館行ったよ、事務本館、それを探しに行くといっていた。
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発言内容

すいません。保安班から配電関係の方にお願いします。配電の作業で２Ｆに入域しようとされ

てる方が、大勢いらっしゃるんです。それで、えっと、現場で、どこだ？Ｊヴィレッジで、我々

説明をしてるんですが、どうしても不安を覚えて、２Ｆに行くにも全面マスクを使わないと入

れないとおっしゃっていて、現場で足らなくなって全面マスクを貸し与えてるんですね。そう

すると、もう物資が全然足りなくなって、１Ｆに人が回せなくなります。２Ｆに行かれる方は、

是非、普通のマスクであの、行かれるように、是非、配電部の方からも伝えていただきたいん

けれども、これ共倒れになっちゃいます。必要ない装備をあの、お断りしないとどうしよ

うもないですね。すいません。お願いします。

すいません。関電工さんの方をＦ２の方の受電の内線の工事で派遣で行ってる件でしょうか？

そちらの方に行っていただいた段階では、そういう防護の、防護の防具を着けるという話が無

くて、そちらの工事の要請があるっていう形で伺ってまして、そういう事で派遣しておりまし

て、そちらに着いたら、えっと、防護服をいただいて入るという予定だったんですけど、それ

が今もう出来ないという事でしょうか？ 

いや、そうでは無くて、福島第二は普通に入域が出来るんです。で、福島第二で必要な装備を

受け取ってやれば十分なんですね。ところが、１Ｆに行くについては、汚染をあらかじめ防ぐ

配備をして１Ｆには入構してもらいます。そこの違いがあるんです。です

から、たぶん引き上げてくる方は、マスクと着けた状態で引き上げてくるので、それをご覧に

なって、どうしてもマスクを着けたいという風に主張されてるんだと思うんですが、福島第二

に入るにあたっては、マスクは全く不要です。そこを是非、ご理解いただきたいんですが、現

場でいくら説明をしても貰えないと帰ると言われている状態で、どうしても行ってもらわなき

ゃいけないんで、今マスクは支給してる状態です。こうするともうマスク全然足りなくなっち

実は今ですね、自衛隊の防護隊に、今、自衛隊の防護隊は、実はＪヴィレッジにいるんです。

これは、ヘリコプターがさっき飛びましたから、そして、Ｊヴィレッジに戻ってますから。こ

のＪヴィレッジの除染の為にＪヴィレッジにいるんです。今、先程からお願いをして、もう一

歩前線で、２Ｆの方に入ってくれと、２Ｆのところにこれは防護の服なんかも持ってますから、

どのくらいあるかわかりませんが、ここに防護の自衛隊の除染車と、それに連なるこの施設が

入ってくると、そこから供給が出来ますから、それを今考えてます。

はい。ありがとうございます。じゃあ、いずれにしましても、現状として２Ｆに向かわれる方

については、装備は現地の指示に是非従っていただきたいって事をお願いしたいと思います。

あの確認しますけども、あ、すみません。 

通信班ですが、本店通信班ですが、Ｆ１と衛星携帯で話をした●●からの伝言で、１Ｆのです

ね、サイトの全体の総意としてこういう事を伝えてくれというのを４点、ごく簡単ですけど、

お伝えくださいという事でした。一つが、ヘリは飛ばなかったという事です。もう一つが、食

料をＦ１に送って欲しいという事。それと全般的な話だとは思うんですが、本店からあの、交

代要員の手配をきちんとお願いしたいという事。それと、通信回線を早く確立して欲しいとい

う。そういう要望がＦ１，１Ｆの総意としてあったという事でございます。

はい、承知しました。いずれの項目に対しても早急に対応して、また連絡するという風に言っ

資材班？資材班いる？資材班？資材班？あのさ、あの１Ｆが兵糧攻めにあっちゃってるんだっ

て。こっちから送ろうと思えば送れるの？本当？何と何送るの？うん。うん。それ１Ｆへ？い

や、だからどこに持って行くつもりなの？えっ？

事務本館行ったよ、事務本館、それを探しに行くといっていた。
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発言内容 

すいません。保安班から配電関係の方にお願いします。配電の作業で２Ｆに入域しようとされ

てる方が、大勢いらっしゃるんです。それで、えっと、現場で、どこだ？Ｊヴィレッジで、我々

説明をしてるんですが、どうしても不安を覚えて、２Ｆに行くにも全面マスクを使わないと入

れないとおっしゃっていて、現場で足らなくなって全面マスクを貸し与えてるんですね。そう

すると、もう物資が全然足りなくなって、１Ｆに人が回せなくなります。２Ｆに行かれる方は、

是非、普通のマスクであの、行かれるように、是非、配電部の方からも伝えていただきたいん

けれども、これ共倒れになっちゃいます。必要ない装備をあの、お断りしないとどうしよ

うもないですね。すいません。お願いします。 

すいません。関電工さんの方をＦ２の方の受電の内線の工事で派遣で行ってる件でしょうか？

そちらの方に行っていただいた段階では、そういう防護の、防護の防具を着けるという話が無

くて、そちらの工事の要請があるっていう形で伺ってまして、そういう事で派遣しておりまし

て、そちらに着いたら、えっと、防護服をいただいて入るという予定だったんですけど、それ

いや、そうでは無くて、福島第二は普通に入域が出来るんです。で、福島第二で必要な装備を

受け取ってやれば十分なんですね。ところが、１Ｆに行くについては、汚染をあらかじめ防ぐ

配備をして１Ｆには入構してもらいます。そこの違いがあるんです。です

から、たぶん引き上げてくる方は、マスクと着けた状態で引き上げてくるので、それをご覧に

なって、どうしてもマスクを着けたいという風に主張されてるんだと思うんですが、福島第二

に入るにあたっては、マスクは全く不要です。そこを是非、ご理解いただきたいんですが、現

場でいくら説明をしても貰えないと帰ると言われている状態で、どうしても行ってもらわなき

ゃいけないんで、今マスクは支給してる状態です。こうするともうマスク全然足りなくなっち

実は今ですね、自衛隊の防護隊に、今、自衛隊の防護隊は、実はＪヴィレッジにいるんです。

これは、ヘリコプターがさっき飛びましたから、そして、Ｊヴィレッジに戻ってますから。こ

のＪヴィレッジの除染の為にＪヴィレッジにいるんです。今、先程からお願いをして、もう一

歩前線で、２Ｆの方に入ってくれと、２Ｆのところにこれは防護の服なんかも持ってますから、

どのくらいあるかわかりませんが、ここに防護の自衛隊の除染車と、それに連なるこの施設が

入ってくると、そこから供給が出来ますから、それを今考えてます。

はい。ありがとうございます。じゃあ、いずれにしましても、現状として２Ｆに向かわれる方

については、装備は現地の指示に是非従っていただきたいって事をお願いしたいと思います。

 

通信班ですが、本店通信班ですが、Ｆ１と衛星携帯で話をした●●からの伝言で、１Ｆのです

ね、サイトの全体の総意としてこういう事を伝えてくれというのを４点、ごく簡単ですけど、

お伝えくださいという事でした。一つが、ヘリは飛ばなかったという事です。もう一つが、食

料をＦ１に送って欲しいという事。それと全般的な話だとは思うんですが、本店からあの、交

代要員の手配をきちんとお願いしたいという事。それと、通信回線を早く確立して欲しいとい

う。そういう要望がＦ１，１Ｆの総意としてあったという事でございます。

はい、承知しました。いずれの項目に対しても早急に対応して、また連絡するという風に言っ

資材班？資材班いる？資材班？資材班？あのさ、あの１Ｆが兵糧攻めにあっちゃってるんだっ

て。こっちから送ろうと思えば送れるの？本当？何と何送るの？うん。うん。それ１Ｆへ？い

や、だからどこに持って行くつもりなの？えっ？ 

事務本館行ったよ、事務本館、それを探しに行くといっていた。
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すいません。保安班から配電関係の方にお願いします。配電の作業で２Ｆに入域しようとされ

てる方が、大勢いらっしゃるんです。それで、えっと、現場で、どこだ？Ｊヴィレッジで、我々

説明をしてるんですが、どうしても不安を覚えて、２Ｆに行くにも全面マスクを使わないと入

れないとおっしゃっていて、現場で足らなくなって全面マスクを貸し与えてるんですね。そう

すると、もう物資が全然足りなくなって、１Ｆに人が回せなくなります。２Ｆに行かれる方は、

是非、普通のマスクであの、行かれるように、是非、配電部の方からも伝えていただきたいん

けれども、これ共倒れになっちゃいます。必要ない装備をあの、お断りしないとどうしよ

すいません。関電工さんの方をＦ２の方の受電の内線の工事で派遣で行ってる件でしょうか？

そちらの方に行っていただいた段階では、そういう防護の、防護の防具を着けるという話が無

くて、そちらの工事の要請があるっていう形で伺ってまして、そういう事で派遣しておりまし

て、そちらに着いたら、えっと、防護服をいただいて入るという予定だったんですけど、それ

いや、そうでは無くて、福島第二は普通に入域が出来るんです。で、福島第二で必要な装備を

受け取ってやれば十分なんですね。ところが、１Ｆに行くについては、汚染をあらかじめ防ぐ

配備をして１Ｆには入構してもらいます。そこの違いがあるんです。です

から、たぶん引き上げてくる方は、マスクと着けた状態で引き上げてくるので、それをご覧に

なって、どうしてもマスクを着けたいという風に主張されてるんだと思うんですが、福島第二

に入るにあたっては、マスクは全く不要です。そこを是非、ご理解いただきたいんですが、現

場でいくら説明をしても貰えないと帰ると言われている状態で、どうしても行ってもらわなき

ゃいけないんで、今マスクは支給してる状態です。こうするともうマスク全然足りなくなっち

実は今ですね、自衛隊の防護隊に、今、自衛隊の防護隊は、実はＪヴィレッジにいるんです。

これは、ヘリコプターがさっき飛びましたから、そして、Ｊヴィレッジに戻ってますから。こ

のＪヴィレッジの除染の為にＪヴィレッジにいるんです。今、先程からお願いをして、もう一

歩前線で、２Ｆの方に入ってくれと、２Ｆのところにこれは防護の服なんかも持ってますから、

どのくらいあるかわかりませんが、ここに防護の自衛隊の除染車と、それに連なるこの施設が

入ってくると、そこから供給が出来ますから、それを今考えてます。 

はい。ありがとうございます。じゃあ、いずれにしましても、現状として２Ｆに向かわれる方

については、装備は現地の指示に是非従っていただきたいって事をお願いしたいと思います。

通信班ですが、本店通信班ですが、Ｆ１と衛星携帯で話をした●●からの伝言で、１Ｆのです

ね、サイトの全体の総意としてこういう事を伝えてくれというのを４点、ごく簡単ですけど、

お伝えくださいという事でした。一つが、ヘリは飛ばなかったという事です。もう一つが、食

料をＦ１に送って欲しいという事。それと全般的な話だとは思うんですが、本店からあの、交

代要員の手配をきちんとお願いしたいという事。それと、通信回線を早く確立して欲しいとい

う。そういう要望がＦ１，１Ｆの総意としてあったという事でございます。

はい、承知しました。いずれの項目に対しても早急に対応して、また連絡するという風に言っ

資材班？資材班いる？資材班？資材班？あのさ、あの１Ｆが兵糧攻めにあっちゃってるんだっ

て。こっちから送ろうと思えば送れるの？本当？何と何送るの？うん。うん。それ１Ｆへ？い

事務本館行ったよ、事務本館、それを探しに行くといっていた。 
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すいません。保安班から配電関係の方にお願いします。配電の作業で２Ｆに入域しようとされ

てる方が、大勢いらっしゃるんです。それで、えっと、現場で、どこだ？Ｊヴィレッジで、我々

説明をしてるんですが、どうしても不安を覚えて、２Ｆに行くにも全面マスクを使わないと入

れないとおっしゃっていて、現場で足らなくなって全面マスクを貸し与えてるんですね。そう

すると、もう物資が全然足りなくなって、１Ｆに人が回せなくなります。２Ｆに行かれる方は、

是非、普通のマスクであの、行かれるように、是非、配電部の方からも伝えていただきたいん

けれども、これ共倒れになっちゃいます。必要ない装備をあの、お断りしないとどうしよ

すいません。関電工さんの方をＦ２の方の受電の内線の工事で派遣で行ってる件でしょうか？

そちらの方に行っていただいた段階では、そういう防護の、防護の防具を着けるという話が無

くて、そちらの工事の要請があるっていう形で伺ってまして、そういう事で派遣しておりまし

て、そちらに着いたら、えっと、防護服をいただいて入るという予定だったんですけど、それ

いや、そうでは無くて、福島第二は普通に入域が出来るんです。で、福島第二で必要な装備を

受け取ってやれば十分なんですね。ところが、１Ｆに行くについては、汚染をあらかじめ防ぐ

配備をして１Ｆには入構してもらいます。そこの違いがあるんです。です

から、たぶん引き上げてくる方は、マスクと着けた状態で引き上げてくるので、それをご覧に

なって、どうしてもマスクを着けたいという風に主張されてるんだと思うんですが、福島第二

に入るにあたっては、マスクは全く不要です。そこを是非、ご理解いただきたいんですが、現

場でいくら説明をしても貰えないと帰ると言われている状態で、どうしても行ってもらわなき

ゃいけないんで、今マスクは支給してる状態です。こうするともうマスク全然足りなくなっち

実は今ですね、自衛隊の防護隊に、今、自衛隊の防護隊は、実はＪヴィレッジにいるんです。

これは、ヘリコプターがさっき飛びましたから、そして、Ｊヴィレッジに戻ってますから。こ

のＪヴィレッジの除染の為にＪヴィレッジにいるんです。今、先程からお願いをして、もう一

歩前線で、２Ｆの方に入ってくれと、２Ｆのところにこれは防護の服なんかも持ってますから、

どのくらいあるかわかりませんが、ここに防護の自衛隊の除染車と、それに連なるこの施設が

はい。ありがとうございます。じゃあ、いずれにしましても、現状として２Ｆに向かわれる方

については、装備は現地の指示に是非従っていただきたいって事をお願いしたいと思います。

通信班ですが、本店通信班ですが、Ｆ１と衛星携帯で話をした●●からの伝言で、１Ｆのです

ね、サイトの全体の総意としてこういう事を伝えてくれというのを４点、ごく簡単ですけど、

お伝えくださいという事でした。一つが、ヘリは飛ばなかったという事です。もう一つが、食

料をＦ１に送って欲しいという事。それと全般的な話だとは思うんですが、本店からあの、交

代要員の手配をきちんとお願いしたいという事。それと、通信回線を早く確立して欲しいとい

う。そういう要望がＦ１，１Ｆの総意としてあったという事でございます。 

はい、承知しました。いずれの項目に対しても早急に対応して、また連絡するという風に言っ

資材班？資材班いる？資材班？資材班？あのさ、あの１Ｆが兵糧攻めにあっちゃってるんだっ

て。こっちから送ろうと思えば送れるの？本当？何と何送るの？うん。うん。それ１Ｆへ？い
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通信班ですが、本店通信班ですが、Ｆ１と衛星携帯で話をした●●からの伝言で、１Ｆのです
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本店の通信復旧班です。只今、２Ｆから１Ｆに行ってもらう人に詳細なレクチャーをして、向

こうに行くと通信手段が、ほとんど無くなってしまいますので、詳細なレクチャーをして、今

出発したという事です。で、行く、行くまでの時間と、作業の時間を合わせると、１時間半ぐ

らいは掛かるんじゃないかという今のところの見通しでございます。以上です。

すると、今が７時ちょっと前ですから、おおよそ８時半ぐらいが復旧の一つのめどだと、必ず

しもそういう風に確定しているわけじゃないなと、

えぇ、うまくいけば、そのぐらいでいけるんじゃないかという事です。

はい。わかりました。

量はどのくらい？量は。

６万円？たいした事ねぇなぁ。

例えばチョコーレートだと何枚分ぐらいなの？

あとさ、チョコレート以外なんか買えないの？

ちょっとこれから私官邸に行って状況を伝えてきますので、今自衛隊にも■■■にも頼んでい

ますが、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。ですから、ここが最大の踏ん張りどころ

ですから、全面支援対策もう一回整えてきます。

マえーとですね、もう一つですね、この際勝手で大変恐縮なんですが、米軍の消防車ですね、

Ｊビレッジ■■■あれは、ナンバーが■■■警察の先導をしていただけるとですね■■■なる

かもしれませんけど、そこら辺を・・・

わかりました。それはやってみます。米軍ナンバーですね。はい。

よろしくお願いいたします。

すぐ帰ってきますから。

放管、●●の装備整えてやってくれる？●●の装備整えてやってくれ。よろしく。

いろいろな憶測を含めて、物資等々含めて、人間の交代要員も含めて、大幅に応援部隊を出す

と、これは経営方針で誠に申し訳ないと、

石崎さん、石崎さん

本店、●●さん？本店、聞こえますか？

はい。武黒です。

先程、１Ｆからリクエストありました、兵糧攻めの件、横村ですが、こちらからチョコレート

とか、ゼリーとか、買える物全部買って、そちらに明日朝５時の便で１Ｆに届けます。

はい。ありがとうございます。御協力ありがとうございます。

武黒です。ちょっと、
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本店の通信復旧班です。只今、２Ｆから１Ｆに行ってもらう人に詳細なレクチャーをして、向

こうに行くと通信手段が、ほとんど無くなってしまいますので、詳細なレクチャーをして、今

出発したという事です。で、行く、行くまでの時間と、作業の時間を合わせると、１時間半ぐ
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しもそういう風に確定しているわけじゃないなと、

えぇ、うまくいけば、そのぐらいでいけるんじゃないかという事です。

はい。わかりました。 

量はどのくらい？量は。 

６万円？たいした事ねぇなぁ。

例えばチョコーレートだと何枚分ぐらいなの？

あとさ、チョコレート以外なんか買えないの？

ちょっとこれから私官邸に行って状況を伝えてきますので、今自衛隊にも■■■にも頼んでい

ますが、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。ですから、ここが最大の踏ん張りどころ

ですから、全面支援対策もう一回整えてきます。

マえーとですね、もう一つですね、この際勝手で大変恐縮なんですが、米軍の消防車ですね、
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わかりました。それはやってみます。米軍ナンバーですね。はい。
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すぐ帰ってきますから。 

放管、●●の装備整えてやってくれる？●●の装備整えてやってくれ。よろしく。
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発言内容
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こうに行くと通信手段が、ほとんど無くなってしまいますので、詳細なレクチャーをして、今

出発したという事です。で、行く、行くまでの時間と、作業の時間を合わせると、１時間半ぐ

らいは掛かるんじゃないかという今のところの見通しでございます。以上です。

すると、今が７時ちょっと前ですから、おおよそ８時半ぐらいが復旧の一つのめどだと、必ず
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発言内容 

本店の通信復旧班です。只今、２Ｆから１Ｆに行ってもらう人に詳細なレクチャーをして、向

こうに行くと通信手段が、ほとんど無くなってしまいますので、詳細なレクチャーをして、今

出発したという事です。で、行く、行くまでの時間と、作業の時間を合わせると、１時間半ぐ

らいは掛かるんじゃないかという今のところの見通しでございます。以上です。

すると、今が７時ちょっと前ですから、おおよそ８時半ぐらいが復旧の一つのめどだと、必ず

しもそういう風に確定しているわけじゃないなと、 
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本店の通信復旧班です。只今、２Ｆから１Ｆに行ってもらう人に詳細なレクチャーをして、向
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放管、●●の装備整えてやってくれる？●●の装備整えてやってくれ。よろしく。
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すいません。●●

はい？どうぞ。

すいません。今、●●ですか？

いえ、違います。

明日の朝一番で

今、横村。 

明日の朝一番でちょっとすいません。横村さん？

柏崎からっていう事です。ちょっと私、ちょっと小休止、石崎さんに代わってもらいます。

横村さん？ 

はい。横村です。

えーそれ、あの、柏崎から送り込む車ってどこ通ります？福島市内通りますか？

いや、常磐道で考えてましたけど。何かあります？

あっ、常磐道？いや、うちね、衛星携帯が３台あるから、これ全部１Ｆに持って行って貰いた

いなぁって思ったんですけど、

あぁ、そうですか。ちょっと待ってね。後でまた連絡します。●●何番ですか？

ええとですね、●●です。

●●、 

●● 

うちの衛星携帯持って行くわ。うちの衛星携帯。

あっ、そっち持って行きます？そうですか？わかりました。

こっち２台あるみたいだから。はいはい。ありがとうございました。

じゃあ、よろしくお願いします。

はい。了解。 

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  164 / 197

すいません。●● 

はい？どうぞ。 

すいません。今、●●ですか？

いえ、違います。 

明日の朝一番で 

明日の朝一番でちょっとすいません。横村さん？

柏崎からっていう事です。ちょっと私、ちょっと小休止、石崎さんに代わってもらいます。

はい。横村です。 

えーそれ、あの、柏崎から送り込む車ってどこ通ります？福島市内通りますか？

いや、常磐道で考えてましたけど。何かあります？

あっ、常磐道？いや、うちね、衛星携帯が３台あるから、これ全部１Ｆに持って行って貰いた

いなぁって思ったんですけど、

あぁ、そうですか。ちょっと待ってね。後でまた連絡します。●●何番ですか？

ええとですね、●●です。 

うちの衛星携帯持って行くわ。うちの衛星携帯。

あっ、そっち持って行きます？そうですか？わかりました。

こっち２台あるみたいだから。はいはい。ありがとうございました。

じゃあ、よろしくお願いします。

 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

197 

発言内容

すいません。今、●●ですか？ 

明日の朝一番でちょっとすいません。横村さん？

柏崎からっていう事です。ちょっと私、ちょっと小休止、石崎さんに代わってもらいます。

えーそれ、あの、柏崎から送り込む車ってどこ通ります？福島市内通りますか？

いや、常磐道で考えてましたけど。何かあります？

あっ、常磐道？いや、うちね、衛星携帯が３台あるから、これ全部１Ｆに持って行って貰いた

いなぁって思ったんですけど、 

あぁ、そうですか。ちょっと待ってね。後でまた連絡します。●●何番ですか？

 

うちの衛星携帯持って行くわ。うちの衛星携帯。

あっ、そっち持って行きます？そうですか？わかりました。

こっち２台あるみたいだから。はいはい。ありがとうございました。

じゃあ、よろしくお願いします。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

明日の朝一番でちょっとすいません。横村さん？ 

柏崎からっていう事です。ちょっと私、ちょっと小休止、石崎さんに代わってもらいます。

えーそれ、あの、柏崎から送り込む車ってどこ通ります？福島市内通りますか？

いや、常磐道で考えてましたけど。何かあります？ 

あっ、常磐道？いや、うちね、衛星携帯が３台あるから、これ全部１Ｆに持って行って貰いた

あぁ、そうですか。ちょっと待ってね。後でまた連絡します。●●何番ですか？

うちの衛星携帯持って行くわ。うちの衛星携帯。 

あっ、そっち持って行きます？そうですか？わかりました。

こっち２台あるみたいだから。はいはい。ありがとうございました。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

柏崎からっていう事です。ちょっと私、ちょっと小休止、石崎さんに代わってもらいます。

えーそれ、あの、柏崎から送り込む車ってどこ通ります？福島市内通りますか？

あっ、常磐道？いや、うちね、衛星携帯が３台あるから、これ全部１Ｆに持って行って貰いた

あぁ、そうですか。ちょっと待ってね。後でまた連絡します。●●何番ですか？

あっ、そっち持って行きます？そうですか？わかりました。 

こっち２台あるみたいだから。はいはい。ありがとうございました。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

柏崎からっていう事です。ちょっと私、ちょっと小休止、石崎さんに代わってもらいます。

えーそれ、あの、柏崎から送り込む車ってどこ通ります？福島市内通りますか？ 

あっ、常磐道？いや、うちね、衛星携帯が３台あるから、これ全部１Ｆに持って行って貰いた

あぁ、そうですか。ちょっと待ってね。後でまた連絡します。●●何番ですか？ 

 

柏崎からっていう事です。ちょっと私、ちょっと小休止、石崎さんに代わってもらいます。 

あっ、常磐道？いや、うちね、衛星携帯が３台あるから、これ全部１Ｆに持って行って貰いた



 

時刻 

18:58 

 

 

 

19:02 

 

 

 

19:03 

 

 

 

19:04 

19:07 

19:08 

 

19:12 

 

東京電力

 

 場所

２Ｆ 

２Ｆ 

２Ｆ 

２Ｆ 

２Ｆ 

２Ｆ 

２Ｆ 

２Ｆ 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

２Ｆ 

本店 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

 

 

 

 

 

 

 

 

通信復旧班

石崎部長

保安班

石崎部長

 

石崎部長

増田所長

勝俣会長

 

石崎部長

テレビ会議 

 

発言者  

 

 

 

 

 

 

 

 

通信復旧班  

石崎部長  

保安班  

石崎部長  

 

石崎部長  

増田所長  

勝俣会長  

 

石崎部長  

2011 年 3 月

 

すいません。ここにいる方にちょっとお聞きしたいんですけど、ここの免震棟の入口に１Ｆか

ら作業員の方が来ているという情報が私のところにきたんですけど、１Ｆで作業した人はここ

に来ているって話でいいですか？ここの免震棟の下の入口に、１名１Ｆで作業した人が来て入

れてくれって言ってるんですけど、入れてもいいんですよね？そもそも、何の人かわかんない

んですけど、駄目です？それが、ちょっとわかんないんすよ。あの、もしもし？何の作業して

る人？ 

南明興産？ 

南明興産。 

うーん、ちょっと行って

やっぱ冷却水量がたんないんだよな。ＦＤ。

ＦＰＣポンプ 

どうしようもねぇよ。え、

ＲＨＲＳもＲＨＲＣもない。

本店の通信復旧班です。情報です。先程、２Ｆのほうに人を追加で送るという事だったんです

けれども、●●と、もう一人●●と●●という方２名を行っていただくという事で、今、出る

ところだという情報が入って参りました。以上です。

はい。了解です。

本店保安班から協力要請をしたいと思います。現在、物資の中継点としてＪヴィレッジを使っ

てますけれども、Ｊヴィレッジもちょっと今聞いたところによると、少しＢＧが上がってきて、

それで、中継点としてはまもなく使えなくなる可能性があると、いう事です。従って、もう少

し南下したところに拠点を遷さなきゃいけないんですけども、保安班で●●を中心に検討した

いと思うんですけれども、関係される資材、厚生、総務ですか、から、ちょっとメンバーを抽

出していただいて、拠点探しに御協力をいただきたいんですけれども、お願い出来ますでしょ

うか？ 

えぇ、総務よろしいですか？よろしくお願いします。

班長に話をしますよ。班長と副本部長ですね。・・・ちょっと出ますよ。

すいません。テレビちょっと大きくしてもらえますかね？

●●●●います？●●●●。●●●●。代わりが出来る人いない。ちょっと誰か●●●●探し

てきてくれないかな？（●●ＴＶ音声有り）

●●君？ 

すいません。ちょっとこの時間を利用してご紹介をさせていただきます。先程、埼玉支店から

連絡がありまして、本日、福島県の避難をされてる方を中心に埼玉スーパーアリーナに今日避

難を受け入れるという事をです、これ何か全国知事会でやってるらしいんですけども、これか

ら埼玉支店の人間３０人が応援に行くという事でございます。えーそれとですね今、福島県知

事のお話もありましたとおり、本日、全国町村会長さんあのー自らですね私どもの会社に訪れ

まして、鼓副社長に対応いただいたんですけれども、食料等の確保をお願いしたいという話が

ありました。やっぱり東京電力としてですね、地域の皆様方に対して、汗を流してる姿、また

そういう仕組みを作るっていう事は非常に大事だと思いますので、各支店の皆様の協力を得る

ようにこれからも発信をしていきたいと思いますので、ご承知おきください。

はい。ありがとうございます。総務、労務人事部中心に是非、よろしくお願いします。
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た。やっぱり東京電力としてですね、地域の皆様方に対して、汗を流してる姿、また

そういう仕組みを作るっていう事は非常に大事だと思いますので、各支店の皆様の協力を得る

ようにこれからも発信をしていきたいと思いますので、ご承知おきください。

はい。ありがとうございます。総務、労務人事部中心に是非、よろしくお願いします。
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発言内容 

すいません。ここにいる方にちょっとお聞きしたいんですけど、ここの免震棟の入口に１Ｆか

ら作業員の方が来ているという情報が私のところにきたんですけど、１Ｆで作業した人はここ

に来ているって話でいいですか？ここの免震棟の下の入口に、１名１Ｆで作業した人が来て入

れてくれって言ってるんですけど、入れてもいいんですよね？そもそも、何の人かわかんない

んですけど、駄目です？それが、ちょっとわかんないんすよ。あの、もしもし？何の作業して

やっぱ冷却水量がたんないんだよな。ＦＤ。 

本店の通信復旧班です。情報です。先程、２Ｆのほうに人を追加で送るという事だったんです

けれども、●●と、もう一人●●と●●という方２名を行っていただくという事で、今、出る

ところだという情報が入って参りました。以上です。 

本店保安班から協力要請をしたいと思います。現在、物資の中継点としてＪヴィレッジを使っ

てますけれども、Ｊヴィレッジもちょっと今聞いたところによると、少しＢＧが上がってきて、

それで、中継点としてはまもなく使えなくなる可能性があると、いう事です。従って、もう少

し南下したところに拠点を遷さなきゃいけないんですけども、保安班で●●を中心に検討した

いと思うんですけれども、関係される資材、厚生、総務ですか、から、ちょっとメンバーを抽

出していただいて、拠点探しに御協力をいただきたいんですけれども、お願い出来ますでしょ

えぇ、総務よろしいですか？よろしくお願いします。 

班長に話をしますよ。班長と副本部長ですね。・・・ちょっと出ますよ。

すいません。テレビちょっと大きくしてもらえますかね？ 

●●●●います？●●●●。●●●●。代わりが出来る人いない。ちょっと誰か●●●●探し

てきてくれないかな？（●●ＴＶ音声有り） 

すいません。ちょっとこの時間を利用してご紹介をさせていただきます。先程、埼玉支店から

連絡がありまして、本日、福島県の避難をされてる方を中心に埼玉スーパーアリーナに今日避

難を受け入れるという事をです、これ何か全国知事会でやってるらしいんですけども、これか

ら埼玉支店の人間３０人が応援に行くという事でございます。えーそれとですね今、福島県知

事のお話もありましたとおり、本日、全国町村会長さんあのー自らですね私どもの会社に訪れ

まして、鼓副社長に対応いただいたんですけれども、食料等の確保をお願いしたいという話が

た。やっぱり東京電力としてですね、地域の皆様方に対して、汗を流してる姿、また

そういう仕組みを作るっていう事は非常に大事だと思いますので、各支店の皆様の協力を得る

ようにこれからも発信をしていきたいと思いますので、ご承知おきください。

はい。ありがとうございます。総務、労務人事部中心に是非、よろしくお願いします。
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すいません。ここにいる方にちょっとお聞きしたいんですけど、ここの免震棟の入口に１Ｆか

ら作業員の方が来ているという情報が私のところにきたんですけど、１Ｆで作業した人はここ

に来ているって話でいいですか？ここの免震棟の下の入口に、１名１Ｆで作業した人が来て入

れてくれって言ってるんですけど、入れてもいいんですよね？そもそも、何の人かわかんない

んですけど、駄目です？それが、ちょっとわかんないんすよ。あの、もしもし？何の作業して

本店の通信復旧班です。情報です。先程、２Ｆのほうに人を追加で送るという事だったんです

けれども、●●と、もう一人●●と●●という方２名を行っていただくという事で、今、出る

本店保安班から協力要請をしたいと思います。現在、物資の中継点としてＪヴィレッジを使っ

てますけれども、Ｊヴィレッジもちょっと今聞いたところによると、少しＢＧが上がってきて、

それで、中継点としてはまもなく使えなくなる可能性があると、いう事です。従って、もう少

し南下したところに拠点を遷さなきゃいけないんですけども、保安班で●●を中心に検討した

いと思うんですけれども、関係される資材、厚生、総務ですか、から、ちょっとメンバーを抽

出していただいて、拠点探しに御協力をいただきたいんですけれども、お願い出来ますでしょ

班長に話をしますよ。班長と副本部長ですね。・・・ちょっと出ますよ。 

 

●●●●います？●●●●。●●●●。代わりが出来る人いない。ちょっと誰か●●●●探し

すいません。ちょっとこの時間を利用してご紹介をさせていただきます。先程、埼玉支店から

連絡がありまして、本日、福島県の避難をされてる方を中心に埼玉スーパーアリーナに今日避

難を受け入れるという事をです、これ何か全国知事会でやってるらしいんですけども、これか

ら埼玉支店の人間３０人が応援に行くという事でございます。えーそれとですね今、福島県知

事のお話もありましたとおり、本日、全国町村会長さんあのー自らですね私どもの会社に訪れ

まして、鼓副社長に対応いただいたんですけれども、食料等の確保をお願いしたいという話が

た。やっぱり東京電力としてですね、地域の皆様方に対して、汗を流してる姿、また

そういう仕組みを作るっていう事は非常に大事だと思いますので、各支店の皆様の協力を得る

ようにこれからも発信をしていきたいと思いますので、ご承知おきください。

はい。ありがとうございます。総務、労務人事部中心に是非、よろしくお願いします。
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すいません。ここにいる方にちょっとお聞きしたいんですけど、ここの免震棟の入口に１Ｆか

ら作業員の方が来ているという情報が私のところにきたんですけど、１Ｆで作業した人はここ

に来ているって話でいいですか？ここの免震棟の下の入口に、１名１Ｆで作業した人が来て入

れてくれって言ってるんですけど、入れてもいいんですよね？そもそも、何の人かわかんない

んですけど、駄目です？それが、ちょっとわかんないんすよ。あの、もしもし？何の作業して

本店の通信復旧班です。情報です。先程、２Ｆのほうに人を追加で送るという事だったんです

けれども、●●と、もう一人●●と●●という方２名を行っていただくという事で、今、出る

本店保安班から協力要請をしたいと思います。現在、物資の中継点としてＪヴィレッジを使っ

てますけれども、Ｊヴィレッジもちょっと今聞いたところによると、少しＢＧが上がってきて、

それで、中継点としてはまもなく使えなくなる可能性があると、いう事です。従って、もう少

し南下したところに拠点を遷さなきゃいけないんですけども、保安班で●●を中心に検討した

いと思うんですけれども、関係される資材、厚生、総務ですか、から、ちょっとメンバーを抽

出していただいて、拠点探しに御協力をいただきたいんですけれども、お願い出来ますでしょ

 

●●●●います？●●●●。●●●●。代わりが出来る人いない。ちょっと誰か●●●●探し

すいません。ちょっとこの時間を利用してご紹介をさせていただきます。先程、埼玉支店から

連絡がありまして、本日、福島県の避難をされてる方を中心に埼玉スーパーアリーナに今日避

難を受け入れるという事をです、これ何か全国知事会でやってるらしいんですけども、これか

ら埼玉支店の人間３０人が応援に行くという事でございます。えーそれとですね今、福島県知

事のお話もありましたとおり、本日、全国町村会長さんあのー自らですね私どもの会社に訪れ

まして、鼓副社長に対応いただいたんですけれども、食料等の確保をお願いしたいという話が

た。やっぱり東京電力としてですね、地域の皆様方に対して、汗を流してる姿、また

そういう仕組みを作るっていう事は非常に大事だと思いますので、各支店の皆様の協力を得る

ようにこれからも発信をしていきたいと思いますので、ご承知おきください。 

はい。ありがとうございます。総務、労務人事部中心に是非、よろしくお願いします。 

 

すいません。ここにいる方にちょっとお聞きしたいんですけど、ここの免震棟の入口に１Ｆか

ら作業員の方が来ているという情報が私のところにきたんですけど、１Ｆで作業した人はここ

に来ているって話でいいですか？ここの免震棟の下の入口に、１名１Ｆで作業した人が来て入

れてくれって言ってるんですけど、入れてもいいんですよね？そもそも、何の人かわかんない

んですけど、駄目です？それが、ちょっとわかんないんすよ。あの、もしもし？何の作業して

本店の通信復旧班です。情報です。先程、２Ｆのほうに人を追加で送るという事だったんです

けれども、●●と、もう一人●●と●●という方２名を行っていただくという事で、今、出る

本店保安班から協力要請をしたいと思います。現在、物資の中継点としてＪヴィレッジを使っ

てますけれども、Ｊヴィレッジもちょっと今聞いたところによると、少しＢＧが上がってきて、

それで、中継点としてはまもなく使えなくなる可能性があると、いう事です。従って、もう少

し南下したところに拠点を遷さなきゃいけないんですけども、保安班で●●を中心に検討した

いと思うんですけれども、関係される資材、厚生、総務ですか、から、ちょっとメンバーを抽

出していただいて、拠点探しに御協力をいただきたいんですけれども、お願い出来ますでしょ

●●●●います？●●●●。●●●●。代わりが出来る人いない。ちょっと誰か●●●●探し

すいません。ちょっとこの時間を利用してご紹介をさせていただきます。先程、埼玉支店から

連絡がありまして、本日、福島県の避難をされてる方を中心に埼玉スーパーアリーナに今日避

難を受け入れるという事をです、これ何か全国知事会でやってるらしいんですけども、これか

ら埼玉支店の人間３０人が応援に行くという事でございます。えーそれとですね今、福島県知

事のお話もありましたとおり、本日、全国町村会長さんあのー自らですね私どもの会社に訪れ

まして、鼓副社長に対応いただいたんですけれども、食料等の確保をお願いしたいという話が

た。やっぱり東京電力としてですね、地域の皆様方に対して、汗を流してる姿、また

そういう仕組みを作るっていう事は非常に大事だと思いますので、各支店の皆様の協力を得る
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はい。是非、よろしくお願いします。

本店、この時間を利用して、柏崎の状況もお知らせ致します。よろしいでしょうか？

はい。柏崎お願いします。

はい。プラントは異常ございません。安定運転しております。先程、福島県からの避難の方々

ですが、新潟県にもたくさんの方々が訪れております。新潟市、柏崎市、刈羽村、長岡市、そ

の他もろもろに相当数の方が入っておられますので、スクリーニングの技術者、或いはロジ関

係、事務関係、それからそういった我々が持つ市内の宿泊可能な当社施設、これらの提供を市、

或いは自治体に申し出ておりまして、今、全力を挙げて可能な範囲で協力をさせていただいて

るという状況でございます。以上です。

はい。ありがと

そう言うことで、今●●にも言ったんだけどさ、

本店はですね、金太郎飴、状態ですから、●●屋がいない、で、１２時間交代でやって、すこ

し 

それに減らしてさ、二人ぐらい、１人くらいでいいんじゃないの、■■■。●●？あと課長級

■■■。 

高橋と。それで、そのかわりこっち側にことが起こったときに。■■■高橋君がカウンターパ

ート■■■ 

高橋くんと、武黒の時にやっていただろう、武黒の所にはいろいろな情報を入れてきたろう、

それがたまたま、あの菅さんの時、１時間半かかって、たまたまあのとき武黒には入っていな

かった。そのだから３人の体制をうまく。それで高橋に伝えてさ、明日の朝くらいに返事して。

引き替えさせるで、５人３人２人、ぐらいでいいのかっていう話はあるけどさ。

２人にしますか？そうするとこっちがついになっちゃうってことですか

高橋クラスが常駐。

常駐、あと、 

こっちを使えればつかっちゃえばいいんだ。

でどう、だって言うことで、●●審議官に・・・。

これ入りっぱなしだった。すいません。通信復旧班でございます。今、福島第二を通信の人間

が車で出発しました。遅くなりましたが。

はい。了解しました。

福二の増田さん？福二の増田さん？

増田です。 

福島第二の方は状況に何か変化ありますか？プラント状態は？

プラントの状態は特に変化はございません。４台とも冷温停止中で、使用済み燃料プールの温

度も色々考えながら下げてまいっておりますので、何とか今は安定な状態は保っております。
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はい。是非、よろしくお願いします。

本店、この時間を利用して、柏崎の状況もお知らせ致します。よろしいでしょうか？

はい。柏崎お願いします。 

はい。プラントは異常ございません。安定運転しております。先程、福島県からの避難の方々

ですが、新潟県にもたくさんの方々が訪れております。新潟市、柏崎市、刈羽村、長岡市、そ

の他もろもろに相当数の方が入っておられますので、スクリーニングの技術者、或いはロジ関

係、事務関係、それからそういった我々が持つ市内の宿泊可能な当社施設、これらの提供を市、

或いは自治体に申し出ておりまして、今、全力を挙げて可能な範囲で協力をさせていただいて

るという状況でございます。以上です。

はい。ありがとうございました。是非、引き続きよろしくお願いします。

そう言うことで、今●●にも言ったんだけどさ、

本店はですね、金太郎飴、状態ですから、●●屋がいない、で、１２時間交代でやって、すこ

それに減らしてさ、二人ぐらい、１人くらいでいいんじゃないの、■■■。●●？あと課長級

高橋と。それで、そのかわりこっち側にことが起こったときに。■■■高橋君がカウンターパ

高橋くんと、武黒の時にやっていただろう、武黒の所にはいろいろな情報を入れてきたろう、

それがたまたま、あの菅さんの時、１時間半かかって、たまたまあのとき武黒には入っていな

かった。そのだから３人の体制をうまく。それで高橋に伝えてさ、明日の朝くらいに返事して。

引き替えさせるで、５人３人２人、ぐらいでいいのかっていう話はあるけどさ。

２人にしますか？そうするとこっちがついになっちゃうってことですか

高橋クラスが常駐。 

 

こっちを使えればつかっちゃえばいいんだ。

でどう、だって言うことで、●●審議官に・・・。

これ入りっぱなしだった。すいません。通信復旧班でございます。今、福島第二を通信の人間

が車で出発しました。遅くなりましたが。

はい。了解しました。 

福二の増田さん？福二の増田さん？

福島第二の方は状況に何か変化ありますか？プラント状態は？

プラントの状態は特に変化はございません。４台とも冷温停止中で、使用済み燃料プールの温

度も色々考えながら下げてまいっておりますので、何とか今は安定な状態は保っております。
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発言内容

はい。是非、よろしくお願いします。 

本店、この時間を利用して、柏崎の状況もお知らせ致します。よろしいでしょうか？

 

はい。プラントは異常ございません。安定運転しております。先程、福島県からの避難の方々

ですが、新潟県にもたくさんの方々が訪れております。新潟市、柏崎市、刈羽村、長岡市、そ

の他もろもろに相当数の方が入っておられますので、スクリーニングの技術者、或いはロジ関

係、事務関係、それからそういった我々が持つ市内の宿泊可能な当社施設、これらの提供を市、

或いは自治体に申し出ておりまして、今、全力を挙げて可能な範囲で協力をさせていただいて

るという状況でございます。以上です。 

うございました。是非、引き続きよろしくお願いします。

そう言うことで、今●●にも言ったんだけどさ、

本店はですね、金太郎飴、状態ですから、●●屋がいない、で、１２時間交代でやって、すこ

それに減らしてさ、二人ぐらい、１人くらいでいいんじゃないの、■■■。●●？あと課長級

高橋と。それで、そのかわりこっち側にことが起こったときに。■■■高橋君がカウンターパ

高橋くんと、武黒の時にやっていただろう、武黒の所にはいろいろな情報を入れてきたろう、

それがたまたま、あの菅さんの時、１時間半かかって、たまたまあのとき武黒には入っていな

かった。そのだから３人の体制をうまく。それで高橋に伝えてさ、明日の朝くらいに返事して。

引き替えさせるで、５人３人２人、ぐらいでいいのかっていう話はあるけどさ。

２人にしますか？そうするとこっちがついになっちゃうってことですか

こっちを使えればつかっちゃえばいいんだ。

でどう、だって言うことで、●●審議官に・・・。

これ入りっぱなしだった。すいません。通信復旧班でございます。今、福島第二を通信の人間
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福島第二の方は状況に何か変化ありますか？プラント状態は？

プラントの状態は特に変化はございません。４台とも冷温停止中で、使用済み燃料プールの温

度も色々考えながら下げてまいっておりますので、何とか今は安定な状態は保っております。
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はい。ご苦労様です。まだ復旧までにもうしばらくかかると思いますが、引き続き、今しばら

くは通信回線も含めて不安定かもしれませんが、よろしくお願い致します。あの、１Ｆの御協

力ありがとうございます。

はい。ありがとうございます。ちょっと今夜、電源系のケーブル等をなんとかガソリンを給油

しながら、２時間とか４時間に一回ガソリン入れながらの運用は中々つらいもんですから、ち

ょっと仮設で他のキュービクルを使ってでも、電気からもらうように引き直そうとして今現場

に色々行ってもらってます。本当はちょっとなるべく安心出来る形を目指して、今日、明日頑

張っていきたいと思います。

はい。是非、そうして下さい。そうする事で、燃料を少しでも１Ｆにまたまわせるようになれ

ばと思いますので。是非、よろしくお願いします。

了解しました。本部長？武黒さん？福島第二です。ちょっとよろしいですか？

はい。どうぞ。

第二、水の問題が非常に大きかったんですけども、中々良い水が得られなくて、色々考えた末、

木戸川から今日パイプラインをちょっと引き直しました。

はい。 

で、木戸川の水は今うちは水利権も持ってないし、何にも使って良い権利は持ってないんです

が、勝手に水使ってますんで、後でちょっとよろしくお願いします。

はい。それは、また色んな関係方面にご理解を得るというのだと思いますんで、立地地域部長

さんにも良く頭に入れていていただきたいと思います。石崎さんよろしくお願いします。

増田さん？増田さん？

はい。増田です。

前任の石崎でございます。しかと承りました。

是非、私は盗人呼ばわりされるのが嫌なんで、よろしくお願いします。

はい。了解しました。

ありがとうございます。

■■■一応●●さんにお渡ししたのと、電話してみます。■■■

■■■使用済み燃料プールを生かすには、■■■１Ｆがあの状態なので、２Ｆの増田さんにお

願いして、２Ｆから、我々のの手順

すみません２Ｆさんいいですか？●●です。

はい、２Ｆ聞こえています。どうぞ

今、私のところに自衛隊が来られまして、Ｊヴィレッジで既に除染をするという用意ができて

いるというお話です。それで、その人たちは多分２Ｆのサービスホール、か何かに、入ってい

る方々だと思うですがそういうことでよろしいでしょうか？

すみません、話が見えません。
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あれ、見えない、ごめんなさい。

ちょっと待って下さい。本店の武黒です。この件は自衛隊の科学防護班の活用ということで海

江田大臣の特別のご配慮で実現していただいておりますので、大臣からお話していただきます。

本当にご苦労さまでございます。今、防護隊がＪヴィレッジにいると思います。その人達は本

来の任務はヘリコプターの除染ということですが、お願いをしまして、そこにあの、ヘリコプ

ターは戻りましたね。これは、しかし、その部隊には残ってもらって、今交渉中ですが、そこ

からさらに２Ｆに向かってもらうという交渉をしてい

マスクですとか、そういうものも展開する準備で入っておりますので、もう少し決裁に時間が

かかりますが、そういう流れになりますのでこれからは自衛隊の、あーこれは防護部隊が、今

はＪヴィレッジですが、もう少し前に出る予定とまだ確定はしておりませんが、そういうプラ

ンでおります。以上です。どうぞ

すみません、どうも大変ありがとうございます。個別のうちは話がつきました。増田さん、あ

るいは多分保安班ですかね、そちらと調整をさせていただきます。

本店保安班。 

はい、ちょっと待って下さい。電話で行きましょう。

本店保安班。 

ちょっと待って下さい。

防護服など持って２Ｆに行ってもらう。

今の状況について本店保安班は内容をよく理解して福島第二と協調して自衛隊さんのご協力に

きっちと対応できるように準備を進めて下さい。

自衛隊さんの方なんですが、今、福島Ｊヴィレッジで除染部隊ということで除染車２台で待機

いただいておりまして、えっと、除染、作業があれば待機いただけるというところです。この

後、今作業があれば待機継続いたしますし、作業がなければ解散しますということでいま調整

をとろうとしているところです。

福島第一の中で色々汚染がある中で、困難は増えているということなので、福島第二に今の大

臣のお話のように進出できればしていただいて、そしてそこで福島第一からの設備の、あるい

は機器の除染等をしていただく。自衛隊の専門部隊なので非常に手際がいいと聞いております

ので、そういった活動の拠点にしていただくということで、福島第一の方の現状の困難を少し

でも緩和しようということですから、その趣旨をよく理解する対応するようにして下さい。

はい、わかりました。ありがとうございます。

２Ｆです。ありがとうございます。人の除染も２Ｆ共で非常に大変だと思いますので、非常に

ありがたいお言葉だと思ってます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。

オフサイトセンター、自衛隊の方にお見えいただいておりますが、ただ今のような状況であり

ます。よろしくどうかご協力ご理解を賜れば幸いであります。

オフサイトセンターですけれども、いずれにしましてもオフサイトセンター、聞こえています

か？ 

聞こえています。

自衛隊の方にはいろんな形でご協力をいただいて本当に頭の下がる思いでありますが、尚、い

ろんなことをしていただくということで是非、御礼の気持ちをですね、武黒さんの方からも声

をかけていただければと私の方も常にそういう気持ちで全体で協力していただいているという
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ちょっと待って下さい。本店の武黒です。この件は自衛隊の科学防護班の活用ということで海

江田大臣の特別のご配慮で実現していただいておりますので、大臣からお話していただきます。

本当にご苦労さまでございます。今、防護隊がＪヴィレッジにいると思います。その人達は本

来の任務はヘリコプターの除染ということですが、お願いをしまして、そこにあの、ヘリコプ

ターは戻りましたね。これは、しかし、その部隊には残ってもらって、今交渉中ですが、そこ

るところです。その際に、防護服、防護

マスクですとか、そういうものも展開する準備で入っておりますので、もう少し決裁に時間が

かかりますが、そういう流れになりますのでこれからは自衛隊の、あーこれは防護部隊が、今

はＪヴィレッジですが、もう少し前に出る予定とまだ確定はしておりませんが、そういうプラ

すみません、どうも大変ありがとうございます。個別のうちは話がつきました。増田さん、あ

るいは多分保安班ですかね、そちらと調整をさせていただきます。 

今の状況について本店保安班は内容をよく理解して福島第二と協調して自衛隊さんのご協力に

自衛隊さんの方なんですが、今、福島Ｊヴィレッジで除染部隊ということで除染車２台で待機

いただいておりまして、えっと、除染、作業があれば待機いただけるというところです。この

後、今作業があれば待機継続いたしますし、作業がなければ解散しますということでいま調整

福島第一の中で色々汚染がある中で、困難は増えているということなので、福島第二に今の大

臣のお話のように進出できればしていただいて、そしてそこで福島第一からの設備の、あるい

は機器の除染等をしていただく。自衛隊の専門部隊なので非常に手際がいいと聞いております

ので、そういった活動の拠点にしていただくということで、福島第一の方の現状の困難を少し

でも緩和しようということですから、その趣旨をよく理解する対応するようにして下さい。

２Ｆです。ありがとうございます。人の除染も２Ｆ共で非常に大変だと思いますので、非常に

ありがたいお言葉だと思ってます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。

オフサイトセンター、自衛隊の方にお見えいただいておりますが、ただ今のような状況であり

ます。よろしくどうかご協力ご理解を賜れば幸いであります。 
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ことを感謝申し上げておるつもりです。本部からも一言指令をいただけると。

はい、はい、承知しました。本部で現在、本部長の代行をさせていたしております武黒でござ

います。日頃から大変お世話になっておりますが、特に今回の事態での自衛隊の皆さまに身命

を賭してのご協力を頂いており大変厚く御礼申しあげます。特に今回の除染活動につきまして

も特段のご配慮を賜れるというふうになれば幸いでありますが、こういった事態の際には是非

ともよろしくお願い申し上げたいと存じます。これまでの多大なご協力に御礼を申し上げます

と共に今後につきましてもどうかよろしくお願いいたします。誠にありがとうございます。

先ほどの確認結果なんですけれども、これ４号機がおきる前の確認結果、もうこれ何も起きま

せんでした。 

意味ないな 

意味ないです。

このまま、かつかつ、ペレットがかつかつなので、

いまそのかつかつ状態がどの程度続くと・・・。

続くと、 

かなりかつかつ状態？

えっと、温度によってえっと、ＦＰの保持効果ってありますよね、温度が高くなると保持効果

はどんどん薄れるので、えっといま何度、結局いま何度かっていうのがわからないと、あれな

んですけど、イメージ図は作れますんで、それはいま作ります。

はい、ありがとう。一番大事なのはさ、どこまで想定すべきか、その避難範囲、ちょっとそれ、

これとは関係ないかもしれないけれどな、

いま、動かしていますんで、

別にソースに関係ないと、ここまできちゃうと。

えーと私が思いますのは、えーとプルームで出続ける分には、ほぼ定常だとして、これいまそ

んなに定常ですけれども、そうすると、何シーベルト／アワーですと。で、ここにどんどん蓄

積していて、土地についているＦＰがどんどん増えているんですよ。で、それをなんとかして

あれなんですけども、２Ｆのモニタリングポストのデータしか来ていないだろうという話なん

で、それで例えば距離の二乗分の一で、●●と足し合わせて、

官庁連絡班ですが、ただ今、官邸よりの連絡です。総理大臣よりの指示で地上からの放水を至

急実施すること。可及的速やかに、少なくても今日中という、えー指示が参りました。

誰か今の指示に対して何かあの考えありますか？

昨日のうちにはしご消防車が現地に到達しておりまして、今日がれきを除去致しまして接近す

る条件を作りました。ですので、それ以外のホースですとか繋ぎこみですとか要員の手配を今

しているところですので、準備整い次第実施したいと思います。

その実施は誰がやることになりますか？

福島第一のあの連中で、その中に南明興産の皆さんもあのお手伝いいただくことになっており

ます。 

使うポンプはどんなポンプになるんですか？
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んですけど、イメージ図は作れますんで、それはいま作ります。

はい、ありがとう。一番大事なのはさ、どこまで想定すべきか、その避難範囲、ちょっとそれ、

 

別にソースに関係ないと、ここまできちゃうと。 

えーと私が思いますのは、えーとプルームで出続ける分には、ほぼ定常だとして、これいまそ

んなに定常ですけれども、そうすると、何シーベルト／アワーですと。で、ここにどんどん蓄

積していて、土地についているＦＰがどんどん増えているんですよ。で、それをなんとかして

あれなんですけども、２Ｆのモニタリングポストのデータしか来ていないだろうという話なん

で、それで例えば距離の二乗分の一で、●●と足し合わせて、

官庁連絡班ですが、ただ今、官邸よりの連絡です。総理大臣よりの指示で地上からの放水を至

急実施すること。可及的速やかに、少なくても今日中という、えー指示が参りました。

誰か今の指示に対して何かあの考えありますか？ 

昨日のうちにはしご消防車が現地に到達しておりまして、今日がれきを除去致しまして接近す

る条件を作りました。ですので、それ以外のホースですとか繋ぎこみですとか要員の手配を今

しているところですので、準備整い次第実施したいと思います。

福島第一のあの連中で、その中に南明興産の皆さんもあのお手伝いいただくことになっており

使うポンプはどんなポンプになるんですか？ 
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ことを感謝申し上げておるつもりです。本部からも一言指令をいただけると。

はい、はい、承知しました。本部で現在、本部長の代行をさせていたしております武黒でござ

います。日頃から大変お世話になっておりますが、特に今回の事態での自衛隊の皆さまに身命

を賭してのご協力を頂いており大変厚く御礼申しあげます。特に今回の除染活動につきまして

も特段のご配慮を賜れるというふうになれば幸いでありますが、こういった事態の際には是非

ともよろしくお願い申し上げたいと存じます。これまでの多大なご協力に御礼を申し上げます

と共に今後につきましてもどうかよろしくお願いいたします。誠にありがとうございます。

先ほどの確認結果なんですけれども、これ４号機がおきる前の確認結果、もうこれ何も起きま

えっと、温度によってえっと、ＦＰの保持効果ってありますよね、温度が高くなると保持効果

はどんどん薄れるので、えっといま何度、結局いま何度かっていうのがわからないと、あれな

んですけど、イメージ図は作れますんで、それはいま作ります。 

はい、ありがとう。一番大事なのはさ、どこまで想定すべきか、その避難範囲、ちょっとそれ、

えーと私が思いますのは、えーとプルームで出続ける分には、ほぼ定常だとして、これいまそ

んなに定常ですけれども、そうすると、何シーベルト／アワーですと。で、ここにどんどん蓄

積していて、土地についているＦＰがどんどん増えているんですよ。で、それをなんとかして

あれなんですけども、２Ｆのモニタリングポストのデータしか来ていないだろうという話なん

で、それで例えば距離の二乗分の一で、●●と足し合わせて、 

官庁連絡班ですが、ただ今、官邸よりの連絡です。総理大臣よりの指示で地上からの放水を至

急実施すること。可及的速やかに、少なくても今日中という、えー指示が参りました。

昨日のうちにはしご消防車が現地に到達しておりまして、今日がれきを除去致しまして接近す

る条件を作りました。ですので、それ以外のホースですとか繋ぎこみですとか要員の手配を今

しているところですので、準備整い次第実施したいと思います。 

福島第一のあの連中で、その中に南明興産の皆さんもあのお手伝いいただくことになっており
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ことを感謝申し上げておるつもりです。本部からも一言指令をいただけると。 

はい、はい、承知しました。本部で現在、本部長の代行をさせていたしております武黒でござ

います。日頃から大変お世話になっておりますが、特に今回の事態での自衛隊の皆さまに身命

を賭してのご協力を頂いており大変厚く御礼申しあげます。特に今回の除染活動につきまして

も特段のご配慮を賜れるというふうになれば幸いでありますが、こういった事態の際には是非

ともよろしくお願い申し上げたいと存じます。これまでの多大なご協力に御礼を申し上げます

と共に今後につきましてもどうかよろしくお願いいたします。誠にありがとうございます。

先ほどの確認結果なんですけれども、これ４号機がおきる前の確認結果、もうこれ何も起きま

えっと、温度によってえっと、ＦＰの保持効果ってありますよね、温度が高くなると保持効果

はどんどん薄れるので、えっといま何度、結局いま何度かっていうのがわからないと、あれな

はい、ありがとう。一番大事なのはさ、どこまで想定すべきか、その避難範囲、ちょっとそれ、

えーと私が思いますのは、えーとプルームで出続ける分には、ほぼ定常だとして、これいまそ

んなに定常ですけれども、そうすると、何シーベルト／アワーですと。で、ここにどんどん蓄

積していて、土地についているＦＰがどんどん増えているんですよ。で、それをなんとかして

あれなんですけども、２Ｆのモニタリングポストのデータしか来ていないだろうという話なん

官庁連絡班ですが、ただ今、官邸よりの連絡です。総理大臣よりの指示で地上からの放水を至

急実施すること。可及的速やかに、少なくても今日中という、えー指示が参りました。 

昨日のうちにはしご消防車が現地に到達しておりまして、今日がれきを除去致しまして接近す

る条件を作りました。ですので、それ以外のホースですとか繋ぎこみですとか要員の手配を今

福島第一のあの連中で、その中に南明興産の皆さんもあのお手伝いいただくことになっており

 

はい、はい、承知しました。本部で現在、本部長の代行をさせていたしております武黒でござ

います。日頃から大変お世話になっておりますが、特に今回の事態での自衛隊の皆さまに身命

を賭してのご協力を頂いており大変厚く御礼申しあげます。特に今回の除染活動につきまして

も特段のご配慮を賜れるというふうになれば幸いでありますが、こういった事態の際には是非

ともよろしくお願い申し上げたいと存じます。これまでの多大なご協力に御礼を申し上げます

と共に今後につきましてもどうかよろしくお願いいたします。誠にありがとうございます。 

先ほどの確認結果なんですけれども、これ４号機がおきる前の確認結果、もうこれ何も起きま

えっと、温度によってえっと、ＦＰの保持効果ってありますよね、温度が高くなると保持効果

はどんどん薄れるので、えっといま何度、結局いま何度かっていうのがわからないと、あれな

はい、ありがとう。一番大事なのはさ、どこまで想定すべきか、その避難範囲、ちょっとそれ、

えーと私が思いますのは、えーとプルームで出続ける分には、ほぼ定常だとして、これいまそ

んなに定常ですけれども、そうすると、何シーベルト／アワーですと。で、ここにどんどん蓄

積していて、土地についているＦＰがどんどん増えているんですよ。で、それをなんとかして

あれなんですけども、２Ｆのモニタリングポストのデータしか来ていないだろうという話なん

官庁連絡班ですが、ただ今、官邸よりの連絡です。総理大臣よりの指示で地上からの放水を至

 

昨日のうちにはしご消防車が現地に到達しておりまして、今日がれきを除去致しまして接近す

る条件を作りました。ですので、それ以外のホースですとか繋ぎこみですとか要員の手配を今

福島第一のあの連中で、その中に南明興産の皆さんもあのお手伝いいただくことになっており
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はしごポンプです。

それはどこで調達したポンプですか？

当社が調達したもので、そのものは確か火力から借りてきたものです。

警視庁のものとは違うものですね。どのぐらいの揚程があるですか？

４０ﾒｰﾄﾙと聞いておりましたが、正確な数字は確認します。

かつかつ？ 

でしょうね。 

水源の方の準備は多分現場も一生懸命やってくれていると思うので、それと通信機能が８時半

頃の目途ということなのでそれで復旧できたらお互いの協議をよくしてそれで始めるというこ

とにしたいということですね。

そうしたいと思っています。

という復旧班の計画ですが、これについてどなたかご意見ありませんでしょうか？特になけれ

ば、えー今の件はもう少しよく内容を詰めてもらうことにしろその方向で検討なり準備を進め

るということにしたいと思いますが、その検討はね、ところで福島第一とのそういうやり方を

することについて、あるいは自営消防隊員などによって行うということは、話し合いはしてあ

るんですか？ 

はい、もちろんしておりまして、その上での接近だったんですけど、がれきの山でアクセスで

きなかったとそういうことであります。

はい、わかりました。

●●●●ちょっときて下さい。

●●さん？ 

先導車の・・ 

２Ｆ増田所長 

はい、増田です。電話と両方になってしまったので、武黒さん、ちょっとお待ちいただけます

か？ 

了解。 

少しだけすみません。

はい、了解。 

お待たせ致しました。２Ｆ増田です。お待たせ致しました。すみません。

武黒です。あのですね、えー先ほど総理から何としても今日中に地上からの放水を、げ、ねん、

燃料プールへの水の補給をするようにという指示が出されまして、えー防衛庁や警察も大変今、

精力的に動いて頂いております。そこで、２Ｆにヘリコプターを夜着陸できるようにあのーグ

ランドでしょうかヘッドライトを照らしてまた着陸するということをお願いするようになると

思います。あらかじめそれが十分可能かどうかを今のうちにもう一回確かめておきたいのです
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はしごポンプです。 

それはどこで調達したポンプですか？

当社が調達したもので、そのものは確か火力から借りてきたものです。

警視庁のものとは違うものですね。どのぐらいの揚程があるですか？

４０ﾒｰﾄﾙと聞いておりましたが、正確な数字は確認します。

 

水源の方の準備は多分現場も一生懸命やってくれていると思うので、それと通信機能が８時半

頃の目途ということなのでそれで復旧できたらお互いの協議をよくしてそれで始めるというこ

とにしたいということですね。

そうしたいと思っています。 

という復旧班の計画ですが、これについてどなたかご意見ありませんでしょうか？特になけれ

ば、えー今の件はもう少しよく内容を詰めてもらうことにしろその方向で検討なり準備を進め

るということにしたいと思いますが、その検討はね、ところで福島第一とのそういうやり方を

することについて、あるいは自営消防隊員などによって行うということは、話し合いはしてあ

 

はい、もちろんしておりまして、その上での接近だったんですけど、がれきの山でアクセスで

きなかったとそういうことであります。

はい、わかりました。 

●●●●ちょっときて下さい。

 

 

はい、増田です。電話と両方になってしまったので、武黒さん、ちょっとお待ちいただけます

少しだけすみません。 

 

お待たせ致しました。２Ｆ増田です。お待たせ致しました。すみません。

武黒です。あのですね、えー先ほど総理から何としても今日中に地上からの放水を、げ、ねん、

燃料プールへの水の補給をするようにという指示が出されまして、えー防衛庁や警察も大変今、

精力的に動いて頂いております。そこで、２Ｆにヘリコプターを夜着陸できるようにあのーグ

ランドでしょうかヘッドライトを照らしてまた着陸するということをお願いするようになると

思います。あらかじめそれが十分可能かどうかを今のうちにもう一回確かめておきたいのです
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発言内容

それはどこで調達したポンプですか？ 

当社が調達したもので、そのものは確か火力から借りてきたものです。

警視庁のものとは違うものですね。どのぐらいの揚程があるですか？

４０ﾒｰﾄﾙと聞いておりましたが、正確な数字は確認します。

水源の方の準備は多分現場も一生懸命やってくれていると思うので、それと通信機能が８時半

頃の目途ということなのでそれで復旧できたらお互いの協議をよくしてそれで始めるというこ

とにしたいということですね。 

 

という復旧班の計画ですが、これについてどなたかご意見ありませんでしょうか？特になけれ

ば、えー今の件はもう少しよく内容を詰めてもらうことにしろその方向で検討なり準備を進め

るということにしたいと思いますが、その検討はね、ところで福島第一とのそういうやり方を

することについて、あるいは自営消防隊員などによって行うということは、話し合いはしてあ

はい、もちろんしておりまして、その上での接近だったんですけど、がれきの山でアクセスで

きなかったとそういうことであります。 

●●●●ちょっときて下さい。 

はい、増田です。電話と両方になってしまったので、武黒さん、ちょっとお待ちいただけます

お待たせ致しました。２Ｆ増田です。お待たせ致しました。すみません。

武黒です。あのですね、えー先ほど総理から何としても今日中に地上からの放水を、げ、ねん、

燃料プールへの水の補給をするようにという指示が出されまして、えー防衛庁や警察も大変今、

精力的に動いて頂いております。そこで、２Ｆにヘリコプターを夜着陸できるようにあのーグ

ランドでしょうかヘッドライトを照らしてまた着陸するということをお願いするようになると

思います。あらかじめそれが十分可能かどうかを今のうちにもう一回確かめておきたいのです
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発言内容 

当社が調達したもので、そのものは確か火力から借りてきたものです。

警視庁のものとは違うものですね。どのぐらいの揚程があるですか？

４０ﾒｰﾄﾙと聞いておりましたが、正確な数字は確認します。

水源の方の準備は多分現場も一生懸命やってくれていると思うので、それと通信機能が８時半

頃の目途ということなのでそれで復旧できたらお互いの協議をよくしてそれで始めるというこ

という復旧班の計画ですが、これについてどなたかご意見ありませんでしょうか？特になけれ

ば、えー今の件はもう少しよく内容を詰めてもらうことにしろその方向で検討なり準備を進め

るということにしたいと思いますが、その検討はね、ところで福島第一とのそういうやり方を

することについて、あるいは自営消防隊員などによって行うということは、話し合いはしてあ

はい、もちろんしておりまして、その上での接近だったんですけど、がれきの山でアクセスで

はい、増田です。電話と両方になってしまったので、武黒さん、ちょっとお待ちいただけます

お待たせ致しました。２Ｆ増田です。お待たせ致しました。すみません。

武黒です。あのですね、えー先ほど総理から何としても今日中に地上からの放水を、げ、ねん、

燃料プールへの水の補給をするようにという指示が出されまして、えー防衛庁や警察も大変今、

精力的に動いて頂いております。そこで、２Ｆにヘリコプターを夜着陸できるようにあのーグ

ランドでしょうかヘッドライトを照らしてまた着陸するということをお願いするようになると

思います。あらかじめそれが十分可能かどうかを今のうちにもう一回確かめておきたいのです
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当社が調達したもので、そのものは確か火力から借りてきたものです。 

警視庁のものとは違うものですね。どのぐらいの揚程があるですか？ 

４０ﾒｰﾄﾙと聞いておりましたが、正確な数字は確認します。 

水源の方の準備は多分現場も一生懸命やってくれていると思うので、それと通信機能が８時半

頃の目途ということなのでそれで復旧できたらお互いの協議をよくしてそれで始めるというこ

という復旧班の計画ですが、これについてどなたかご意見ありませんでしょうか？特になけれ

ば、えー今の件はもう少しよく内容を詰めてもらうことにしろその方向で検討なり準備を進め

るということにしたいと思いますが、その検討はね、ところで福島第一とのそういうやり方を

することについて、あるいは自営消防隊員などによって行うということは、話し合いはしてあ

はい、もちろんしておりまして、その上での接近だったんですけど、がれきの山でアクセスで

はい、増田です。電話と両方になってしまったので、武黒さん、ちょっとお待ちいただけます

お待たせ致しました。２Ｆ増田です。お待たせ致しました。すみません。 

武黒です。あのですね、えー先ほど総理から何としても今日中に地上からの放水を、げ、ねん、

燃料プールへの水の補給をするようにという指示が出されまして、えー防衛庁や警察も大変今、

精力的に動いて頂いております。そこで、２Ｆにヘリコプターを夜着陸できるようにあのーグ

ランドでしょうかヘッドライトを照らしてまた着陸するということをお願いするようになると

思います。あらかじめそれが十分可能かどうかを今のうちにもう一回確かめておきたいのです
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することについて、あるいは自営消防隊員などによって行うということは、話し合いはしてあ

はい、もちろんしておりまして、その上での接近だったんですけど、がれきの山でアクセスで

はい、増田です。電話と両方になってしまったので、武黒さん、ちょっとお待ちいただけます
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が。 

それはですね、先週、その前も実績を出しておりますし、我々、受け入れ方は十分わかってる

と思いますのでご安心下さい。しっかりやります。

何分ぐらい前に言っておけば大丈夫ですか？１時間前とかそのぐらいの単位で大丈夫ですか？

ちょっと、お待ち下さい。今もうヘッドライト準備出来てんだよな？おい。ヘリポート準備出

来てるんだろう？ヘッドライト。ちょっとお待ちください。ヘッドライトの準備できてるんだ

ろう？先ほど撤収、今日は来ないといわれたんで、撤収しちゃったっていうので、もう一回準

備します。 

準備をして確認まで済まして下さい。お願いします。

それは了解、わかりました。

はい。 

武黒さん、すみません。ちょっと、２Ｆ増田です。ご確認をさせて下さい。

はい。 

今のお話は先ほどご確認で来ると言っていたはずの人が来るので、バスを前に準備して浴槽つ

きとかいろんな発電機とか投光器が付いたバスを用意しろという意味ですか？

そういう事。 

了解、わかりました。では、全部揃えておきます。わかりました。

はい。 

本店の通信復旧班ですが、作業員が入って中のチェックを始めたという情報が入っております。

以上です。 

電話がしたいんですけれども、電子通信、電子通信の人に電話がしたいんですけれども、電通

の。 

逆洗弁ピット。

今日中にやるってことだから。

誰と調整しているの？作業やるっていっていたから。

最初からピットに落として、逆洗弁ピットにおとして。

何立米くらい？

建設復旧班さん、ちょっと相談したいことがありまして。

えっと、それはノズルの口径が違うっていうのが、本題になっていて、今日最後まですったも

んだしてたんだけど、えーちょっと、●●を変えて、ノズルがなくてもかつ、口径が違っても

いいように途中に仮設のプールをしいて、逆洗弁ピットから仮設のプールまで、水を、バケツ

リレー方式でもって、最後は、そこから、それを消防車でえっということで、そのラインナッ

プ、それはいけると。それで最後、●●いうことでそれは揚程が７５ｍなんですけれども、そ

れが●●まで届くと言うことを期待している。ということで、やるということでこちらは準備
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していますのでよろしくお願いします。

連絡行ったかな？

東京消防庁ですか？

結構、上の人と話せる・・・。

８時半に間に合うように。

日付変わるくらいにカロリーメイトくらい。

探しますから。

本店保安班から報告致します。資材の内、マスクが非常に不足気味だという話は周知の事実だ

と思いますが、今ほどアトックスさんからマスクの除染について助成をいただけるということ

を伺いましたのでお願いしたいと思います。

お願いして下さい。

あともう一点情報共有させて下さい。えっと、本日Ｊヴィレッジにおいて、除染する配電工務

の方が工事終わって引き上げて来るということで除染を計画していたんですが、皆さんあの、

夜を徹して頑張って下さるということで今晩除染が必要なくなりました。ここでトラブルがあ

りまして、実は自衛隊さんにＪヴィレッジに入っていただいて除染のために控えていていただ

いたのですが、お断りすることになりました。ちょっと計画がずさんだったということで反省

しております。自衛隊さんの方にはお詫びを申し上げております。その他、やはり今回いろん

な資材をお願いしているんですが、えーお願いをしっぱなしで、その後やっぱりいらないとか、

ちょっとそういった状況が続いておりますので少し注意が必要かなというふうに思います。本

部で情報共有させて下さい。えー資材を頼んでやはり安全側に頼みたいということがあるんで

すが、確認をしないと運んで下さるえっと労力もありますので、少し気を付けないと、おーだ

いぶ心証が悪くなってきたかなという感触を受けております。以上です。

はい。 

例えばさ、半分は現場で作業をやっていないんだろうけど、彼らが戻ってきたときに除染の必

要あるのかな、作業をやっていないから。

除染をする必要があるかどうか測るんです。それは大丈夫です。

それはやるんだよな。

そうです。それは大丈夫です。全員測っています。

そこは大丈夫。

じゃあ、作業していなければまあ大丈夫なんだ。

まあ、そうですね。うちは必ず測ります。戻ってきた人は。

本店通信復旧班です。ただ今、中を詳細に調べたところ、あのー電源など通信機械はあのー生

きているそうです。原因として考えられるのは、光ファイバーがあの、何らかの理由でばっさ

り切れたかもしれないということで今のところ詳細を調べております。もう、まだちょっとか

かるみたいですのでお待ち下さい。次の手段というのも一緒に考えております。以上です。

２Ｆ増田です。今の電源が生きているというのは無線棟の方ですか？免震棟の方ですか？どち

らでしょう？ 
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例えばさ、半分は現場で作業をやっていないんだろうけど、彼らが戻ってきたときに除染の必

要あるのかな、作業をやっていないから。

除染をする必要があるかどうか測るんです。それは大丈夫です。

それはやるんだよな。 

そうです。それは大丈夫です。全員測っています。

そこは大丈夫。 

じゃあ、作業していなければまあ大丈夫なんだ。

まあ、そうですね。うちは必ず測ります。戻ってきた人は。

本店通信復旧班です。ただ今、中を詳細に調べたところ、あのー電源など通信機械はあのー生

きているそうです。原因として考えられるのは、光ファイバーがあの、何らかの理由でばっさ

り切れたかもしれないということで今のところ詳細を調べております。もう、まだちょっとか

かるみたいですのでお待ち下さい。次の手段というのも一緒に考えております。以上です。

２Ｆ増田です。今の電源が生きているというのは無線棟の方ですか？免震棟の方ですか？どち
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発言内容

すのでよろしくお願いします。 

結構、上の人と話せる・・・。 

 

日付変わるくらいにカロリーメイトくらい。

本店保安班から報告致します。資材の内、マスクが非常に不足気味だという話は周知の事実だ

と思いますが、今ほどアトックスさんからマスクの除染について助成をいただけるということ

を伺いましたのでお願いしたいと思います。

あともう一点情報共有させて下さい。えっと、本日Ｊヴィレッジにおいて、除染する配電工務

の方が工事終わって引き上げて来るということで除染を計画していたんですが、皆さんあの、

夜を徹して頑張って下さるということで今晩除染が必要なくなりました。ここでトラブルがあ

りまして、実は自衛隊さんにＪヴィレッジに入っていただいて除染のために控えていていただ

いたのですが、お断りすることになりました。ちょっと計画がずさんだったということで反省

しております。自衛隊さんの方にはお詫びを申し上げております。その他、やはり今回いろん

お願いしているんですが、えーお願いをしっぱなしで、その後やっぱりいらないとか、

ちょっとそういった状況が続いておりますので少し注意が必要かなというふうに思います。本

部で情報共有させて下さい。えー資材を頼んでやはり安全側に頼みたいということがあるんで

すが、確認をしないと運んで下さるえっと労力もありますので、少し気を付けないと、おーだ

いぶ心証が悪くなってきたかなという感触を受けております。以上です。

例えばさ、半分は現場で作業をやっていないんだろうけど、彼らが戻ってきたときに除染の必

要あるのかな、作業をやっていないから。 

除染をする必要があるかどうか測るんです。それは大丈夫です。

そうです。それは大丈夫です。全員測っています。

じゃあ、作業していなければまあ大丈夫なんだ。

まあ、そうですね。うちは必ず測ります。戻ってきた人は。

本店通信復旧班です。ただ今、中を詳細に調べたところ、あのー電源など通信機械はあのー生

きているそうです。原因として考えられるのは、光ファイバーがあの、何らかの理由でばっさ

り切れたかもしれないということで今のところ詳細を調べております。もう、まだちょっとか

かるみたいですのでお待ち下さい。次の手段というのも一緒に考えております。以上です。

２Ｆ増田です。今の電源が生きているというのは無線棟の方ですか？免震棟の方ですか？どち
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発言内容 

日付変わるくらいにカロリーメイトくらい。 

本店保安班から報告致します。資材の内、マスクが非常に不足気味だという話は周知の事実だ

と思いますが、今ほどアトックスさんからマスクの除染について助成をいただけるということ

を伺いましたのでお願いしたいと思います。 

あともう一点情報共有させて下さい。えっと、本日Ｊヴィレッジにおいて、除染する配電工務

の方が工事終わって引き上げて来るということで除染を計画していたんですが、皆さんあの、

夜を徹して頑張って下さるということで今晩除染が必要なくなりました。ここでトラブルがあ

りまして、実は自衛隊さんにＪヴィレッジに入っていただいて除染のために控えていていただ

いたのですが、お断りすることになりました。ちょっと計画がずさんだったということで反省

しております。自衛隊さんの方にはお詫びを申し上げております。その他、やはり今回いろん

お願いしているんですが、えーお願いをしっぱなしで、その後やっぱりいらないとか、

ちょっとそういった状況が続いておりますので少し注意が必要かなというふうに思います。本

部で情報共有させて下さい。えー資材を頼んでやはり安全側に頼みたいということがあるんで

すが、確認をしないと運んで下さるえっと労力もありますので、少し気を付けないと、おーだ

いぶ心証が悪くなってきたかなという感触を受けております。以上です。

例えばさ、半分は現場で作業をやっていないんだろうけど、彼らが戻ってきたときに除染の必

 

除染をする必要があるかどうか測るんです。それは大丈夫です。

そうです。それは大丈夫です。全員測っています。 

じゃあ、作業していなければまあ大丈夫なんだ。 

まあ、そうですね。うちは必ず測ります。戻ってきた人は。

本店通信復旧班です。ただ今、中を詳細に調べたところ、あのー電源など通信機械はあのー生

きているそうです。原因として考えられるのは、光ファイバーがあの、何らかの理由でばっさ

り切れたかもしれないということで今のところ詳細を調べております。もう、まだちょっとか

かるみたいですのでお待ち下さい。次の手段というのも一緒に考えております。以上です。

２Ｆ増田です。今の電源が生きているというのは無線棟の方ですか？免震棟の方ですか？どち

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

本店保安班から報告致します。資材の内、マスクが非常に不足気味だという話は周知の事実だ

と思いますが、今ほどアトックスさんからマスクの除染について助成をいただけるということ

あともう一点情報共有させて下さい。えっと、本日Ｊヴィレッジにおいて、除染する配電工務

の方が工事終わって引き上げて来るということで除染を計画していたんですが、皆さんあの、

夜を徹して頑張って下さるということで今晩除染が必要なくなりました。ここでトラブルがあ

りまして、実は自衛隊さんにＪヴィレッジに入っていただいて除染のために控えていていただ

いたのですが、お断りすることになりました。ちょっと計画がずさんだったということで反省

しております。自衛隊さんの方にはお詫びを申し上げております。その他、やはり今回いろん

お願いしているんですが、えーお願いをしっぱなしで、その後やっぱりいらないとか、

ちょっとそういった状況が続いておりますので少し注意が必要かなというふうに思います。本

部で情報共有させて下さい。えー資材を頼んでやはり安全側に頼みたいということがあるんで

すが、確認をしないと運んで下さるえっと労力もありますので、少し気を付けないと、おーだ

いぶ心証が悪くなってきたかなという感触を受けております。以上です。 

例えばさ、半分は現場で作業をやっていないんだろうけど、彼らが戻ってきたときに除染の必

除染をする必要があるかどうか測るんです。それは大丈夫です。 

まあ、そうですね。うちは必ず測ります。戻ってきた人は。 

本店通信復旧班です。ただ今、中を詳細に調べたところ、あのー電源など通信機械はあのー生

きているそうです。原因として考えられるのは、光ファイバーがあの、何らかの理由でばっさ

り切れたかもしれないということで今のところ詳細を調べております。もう、まだちょっとか

かるみたいですのでお待ち下さい。次の手段というのも一緒に考えております。以上です。

２Ｆ増田です。今の電源が生きているというのは無線棟の方ですか？免震棟の方ですか？どち
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本店保安班から報告致します。資材の内、マスクが非常に不足気味だという話は周知の事実だ

と思いますが、今ほどアトックスさんからマスクの除染について助成をいただけるということ

あともう一点情報共有させて下さい。えっと、本日Ｊヴィレッジにおいて、除染する配電工務

の方が工事終わって引き上げて来るということで除染を計画していたんですが、皆さんあの、

夜を徹して頑張って下さるということで今晩除染が必要なくなりました。ここでトラブルがあ

りまして、実は自衛隊さんにＪヴィレッジに入っていただいて除染のために控えていていただ

いたのですが、お断りすることになりました。ちょっと計画がずさんだったということで反省

しております。自衛隊さんの方にはお詫びを申し上げております。その他、やはり今回いろん

お願いしているんですが、えーお願いをしっぱなしで、その後やっぱりいらないとか、

ちょっとそういった状況が続いておりますので少し注意が必要かなというふうに思います。本

部で情報共有させて下さい。えー資材を頼んでやはり安全側に頼みたいということがあるんで

すが、確認をしないと運んで下さるえっと労力もありますので、少し気を付けないと、おーだ

 

例えばさ、半分は現場で作業をやっていないんだろうけど、彼らが戻ってきたときに除染の必
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ちょっとそういった状況が続いておりますので少し注意が必要かなというふうに思います。本

部で情報共有させて下さい。えー資材を頼んでやはり安全側に頼みたいということがあるんで

すが、確認をしないと運んで下さるえっと労力もありますので、少し気を付けないと、おーだ
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電源が生きているのはえっと重要免震棟の方です。

無線棟ではないんですね。

無線機室の方は、電源が死んでます。

じゃあ、それでは送れないということですよね。

はい。 

そうするとそこを復旧できるんですか？

そこの電源を生かせるのに配電さんのえっと電源車が帰ってしまったんじゃないかというよう

なちょっと・・・、帰ってない。

配電ですけど、あそこのミッションのためにグランドに発電車を３台置いてあるはずです。そ

う確認してもらえれば。

無線局車の方の電圧は、高圧ですか？低圧ですか？

２００ボルトです。

４５０？あ、じゃあ、２００ボルトだという話ですので、２Ｆからそちらに回した低圧の電源

車を１Ｆの人はどこにあるのか探して下さい。１Ｆにある配電さんが持って行った低圧の電源

車２００ボルトがありますので、それを使って今の無線局を生かせて下さい。

そのような方向でこちらも考えております。

３台は、●●においてあるんだって。ひょっとして４台目があってもれているかもしれない、

別に一台あるかもしれない。

容量がでかいから、

あの、通信復旧班です。今、色々調べているんですが、状況が錯綜していてまだ、もうちょっ

と今後どうするかというのに時間がかかりそうなので、あの、次でどれくらい経てば見通しが

出てくるのかを今考えてもらっていますので、その時に報告させていただきます。

本店本部、福島第二です。一点確認したいことがあります。

はい、どうぞ。本店本部です。

ヘリコプターですけれども、２Ｆに到着時間を再確認したいのですが。

はい、誰が情報を持っているんだ？

はい、今ヘリコプターは百里基地にいまして、そこから１０数分で来るということですが、ま

だちょっと向こうと折衝してますので、折衝次第、ゴーがかかれば２０分ぐらいで２機２回に

分けて来ます。２グループに分かれて来ます。お願いします。

分かりました。では折衝が済んで出発が決まりましたら、連絡お願いします。

はい、了解しました。

あと、実際にヘリが２Ｆに行ってそこで皆さん会議室かどっかで集まって頂いて簡単にブリー

フィングをして、えーまあ着替え等をしてそこからバスでスタートすることになりますけれど
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電源が生きているのはえっと重要免震棟の方です。

無線棟ではないんですね。 

無線機室の方は、電源が死んでます。

じゃあ、それでは送れないということですよね。

そうするとそこを復旧できるんですか？

そこの電源を生かせるのに配電さんのえっと電源車が帰ってしまったんじゃないかというよう

なちょっと・・・、帰ってない。

配電ですけど、あそこのミッションのためにグランドに発電車を３台置いてあるはずです。そ

う確認してもらえれば。 

無線局車の方の電圧は、高圧ですか？低圧ですか？

２００ボルトです。 

４５０？あ、じゃあ、２００ボルトだという話ですので、２Ｆからそちらに回した低圧の電源

車を１Ｆの人はどこにあるのか探して下さい。１Ｆにある配電さんが持って行った低圧の電源

車２００ボルトがありますので、それを使って今の無線局を生かせて下さい。

そのような方向でこちらも考えております。

３台は、●●においてあるんだって。ひょっとして４台目があってもれているかもしれない、

別に一台あるかもしれない。 

容量がでかいから、 

あの、通信復旧班です。今、色々調べているんですが、状況が錯綜していてまだ、もうちょっ

と今後どうするかというのに時間がかかりそうなので、あの、次でどれくらい経てば見通しが

出てくるのかを今考えてもらっていますので、その時に報告させていただきます。

本店本部、福島第二です。一点確認したいことがあります。

はい、どうぞ。本店本部です。

ヘリコプターですけれども、２Ｆに到着時間を再確認したいのですが。

はい、誰が情報を持っているんだ？

はい、今ヘリコプターは百里基地にいまして、そこから１０数分で来るということですが、ま

だちょっと向こうと折衝してますので、折衝次第、ゴーがかかれば２０分ぐらいで２機２回に

分けて来ます。２グループに分かれて来ます。お願いします。

分かりました。では折衝が済んで出発が決まりましたら、連絡お願いします。

はい、了解しました。 

あと、実際にヘリが２Ｆに行ってそこで皆さん会議室かどっかで集まって頂いて簡単にブリー

フィングをして、えーまあ着替え等をしてそこからバスでスタートすることになりますけれど
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も、えっとちょっとその辺りの場所だとか什器の提供をお願いしたいと思っております。

はい、２Ｆ了解しました。対応致します。

具体的には会議室はどこら辺りになりますか？

これからあの確定させます。

はい、それから先ほども話に出てましたけれども、着陸するときに光がないと目標がなくて着

陸できないということになりますので、近づいたときにお知らせ致しますので、是非、車のヘ

ッドライト等を使って着陸できるような算段をよろしくお願いします。

ライトの設営部隊はもうグランドの方で作業を進めております。十分間に合うと思います。

はい。ありがとうございます。

すみません、よろしいですか？通信復旧班から報告がございます。福島第一の通信機械室に入

りまして調査した結果です。新福島向けの光ケーブルが切れてるということが判明しました。

ケーブルか電源かと思っていたのですが、電源なら立ち上がると思ったのですが、ケーブルが

切れているということがわかりました。従いまして、次の手段として衛星局を立ち上げて通話

を確保することと無線局は電源があれば立ち上がるんで電源を立ち上げる、これをやります。

２１時１５分ぐらいに福島第一にその衛星を立ち上げる部隊が入りますので、そこか

立ち上げて通話手段をまず確保します。それと平行して無線局を生かして保安電話を確保する

とこういう手順で進めます。光回線は切れてますので、えーしばらくテレビ会議につきまして

は復旧には時間がかかりますが、通話確保を最優先に致します。申し訳ございません。

はい、その代わり、なるべくなら電話会議ができるようにお願いします。

マイクロが生きれば電話会議できますので、申し訳ございません。

本店ですが、２Ｆさん聞こえますか？

２Ｆ聞こえます。本店どうぞ。

すみません、本店●●ですけれども、１Ｆの方に軽油を運ぼうとしているのですが、軽油のタ

ンクローリーの繋ぎ口がわからないということで、それをわかる人を一生懸命探しています。

本店側には●●経験の●●さんが一人いたのですが、２Ｆの方に１Ｆから避難して体育館いる

方に発電の業務をやった方とかいるかどうかってわかりますか？受け入れ業務をやっている人

が一番詳しいと思うんだけれども、その人がいるんであれば連絡を取りたいんですけど。

ちょっと調べてから連絡します。

お願いします。

すみません、２Ｆ増田です。いまちょっと●●さんが全然ノータッチだった所だったので私が

戻って参りました。

はい。 

ご質問何でしたっけ？すみません。

増田さん、本店の●●ですけれども、あの今聞いていただいたのはですね。１Ｆの方に軽油を

輸送しようと思っていて車と軽油と運転手、繋ぎ組みまでやる運転手は見つかったんですけど、

軽油タンクの場所と取り付け口がわからないんですよね。そこを案内しなければいけなくて、

今全部通信が落ちちゃってるのでこちら側にたまたま１Ｆで●●をやってた●●さんがいたん

で一人行ってもらおうと思うんですけど、やっぱりちょっと繋ぎ口というとちょっとわからな

いんで、今２Ｆの体育館に避難している１Ｆの方の中に発電で受け入れ業務をやったことがあ

る人がいたら大至急アサインしてほしいと思ったんです。
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発言内容

も、えっとちょっとその辺りの場所だとか什器の提供をお願いしたいと思っております。

はい、２Ｆ了解しました。対応致します。 

具体的には会議室はどこら辺りになりますか？

 

はい、それから先ほども話に出てましたけれども、着陸するときに光がないと目標がなくて着

陸できないということになりますので、近づいたときにお知らせ致しますので、是非、車のヘ

ッドライト等を使って着陸できるような算段をよろしくお願いします。

ライトの設営部隊はもうグランドの方で作業を進めております。十分間に合うと思います。

はい。ありがとうございます。 

すみません、よろしいですか？通信復旧班から報告がございます。福島第一の通信機械室に入

りまして調査した結果です。新福島向けの光ケーブルが切れてるということが判明しました。

ケーブルか電源かと思っていたのですが、電源なら立ち上がると思ったのですが、ケーブルが

切れているということがわかりました。従いまして、次の手段として衛星局を立ち上げて通話

を確保することと無線局は電源があれば立ち上がるんで電源を立ち上げる、これをやります。

２１時１５分ぐらいに福島第一にその衛星を立ち上げる部隊が入りますので、そこか

立ち上げて通話手段をまず確保します。それと平行して無線局を生かして保安電話を確保する

とこういう手順で進めます。光回線は切れてますので、えーしばらくテレビ会議につきまして

は復旧には時間がかかりますが、通話確保を最優先に致します。申し訳ございません。

はい、その代わり、なるべくなら電話会議ができるようにお願いします。

マイクロが生きれば電話会議できますので、申し訳ございません。

本店ですが、２Ｆさん聞こえますか？ 

２Ｆ聞こえます。本店どうぞ。 

すみません、本店●●ですけれども、１Ｆの方に軽油を運ぼうとしているのですが、軽油のタ

ンクローリーの繋ぎ口がわからないということで、それをわかる人を一生懸命探しています。

本店側には●●経験の●●さんが一人いたのですが、２Ｆの方に１Ｆから避難して体育館いる

方に発電の業務をやった方とかいるかどうかってわかりますか？受け入れ業務をやっている人

が一番詳しいと思うんだけれども、その人がいるんであれば連絡を取りたいんですけど。
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すみません、２Ｆ増田です。いまちょっと●●さんが全然ノータッチだった所だったので私が
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輸送しようと思っていて車と軽油と運転手、繋ぎ組みまでやる運転手は見つかったんですけど、

軽油タンクの場所と取り付け口がわからないんですよね。そこを案内しなければいけなくて、

今全部通信が落ちちゃってるのでこちら側にたまたま１Ｆで●●をやってた●●さんがいたん
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はい、わかりました。でしたら、体育館にピッチを７、８台渡してあるので、例えば、●●、

●●、●●、●●、この辺を●●でかけて下さい。これでかけると１Ｆの人が出ますから。誰

が出るかわからなんです。７００人いる人に５台を渡してあるんですよ我々から。誰がでるか

わからないんですが、１Ｆの人が出ます。そことやり取りして下さい。

わかりました。ありがとうございます。

よろしくお願いします。

●●さんは電話中なので誰か●●さんのやっている仕事をおわかりになる方、ちょっとだけ確

認したいんですけどいいですか？

誰もいませんけど、●●が引継ぎます。

本店の●●からは私のところに１Ｆに、１ＦにＤ／Ｇの分かる人を送り込んで下さいという電

話がかかってきて、それはそれで一つ送る車を仕立てました。そしたらもう一つ掃除機とチャ

コールフィルターを持ってきてくれっていう電話がかかってきて、これを広野に取りに行かく

ちゃならないので今何とかしなくちゃならないので動こうとしているんですが、その車と今の

軽油と例えば一緒に行ってもらっていいですか？ちょっと広野経由だと時間がかかってしまう

ので、車がないものですからどこかを効率的にするんだけど時間の観念と効率化とどっちか選

べるか確認したくて電話で聞いているんですけど。

至急確認して折り返し連絡します。いいですか？それで？

はい、よろしくお願いします。ただ、こっちも準備が整っちゃうと早く行けと言いたくなるの

でせいぜい１０分ぐらいでやってくれると有り難いです。

了解、了解。はい。

オフサイトセンターですけど、本部聞こえますか？武黒さんはお話中なので別の方で結構です。

本部聞こえます。

１Ｆの通信に問題があるということは聞いてますけど、あとその他の作業環境も含めてどんな

状況なんでしょうか？ちょっと情報が我々もよく見えてないのでちょっとみなさん、オフサイ

トセンターの皆さんにもお伝えしなければいけないので教えていただければ有り難いですけど

も。 

一つ片づけたらすぐご連絡します。

はい、お願いします。

小森さんお待たせ致しました。●●です。

はい、お願いします。

実は午後からですね、福島第一との通信が途切れてしまいまして向こうとの通信がまだ繋がっ

ていません。 

はい、それは聞いております。復旧作業中なのですか？

復旧作業中です。通信回路の内の回路ではない光ファイバーが切れちゃってこれには相当の時

間がかかるということでまだ繋がっていませんが、いずれ電話会議で繋げようという状況に、

であります。それで今日の議論はですね、まず、ヘリコプターを途中までご案内の通りだと思
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わからないんですが、１Ｆの人が出ます。そことやり取りして下さい。

わかりました。ありがとうございます。

よろしくお願いします。 

●●さんは電話中なので誰か●●さんのやっている仕事をおわかりになる方、ちょっとだけ確

認したいんですけどいいですか？

誰もいませんけど、●●が引継ぎます。

本店の●●からは私のところに１Ｆに、１ＦにＤ／Ｇの分かる人を送り込んで下さいという電

話がかかってきて、それはそれで一つ送る車を仕立てました。そしたらもう一つ掃除機とチャ

コールフィルターを持ってきてくれっていう電話がかかってきて、これを広野に取りに行かく

ちゃならないので今何とかしなくちゃならないので動こうとしているんですが、その車と今の

軽油と例えば一緒に行ってもらっていいですか？ちょっと広野経由だと時間がかかってしまう

ので、車がないものですからどこかを効率的にするんだけど時間の観念と効率化とどっちか選

認したくて電話で聞いているんですけど。

至急確認して折り返し連絡します。いいですか？それで？

はい、よろしくお願いします。ただ、こっちも準備が整っちゃうと早く行けと言いたくなるの

でせいぜい１０分ぐらいでやってくれると有り難いです。

了解、了解。はい。 

オフサイトセンターですけど、本部聞こえますか？武黒さんはお話中なので別の方で結構です。

本部聞こえます。 

１Ｆの通信に問題があるということは聞いてますけど、あとその他の作業環境も含めてどんな

状況なんでしょうか？ちょっと情報が我々もよく見えてないのでちょっとみなさん、オフサイ

トセンターの皆さんにもお伝えしなければいけないので教えていただければ有り難いですけど

一つ片づけたらすぐご連絡します。

はい、お願いします。 

小森さんお待たせ致しました。●●です。

はい、お願いします。 

実は午後からですね、福島第一との通信が途切れてしまいまして向こうとの通信がまだ繋がっ

 

はい、それは聞いております。復旧作業中なのですか？

復旧作業中です。通信回路の内の回路ではない光ファイバーが切れちゃってこれには相当の時

間がかかるということでまだ繋がっていませんが、いずれ電話会議で繋げようという状況に、

であります。それで今日の議論はですね、まず、ヘリコプターを途中までご案内の通りだと思
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いますが、ヘリコプター、自衛隊ヘリのミッションとそれから警察の地上放水ミッション、ヘ

リコプターはご案内の通りで、飛んだは飛んだんですが、あのー偵察機は飛んだんですけど実

際にそのえっと、水を積んで水をまくヘリコプターは線量の制限にひっかかってしまって今日

は作業は取り止めということになりました。それでずっとやめちゃうかと必ずしもそういうこ

とではなくて、海江田大臣の方は明日までこれを引き続きチャレンジするんだと頼もしいお言

葉をいただきましたので明日以降またチャレンジということになろうと思います。それから地

上からあの、のっぽな消防車による放水でありますが、これは４号機をターゲットとしてえっ

と途中まで段取りがありました。それでこれにはですね、●●さんをトップとして放管の人２

人、が、警察のヘリコプターに同乗してですね、こちらの方まで来ると、それから米国のとて

もすごい高性能の

高い位置からの７０ｍの位置からの放水をするという計画をしておりましたけれども、これに

ついてはあの、全ての物が到着するまでに立ち至りませんで明日以降の移動ということになり

ます。この細々と調整をしていただいているんですけど、なかなか調整というのは大変な部分

がありましてこれについては大変国にご苦労いただいたわけですけれども、明日からは経産省

さんの方でまとめて取りまとめを行っていただけるということで、我々も全面的に協力という

か、得たことに対して精

ども、これは火力から借りてきた背高のっぽのですね、あのこれは揚程が４０ｍですけれども

これが昨日のうちに２Ｆから１Ｆの方まで移動しておりまして、えーターゲットであるところ

の３号機、今日は４号機に変わりましたが、３号機のだいだい手前１００ｍくらいのところま

で昨日の段階で近づいておりました。がれきをこれ今日、目の前のものを払っていただいてア

クセスできるような状況になっておったわけですけれども、先ほどのヘリコプターのいろんな

手当ですとかその他の諸々の事に

らはそのものについて今日ターゲットのすぐそばまで、あの、はしご消防車が接近したかどう

かということについては今のところ確認できておりません。その辺は冒頭申し上げたように通

信回路が切れちゃったもんですから実態が確認できていない状況です。ただし、夕刻、総理大

臣名で本日中に地上からの放水活動をせよと指示、指示命令文書が発出されましたので、それ

をもちろん平行で受ける形でこの最後のものについては今夜中にホースの繋ぎ混み、それから

いつでもその散水できるようにしたいとい

す。ベース的なものの考え方は今朝の段階で既に１Ｆとも共有してますので、物事にうまくい

ってさえいれば今夜中にもうまくいけばですけれども、それができるといったことになろうか

と思いますけれど、なにせ通信がうまくいっていないので確認は現在のところはできておりま

せん。以上を纏めますと、ヘリコプターについては予定通り残念ながらいかなかった。これは

線量の制限だった。それからえっと警察の地上放水ミッションについても残念ながら今日中に

全部やろうというところまで至らなかった。最後の

もうしますか、それについてはどこまで進捗しているかというのはこれからの確認ということ

になってまして、運転員の方の技量が十分であるということが確認できれば、うまくいけば今

夜できますけれど、それを確認しないうちに見切り発車というものはなかなか難しいものです

から一定のきっちりとしたの確認が必要とかなとその後での放水と段取らなければならないの

かと、えっと少し最後の部分については流動的でありますけれども、そんな状況に今日はなり

ました。放水行為については、ひとまず以上です。

いずれにしても通信の復旧というのが、作業の状況確認という意味合いでも重要ということで

それは１、２時間のオーダーかどうかと言っても結局まだわからないということなのかな？

ちょっとわかりませんが、ただ画像が出なくてもですね、電話会議はできますのでそれについ

ては大車輪で通信復旧班が動いてくれているところであります。

ＰＨＳみたいなものはもうほとんど外の屋外の現場としては通信機能は何ですか？

はい、あの携帯もピッチもまったく通じなくなりまして、唯一衛星電話だけは繋がりますけれ

ども、屋外でないと駄目だということで、屋外に出るための一定の装備がいるのでそういうこ

とで伝言ゲームのような私も吉田所長とは伝言ゲームでのやりとりといったことに制限されま

した。なので、衛星回線がもっといっぱいぱーっとできるとある程度通信も完備になるかと思

うんですけれども、いずれにしても電子通信部の復活に対するご努力に

す。 

あと、プラントのパラメータっていうのがあまり更新されないままきているんだけれども、そ

れぞれのまあ容易ならざる状態ではあるんだけれどもやはりクリティカルになりそうなところ

には作業を待つという以外にちゃんとウォッチするということはやらないといけないので、そ

こはちゃんとそこを見ている人をやっぱ貼り付けておいてもらいたいし、そこのところなかな

かデータがないんで、評価しにくいとは思うんだけれども、そういうのをちゃんとラップアッ

プしてほしいと思うんですけどね。

おっしゃるとおりだと思っておりまして、今日の朝の会議で申し上げましたけれども、航空写

真が入手できておりまして４号の屋根が落ちている事が新たにわかりました。そういたします

と、１号、３号、４号の屋根が落っこちているわけですから上から見かける条件といいますの
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いますが、ヘリコプター、自衛隊ヘリのミッションとそれから警察の地上放水ミッション、ヘ

リコプターはご案内の通りで、飛んだは飛んだんですが、あのー偵察機は飛んだんですけど実

際にそのえっと、水を積んで水をまくヘリコプターは線量の制限にひっかかってしまって今日

取り止めということになりました。それでずっとやめちゃうかと必ずしもそういうこ

とではなくて、海江田大臣の方は明日までこれを引き続きチャレンジするんだと頼もしいお言

葉をいただきましたので明日以降またチャレンジということになろうと思います。それから地

上からあの、のっぽな消防車による放水でありますが、これは４号機をターゲットとしてえっ

と途中まで段取りがありました。それでこれにはですね、●●さんをトップとして放管の人２

人、が、警察のヘリコプターに同乗してですね、こちらの方まで来ると、それから米国のとて

もすごい高性能の消火器、消火装置を取り寄せていただきましてこれを使ってえーさきほどの、

高い位置からの７０ｍの位置からの放水をするという計画をしておりましたけれども、これに

ついてはあの、全ての物が到着するまでに立ち至りませんで明日以降の移動ということになり

ます。この細々と調整をしていただいているんですけど、なかなか調整というのは大変な部分

がありましてこれについては大変国にご苦労いただいたわけですけれども、明日からは経産省

さんの方でまとめて取りまとめを行っていただけるということで、我々も全面的に協力という

か、得たことに対して精一杯努力するということになると思います。それから３つ目ですけれ

ども、これは火力から借りてきた背高のっぽのですね、あのこれは揚程が４０ｍですけれども

これが昨日のうちに２Ｆから１Ｆの方まで移動しておりまして、えーターゲットであるところ

の３号機、今日は４号機に変わりましたが、３号機のだいだい手前１００ｍくらいのところま

で昨日の段階で近づいておりました。がれきをこれ今日、目の前のものを払っていただいてア

クセスできるような状況になっておったわけですけれども、先ほどのヘリコプターのいろんな

手当ですとかその他の諸々の事に

らはそのものについて今日ターゲットのすぐそばまで、あの、はしご消防車が接近したかどう

かということについては今のところ確認できておりません。その辺は冒頭申し上げたように通

信回路が切れちゃったもんですから実態が確認できていない状況です。ただし、夕刻、総理大

臣名で本日中に地上からの放水活動をせよと指示、指示命令文書が発出されましたので、それ

をもちろん平行で受ける形でこの最後のものについては今夜中にホースの繋ぎ混み、それから

いつでもその散水できるようにしたいとい

す。ベース的なものの考え方は今朝の段階で既に１Ｆとも共有してますので、物事にうまくい

ってさえいれば今夜中にもうまくいけばですけれども、それができるといったことになろうか

と思いますけれど、なにせ通信がうまくいっていないので確認は現在のところはできておりま

せん。以上を纏めますと、ヘリコプターについては予定通り残念ながらいかなかった。これは

線量の制限だった。それからえっと警察の地上放水ミッションについても残念ながら今日中に

全部やろうというところまで至らなかった。最後の

もうしますか、それについてはどこまで進捗しているかというのはこれからの確認ということ

になってまして、運転員の方の技量が十分であるということが確認できれば、うまくいけば今

夜できますけれど、それを確認しないうちに見切り発車というものはなかなか難しいものです

から一定のきっちりとしたの確認が必要とかなとその後での放水と段取らなければならないの

かと、えっと少し最後の部分については流動的でありますけれども、そんな状況に今日はなり

ました。放水行為については、ひとまず以上です。

いずれにしても通信の復旧というのが、作業の状況確認という意味合いでも重要ということで

それは１、２時間のオーダーかどうかと言っても結局まだわからないということなのかな？

ちょっとわかりませんが、ただ画像が出なくてもですね、電話会議はできますのでそれについ

ては大車輪で通信復旧班が動いてくれているところであります。

ＰＨＳみたいなものはもうほとんど外の屋外の現場としては通信機能は何ですか？

はい、あの携帯もピッチもまったく通じなくなりまして、唯一衛星電話だけは繋がりますけれ

ども、屋外でないと駄目だということで、屋外に出るための一定の装備がいるのでそういうこ

とで伝言ゲームのような私も吉田所長とは伝言ゲームでのやりとりといったことに制限されま

した。なので、衛星回線がもっといっぱいぱーっとできるとある程度通信も完備になるかと思

うんですけれども、いずれにしても電子通信部の復活に対するご努力に

あと、プラントのパラメータっていうのがあまり更新されないままきているんだけれども、そ

れぞれのまあ容易ならざる状態ではあるんだけれどもやはりクリティカルになりそうなところ

には作業を待つという以外にちゃんとウォッチするということはやらないといけないので、そ

こはちゃんとそこを見ている人をやっぱ貼り付けておいてもらいたいし、そこのところなかな

かデータがないんで、評価しにくいとは思うんだけれども、そういうのをちゃんとラップアッ

プしてほしいと思うんですけどね。

おっしゃるとおりだと思っておりまして、今日の朝の会議で申し上げましたけれども、航空写

真が入手できておりまして４号の屋根が落ちている事が新たにわかりました。そういたします

と、１号、３号、４号の屋根が落っこちているわけですから上から見かける条件といいますの
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いますが、ヘリコプター、自衛隊ヘリのミッションとそれから警察の地上放水ミッション、ヘ

リコプターはご案内の通りで、飛んだは飛んだんですが、あのー偵察機は飛んだんですけど実

際にそのえっと、水を積んで水をまくヘリコプターは線量の制限にひっかかってしまって今日

取り止めということになりました。それでずっとやめちゃうかと必ずしもそういうこ

とではなくて、海江田大臣の方は明日までこれを引き続きチャレンジするんだと頼もしいお言

葉をいただきましたので明日以降またチャレンジということになろうと思います。それから地

上からあの、のっぽな消防車による放水でありますが、これは４号機をターゲットとしてえっ

と途中まで段取りがありました。それでこれにはですね、●●さんをトップとして放管の人２

人、が、警察のヘリコプターに同乗してですね、こちらの方まで来ると、それから米国のとて

消火器、消火装置を取り寄せていただきましてこれを使ってえーさきほどの、

高い位置からの７０ｍの位置からの放水をするという計画をしておりましたけれども、これに

ついてはあの、全ての物が到着するまでに立ち至りませんで明日以降の移動ということになり

ます。この細々と調整をしていただいているんですけど、なかなか調整というのは大変な部分

がありましてこれについては大変国にご苦労いただいたわけですけれども、明日からは経産省

さんの方でまとめて取りまとめを行っていただけるということで、我々も全面的に協力という

一杯努力するということになると思います。それから３つ目ですけれ

ども、これは火力から借りてきた背高のっぽのですね、あのこれは揚程が４０ｍですけれども

これが昨日のうちに２Ｆから１Ｆの方まで移動しておりまして、えーターゲットであるところ

の３号機、今日は４号機に変わりましたが、３号機のだいだい手前１００ｍくらいのところま

で昨日の段階で近づいておりました。がれきをこれ今日、目の前のものを払っていただいてア

クセスできるような状況になっておったわけですけれども、先ほどのヘリコプターのいろんな

手当ですとかその他の諸々の事に忙殺されたということもあろうかと思いますけれど、当方か

らはそのものについて今日ターゲットのすぐそばまで、あの、はしご消防車が接近したかどう

かということについては今のところ確認できておりません。その辺は冒頭申し上げたように通

信回路が切れちゃったもんですから実態が確認できていない状況です。ただし、夕刻、総理大

臣名で本日中に地上からの放水活動をせよと指示、指示命令文書が発出されましたので、それ

をもちろん平行で受ける形でこの最後のものについては今夜中にホースの繋ぎ混み、それから

いつでもその散水できるようにしたいということで動いております。本店として動いておりま

す。ベース的なものの考え方は今朝の段階で既に１Ｆとも共有してますので、物事にうまくい

ってさえいれば今夜中にもうまくいけばですけれども、それができるといったことになろうか

と思いますけれど、なにせ通信がうまくいっていないので確認は現在のところはできておりま

せん。以上を纏めますと、ヘリコプターについては予定通り残念ながらいかなかった。これは

線量の制限だった。それからえっと警察の地上放水ミッションについても残念ながら今日中に

全部やろうというところまで至らなかった。最後の

もうしますか、それについてはどこまで進捗しているかというのはこれからの確認ということ

になってまして、運転員の方の技量が十分であるということが確認できれば、うまくいけば今

夜できますけれど、それを確認しないうちに見切り発車というものはなかなか難しいものです

から一定のきっちりとしたの確認が必要とかなとその後での放水と段取らなければならないの

かと、えっと少し最後の部分については流動的でありますけれども、そんな状況に今日はなり

ました。放水行為については、ひとまず以上です。

いずれにしても通信の復旧というのが、作業の状況確認という意味合いでも重要ということで

それは１、２時間のオーダーかどうかと言っても結局まだわからないということなのかな？

ちょっとわかりませんが、ただ画像が出なくてもですね、電話会議はできますのでそれについ

ては大車輪で通信復旧班が動いてくれているところであります。

ＰＨＳみたいなものはもうほとんど外の屋外の現場としては通信機能は何ですか？

はい、あの携帯もピッチもまったく通じなくなりまして、唯一衛星電話だけは繋がりますけれ

ども、屋外でないと駄目だということで、屋外に出るための一定の装備がいるのでそういうこ

とで伝言ゲームのような私も吉田所長とは伝言ゲームでのやりとりといったことに制限されま

した。なので、衛星回線がもっといっぱいぱーっとできるとある程度通信も完備になるかと思

うんですけれども、いずれにしても電子通信部の復活に対するご努力に

あと、プラントのパラメータっていうのがあまり更新されないままきているんだけれども、そ

れぞれのまあ容易ならざる状態ではあるんだけれどもやはりクリティカルになりそうなところ

には作業を待つという以外にちゃんとウォッチするということはやらないといけないので、そ

こはちゃんとそこを見ている人をやっぱ貼り付けておいてもらいたいし、そこのところなかな

かデータがないんで、評価しにくいとは思うんだけれども、そういうのをちゃんとラップアッ

プしてほしいと思うんですけどね。 

おっしゃるとおりだと思っておりまして、今日の朝の会議で申し上げましたけれども、航空写

真が入手できておりまして４号の屋根が落ちている事が新たにわかりました。そういたします

と、１号、３号、４号の屋根が落っこちているわけですから上から見かける条件といいますの
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取り止めということになりました。それでずっとやめちゃうかと必ずしもそういうこ
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ます。この細々と調整をしていただいているんですけど、なかなか調整というのは大変な部分

がありましてこれについては大変国にご苦労いただいたわけですけれども、明日からは経産省

さんの方でまとめて取りまとめを行っていただけるということで、我々も全面的に協力という

一杯努力するということになると思います。それから３つ目ですけれ

ども、これは火力から借りてきた背高のっぽのですね、あのこれは揚程が４０ｍですけれども

これが昨日のうちに２Ｆから１Ｆの方まで移動しておりまして、えーターゲットであるところ

の３号機、今日は４号機に変わりましたが、３号機のだいだい手前１００ｍくらいのところま

で昨日の段階で近づいておりました。がれきをこれ今日、目の前のものを払っていただいてア

クセスできるような状況になっておったわけですけれども、先ほどのヘリコプターのいろんな

忙殺されたということもあろうかと思いますけれど、当方か

らはそのものについて今日ターゲットのすぐそばまで、あの、はしご消防車が接近したかどう

かということについては今のところ確認できておりません。その辺は冒頭申し上げたように通

信回路が切れちゃったもんですから実態が確認できていない状況です。ただし、夕刻、総理大

臣名で本日中に地上からの放水活動をせよと指示、指示命令文書が発出されましたので、それ

をもちろん平行で受ける形でこの最後のものについては今夜中にホースの繋ぎ混み、それから

うことで動いております。本店として動いておりま

す。ベース的なものの考え方は今朝の段階で既に１Ｆとも共有してますので、物事にうまくい

ってさえいれば今夜中にもうまくいけばですけれども、それができるといったことになろうか

と思いますけれど、なにせ通信がうまくいっていないので確認は現在のところはできておりま

せん。以上を纏めますと、ヘリコプターについては予定通り残念ながらいかなかった。これは

線量の制限だった。それからえっと警察の地上放水ミッションについても残念ながら今日中に

その南明、火力から借りてきた消火装置と

もうしますか、それについてはどこまで進捗しているかというのはこれからの確認ということ

になってまして、運転員の方の技量が十分であるということが確認できれば、うまくいけば今

夜できますけれど、それを確認しないうちに見切り発車というものはなかなか難しいものです

から一定のきっちりとしたの確認が必要とかなとその後での放水と段取らなければならないの

かと、えっと少し最後の部分については流動的でありますけれども、そんな状況に今日はなり

いずれにしても通信の復旧というのが、作業の状況確認という意味合いでも重要ということで

それは１、２時間のオーダーかどうかと言っても結局まだわからないということなのかな？

ちょっとわかりませんが、ただ画像が出なくてもですね、電話会議はできますのでそれについ

ては大車輪で通信復旧班が動いてくれているところであります。 

ＰＨＳみたいなものはもうほとんど外の屋外の現場としては通信機能は何ですか？

はい、あの携帯もピッチもまったく通じなくなりまして、唯一衛星電話だけは繋がりますけれ

ども、屋外でないと駄目だということで、屋外に出るための一定の装備がいるのでそういうこ

とで伝言ゲームのような私も吉田所長とは伝言ゲームでのやりとりといったことに制限されま

した。なので、衛星回線がもっといっぱいぱーっとできるとある程度通信も完備になるかと思

うんですけれども、いずれにしても電子通信部の復活に対するご努力に頼るしかないと思いま

あと、プラントのパラメータっていうのがあまり更新されないままきているんだけれども、そ

れぞれのまあ容易ならざる状態ではあるんだけれどもやはりクリティカルになりそうなところ

には作業を待つという以外にちゃんとウォッチするということはやらないといけないので、そ

こはちゃんとそこを見ている人をやっぱ貼り付けておいてもらいたいし、そこのところなかな

かデータがないんで、評価しにくいとは思うんだけれども、そういうのをちゃんとラップアッ

おっしゃるとおりだと思っておりまして、今日の朝の会議で申し上げましたけれども、航空写

真が入手できておりまして４号の屋根が落ちている事が新たにわかりました。そういたします

と、１号、３号、４号の屋根が落っこちているわけですから上から見かける条件といいますの
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取り止めということになりました。それでずっとやめちゃうかと必ずしもそういうこ

とではなくて、海江田大臣の方は明日までこれを引き続きチャレンジするんだと頼もしいお言
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は整ったわけですが、同時にその航空写真から得られる情報というのは２号はブローアウトパ

ネルの隙間から、３号は屋根の上から、それぞれ湯気が出てますけれども、１号と４号はその

湯気が確認できません。ということは、甘い見方をすればまだ水につかっているということで

すし、逆の見方をすればもう乾いちゃっているということなので、これを放っておくとですと、

もし乾いている場合それを放っておくとメルトダウンですから非常に危機的な状態である、従

ってこれを可及的速やかに水をかけなければいけない・・・

すみません、ちょっとお話なんですが、重大な報告をさせていただきます。

はい、いったん中止。

今、通信回線が途絶えているんですけれども、送電の作業で大熊線の作業を行っていたところ

に間違ってグランドワイヤを切ったＯＰＷを切ったというふうな報告がございました。新福島

変電所でございます。今、直営で復旧はできるということでいま聞いておりますけれども、物

が今手配するということでございます。ちょっと復旧時間についてはまだわかっておりません。

大変申し訳ございません。

そうすると電話会議のシステムはどうなるですか？

それが原因で全部切れたのですが、それの暫定策として少なくても電話だけでも立ち上げよう

ということで、今先ほど●●が言いましたように衛星車を立ち上げるようなことを考えており

ます。いまもう作業に、これから作業に入るということですので、今しばらくお待ちいただけ

れば電話だけは何回線かこういう共有ができるかということはちょっと難しい。

この用具を使って共有はできないのですか？

それはちょっと難しいです。

無理？そうすると一個一個こう言った電話でやるということ？

それを何回線か生かせるかどうか。

スピーカーホーンみないなものはないの？

そうですね。すぐにはないんですね。

どうしてこれ使えないの？

衛星で生かせると外なので中にケーブルを引き込む時に外は放射線が高いのでそのケーブルが

使えないんです。

いずれにせよ、使えないのね。今更理由聞いてもしょうがないから、そうすると、一個一個こ

うやってやらないとならないのね。

外からＰＨＳの基地局を外側に建ててその無線で中に飛ばすとガラスから中に入れるというよ

うなちょっと作業を今行っています。

それが一番早い方法？

それが一番早い方法。

理屈を言っても始まらないから一番早い方法をやって下さい。

はい、わかりました。申し訳ございません。
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は整ったわけですが、同時にその航空写真から得られる情報というのは２号はブローアウトパ

ネルの隙間から、３号は屋根の上から、それぞれ湯気が出てますけれども、１号と４号はその

湯気が確認できません。ということは、甘い見方をすればまだ水につかっているということで

の見方をすればもう乾いちゃっているということなので、これを放っておくとですと、

もし乾いている場合それを放っておくとメルトダウンですから非常に危機的な状態である、従

ってこれを可及的速やかに水をかけなければいけない・・・

すみません、ちょっとお話なんですが、重大な報告をさせていただきます。

はい、いったん中止。 

今、通信回線が途絶えているんですけれども、送電の作業で大熊線の作業を行っていたところ

に間違ってグランドワイヤを切ったＯＰＷを切ったというふうな報告がございました。新福島

変電所でございます。今、直営で復旧はできるということでいま聞いておりますけれども、物

が今手配するということでございます。ちょっと復旧時間についてはまだわかっておりません。

大変申し訳ございません。 

そうすると電話会議のシステムはどうなるですか？

それが原因で全部切れたのですが、それの暫定策として少なくても電話だけでも立ち上げよう

ということで、今先ほど●●が言いましたように衛星車を立ち上げるようなことを考えており

ます。いまもう作業に、これから作業に入るということですので、今しばらくお待ちいただけ

れば電話だけは何回線かこういう共有ができるかということはちょっと難しい。

この用具を使って共有はできないのですか？

それはちょっと難しいです。 

無理？そうすると一個一個こう言った電話でやるということ？

それを何回線か生かせるかどうか。

スピーカーホーンみないなものはないの？

そうですね。すぐにはないんですね。

どうしてこれ使えないの？ 

衛星で生かせると外なので中にケーブルを引き込む時に外は放射線が高いのでそのケーブルが

使えないんです。 

いずれにせよ、使えないのね。今更理由聞いてもしょうがないから、そうすると、一個一個こ

うやってやらないとならないのね。

外からＰＨＳの基地局を外側に建ててその無線で中に飛ばすとガラスから中に入れるというよ

うなちょっと作業を今行っています。

それが一番早い方法？ 

それが一番早い方法。 

理屈を言っても始まらないから一番早い方法をやって下さい。

はい、わかりました。申し訳ございません。
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発言内容

は整ったわけですが、同時にその航空写真から得られる情報というのは２号はブローアウトパ

ネルの隙間から、３号は屋根の上から、それぞれ湯気が出てますけれども、１号と４号はその

湯気が確認できません。ということは、甘い見方をすればまだ水につかっているということで

の見方をすればもう乾いちゃっているということなので、これを放っておくとですと、

もし乾いている場合それを放っておくとメルトダウンですから非常に危機的な状態である、従

ってこれを可及的速やかに水をかけなければいけない・・・

すみません、ちょっとお話なんですが、重大な報告をさせていただきます。

今、通信回線が途絶えているんですけれども、送電の作業で大熊線の作業を行っていたところ

に間違ってグランドワイヤを切ったＯＰＷを切ったというふうな報告がございました。新福島

変電所でございます。今、直営で復旧はできるということでいま聞いておりますけれども、物

が今手配するということでございます。ちょっと復旧時間についてはまだわかっておりません。

 

そうすると電話会議のシステムはどうなるですか？

それが原因で全部切れたのですが、それの暫定策として少なくても電話だけでも立ち上げよう

ということで、今先ほど●●が言いましたように衛星車を立ち上げるようなことを考えており

ます。いまもう作業に、これから作業に入るということですので、今しばらくお待ちいただけ

れば電話だけは何回線かこういう共有ができるかということはちょっと難しい。

この用具を使って共有はできないのですか？

 

無理？そうすると一個一個こう言った電話でやるということ？

それを何回線か生かせるかどうか。 

スピーカーホーンみないなものはないの？ 

そうですね。すぐにはないんですね。 

 

衛星で生かせると外なので中にケーブルを引き込む時に外は放射線が高いのでそのケーブルが

いずれにせよ、使えないのね。今更理由聞いてもしょうがないから、そうすると、一個一個こ

うやってやらないとならないのね。 

外からＰＨＳの基地局を外側に建ててその無線で中に飛ばすとガラスから中に入れるというよ

うなちょっと作業を今行っています。 

理屈を言っても始まらないから一番早い方法をやって下さい。

はい、わかりました。申し訳ございません。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

は整ったわけですが、同時にその航空写真から得られる情報というのは２号はブローアウトパ

ネルの隙間から、３号は屋根の上から、それぞれ湯気が出てますけれども、１号と４号はその

湯気が確認できません。ということは、甘い見方をすればまだ水につかっているということで

の見方をすればもう乾いちゃっているということなので、これを放っておくとですと、

もし乾いている場合それを放っておくとメルトダウンですから非常に危機的な状態である、従

ってこれを可及的速やかに水をかけなければいけない・・・

すみません、ちょっとお話なんですが、重大な報告をさせていただきます。

今、通信回線が途絶えているんですけれども、送電の作業で大熊線の作業を行っていたところ

に間違ってグランドワイヤを切ったＯＰＷを切ったというふうな報告がございました。新福島

変電所でございます。今、直営で復旧はできるということでいま聞いておりますけれども、物

が今手配するということでございます。ちょっと復旧時間についてはまだわかっておりません。

そうすると電話会議のシステムはどうなるですか？ 

それが原因で全部切れたのですが、それの暫定策として少なくても電話だけでも立ち上げよう

ということで、今先ほど●●が言いましたように衛星車を立ち上げるようなことを考えており

ます。いまもう作業に、これから作業に入るということですので、今しばらくお待ちいただけ

れば電話だけは何回線かこういう共有ができるかということはちょっと難しい。

この用具を使って共有はできないのですか？ 

無理？そうすると一個一個こう言った電話でやるということ？

 

衛星で生かせると外なので中にケーブルを引き込む時に外は放射線が高いのでそのケーブルが

いずれにせよ、使えないのね。今更理由聞いてもしょうがないから、そうすると、一個一個こ

外からＰＨＳの基地局を外側に建ててその無線で中に飛ばすとガラスから中に入れるというよ

理屈を言っても始まらないから一番早い方法をやって下さい。

はい、わかりました。申し訳ございません。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

は整ったわけですが、同時にその航空写真から得られる情報というのは２号はブローアウトパ

ネルの隙間から、３号は屋根の上から、それぞれ湯気が出てますけれども、１号と４号はその

湯気が確認できません。ということは、甘い見方をすればまだ水につかっているということで

の見方をすればもう乾いちゃっているということなので、これを放っておくとですと、

もし乾いている場合それを放っておくとメルトダウンですから非常に危機的な状態である、従

ってこれを可及的速やかに水をかけなければいけない・・・ 

すみません、ちょっとお話なんですが、重大な報告をさせていただきます。

今、通信回線が途絶えているんですけれども、送電の作業で大熊線の作業を行っていたところ

に間違ってグランドワイヤを切ったＯＰＷを切ったというふうな報告がございました。新福島

変電所でございます。今、直営で復旧はできるということでいま聞いておりますけれども、物

が今手配するということでございます。ちょっと復旧時間についてはまだわかっておりません。

それが原因で全部切れたのですが、それの暫定策として少なくても電話だけでも立ち上げよう

ということで、今先ほど●●が言いましたように衛星車を立ち上げるようなことを考えており

ます。いまもう作業に、これから作業に入るということですので、今しばらくお待ちいただけ

れば電話だけは何回線かこういう共有ができるかということはちょっと難しい。

無理？そうすると一個一個こう言った電話でやるということ？ 

衛星で生かせると外なので中にケーブルを引き込む時に外は放射線が高いのでそのケーブルが

いずれにせよ、使えないのね。今更理由聞いてもしょうがないから、そうすると、一個一個こ

外からＰＨＳの基地局を外側に建ててその無線で中に飛ばすとガラスから中に入れるというよ

理屈を言っても始まらないから一番早い方法をやって下さい。 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

は整ったわけですが、同時にその航空写真から得られる情報というのは２号はブローアウトパ

ネルの隙間から、３号は屋根の上から、それぞれ湯気が出てますけれども、１号と４号はその

湯気が確認できません。ということは、甘い見方をすればまだ水につかっているということで

の見方をすればもう乾いちゃっているということなので、これを放っておくとですと、

もし乾いている場合それを放っておくとメルトダウンですから非常に危機的な状態である、従

すみません、ちょっとお話なんですが、重大な報告をさせていただきます。 

今、通信回線が途絶えているんですけれども、送電の作業で大熊線の作業を行っていたところ

に間違ってグランドワイヤを切ったＯＰＷを切ったというふうな報告がございました。新福島

変電所でございます。今、直営で復旧はできるということでいま聞いておりますけれども、物

が今手配するということでございます。ちょっと復旧時間についてはまだわかっておりません。

それが原因で全部切れたのですが、それの暫定策として少なくても電話だけでも立ち上げよう

ということで、今先ほど●●が言いましたように衛星車を立ち上げるようなことを考えており

ます。いまもう作業に、これから作業に入るということですので、今しばらくお待ちいただけ

れば電話だけは何回線かこういう共有ができるかということはちょっと難しい。 

衛星で生かせると外なので中にケーブルを引き込む時に外は放射線が高いのでそのケーブルが

いずれにせよ、使えないのね。今更理由聞いてもしょうがないから、そうすると、一個一個こ

外からＰＨＳの基地局を外側に建ててその無線で中に飛ばすとガラスから中に入れるというよ

 

は整ったわけですが、同時にその航空写真から得られる情報というのは２号はブローアウトパ

ネルの隙間から、３号は屋根の上から、それぞれ湯気が出てますけれども、１号と４号はその

湯気が確認できません。ということは、甘い見方をすればまだ水につかっているということで

の見方をすればもう乾いちゃっているということなので、これを放っておくとですと、

もし乾いている場合それを放っておくとメルトダウンですから非常に危機的な状態である、従

今、通信回線が途絶えているんですけれども、送電の作業で大熊線の作業を行っていたところ

に間違ってグランドワイヤを切ったＯＰＷを切ったというふうな報告がございました。新福島

変電所でございます。今、直営で復旧はできるということでいま聞いておりますけれども、物

が今手配するということでございます。ちょっと復旧時間についてはまだわかっておりません。

それが原因で全部切れたのですが、それの暫定策として少なくても電話だけでも立ち上げよう

ということで、今先ほど●●が言いましたように衛星車を立ち上げるようなことを考えており

ます。いまもう作業に、これから作業に入るということですので、今しばらくお待ちいただけ

衛星で生かせると外なので中にケーブルを引き込む時に外は放射線が高いのでそのケーブルが

いずれにせよ、使えないのね。今更理由聞いてもしょうがないから、そうすると、一個一個こ

外からＰＨＳの基地局を外側に建ててその無線で中に飛ばすとガラスから中に入れるというよ
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途中でしたね。小森常務？

ちょっと、今の話は全体の共有というよりはやや個別の１つというところもあると思うのでも

う少し手際よくやってもらってえー電話会議で今度やらなければならないので、相当全体の情

報共有の密度が今までより二桁か三桁下がるということになると思いますので事前のお互いの

背景情報を認識が重要なのでやってもらいたいんですけど、えーまあ手際よくやって下さい。

はい、わかりました。それで今日は終わりなんですけれども、あの今当方でやっていたのは、

６，７失礼、５、６側の電源の確立、それから工務さん、配電さんの大変ご努力いただいたと

ころと足並みを揃えて電源復旧ということで原子力やっていたんですけれどもケーブルのメガ

ーが足りないということで結局新品を取り寄せる事になりまして、これについてはせっかくご

努力頂いたのに叶わず原子力の方で足を引っ張っているという現状にあると新たな残念な情報

です。以上です。

はい、状況わかりました

っかりやるための条件が難しいながらもある程度時間を急がなければならないというところ

で、それも夜間であるということ、えー理解はしましたけれども、やっぱし時間も限られた中

でしっかりやるということを何とか力を合わせてやるということかなと思います。それから一

つ、まあいろんな意味合いで是非お伝えしておかなければならない事はですね、先ほどその除

染をするためにＪヴィレッジに自衛隊の方に行っていただいたりとかそういう話なんですが、

実際作業を今の配電工務の人達なん

ね、今日はそういう事ができないということでまたお引き取りいただくとかですね、非常に誠

心誠意やっていただいている中でやむ終えない面もありますけれども、是非そのあたりの調整

などは早めにご連絡いただくというようなことをバックヤード側の人がフォローしてあげない

と、技術屋さんたちは相当頑張ってやっていただいてますので、連絡していただければそうい

うことを含めて早めに言えるんですけど、もう着いてからもうお引き取り願うみたいな話に実

際なってしまったことです。これはもう、今

て協力していただかないと我々立ち行かない状況なので是その辺りは気をつけていただきたい

なと切なるお願いですのでよろしくお願いします。

今の点につきましては、別の見解がありますので後ほど小森さんとも話をしたいと思います。

武黒です。当面全体的な状況からするとこの後１Ｆとの情報のやり取りというのは、電話回線

で一対一のやり取りしかないということになりますから、今考えているのは、一人に電話持っ

てもらってその人がここの会議場で聞いたことをそのまましゃべってもらうというようなこと

で拡声器役を担ってもらうというやり方が可能かなと思ってますが果たしてそれがうまくいく

かどうかはやってみないとわかりません。もっと他に良いやり方があるというアイディアがあ

ったら是非今の内にお願いいたします。

通信が繋がるのにもう少しかかりそうなので、少し情報共有を致したいと思います。原子力の

班の情報については、ざーと概ね出て参りました。その他の班も例えば水とか例えば油とか様々

なバックアップ、それぞれで動いておられるのでお互いの班の支援体制についてなるべく短く

ですけれども、今こんなものに取り組んでいるということだけちょっと簡単にご紹介をいただ

ければと思います。

できたらですね、まずこの後４号機の燃料プールに対してどのように水を冷却、補給するかと

いうこと、これについて幾つかオプションはあってそれぞれが検討してもらっているんですけ

れども、現状で最も可能性が高い、えーというものについてはおそらく、えー警察の機動隊に

もう一度来ていただいて、消防活動を延長、送水をしていただくということだと思うのですが、

その件については、今のところえーと成立性を今詰めているところ、それから一方警察の方は

ヘリをもう一度出すということでそれの調節、調整をしていただいているというふうに聞いて

います。これについてはえーもう少しえー詰めを更に続ける必要がありますが、通信が部分的

にしろ復活したら早速１Ｆとこの線で協議をして具体化したいというふうに考えています。え

ーそれでそういったことなんですが、あーこの件についてはまたもうちょっと詰めが進んだと

ころで詳しく紹介してもらおうというふうに思います。

それではどういたしましょうか？ちょっと待ちましょう。すみません、ちょっと待ちましょう。

●●さん、今言ったように警察の機動隊の消火活動、送水という警察の地上作戦をやってもら

うとするときに発電所との例の役割分担、いろんな内容のおー共通認識といったところは発電

所とはまだ十分に詰め切れていない状況ではないかと思うんですが、その点どうですか？

まだ詰め切れておりません。
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途中でしたね。小森常務？ 

ちょっと、今の話は全体の共有というよりはやや個別の１つというところもあると思うのでも

う少し手際よくやってもらってえー電話会議で今度やらなければならないので、相当全体の情

報共有の密度が今までより二桁か三桁下がるということになると思いますので事前のお互いの

背景情報を認識が重要なのでやってもらいたいんですけど、えーまあ手際よくやって下さい。

はい、わかりました。それで今日は終わりなんですけれども、あの今当方でやっていたのは、

６，７失礼、５、６側の電源の確立、それから工務さん、配電さんの大変ご努力いただいたと

ころと足並みを揃えて電源復旧ということで原子力やっていたんですけれどもケーブルのメガ

ーが足りないということで結局新品を取り寄せる事になりまして、これについてはせっかくご

努力頂いたのに叶わず原子力の方で足を引っ張っているという現状にあると新たな残念な情報

です。以上です。 

はい、状況わかりました。ありがとうございます。非常にいろいろな意味でなかなか仕事をし

っかりやるための条件が難しいながらもある程度時間を急がなければならないというところ

で、それも夜間であるということ、えー理解はしましたけれども、やっぱし時間も限られた中

でしっかりやるということを何とか力を合わせてやるということかなと思います。それから一

つ、まあいろんな意味合いで是非お伝えしておかなければならない事はですね、先ほどその除

染をするためにＪヴィレッジに自衛隊の方に行っていただいたりとかそういう話なんですが、

実際作業を今の配電工務の人達なん

ね、今日はそういう事ができないということでまたお引き取りいただくとかですね、非常に誠

心誠意やっていただいている中でやむ終えない面もありますけれども、是非そのあたりの調整

などは早めにご連絡いただくというようなことをバックヤード側の人がフォローしてあげない

と、技術屋さんたちは相当頑張ってやっていただいてますので、連絡していただければそうい

うことを含めて早めに言えるんですけど、もう着いてからもうお引き取り願うみたいな話に実

際なってしまったことです。これはもう、今

て協力していただかないと我々立ち行かない状況なので是その辺りは気をつけていただきたい

なと切なるお願いですのでよろしくお願いします。

今の点につきましては、別の見解がありますので後ほど小森さんとも話をしたいと思います。

武黒です。当面全体的な状況からするとこの後１Ｆとの情報のやり取りというのは、電話回線

で一対一のやり取りしかないということになりますから、今考えているのは、一人に電話持っ

てもらってその人がここの会議場で聞いたことをそのまましゃべってもらうというようなこと

で拡声器役を担ってもらうというやり方が可能かなと思ってますが果たしてそれがうまくいく

かどうかはやってみないとわかりません。もっと他に良いやり方があるというアイディアがあ

非今の内にお願いいたします。

通信が繋がるのにもう少しかかりそうなので、少し情報共有を致したいと思います。原子力の

班の情報については、ざーと概ね出て参りました。その他の班も例えば水とか例えば油とか様々

なバックアップ、それぞれで動いておられるのでお互いの班の支援体制についてなるべく短く

ですけれども、今こんなものに取り組んでいるということだけちょっと簡単にご紹介をいただ

ければと思います。 

できたらですね、まずこの後４号機の燃料プールに対してどのように水を冷却、補給するかと

いうこと、これについて幾つかオプションはあってそれぞれが検討してもらっているんですけ

れども、現状で最も可能性が高い、えーというものについてはおそらく、えー警察の機動隊に

もう一度来ていただいて、消防活動を延長、送水をしていただくということだと思うのですが、

その件については、今のところえーと成立性を今詰めているところ、それから一方警察の方は

ヘリをもう一度出すということでそれの調節、調整をしていただいているというふうに聞いて

。これについてはえーもう少しえー詰めを更に続ける必要がありますが、通信が部分的

にしろ復活したら早速１Ｆとこの線で協議をして具体化したいというふうに考えています。え

ーそれでそういったことなんですが、あーこの件についてはまたもうちょっと詰めが進んだと

ころで詳しく紹介してもらおうというふうに思います。

それではどういたしましょうか？ちょっと待ちましょう。すみません、ちょっと待ちましょう。

●●さん、今言ったように警察の機動隊の消火活動、送水という警察の地上作戦をやってもら

うとするときに発電所との例の役割分担、いろんな内容のおー共通認識といったところは発電

所とはまだ十分に詰め切れていない状況ではないかと思うんですが、その点どうですか？

まだ詰め切れておりません。 
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発言内容

 

ちょっと、今の話は全体の共有というよりはやや個別の１つというところもあると思うのでも

う少し手際よくやってもらってえー電話会議で今度やらなければならないので、相当全体の情

報共有の密度が今までより二桁か三桁下がるということになると思いますので事前のお互いの

背景情報を認識が重要なのでやってもらいたいんですけど、えーまあ手際よくやって下さい。

はい、わかりました。それで今日は終わりなんですけれども、あの今当方でやっていたのは、

６，７失礼、５、６側の電源の確立、それから工務さん、配電さんの大変ご努力いただいたと

ころと足並みを揃えて電源復旧ということで原子力やっていたんですけれどもケーブルのメガ

ーが足りないということで結局新品を取り寄せる事になりまして、これについてはせっかくご

努力頂いたのに叶わず原子力の方で足を引っ張っているという現状にあると新たな残念な情報

。ありがとうございます。非常にいろいろな意味でなかなか仕事をし

っかりやるための条件が難しいながらもある程度時間を急がなければならないというところ

で、それも夜間であるということ、えー理解はしましたけれども、やっぱし時間も限られた中

でしっかりやるということを何とか力を合わせてやるということかなと思います。それから一

つ、まあいろんな意味合いで是非お伝えしておかなければならない事はですね、先ほどその除

染をするためにＪヴィレッジに自衛隊の方に行っていただいたりとかそういう話なんですが、

実際作業を今の配電工務の人達なんかの作業が今のような事で遅れるなんてこともあってです

ね、今日はそういう事ができないということでまたお引き取りいただくとかですね、非常に誠

心誠意やっていただいている中でやむ終えない面もありますけれども、是非そのあたりの調整

などは早めにご連絡いただくというようなことをバックヤード側の人がフォローしてあげない

と、技術屋さんたちは相当頑張ってやっていただいてますので、連絡していただければそうい

うことを含めて早めに言えるんですけど、もう着いてからもうお引き取り願うみたいな話に実

際なってしまったことです。これはもう、今

て協力していただかないと我々立ち行かない状況なので是その辺りは気をつけていただきたい

なと切なるお願いですのでよろしくお願いします。

今の点につきましては、別の見解がありますので後ほど小森さんとも話をしたいと思います。

武黒です。当面全体的な状況からするとこの後１Ｆとの情報のやり取りというのは、電話回線

で一対一のやり取りしかないということになりますから、今考えているのは、一人に電話持っ

てもらってその人がここの会議場で聞いたことをそのまましゃべってもらうというようなこと

で拡声器役を担ってもらうというやり方が可能かなと思ってますが果たしてそれがうまくいく

かどうかはやってみないとわかりません。もっと他に良いやり方があるというアイディアがあ

非今の内にお願いいたします。 

通信が繋がるのにもう少しかかりそうなので、少し情報共有を致したいと思います。原子力の

班の情報については、ざーと概ね出て参りました。その他の班も例えば水とか例えば油とか様々

なバックアップ、それぞれで動いておられるのでお互いの班の支援体制についてなるべく短く

ですけれども、今こんなものに取り組んでいるということだけちょっと簡単にご紹介をいただ

できたらですね、まずこの後４号機の燃料プールに対してどのように水を冷却、補給するかと

いうこと、これについて幾つかオプションはあってそれぞれが検討してもらっているんですけ

れども、現状で最も可能性が高い、えーというものについてはおそらく、えー警察の機動隊に

もう一度来ていただいて、消防活動を延長、送水をしていただくということだと思うのですが、

その件については、今のところえーと成立性を今詰めているところ、それから一方警察の方は

ヘリをもう一度出すということでそれの調節、調整をしていただいているというふうに聞いて

。これについてはえーもう少しえー詰めを更に続ける必要がありますが、通信が部分的

にしろ復活したら早速１Ｆとこの線で協議をして具体化したいというふうに考えています。え

ーそれでそういったことなんですが、あーこの件についてはまたもうちょっと詰めが進んだと

ころで詳しく紹介してもらおうというふうに思います。

それではどういたしましょうか？ちょっと待ちましょう。すみません、ちょっと待ちましょう。

●●さん、今言ったように警察の機動隊の消火活動、送水という警察の地上作戦をやってもら

うとするときに発電所との例の役割分担、いろんな内容のおー共通認識といったところは発電

所とはまだ十分に詰め切れていない状況ではないかと思うんですが、その点どうですか？
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発言内容 

ちょっと、今の話は全体の共有というよりはやや個別の１つというところもあると思うのでも

う少し手際よくやってもらってえー電話会議で今度やらなければならないので、相当全体の情

報共有の密度が今までより二桁か三桁下がるということになると思いますので事前のお互いの

背景情報を認識が重要なのでやってもらいたいんですけど、えーまあ手際よくやって下さい。

はい、わかりました。それで今日は終わりなんですけれども、あの今当方でやっていたのは、

６，７失礼、５、６側の電源の確立、それから工務さん、配電さんの大変ご努力いただいたと

ころと足並みを揃えて電源復旧ということで原子力やっていたんですけれどもケーブルのメガ

ーが足りないということで結局新品を取り寄せる事になりまして、これについてはせっかくご

努力頂いたのに叶わず原子力の方で足を引っ張っているという現状にあると新たな残念な情報

。ありがとうございます。非常にいろいろな意味でなかなか仕事をし

っかりやるための条件が難しいながらもある程度時間を急がなければならないというところ

で、それも夜間であるということ、えー理解はしましたけれども、やっぱし時間も限られた中

でしっかりやるということを何とか力を合わせてやるということかなと思います。それから一

つ、まあいろんな意味合いで是非お伝えしておかなければならない事はですね、先ほどその除

染をするためにＪヴィレッジに自衛隊の方に行っていただいたりとかそういう話なんですが、

かの作業が今のような事で遅れるなんてこともあってです

ね、今日はそういう事ができないということでまたお引き取りいただくとかですね、非常に誠

心誠意やっていただいている中でやむ終えない面もありますけれども、是非そのあたりの調整

などは早めにご連絡いただくというようなことをバックヤード側の人がフォローしてあげない

と、技術屋さんたちは相当頑張ってやっていただいてますので、連絡していただければそうい

うことを含めて早めに言えるんですけど、もう着いてからもうお引き取り願うみたいな話に実

際なってしまったことです。これはもう、今後の展開にですね、本当に多くの外部機関も含め

て協力していただかないと我々立ち行かない状況なので是その辺りは気をつけていただきたい

なと切なるお願いですのでよろしくお願いします。 

今の点につきましては、別の見解がありますので後ほど小森さんとも話をしたいと思います。

武黒です。当面全体的な状況からするとこの後１Ｆとの情報のやり取りというのは、電話回線

で一対一のやり取りしかないということになりますから、今考えているのは、一人に電話持っ

てもらってその人がここの会議場で聞いたことをそのまましゃべってもらうというようなこと

で拡声器役を担ってもらうというやり方が可能かなと思ってますが果たしてそれがうまくいく

かどうかはやってみないとわかりません。もっと他に良いやり方があるというアイディアがあ

通信が繋がるのにもう少しかかりそうなので、少し情報共有を致したいと思います。原子力の

班の情報については、ざーと概ね出て参りました。その他の班も例えば水とか例えば油とか様々

なバックアップ、それぞれで動いておられるのでお互いの班の支援体制についてなるべく短く

ですけれども、今こんなものに取り組んでいるということだけちょっと簡単にご紹介をいただ

できたらですね、まずこの後４号機の燃料プールに対してどのように水を冷却、補給するかと

いうこと、これについて幾つかオプションはあってそれぞれが検討してもらっているんですけ

れども、現状で最も可能性が高い、えーというものについてはおそらく、えー警察の機動隊に

もう一度来ていただいて、消防活動を延長、送水をしていただくということだと思うのですが、

その件については、今のところえーと成立性を今詰めているところ、それから一方警察の方は

ヘリをもう一度出すということでそれの調節、調整をしていただいているというふうに聞いて

。これについてはえーもう少しえー詰めを更に続ける必要がありますが、通信が部分的

にしろ復活したら早速１Ｆとこの線で協議をして具体化したいというふうに考えています。え

ーそれでそういったことなんですが、あーこの件についてはまたもうちょっと詰めが進んだと

ころで詳しく紹介してもらおうというふうに思います。 

それではどういたしましょうか？ちょっと待ちましょう。すみません、ちょっと待ちましょう。

●●さん、今言ったように警察の機動隊の消火活動、送水という警察の地上作戦をやってもら

うとするときに発電所との例の役割分担、いろんな内容のおー共通認識といったところは発電

所とはまだ十分に詰め切れていない状況ではないかと思うんですが、その点どうですか？
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ちょっと、今の話は全体の共有というよりはやや個別の１つというところもあると思うのでも

う少し手際よくやってもらってえー電話会議で今度やらなければならないので、相当全体の情

報共有の密度が今までより二桁か三桁下がるということになると思いますので事前のお互いの

背景情報を認識が重要なのでやってもらいたいんですけど、えーまあ手際よくやって下さい。

はい、わかりました。それで今日は終わりなんですけれども、あの今当方でやっていたのは、

６，７失礼、５、６側の電源の確立、それから工務さん、配電さんの大変ご努力いただいたと

ころと足並みを揃えて電源復旧ということで原子力やっていたんですけれどもケーブルのメガ

ーが足りないということで結局新品を取り寄せる事になりまして、これについてはせっかくご

努力頂いたのに叶わず原子力の方で足を引っ張っているという現状にあると新たな残念な情報

。ありがとうございます。非常にいろいろな意味でなかなか仕事をし

っかりやるための条件が難しいながらもある程度時間を急がなければならないというところ

で、それも夜間であるということ、えー理解はしましたけれども、やっぱし時間も限られた中

でしっかりやるということを何とか力を合わせてやるということかなと思います。それから一

つ、まあいろんな意味合いで是非お伝えしておかなければならない事はですね、先ほどその除

染をするためにＪヴィレッジに自衛隊の方に行っていただいたりとかそういう話なんですが、

かの作業が今のような事で遅れるなんてこともあってです

ね、今日はそういう事ができないということでまたお引き取りいただくとかですね、非常に誠

心誠意やっていただいている中でやむ終えない面もありますけれども、是非そのあたりの調整

などは早めにご連絡いただくというようなことをバックヤード側の人がフォローしてあげない

と、技術屋さんたちは相当頑張ってやっていただいてますので、連絡していただければそうい

うことを含めて早めに言えるんですけど、もう着いてからもうお引き取り願うみたいな話に実

後の展開にですね、本当に多くの外部機関も含め

て協力していただかないと我々立ち行かない状況なので是その辺りは気をつけていただきたい

今の点につきましては、別の見解がありますので後ほど小森さんとも話をしたいと思います。

武黒です。当面全体的な状況からするとこの後１Ｆとの情報のやり取りというのは、電話回線

で一対一のやり取りしかないということになりますから、今考えているのは、一人に電話持っ

てもらってその人がここの会議場で聞いたことをそのまましゃべってもらうというようなこと

で拡声器役を担ってもらうというやり方が可能かなと思ってますが果たしてそれがうまくいく

かどうかはやってみないとわかりません。もっと他に良いやり方があるというアイディアがあ

通信が繋がるのにもう少しかかりそうなので、少し情報共有を致したいと思います。原子力の

班の情報については、ざーと概ね出て参りました。その他の班も例えば水とか例えば油とか様々

なバックアップ、それぞれで動いておられるのでお互いの班の支援体制についてなるべく短く

ですけれども、今こんなものに取り組んでいるということだけちょっと簡単にご紹介をいただ

できたらですね、まずこの後４号機の燃料プールに対してどのように水を冷却、補給するかと

いうこと、これについて幾つかオプションはあってそれぞれが検討してもらっているんですけ

れども、現状で最も可能性が高い、えーというものについてはおそらく、えー警察の機動隊に

もう一度来ていただいて、消防活動を延長、送水をしていただくということだと思うのですが、

その件については、今のところえーと成立性を今詰めているところ、それから一方警察の方は

ヘリをもう一度出すということでそれの調節、調整をしていただいているというふうに聞いて

。これについてはえーもう少しえー詰めを更に続ける必要がありますが、通信が部分的

にしろ復活したら早速１Ｆとこの線で協議をして具体化したいというふうに考えています。え

ーそれでそういったことなんですが、あーこの件についてはまたもうちょっと詰めが進んだと

それではどういたしましょうか？ちょっと待ちましょう。すみません、ちょっと待ちましょう。

●●さん、今言ったように警察の機動隊の消火活動、送水という警察の地上作戦をやってもら

うとするときに発電所との例の役割分担、いろんな内容のおー共通認識といったところは発電

所とはまだ十分に詰め切れていない状況ではないかと思うんですが、その点どうですか？

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

ちょっと、今の話は全体の共有というよりはやや個別の１つというところもあると思うのでも

う少し手際よくやってもらってえー電話会議で今度やらなければならないので、相当全体の情

報共有の密度が今までより二桁か三桁下がるということになると思いますので事前のお互いの

背景情報を認識が重要なのでやってもらいたいんですけど、えーまあ手際よくやって下さい。

はい、わかりました。それで今日は終わりなんですけれども、あの今当方でやっていたのは、

６，７失礼、５、６側の電源の確立、それから工務さん、配電さんの大変ご努力いただいたと

ころと足並みを揃えて電源復旧ということで原子力やっていたんですけれどもケーブルのメガ

ーが足りないということで結局新品を取り寄せる事になりまして、これについてはせっかくご

努力頂いたのに叶わず原子力の方で足を引っ張っているという現状にあると新たな残念な情報

。ありがとうございます。非常にいろいろな意味でなかなか仕事をし

っかりやるための条件が難しいながらもある程度時間を急がなければならないというところ

で、それも夜間であるということ、えー理解はしましたけれども、やっぱし時間も限られた中

でしっかりやるということを何とか力を合わせてやるということかなと思います。それから一

つ、まあいろんな意味合いで是非お伝えしておかなければならない事はですね、先ほどその除

染をするためにＪヴィレッジに自衛隊の方に行っていただいたりとかそういう話なんですが、

かの作業が今のような事で遅れるなんてこともあってです

ね、今日はそういう事ができないということでまたお引き取りいただくとかですね、非常に誠

心誠意やっていただいている中でやむ終えない面もありますけれども、是非そのあたりの調整

などは早めにご連絡いただくというようなことをバックヤード側の人がフォローしてあげない

と、技術屋さんたちは相当頑張ってやっていただいてますので、連絡していただければそうい

うことを含めて早めに言えるんですけど、もう着いてからもうお引き取り願うみたいな話に実

後の展開にですね、本当に多くの外部機関も含め

て協力していただかないと我々立ち行かない状況なので是その辺りは気をつけていただきたい

今の点につきましては、別の見解がありますので後ほど小森さんとも話をしたいと思います。

武黒です。当面全体的な状況からするとこの後１Ｆとの情報のやり取りというのは、電話回線

で一対一のやり取りしかないということになりますから、今考えているのは、一人に電話持っ

てもらってその人がここの会議場で聞いたことをそのまましゃべってもらうというようなこと

で拡声器役を担ってもらうというやり方が可能かなと思ってますが果たしてそれがうまくいく

かどうかはやってみないとわかりません。もっと他に良いやり方があるというアイディアがあ

通信が繋がるのにもう少しかかりそうなので、少し情報共有を致したいと思います。原子力の

班の情報については、ざーと概ね出て参りました。その他の班も例えば水とか例えば油とか様々

なバックアップ、それぞれで動いておられるのでお互いの班の支援体制についてなるべく短く

ですけれども、今こんなものに取り組んでいるということだけちょっと簡単にご紹介をいただ

できたらですね、まずこの後４号機の燃料プールに対してどのように水を冷却、補給するかと

いうこと、これについて幾つかオプションはあってそれぞれが検討してもらっているんですけ

れども、現状で最も可能性が高い、えーというものについてはおそらく、えー警察の機動隊に

もう一度来ていただいて、消防活動を延長、送水をしていただくということだと思うのですが、

その件については、今のところえーと成立性を今詰めているところ、それから一方警察の方は

ヘリをもう一度出すということでそれの調節、調整をしていただいているというふうに聞いて

。これについてはえーもう少しえー詰めを更に続ける必要がありますが、通信が部分的

にしろ復活したら早速１Ｆとこの線で協議をして具体化したいというふうに考えています。え

ーそれでそういったことなんですが、あーこの件についてはまたもうちょっと詰めが進んだと

それではどういたしましょうか？ちょっと待ちましょう。すみません、ちょっと待ちましょう。

●●さん、今言ったように警察の機動隊の消火活動、送水という警察の地上作戦をやってもら

うとするときに発電所との例の役割分担、いろんな内容のおー共通認識といったところは発電

所とはまだ十分に詰め切れていない状況ではないかと思うんですが、その点どうですか？
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そうすると通信が復旧したら早速にでもしていただかないといけないんだけれど、通信方法が

一対一の電話なんで一対一のホットラインをそちらはそちらで確保してもらって早速やっても

らわないといけなんですが、どの位の時間で可能だと思われますか？

３０分いただければ一通り確認できます。

その間にヘリの移動について進めていただくとあるいはその前に条件さえ整ったらある程度で

ヘリに動いてもらうということで３０分で当事者同士はできるかもしれないけれど、更にその

中での確認となるとまあ、１時間程度はリードタイムとして見ておこうということで考えてい

いですか？ 

結構だと思います。回線がもし複数回線いただけるのであれば、それに一回線は専有させてい

ただいて他のところについては言って頂くという方法が専門的には効率的だと思います。

それができればいいけどね。それから、なんだ、現場で実際に送水とかやるときにいろんな幾

つかの前に向こうとタンクをどうこうしてとやったけれども、あの具体的な内容の成立性につ

いては、えー変更とか何か、あー、ありますか？

あの、水源にするプールですけれどもそれについてはいろんな選択肢がありましたが、最終的

には第一にあるやつでカバーできるってことになったので、それで、それを使ってやればいい

のかなとそこのところまで確認して通信が切れっちゃったので、その後のことはその後のこと

として、詰めなければいけない。全体の条件ということについては、お話をいただいたときか

らそんなに大きく変わっていないので大丈夫だと思うんですけれども。

それから●●くんたちが、百里基地でまだスタンバイだと思うので状況を連

く必要ありますけれども、警察の状況も含めてちょっと確認をしてももらえませんか？

はい、わかりました。

増田さん、増田さんですか相澤です。

はい、増田です。

１Ｆのほうに警視庁の消防車があるわけですが、そのオペレータの方がこちらに向かいつつあ

るんですが、えっと、もし現場の方の準備が整ってないと被ばく量が増えるだけだから、どこ

かで待機していて、実際に整ったのを確認してから現場に入りたいと、そうしたほうがより長

く消火活動ができるという話をいただきまして、２Ｆのどちらかでですね待機していただいて

おくのが連絡も取りやすいし、と思うのですが、よろしいでしょうか？

はい、わかりました。

２Ｆのどこにどういうふうにしてですか？

まずは、２Ｆの正門に来ていただいて、正門に来ていただければわかるようにしておきます。

はい、わかりました。また連絡します。

はい。 

わかりました。ありがとうございます。

ありがとうございます。

すいません、 

えっと、ちょっとお待ち下さい。すいません、ではこちらから行きましょう。急ぎで。
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く消火活動ができるという話をいただきまして、２Ｆのどちらかでですね待機していただいて

おくのが連絡も取りやすいし、と思うのですが、よろしいでしょうか？
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通信復旧班から報告とお願いがございます。今福島第一の回線全て切れておりまして、手順と

して衛星車載局で回線を立ち上げてマイクロ無線を立ち上げると手順を取っております。で、

もう一つ平行してやってるんですが、ＯＰＧＷは切れた関係で迂回回線をかけようと思ってお

ります。それで原子力の方にお願いなんですが、福島第二のＳＰＤＳ回線を止めれば福島第一

の光回線が生かせるということですので止めてもいいでしょうか？ということでございます。

話の内容はわかりました。ありがとうございます。ＳＰＤＳは実は国とのからみがあるもので

すから、武藤副社長よろしいでしょうか？

ごめん、内容聞いてなかった。第二のＳＰＤＳを切ったらいいの？

ＳＰＤＳを切ると非常に早い復旧を果たせる生かせるとそういうお申し出ですが、ちょっと会

話をしていただいてよろしいでしょうか？

福島第一から新福島に行くルートがもう１ルートございましてそこは震災が少ないので、そこ

を使って福島第一用に切り替えると全てもとに戻るのですが、代わりに福島第二のＳＰＤＳが

停止になる。 

２Ｆ，です。２Ｆです。福島第二ですけど。福島第二。もしもし２Ｆです。

第二の？ 

第二の。 

それだと復旧時間はどれぐらいになるんですか？

福島第二の迂回のところまで検討できておりませんが、福島第二の回線がまだたくさんあると

思いますので、また検討したいと思います。福島第一の光が生きるということです。

こういう状態だから、それであれば、そっちを取るべきだと私は思います。それを進めるべき

じゃないですか？

了解ですが、国へのお断りが必要となりますが、官庁連絡班、今国へそういう申し出をする余

力ありますね。大丈夫ですね？お国との調整を官庁連絡班が果たした、その間にその詳細を準

備していただきましてちょっとそれで、実現に持ち込みたいということでよろしいでしょう

か？ 

それで進めて下さい。

了解致しました。

ごめんなさい、第二でしたか、オフサイトセンターでしたか、発話があったように思えたんで

すが。 

２Ｆですがよろしいでしょうか？ヘリコプター２機が到着する準備のヘッドライトは着けてい

るんですけれども、いつ頃連絡が来ると思っていいのですか？

今ですね、●●君と話しました。●●君はまだ百里基地にいます。間もなく出発のための荷物

の取りまとめをしてると言ってましたので間もなく出発だと思いますが、その際にはこちらに

連絡が来ることになっています。

わかりました。その時にこちらにご連絡いただくようにお願いしてよろしいでしょうか？

はい、承知致しました。

すみません、よろしくお願いいたします。
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今ですね、●●君と話しました。●●君はまだ百里基地にいます。間もなく出発のための荷物

の取りまとめをしてると言ってましたので間もなく出発だと思いますが、その際にはこちらに

わかりました。その時にこちらにご連絡いただくようにお願いしてよろしいでしょうか？

 

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

通信復旧班から報告とお願いがございます。今福島第一の回線全て切れておりまして、手順と

して衛星車載局で回線を立ち上げてマイクロ無線を立ち上げると手順を取っております。で、

もう一つ平行してやってるんですが、ＯＰＧＷは切れた関係で迂回回線をかけようと思ってお

ります。それで原子力の方にお願いなんですが、福島第二のＳＰＤＳ回線を止めれば福島第一

の光回線が生かせるということですので止めてもいいでしょうか？ということでございます。

話の内容はわかりました。ありがとうございます。ＳＰＤＳは実は国とのからみがあるもので

ごめん、内容聞いてなかった。第二のＳＰＤＳを切ったらいいの？ 

ＳＰＤＳを切ると非常に早い復旧を果たせる生かせるとそういうお申し出ですが、ちょっと会

福島第一から新福島に行くルートがもう１ルートございましてそこは震災が少ないので、そこ

を使って福島第一用に切り替えると全てもとに戻るのですが、代わりに福島第二のＳＰＤＳが

２Ｆ，です。２Ｆです。福島第二ですけど。福島第二。もしもし２Ｆです。

福島第二の迂回のところまで検討できておりませんが、福島第二の回線がまだたくさんあると

思いますので、また検討したいと思います。福島第一の光が生きるということです。

こういう状態だから、それであれば、そっちを取るべきだと私は思います。それを進めるべき

了解ですが、国へのお断りが必要となりますが、官庁連絡班、今国へそういう申し出をする余

力ありますね。大丈夫ですね？お国との調整を官庁連絡班が果たした、その間にその詳細を準

備していただきましてちょっとそれで、実現に持ち込みたいということでよろしいでしょう

ごめんなさい、第二でしたか、オフサイトセンターでしたか、発話があったように思えたんで
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すみません、オフサイトセンターですが、よろしいでしょうか？

はい、どうぞ。

老婆心ながらということになってしまうかもしれませんが、１Ｆの方の通信ができないという

ことは１Ｆの方に伝わっているんでしょうか？

１Ｆの方には切れた原因ですか、最終的にＯＰＧＷが切れたということでしょうか？

切れたという事実とその原因は何かという事実です。

切れたという事実は先方は、通信の人間がおりますので、ご存知だと思います。最終的な原因

がＯＰＧＷが切れたという状況を把握しておりませんので、すぐ確認をいたします。

要するに、１Ｆの方で通信手段を一生懸命探しているということで、それよりもこういう原因

だったのでこういうふうにやるということがわかれば少しは１Ｆの方も安心するのかなという

ことで伝えていただければなと思って、ご質問させていただきました。

すみません。１Ｆの方は事実的には衛星の携帯電話しか繋がらなくて、中に入ると繋がりませ

んのでなかなか呼び出すということができなくてなかなか時間がかかっておりますが、伝える

ようにいたします。ありがとうございました。

はい、よろしくお願いします。

他の班でですね、自分以外の班に関係しそうな支援策を実行中の班があれば、是非ご披露いた

だいて、カブリがあるとか、あるいは、バッティングがあるというようなことがあれば調整を

したいと思いますが、いかがでしょうか？大丈夫そうですか？それでは、、。はいどうぞ。

建設復旧班ですけれども、燃料、タンクローリーを運ぶ人間を大成さんのオペを用意している

のですが、防護具類をどこで受け取るかというところを今調整しておりますので、まだ出てま

せん。 

了解いたしました。それでは、今すぐできるか別として皆さんと相談したいことがございます。

矢のようにというか事象が進展して、追いつくのが精一杯であったんですが、振り返ってみま

すとですね、いったい福島第一に何と何がいっているのか、あるいは福島第二に何が行ってい

るのか、必ずしも全部整理されて把握されているわけではありませんでした。これは本来はで

すね、支援策みたいなものが実行されますと情報班の方にそれが集中しまして、本来情報班を

通して調整とかそういう分野も随分あるようでして、情報班は自然にどこから何が幾つかを把

握できる仕組みになっております。今すぐにこういうふうに切り替えると、今度は情報班の負

荷が多すぎますし、皆さんの動きも少し制約がでますので、すぐというのは返って機動性を削

ぐとは思っておりますが、ただ今のままでもって行きますと、支援したものが１Ｆが汚染され

たということも手伝ってですね、手前のところで止まったり、いろんなパターンが入り混じっ

てですね、それから支援された側の方も人が逼迫してきますと、物資を稼ぐとか場所がわかる

とかそういう力がなかなかそげて参りました。えーまず一つ具体的なお願いは、自分の所で送

り込んだものに

いては是非一表としてください。無理でなければ明日の朝の全体会議までにお作りいただきま

して、作りかけでも構いません。それを情報班は受け取れますか？

●●ストップ。今、ご了解いただきましたので、２ＦのＳＰＤＳをくずして１Ｆに振り替える

方向でお願いします。

ありがとうございました。そうしますと、ＳＰＤＳは国の了解取れましたので自治体の方はこ

のままいきますか？●●くん、ＳＰＤＳは自治体もいっているんだな？

自治体はいってないです。オフサイトセンターにいってます。
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すみません、オフサイトセンターですが、よろしいでしょうか？

はい、どうぞ。 

老婆心ながらということになってしまうかもしれませんが、１Ｆの方の通信ができないという

ことは１Ｆの方に伝わっているんでしょうか？

１Ｆの方には切れた原因ですか、最終的にＯＰＧＷが切れたということでしょうか？

切れたという事実とその原因は何かという事実です。

切れたという事実は先方は、通信の人間がおりますので、ご存知だと思います。最終的な原因

がＯＰＧＷが切れたという状況を把握しておりませんので、すぐ確認をいたします。

要するに、１Ｆの方で通信手段を一生懸命探しているということで、それよりもこういう原因

だったのでこういうふうにやるということがわかれば少しは１Ｆの方も安心するのかなという

ことで伝えていただければなと思って、ご質問させていただきました。

すみません。１Ｆの方は事実的には衛星の携帯電話しか繋がらなくて、中に入ると繋がりませ

んのでなかなか呼び出すということができなくてなかなか時間がかかっておりますが、伝える

ようにいたします。ありがとうございました。

はい、よろしくお願いします。

他の班でですね、自分以外の班に関係しそうな支援策を実行中の班があれば、是非ご披露いた

だいて、カブリがあるとか、あるいは、バッティングがあるというようなことがあれば調整を

したいと思いますが、いかがでしょうか？大丈夫そうですか？それでは、、。はいどうぞ。

建設復旧班ですけれども、燃料、タンクローリーを運ぶ人間を大成さんのオペを用意している

のですが、防護具類をどこで受け取るかというところを今調整しておりますので、まだ出てま

了解いたしました。それでは、今すぐできるか別として皆さんと相談したいことがございます。

矢のようにというか事象が進展して、追いつくのが精一杯であったんですが、振り返ってみま

すとですね、いったい福島第一に何と何がいっているのか、あるいは福島第二に何が行ってい

るのか、必ずしも全部整理されて把握されているわけではありませんでした。これは本来はで

すね、支援策みたいなものが実行されますと情報班の方にそれが集中しまして、本来情報班を

通して調整とかそういう分野も随分あるようでして、情報班は自然にどこから何が幾つかを把

る仕組みになっております。今すぐにこういうふうに切り替えると、今度は情報班の負

荷が多すぎますし、皆さんの動きも少し制約がでますので、すぐというのは返って機動性を削

ぐとは思っておりますが、ただ今のままでもって行きますと、支援したものが１Ｆが汚染され

たということも手伝ってですね、手前のところで止まったり、いろんなパターンが入り混じっ

てですね、それから支援された側の方も人が逼迫してきますと、物資を稼ぐとか場所がわかる

とかそういう力がなかなかそげて参りました。えーまず一つ具体的なお願いは、自分の所で送

り込んだものについてはですね、是非一表をお作り頂きたい。自分の班が送り込んだものにつ

いては是非一表としてください。無理でなければ明日の朝の全体会議までにお作りいただきま

して、作りかけでも構いません。それを情報班は受け取れますか？

●●ストップ。今、ご了解いただきましたので、２ＦのＳＰＤＳをくずして１Ｆに振り替える

方向でお願いします。 

ありがとうございました。そうしますと、ＳＰＤＳは国の了解取れましたので自治体の方はこ

のままいきますか？●●くん、ＳＰＤＳは自治体もいっているんだな？

自治体はいってないです。オフサイトセンターにいってます。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

197 

発言内容

すみません、オフサイトセンターですが、よろしいでしょうか？

老婆心ながらということになってしまうかもしれませんが、１Ｆの方の通信ができないという

ことは１Ｆの方に伝わっているんでしょうか？

１Ｆの方には切れた原因ですか、最終的にＯＰＧＷが切れたということでしょうか？

切れたという事実とその原因は何かという事実です。

切れたという事実は先方は、通信の人間がおりますので、ご存知だと思います。最終的な原因

がＯＰＧＷが切れたという状況を把握しておりませんので、すぐ確認をいたします。

要するに、１Ｆの方で通信手段を一生懸命探しているということで、それよりもこういう原因

だったのでこういうふうにやるということがわかれば少しは１Ｆの方も安心するのかなという

ことで伝えていただければなと思って、ご質問させていただきました。

すみません。１Ｆの方は事実的には衛星の携帯電話しか繋がらなくて、中に入ると繋がりませ

んのでなかなか呼び出すということができなくてなかなか時間がかかっておりますが、伝える

ようにいたします。ありがとうございました。

はい、よろしくお願いします。 

他の班でですね、自分以外の班に関係しそうな支援策を実行中の班があれば、是非ご披露いた

だいて、カブリがあるとか、あるいは、バッティングがあるというようなことがあれば調整を

したいと思いますが、いかがでしょうか？大丈夫そうですか？それでは、、。はいどうぞ。

建設復旧班ですけれども、燃料、タンクローリーを運ぶ人間を大成さんのオペを用意している

のですが、防護具類をどこで受け取るかというところを今調整しておりますので、まだ出てま

了解いたしました。それでは、今すぐできるか別として皆さんと相談したいことがございます。

矢のようにというか事象が進展して、追いつくのが精一杯であったんですが、振り返ってみま

すとですね、いったい福島第一に何と何がいっているのか、あるいは福島第二に何が行ってい

るのか、必ずしも全部整理されて把握されているわけではありませんでした。これは本来はで

すね、支援策みたいなものが実行されますと情報班の方にそれが集中しまして、本来情報班を

通して調整とかそういう分野も随分あるようでして、情報班は自然にどこから何が幾つかを把

る仕組みになっております。今すぐにこういうふうに切り替えると、今度は情報班の負

荷が多すぎますし、皆さんの動きも少し制約がでますので、すぐというのは返って機動性を削

ぐとは思っておりますが、ただ今のままでもって行きますと、支援したものが１Ｆが汚染され

たということも手伝ってですね、手前のところで止まったり、いろんなパターンが入り混じっ

てですね、それから支援された側の方も人が逼迫してきますと、物資を稼ぐとか場所がわかる

とかそういう力がなかなかそげて参りました。えーまず一つ具体的なお願いは、自分の所で送

ついてはですね、是非一表をお作り頂きたい。自分の班が送り込んだものにつ

いては是非一表としてください。無理でなければ明日の朝の全体会議までにお作りいただきま

して、作りかけでも構いません。それを情報班は受け取れますか？

●●ストップ。今、ご了解いただきましたので、２ＦのＳＰＤＳをくずして１Ｆに振り替える

ありがとうございました。そうしますと、ＳＰＤＳは国の了解取れましたので自治体の方はこ

のままいきますか？●●くん、ＳＰＤＳは自治体もいっているんだな？

自治体はいってないです。オフサイトセンターにいってます。
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発言内容 

すみません、オフサイトセンターですが、よろしいでしょうか？

老婆心ながらということになってしまうかもしれませんが、１Ｆの方の通信ができないという

ことは１Ｆの方に伝わっているんでしょうか？ 

１Ｆの方には切れた原因ですか、最終的にＯＰＧＷが切れたということでしょうか？

切れたという事実とその原因は何かという事実です。 

切れたという事実は先方は、通信の人間がおりますので、ご存知だと思います。最終的な原因

がＯＰＧＷが切れたという状況を把握しておりませんので、すぐ確認をいたします。

要するに、１Ｆの方で通信手段を一生懸命探しているということで、それよりもこういう原因

だったのでこういうふうにやるということがわかれば少しは１Ｆの方も安心するのかなという

ことで伝えていただければなと思って、ご質問させていただきました。

すみません。１Ｆの方は事実的には衛星の携帯電話しか繋がらなくて、中に入ると繋がりませ

んのでなかなか呼び出すということができなくてなかなか時間がかかっておりますが、伝える

ようにいたします。ありがとうございました。 

他の班でですね、自分以外の班に関係しそうな支援策を実行中の班があれば、是非ご披露いた

だいて、カブリがあるとか、あるいは、バッティングがあるというようなことがあれば調整を

したいと思いますが、いかがでしょうか？大丈夫そうですか？それでは、、。はいどうぞ。

建設復旧班ですけれども、燃料、タンクローリーを運ぶ人間を大成さんのオペを用意している

のですが、防護具類をどこで受け取るかというところを今調整しておりますので、まだ出てま

了解いたしました。それでは、今すぐできるか別として皆さんと相談したいことがございます。

矢のようにというか事象が進展して、追いつくのが精一杯であったんですが、振り返ってみま

すとですね、いったい福島第一に何と何がいっているのか、あるいは福島第二に何が行ってい

るのか、必ずしも全部整理されて把握されているわけではありませんでした。これは本来はで

すね、支援策みたいなものが実行されますと情報班の方にそれが集中しまして、本来情報班を

通して調整とかそういう分野も随分あるようでして、情報班は自然にどこから何が幾つかを把

る仕組みになっております。今すぐにこういうふうに切り替えると、今度は情報班の負

荷が多すぎますし、皆さんの動きも少し制約がでますので、すぐというのは返って機動性を削

ぐとは思っておりますが、ただ今のままでもって行きますと、支援したものが１Ｆが汚染され

たということも手伝ってですね、手前のところで止まったり、いろんなパターンが入り混じっ

てですね、それから支援された側の方も人が逼迫してきますと、物資を稼ぐとか場所がわかる

とかそういう力がなかなかそげて参りました。えーまず一つ具体的なお願いは、自分の所で送

ついてはですね、是非一表をお作り頂きたい。自分の班が送り込んだものにつ

いては是非一表としてください。無理でなければ明日の朝の全体会議までにお作りいただきま

して、作りかけでも構いません。それを情報班は受け取れますか？

●●ストップ。今、ご了解いただきましたので、２ＦのＳＰＤＳをくずして１Ｆに振り替える

ありがとうございました。そうしますと、ＳＰＤＳは国の了解取れましたので自治体の方はこ

のままいきますか？●●くん、ＳＰＤＳは自治体もいっているんだな？

自治体はいってないです。オフサイトセンターにいってます。

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

すみません、オフサイトセンターですが、よろしいでしょうか？ 

老婆心ながらということになってしまうかもしれませんが、１Ｆの方の通信ができないという

１Ｆの方には切れた原因ですか、最終的にＯＰＧＷが切れたということでしょうか？

切れたという事実は先方は、通信の人間がおりますので、ご存知だと思います。最終的な原因

がＯＰＧＷが切れたという状況を把握しておりませんので、すぐ確認をいたします。

要するに、１Ｆの方で通信手段を一生懸命探しているということで、それよりもこういう原因

だったのでこういうふうにやるということがわかれば少しは１Ｆの方も安心するのかなという

ことで伝えていただければなと思って、ご質問させていただきました。 

すみません。１Ｆの方は事実的には衛星の携帯電話しか繋がらなくて、中に入ると繋がりませ

んのでなかなか呼び出すということができなくてなかなか時間がかかっておりますが、伝える

他の班でですね、自分以外の班に関係しそうな支援策を実行中の班があれば、是非ご披露いた

だいて、カブリがあるとか、あるいは、バッティングがあるというようなことがあれば調整を

したいと思いますが、いかがでしょうか？大丈夫そうですか？それでは、、。はいどうぞ。

建設復旧班ですけれども、燃料、タンクローリーを運ぶ人間を大成さんのオペを用意している

のですが、防護具類をどこで受け取るかというところを今調整しておりますので、まだ出てま

了解いたしました。それでは、今すぐできるか別として皆さんと相談したいことがございます。

矢のようにというか事象が進展して、追いつくのが精一杯であったんですが、振り返ってみま

すとですね、いったい福島第一に何と何がいっているのか、あるいは福島第二に何が行ってい

るのか、必ずしも全部整理されて把握されているわけではありませんでした。これは本来はで

すね、支援策みたいなものが実行されますと情報班の方にそれが集中しまして、本来情報班を

通して調整とかそういう分野も随分あるようでして、情報班は自然にどこから何が幾つかを把

る仕組みになっております。今すぐにこういうふうに切り替えると、今度は情報班の負

荷が多すぎますし、皆さんの動きも少し制約がでますので、すぐというのは返って機動性を削

ぐとは思っておりますが、ただ今のままでもって行きますと、支援したものが１Ｆが汚染され

たということも手伝ってですね、手前のところで止まったり、いろんなパターンが入り混じっ

てですね、それから支援された側の方も人が逼迫してきますと、物資を稼ぐとか場所がわかる

とかそういう力がなかなかそげて参りました。えーまず一つ具体的なお願いは、自分の所で送

ついてはですね、是非一表をお作り頂きたい。自分の班が送り込んだものにつ

いては是非一表としてください。無理でなければ明日の朝の全体会議までにお作りいただきま

して、作りかけでも構いません。それを情報班は受け取れますか？ 

●●ストップ。今、ご了解いただきましたので、２ＦのＳＰＤＳをくずして１Ｆに振り替える

ありがとうございました。そうしますと、ＳＰＤＳは国の了解取れましたので自治体の方はこ

のままいきますか？●●くん、ＳＰＤＳは自治体もいっているんだな？ 

自治体はいってないです。オフサイトセンターにいってます。 
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老婆心ながらということになってしまうかもしれませんが、１Ｆの方の通信ができないという

１Ｆの方には切れた原因ですか、最終的にＯＰＧＷが切れたということでしょうか？ 

切れたという事実は先方は、通信の人間がおりますので、ご存知だと思います。最終的な原因

がＯＰＧＷが切れたという状況を把握しておりませんので、すぐ確認をいたします。 

要するに、１Ｆの方で通信手段を一生懸命探しているということで、それよりもこういう原因

だったのでこういうふうにやるということがわかれば少しは１Ｆの方も安心するのかなという

すみません。１Ｆの方は事実的には衛星の携帯電話しか繋がらなくて、中に入ると繋がりませ

んのでなかなか呼び出すということができなくてなかなか時間がかかっておりますが、伝える

他の班でですね、自分以外の班に関係しそうな支援策を実行中の班があれば、是非ご披露いた

だいて、カブリがあるとか、あるいは、バッティングがあるというようなことがあれば調整を

したいと思いますが、いかがでしょうか？大丈夫そうですか？それでは、、。はいどうぞ。

建設復旧班ですけれども、燃料、タンクローリーを運ぶ人間を大成さんのオペを用意している

のですが、防護具類をどこで受け取るかというところを今調整しておりますので、まだ出てま

了解いたしました。それでは、今すぐできるか別として皆さんと相談したいことがございます。

矢のようにというか事象が進展して、追いつくのが精一杯であったんですが、振り返ってみま

すとですね、いったい福島第一に何と何がいっているのか、あるいは福島第二に何が行ってい

るのか、必ずしも全部整理されて把握されているわけではありませんでした。これは本来はで

すね、支援策みたいなものが実行されますと情報班の方にそれが集中しまして、本来情報班を

通して調整とかそういう分野も随分あるようでして、情報班は自然にどこから何が幾つかを把

る仕組みになっております。今すぐにこういうふうに切り替えると、今度は情報班の負

荷が多すぎますし、皆さんの動きも少し制約がでますので、すぐというのは返って機動性を削

ぐとは思っておりますが、ただ今のままでもって行きますと、支援したものが１Ｆが汚染され

たということも手伝ってですね、手前のところで止まったり、いろんなパターンが入り混じっ

てですね、それから支援された側の方も人が逼迫してきますと、物資を稼ぐとか場所がわかる

とかそういう力がなかなかそげて参りました。えーまず一つ具体的なお願いは、自分の所で送

ついてはですね、是非一表をお作り頂きたい。自分の班が送り込んだものにつ

いては是非一表としてください。無理でなければ明日の朝の全体会議までにお作りいただきま

●●ストップ。今、ご了解いただきましたので、２ＦのＳＰＤＳをくずして１Ｆに振り替える

ありがとうございました。そうしますと、ＳＰＤＳは国の了解取れましたので自治体の方はこ
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切れたという事実は先方は、通信の人間がおりますので、ご存知だと思います。最終的な原因

要するに、１Ｆの方で通信手段を一生懸命探しているということで、それよりもこういう原因

だったのでこういうふうにやるということがわかれば少しは１Ｆの方も安心するのかなという

すみません。１Ｆの方は事実的には衛星の携帯電話しか繋がらなくて、中に入ると繋がりませ

んのでなかなか呼び出すということができなくてなかなか時間がかかっておりますが、伝える

他の班でですね、自分以外の班に関係しそうな支援策を実行中の班があれば、是非ご披露いた

だいて、カブリがあるとか、あるいは、バッティングがあるというようなことがあれば調整を

したいと思いますが、いかがでしょうか？大丈夫そうですか？それでは、、。はいどうぞ。 

建設復旧班ですけれども、燃料、タンクローリーを運ぶ人間を大成さんのオペを用意している

のですが、防護具類をどこで受け取るかというところを今調整しておりますので、まだ出てま

了解いたしました。それでは、今すぐできるか別として皆さんと相談したいことがございます。

矢のようにというか事象が進展して、追いつくのが精一杯であったんですが、振り返ってみま

すとですね、いったい福島第一に何と何がいっているのか、あるいは福島第二に何が行ってい

るのか、必ずしも全部整理されて把握されているわけではありませんでした。これは本来はで

すね、支援策みたいなものが実行されますと情報班の方にそれが集中しまして、本来情報班を

通して調整とかそういう分野も随分あるようでして、情報班は自然にどこから何が幾つかを把

る仕組みになっております。今すぐにこういうふうに切り替えると、今度は情報班の負

荷が多すぎますし、皆さんの動きも少し制約がでますので、すぐというのは返って機動性を削

ぐとは思っておりますが、ただ今のままでもって行きますと、支援したものが１Ｆが汚染され

たということも手伝ってですね、手前のところで止まったり、いろんなパターンが入り混じっ

てですね、それから支援された側の方も人が逼迫してきますと、物資を稼ぐとか場所がわかる

とかそういう力がなかなかそげて参りました。えーまず一つ具体的なお願いは、自分の所で送

ついてはですね、是非一表をお作り頂きたい。自分の班が送り込んだものにつ
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●●ストップ。今、ご了解いただきましたので、２ＦのＳＰＤＳをくずして１Ｆに振り替える
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オフサイトセンターにいってるな。オフサイトセンターにお断りを入れる必要が出てくるな。

県庁だから大丈夫か。

ＳＰＤＳに詳しい人？

今支援していただけますか？今、国の了解をとったところです。増田さん、他に気を付けなけ

ればならないことはありますか？

補足いたします。今、保安院殿のご了解をいただく前に、福島第二の所長さんはお怒りになり

ませんか？という質問もありました。付け足しまで。

ＳＰＤＳ切れることはしょうがないです。これは１Ｆを生かすためにはしょうがないんでしょ

う？うちはここでトラぶったらうちはもう１対１で電話対応でパラメータずっとしゃべり続け

ますから許してもらいましょうよ。何とか１Ｆの方に光ファイバーを使ってあげてください。

それはもう、うちはそこは頑張りますから。

はい、ありがとう。その方向で行きます。

ありがとうございます。それではこれで・・・通信さん、すいません。

２Ｆも大変な中、大変良く協力していだだけること感謝します。

それではさっきの話の〆のところですが、皆さんが一表作るとして、情報班は明日の朝で受け

取れますか？はい、すぐに集約を強制するのではなくて眺めて見てから難しさをご相談しまし

ょうか？でも遠からず指示の体制が一発でわかるようにという世界を作りたいと思います。そ

れでは、追加で何か、情報共有のものがなければ一旦閉めたいと思います。

一つだけ確認です。今後水を建物につぎ込むことになりますけれども、ただ水だけというだけ

というよりも中性子の制御能力のあるホウ酸と混ぜると効果的です。これについてユースしよ

うということで方向性については了解をいただいているんですけれども、今、彼らの方で手配

していただいているものはいわゆるＰＷＲのケミカルシール用のものでそんなに濃くない、量

としては約５０ｔあると、だからこれを手配したいと思うが、これでよろしいだろうかと質問

がありましたので、いいんじゃないかと・・・

そのへんは十分に・・

では、その方向でいきます。

保安班より一点協力お願いします。今各部門から１Ｆ、２Ｆにかなりの人が応援に入っている

と思います。この状態を見える化したいと思います。なぜならば、応援に入った人は必ずまた

外に出て行きます。出て行ったときの除染体制をきっちっと確立する上でもいつまで工事をや

ってどのタイミングで出てくるのかということが非常に重要になって参ります。今担当者の●

●くんが各班の方と相談しているかと思いますが、ちょっとご協力いただきたいと思います。

どっかにボードを作ってですね、予定はこの期間、延びたらそれを延ばしてもらうという形で

何人いつのタイミングで出てくるかということをちょっと把握したいと思いますのでご協力よ

ろしくお願いします。

よろしくお願いします。

それはボードに書くのも大事だけれども、それを記録としてとっておかないと困ると思います

から、よく気をつけてください。

あと、石崎部長、あーお電話になりましたね。はい、どうぞ。

給電班でございますけれども、今日も計画停電を予定通り実施いたしました。５回実施いたし

まして、６：４０～すでに２１：０６まで終了して負荷は全て送っております。お客様の停電

件数、これ延べでございますけれども、１，１１５万件でございます。以上です。
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オフサイトセンターにいってるな。オフサイトセンターにお断りを入れる必要が出てくるな。

県庁だから大丈夫か。 

ＳＰＤＳに詳しい人？ 

今支援していただけますか？今、国の了解をとったところです。増田さん、他に気を付けなけ

ればならないことはありますか？

補足いたします。今、保安院殿のご了解をいただく前に、福島第二の所長さんはお怒りになり

ませんか？という質問もありました。付け足しまで。

ＳＰＤＳ切れることはしょうがないです。これは１Ｆを生かすためにはしょうがないんでしょ

う？うちはここでトラぶったらうちはもう１対１で電話対応でパラメータずっとしゃべり続け

ますから許してもらいましょうよ。何とか１Ｆの方に光ファイバーを使ってあげてください。

それはもう、うちはそこは頑張りますから。

はい、ありがとう。その方向で行きます。

ありがとうございます。それではこれで・・・通信さん、すいません。

２Ｆも大変な中、大変良く協力していだだけること感謝します。

それではさっきの話の〆のところですが、皆さんが一表作るとして、情報班は明日の朝で受け

取れますか？はい、すぐに集約を強制するのではなくて眺めて見てから難しさをご相談しまし

ょうか？でも遠からず指示の体制が一発でわかるようにという世界を作りたいと思います。そ

れでは、追加で何か、情報共有のものがなければ一旦閉めたいと思います。

一つだけ確認です。今後水を建物につぎ込むことになりますけれども、ただ水だけというだけ

というよりも中性子の制御能力のあるホウ酸と混ぜると効果的です。これについてユースしよ

うということで方向性については了解をいただいているんですけれども、今、彼らの方で手配

していただいているものはいわゆるＰＷＲのケミカルシール用のものでそんなに濃くない、量

としては約５０ｔあると、だからこれを手配したいと思うが、これでよろしいだろうかと質問

がありましたので、いいんじゃないかと・・・

そのへんは十分に・・ 

では、その方向でいきます。 
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ありがとうございました。それでは、石崎部長は電話中なので、私が随分今日抜けたものです

から私から聞くのもへんですが、全国町村会長からのうちの社長への申し入れの話は情報共有

されましたでしょうか？はい、本日の１４：３０～１４：３５までの間に全国町村会長の来訪

を受けまして社長宛の緊急要請というものを受け取っております。これはですね、鼓副社長が

応対されております。これはそもそもはですね、福島の福島県の町村会長さまから全国の町村

会長さまへの申し入れでありまして幾つかの項目がありまして、これ以上放射能が漏えいしな

いようにですとか、被ばく者に対して迅速かつ適切な医療体制とか、お国のものもございます

けれども、そのうちの私どものものについてはですね、全国の町村会長から当社社長宛に、え

ー「貴職より国に強力に要請くださいますようにお願い申し上げます」というような申し出が

ございました。鼓副社長が対応されておりますので様々な組織から申し入れを受けている状態

にあるということで情報共有をさせていただきます。

申し入れはうちでファックスかなんか送ればいい話ですか？

いいえ、お国にもいらっしゃった話なので。

そうですか。 

大丈夫でございます。ありがとうございます。それではよろしければ、一旦しめたいと思いま

す。ちょっとこの後通信復旧とかありますのでもう一度は少なくとも集まっていただきますの

で、おつきあいの程お願いします。よろしくお願い致します。

すみません、オフサイトセンターですけどよろしいでしょうか？

どうぞ。 

今こちらの方にいらっしゃる自衛隊の●●さんからお話があったので、その内容を結構重要な

内容なのでお知らせしたいと思います。今日の１８時に●●から自衛隊の命令というのが出た

そうです。この中ですね、我々の活動をご支援いただいた自衛隊さんはですね、原子力災害派

遣部隊という部隊だったんですけれども、この部隊の目的がですね、今後明日以降でございま

すけど、地域の住民のですね、避難、汚染の除去を実施するというふうに変えるというふうに

なったそうです。これはどんなことをやるかといいます

染所を設けて、そこのところで退避してくる住民の皆さんを除染した上で安全な地帯に出して

行くということを仕事をメインにしていく部隊に明日以降しますという命令が出たということ

でございます。部隊の隊数も増強はされるということでございますけれどもこの地域全体の主

要な道路に除染場を置いていった場合、今後ですね、今回実施していただいたような水とか油

をですね発電所まで持っていくというようなことに対して隊員を割くというですね、余裕はた

ぶんなくなるだろうということで、今日は３０キロリットルの灯

油をですね、第二の発電所まで持っていっていただいたんですけど、明日以降、このような活

動をすることは難しくなるというお話をいただきました。そうしますと我々の自分たちの命綱

でありますですね、Ｄ／Ｇの軽油だとかそれから耐震、免震重要棟のですね、軽油なんかが補

給ができなくなる可能性が出てきますのでこの辺についてもしそういう事態が起きるというこ

とであれば、早急に自分たちで対処するような方法があるのかということを明日中に決めてお

かなければならないという感じとなっております。以上です。

はい、ありがとうございました。資材班、今の話がありますので、今後尚一層困難になると思

いますが、一方発電所の活動を、おー維持するためにどうしても、おー必要物資の輸送を滞ら

せるわけに行きませんので、大変ご苦労だと思いますが引き続き努力お願いします。

最大限努力いたします。

最大限努力というより、実際にロジが無くなってしまった途端、発電所から退避せざる終えな

いし、５号、６号のＤ／Ｇの燃料も無くなってしまうということなのである意味、●●命令が

出たということでございますけれども本店の方からですね、働きかけていただけるところがあ

るのであれば働きかけていただきたいし、現地の●●さんは明日引継ぎなんですけれども、後

任の●●さんにはこの業務は重要だと引き継いでいただきますけれども、命令の趣旨が変わっ

たので、なかなか実行は難しいと思うという話を私にされてます。あとはどうしてもだめであ

れば、確実に輸送できるロジを作っていかないといけないのでその辺はよろしくお願いしたい

という話です。

ちょっと私から一言。今回資材の調達を色々言われてるんですけれども、円滑に行かない最大

の要因はですね、Ｊヴィレッジから１Ｆまで行く運転手さんがいないんです。これが最大の悩
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ありがとうございました。それでは、石崎部長は電話中なので、私が随分今日抜けたものです

から私から聞くのもへんですが、全国町村会長からのうちの社長への申し入れの話は情報共有

されましたでしょうか？はい、本日の１４：３０～１４：３５までの間に全国町村会長の来訪

を受けまして社長宛の緊急要請というものを受け取っております。これはですね、鼓副社長が

応対されております。これはそもそもはですね、福島の福島県の町村会長さまから全国の町村

会長さまへの申し入れでありまして幾つかの項目がありまして、これ以上放射能が漏えいしな

ですとか、被ばく者に対して迅速かつ適切な医療体制とか、お国のものもございます

けれども、そのうちの私どものものについてはですね、全国の町村会長から当社社長宛に、え

ー「貴職より国に強力に要請くださいますようにお願い申し上げます」というような申し出が

ございました。鼓副社長が対応されておりますので様々な組織から申し入れを受けている状態

にあるということで情報共有をさせていただきます。

申し入れはうちでファックスかなんか送ればいい話ですか？

いいえ、お国にもいらっしゃった話なので。

 

大丈夫でございます。ありがとうございます。それではよろしければ、一旦しめたいと思いま

す。ちょっとこの後通信復旧とかありますのでもう一度は少なくとも集まっていただきますの

で、おつきあいの程お願いします。よろしくお願い致します。

すみません、オフサイトセンターですけどよろしいでしょうか？

今こちらの方にいらっしゃる自衛隊の●●さんからお話があったので、その内容を結構重要な

内容なのでお知らせしたいと思います。今日の１８時に●●から自衛隊の命令というのが出た

そうです。この中ですね、我々の活動をご支援いただいた自衛隊さんはですね、原子力災害派

遣部隊という部隊だったんですけれども、この部隊の目的がですね、今後明日以降でございま

すけど、地域の住民のですね、避難、汚染の除去を実施するというふうに変えるというふうに

なったそうです。これはどんなことをやるかといいます

染所を設けて、そこのところで退避してくる住民の皆さんを除染した上で安全な地帯に出して

行くということを仕事をメインにしていく部隊に明日以降しますという命令が出たということ

でございます。部隊の隊数も増強はされるということでございますけれどもこの地域全体の主

要な道路に除染場を置いていった場合、今後ですね、今回実施していただいたような水とか油

をですね発電所まで持っていくというようなことに対して隊員を割くというですね、余裕はた

ぶんなくなるだろうということで、今日は３０キロリットルの灯

油をですね、第二の発電所まで持っていっていただいたんですけど、明日以降、このような活

動をすることは難しくなるというお話をいただきました。そうしますと我々の自分たちの命綱

でありますですね、Ｄ／Ｇの軽油だとかそれから耐震、免震重要棟のですね、軽油なんかが補

給ができなくなる可能性が出てきますのでこの辺についてもしそういう事態が起きるというこ

とであれば、早急に自分たちで対処するような方法があるのかということを明日中に決めてお

かなければならないという感じとなっております。以上です。

はい、ありがとうございました。資材班、今の話がありますので、今後尚一層困難になると思

いますが、一方発電所の活動を、おー維持するためにどうしても、おー必要物資の輸送を滞ら

せるわけに行きませんので、大変ご苦労だと思いますが引き続き努力お願いします。

最大限努力いたします。 

最大限努力というより、実際にロジが無くなってしまった途端、発電所から退避せざる終えな

いし、５号、６号のＤ／Ｇの燃料も無くなってしまうということなのである意味、●●命令が

出たということでございますけれども本店の方からですね、働きかけていただけるところがあ

るのであれば働きかけていただきたいし、現地の●●さんは明日引継ぎなんですけれども、後

任の●●さんにはこの業務は重要だと引き継いでいただきますけれども、命令の趣旨が変わっ

たので、なかなか実行は難しいと思うという話を私にされてます。あとはどうしてもだめであ

実に輸送できるロジを作っていかないといけないのでその辺はよろしくお願いしたい

という話です。 

ちょっと私から一言。今回資材の調達を色々言われてるんですけれども、円滑に行かない最大

の要因はですね、Ｊヴィレッジから１Ｆまで行く運転手さんがいないんです。これが最大の悩

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

197 

発言内容

ありがとうございました。それでは、石崎部長は電話中なので、私が随分今日抜けたものです

から私から聞くのもへんですが、全国町村会長からのうちの社長への申し入れの話は情報共有

されましたでしょうか？はい、本日の１４：３０～１４：３５までの間に全国町村会長の来訪

を受けまして社長宛の緊急要請というものを受け取っております。これはですね、鼓副社長が

応対されております。これはそもそもはですね、福島の福島県の町村会長さまから全国の町村

会長さまへの申し入れでありまして幾つかの項目がありまして、これ以上放射能が漏えいしな

ですとか、被ばく者に対して迅速かつ適切な医療体制とか、お国のものもございます

けれども、そのうちの私どものものについてはですね、全国の町村会長から当社社長宛に、え

ー「貴職より国に強力に要請くださいますようにお願い申し上げます」というような申し出が

ございました。鼓副社長が対応されておりますので様々な組織から申し入れを受けている状態

にあるということで情報共有をさせていただきます。

申し入れはうちでファックスかなんか送ればいい話ですか？

いいえ、お国にもいらっしゃった話なので。

大丈夫でございます。ありがとうございます。それではよろしければ、一旦しめたいと思いま

す。ちょっとこの後通信復旧とかありますのでもう一度は少なくとも集まっていただきますの

で、おつきあいの程お願いします。よろしくお願い致します。

すみません、オフサイトセンターですけどよろしいでしょうか？

今こちらの方にいらっしゃる自衛隊の●●さんからお話があったので、その内容を結構重要な

内容なのでお知らせしたいと思います。今日の１８時に●●から自衛隊の命令というのが出た

そうです。この中ですね、我々の活動をご支援いただいた自衛隊さんはですね、原子力災害派

遣部隊という部隊だったんですけれども、この部隊の目的がですね、今後明日以降でございま

すけど、地域の住民のですね、避難、汚染の除去を実施するというふうに変えるというふうに

なったそうです。これはどんなことをやるかといいます

染所を設けて、そこのところで退避してくる住民の皆さんを除染した上で安全な地帯に出して

行くということを仕事をメインにしていく部隊に明日以降しますという命令が出たということ

でございます。部隊の隊数も増強はされるということでございますけれどもこの地域全体の主

要な道路に除染場を置いていった場合、今後ですね、今回実施していただいたような水とか油

をですね発電所まで持っていくというようなことに対して隊員を割くというですね、余裕はた

ぶんなくなるだろうということで、今日は３０キロリットルの灯

油をですね、第二の発電所まで持っていっていただいたんですけど、明日以降、このような活

動をすることは難しくなるというお話をいただきました。そうしますと我々の自分たちの命綱

でありますですね、Ｄ／Ｇの軽油だとかそれから耐震、免震重要棟のですね、軽油なんかが補

給ができなくなる可能性が出てきますのでこの辺についてもしそういう事態が起きるというこ

とであれば、早急に自分たちで対処するような方法があるのかということを明日中に決めてお

かなければならないという感じとなっております。以上です。

はい、ありがとうございました。資材班、今の話がありますので、今後尚一層困難になると思

いますが、一方発電所の活動を、おー維持するためにどうしても、おー必要物資の輸送を滞ら

せるわけに行きませんので、大変ご苦労だと思いますが引き続き努力お願いします。

最大限努力というより、実際にロジが無くなってしまった途端、発電所から退避せざる終えな

いし、５号、６号のＤ／Ｇの燃料も無くなってしまうということなのである意味、●●命令が

出たということでございますけれども本店の方からですね、働きかけていただけるところがあ

るのであれば働きかけていただきたいし、現地の●●さんは明日引継ぎなんですけれども、後

任の●●さんにはこの業務は重要だと引き継いでいただきますけれども、命令の趣旨が変わっ

たので、なかなか実行は難しいと思うという話を私にされてます。あとはどうしてもだめであ

実に輸送できるロジを作っていかないといけないのでその辺はよろしくお願いしたい

ちょっと私から一言。今回資材の調達を色々言われてるんですけれども、円滑に行かない最大

の要因はですね、Ｊヴィレッジから１Ｆまで行く運転手さんがいないんです。これが最大の悩

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

ありがとうございました。それでは、石崎部長は電話中なので、私が随分今日抜けたものです

から私から聞くのもへんですが、全国町村会長からのうちの社長への申し入れの話は情報共有

されましたでしょうか？はい、本日の１４：３０～１４：３５までの間に全国町村会長の来訪

を受けまして社長宛の緊急要請というものを受け取っております。これはですね、鼓副社長が

応対されております。これはそもそもはですね、福島の福島県の町村会長さまから全国の町村

会長さまへの申し入れでありまして幾つかの項目がありまして、これ以上放射能が漏えいしな

ですとか、被ばく者に対して迅速かつ適切な医療体制とか、お国のものもございます

けれども、そのうちの私どものものについてはですね、全国の町村会長から当社社長宛に、え

ー「貴職より国に強力に要請くださいますようにお願い申し上げます」というような申し出が

ございました。鼓副社長が対応されておりますので様々な組織から申し入れを受けている状態

にあるということで情報共有をさせていただきます。 

申し入れはうちでファックスかなんか送ればいい話ですか？

いいえ、お国にもいらっしゃった話なので。 

大丈夫でございます。ありがとうございます。それではよろしければ、一旦しめたいと思いま

す。ちょっとこの後通信復旧とかありますのでもう一度は少なくとも集まっていただきますの

で、おつきあいの程お願いします。よろしくお願い致します。

すみません、オフサイトセンターですけどよろしいでしょうか？

今こちらの方にいらっしゃる自衛隊の●●さんからお話があったので、その内容を結構重要な

内容なのでお知らせしたいと思います。今日の１８時に●●から自衛隊の命令というのが出た

そうです。この中ですね、我々の活動をご支援いただいた自衛隊さんはですね、原子力災害派

遣部隊という部隊だったんですけれども、この部隊の目的がですね、今後明日以降でございま

すけど、地域の住民のですね、避難、汚染の除去を実施するというふうに変えるというふうに

なったそうです。これはどんなことをやるかといいますと、発電所の周辺の道路にいわゆる除

染所を設けて、そこのところで退避してくる住民の皆さんを除染した上で安全な地帯に出して

行くということを仕事をメインにしていく部隊に明日以降しますという命令が出たということ

でございます。部隊の隊数も増強はされるということでございますけれどもこの地域全体の主

要な道路に除染場を置いていった場合、今後ですね、今回実施していただいたような水とか油

をですね発電所まで持っていくというようなことに対して隊員を割くというですね、余裕はた

ぶんなくなるだろうということで、今日は３０キロリットルの灯

油をですね、第二の発電所まで持っていっていただいたんですけど、明日以降、このような活

動をすることは難しくなるというお話をいただきました。そうしますと我々の自分たちの命綱

でありますですね、Ｄ／Ｇの軽油だとかそれから耐震、免震重要棟のですね、軽油なんかが補

給ができなくなる可能性が出てきますのでこの辺についてもしそういう事態が起きるというこ

とであれば、早急に自分たちで対処するような方法があるのかということを明日中に決めてお

かなければならないという感じとなっております。以上です。

はい、ありがとうございました。資材班、今の話がありますので、今後尚一層困難になると思

いますが、一方発電所の活動を、おー維持するためにどうしても、おー必要物資の輸送を滞ら

せるわけに行きませんので、大変ご苦労だと思いますが引き続き努力お願いします。

最大限努力というより、実際にロジが無くなってしまった途端、発電所から退避せざる終えな

いし、５号、６号のＤ／Ｇの燃料も無くなってしまうということなのである意味、●●命令が

出たということでございますけれども本店の方からですね、働きかけていただけるところがあ

るのであれば働きかけていただきたいし、現地の●●さんは明日引継ぎなんですけれども、後

任の●●さんにはこの業務は重要だと引き継いでいただきますけれども、命令の趣旨が変わっ

たので、なかなか実行は難しいと思うという話を私にされてます。あとはどうしてもだめであ

実に輸送できるロジを作っていかないといけないのでその辺はよろしくお願いしたい

ちょっと私から一言。今回資材の調達を色々言われてるんですけれども、円滑に行かない最大

の要因はですね、Ｊヴィレッジから１Ｆまで行く運転手さんがいないんです。これが最大の悩
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ありがとうございました。それでは、石崎部長は電話中なので、私が随分今日抜けたものです

から私から聞くのもへんですが、全国町村会長からのうちの社長への申し入れの話は情報共有

されましたでしょうか？はい、本日の１４：３０～１４：３５までの間に全国町村会長の来訪

を受けまして社長宛の緊急要請というものを受け取っております。これはですね、鼓副社長が

応対されております。これはそもそもはですね、福島の福島県の町村会長さまから全国の町村

会長さまへの申し入れでありまして幾つかの項目がありまして、これ以上放射能が漏えいしな

ですとか、被ばく者に対して迅速かつ適切な医療体制とか、お国のものもございます

けれども、そのうちの私どものものについてはですね、全国の町村会長から当社社長宛に、え

ー「貴職より国に強力に要請くださいますようにお願い申し上げます」というような申し出が

ございました。鼓副社長が対応されておりますので様々な組織から申し入れを受けている状態

申し入れはうちでファックスかなんか送ればいい話ですか？ 

大丈夫でございます。ありがとうございます。それではよろしければ、一旦しめたいと思いま

す。ちょっとこの後通信復旧とかありますのでもう一度は少なくとも集まっていただきますの

で、おつきあいの程お願いします。よろしくお願い致します。 

すみません、オフサイトセンターですけどよろしいでしょうか？ 

今こちらの方にいらっしゃる自衛隊の●●さんからお話があったので、その内容を結構重要な

内容なのでお知らせしたいと思います。今日の１８時に●●から自衛隊の命令というのが出た

そうです。この中ですね、我々の活動をご支援いただいた自衛隊さんはですね、原子力災害派

遣部隊という部隊だったんですけれども、この部隊の目的がですね、今後明日以降でございま

すけど、地域の住民のですね、避難、汚染の除去を実施するというふうに変えるというふうに

と、発電所の周辺の道路にいわゆる除

染所を設けて、そこのところで退避してくる住民の皆さんを除染した上で安全な地帯に出して

行くということを仕事をメインにしていく部隊に明日以降しますという命令が出たということ

でございます。部隊の隊数も増強はされるということでございますけれどもこの地域全体の主

要な道路に除染場を置いていった場合、今後ですね、今回実施していただいたような水とか油

をですね発電所まで持っていくというようなことに対して隊員を割くというですね、余裕はた

ぶんなくなるだろうということで、今日は３０キロリットルの灯油をですね、灯油というか軽

油をですね、第二の発電所まで持っていっていただいたんですけど、明日以降、このような活

動をすることは難しくなるというお話をいただきました。そうしますと我々の自分たちの命綱

でありますですね、Ｄ／Ｇの軽油だとかそれから耐震、免震重要棟のですね、軽油なんかが補

給ができなくなる可能性が出てきますのでこの辺についてもしそういう事態が起きるというこ

とであれば、早急に自分たちで対処するような方法があるのかということを明日中に決めてお

かなければならないという感じとなっております。以上です。 

はい、ありがとうございました。資材班、今の話がありますので、今後尚一層困難になると思

いますが、一方発電所の活動を、おー維持するためにどうしても、おー必要物資の輸送を滞ら

せるわけに行きませんので、大変ご苦労だと思いますが引き続き努力お願いします。

最大限努力というより、実際にロジが無くなってしまった途端、発電所から退避せざる終えな

いし、５号、６号のＤ／Ｇの燃料も無くなってしまうということなのである意味、●●命令が

出たということでございますけれども本店の方からですね、働きかけていただけるところがあ

るのであれば働きかけていただきたいし、現地の●●さんは明日引継ぎなんですけれども、後

任の●●さんにはこの業務は重要だと引き継いでいただきますけれども、命令の趣旨が変わっ

たので、なかなか実行は難しいと思うという話を私にされてます。あとはどうしてもだめであ

実に輸送できるロジを作っていかないといけないのでその辺はよろしくお願いしたい

ちょっと私から一言。今回資材の調達を色々言われてるんですけれども、円滑に行かない最大

の要因はですね、Ｊヴィレッジから１Ｆまで行く運転手さんがいないんです。これが最大の悩
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みです。ですから皆さんの中で１Ｆまで大型とか大型特殊を運転できる方がいたら是非、手を

あげていただきたいです。以上です

ありがとうございました。悩ましいことですけどちょっと。

すいません、現地の対策本部の松下でございます。先ほど自衛隊さんからそういうお話があり

ましたので我々の方のですね、現地対策本部の方も自衛隊との●●でどこまでできるかという

ことを検討してみたいと思います。ただ自衛隊さんの方はそういう組織といったことは決定し

てますから、どこまでできるかということはこちらの現地本部をそれから必要に応じては東京

のＥＲＣとも相談したいと考えております。

はい、承知しました。

それでは第二の方を少しお残しいただいてよろしい方は戻っていただきますが、通信復旧班さ

んの方から通信の復旧の見込みが割合硬いところが伝わりましたらもう一度みんなで集まるよ

うなご連絡をしたいと思います。よろしくお願いしたします。ありがとうございました。

２Ｆさん、２Ｆの増田所長、本店の●●ですけれども・・・増田所長じゃなくても●●さんい

らっしゃる？ 

はい、●●です。づみません。電話が繋がりにくくてすみません。

うん、そうなんだよね、すみません。先ほど、１Ｆの体育館の人ということで電話したんです

けど、１ＦのＤ／Ｇ用軽油タンクを満たすためにタンクローリー車をぐるぐるピストン輸送し

ようとしていて今、いち、２Ｆ体育館に待機している１Ｆの当直員３名ぐらいを明日の朝、６

時ぐらいまでにＪヴィレッジに送りこみたいんですが、車の移動手段がないんですよ、車はあ

りますかね？ 

２Ｆの方ももともと車が少なくて・・すごく少ないんですよ。なのですぐにありますか？と今

言われてもできない即答できない状況です。

えっと、タンクローリーというのも実は欲しくてですね。２Ｆにとりあえず１台あるって聞い

ているのでそれを一回借りてしまうのはまずいですか？それを２Ｆもないと困ると思うから帰

り道に返すということで、汚れちゃうからまずいですか？

資材班、タンクローリーの何か情報を持ってますか？

資材班ですけれども、福島第一の軽油タンクでしょうか？

２Ｆの資材だと思います。すいません、大丈夫です。

２Ｆは確かに２台タンクローリーを持っていて、そのうちの１台はまだ２Ｆの中で電源車の燃

料補給のために使っているんですけど、もう１台の方が、ひょっとして、まだ空になっていて

どのみち、それが使えるかもしれないということ模様です。

できればそれを貸して頂いて、空でまだ、当面大丈夫であれば貸してもらって、いつか必要な

ときは指定していただければそれを返す手段を考えたいんですけど。

あのー第二の方もですね・・・

あるいは、１ＦのＤ／Ｇの方がちょっと今ピストン輸送で６０リットル／日送らなければいけ

ないので、いくらでもタンクローリーが欲しいという状況になってますので、できれば借りっ

ぱなしで当面落ち着くまでは貸して頂けるのが一番いいのですが。

わかりました、第二の方も状況を確認して、なるべくそちらの方向で検討したいと思いますが、

第二の方もＤ／Ｇが起動しっぱなしなのが３号機、４号機にありまして、そちらの方も軽油タ

ンクがいま、半分ぐらいにきちゃってるんですね。なので同じように軽油が欲しいのは第二の

方も状況としては同じでして、調達はしているんですけどまだなかなかこちらに届いていない
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２Ｆさん、２Ｆの増田所長、本店の●●ですけれども・・・増田所長じゃなくても●●さんい

はい、●●です。づみません。電話が繋がりにくくてすみません。

うん、そうなんだよね、すみません。先ほど、１Ｆの体育館の人ということで電話したんです

けど、１ＦのＤ／Ｇ用軽油タンクを満たすためにタンクローリー車をぐるぐるピストン輸送し

ようとしていて今、いち、２Ｆ体育館に待機している１Ｆの当直員３名ぐらいを明日の朝、６

時ぐらいまでにＪヴィレッジに送りこみたいんですが、車の移動手段がないんですよ、車はあ

２Ｆの方ももともと車が少なくて・・すごく少ないんですよ。なのですぐにありますか？と今

言われてもできない即答できない状況です。

えっと、タンクローリーというのも実は欲しくてですね。２Ｆにとりあえず１台あるって聞い

ているのでそれを一回借りてしまうのはまずいですか？それを２Ｆもないと困ると思うから帰

り道に返すということで、汚れちゃうからまずいですか？

資材班、タンクローリーの何か情報を持ってますか？

資材班ですけれども、福島第一の軽油タンクでしょうか？

２Ｆの資材だと思います。すいません、大丈夫です。

２Ｆは確かに２台タンクローリーを持っていて、そのうちの１台はまだ２Ｆの中で電源車の燃

料補給のために使っているんですけど、もう１台の方が、ひょっとして、まだ空になっていて

どのみち、それが使えるかもしれないということ模様です。

できればそれを貸して頂いて、空でまだ、当面大丈夫であれば貸してもらって、いつか必要な

ときは指定していただければそれを返す手段を考えたいんですけど。

あのー第二の方もですね・・・ 

あるいは、１ＦのＤ／Ｇの方がちょっと今ピストン輸送で６０リットル／日送らなければいけ

ないので、いくらでもタンクローリーが欲しいという状況になってますので、できれば借りっ

ぱなしで当面落ち着くまでは貸して頂けるのが一番いいのですが。

わかりました、第二の方も状況を確認して、なるべくそちらの方向で検討したいと思いますが、

第二の方もＤ／Ｇが起動しっぱなしなのが３号機、４号機にありまして、そちらの方も軽油タ

ンクがいま、半分ぐらいにきちゃってるんですね。なので同じように軽油が欲しいのは第二の

方も状況としては同じでして、調達はしているんですけどまだなかなかこちらに届いていない

４号機で火災、空自ヘリの放水断念
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という実態です。

そうだよね。 

軽油っていっぱいあるんだけど届いていないやつだろう？小名浜かどこかに２００リットルの

ドラム缶にたくさんあったよな？

今、中郷の、中郷のサービスエリアの１５ｔタンク２つにピストン輸送してくれるらしいんで

すよ。それを最低限６０キロリットル／日を毎日にように運ばなければならないというそうい

う計画を今立てているんですけれども。それに２Ｆが加わってくるとかなり大変になります。

それはまた考えます。

あとさ、通信手段がなくて非常に心配しているんだけど、５，６号機のＤ／Ｇも燃料入れてい

るかどうかって、確認している？

１Ｆですか？まさに１Ｆの５，６号機のＤ／Ｇをあと１日ぐらいなのでそこを満たそうという

ことをいま、やり始めているんですよ。それに２Ｆの方を・・・

あれさ、５号の使用済燃料プールの温度も結構高かったからさ、Ｄ／Ｇ止めないようにさ。

わかりました、●●さんすみません、ちょっと相談していただいて、携帯、ピッチ繋がらなか

ったらまた呼び出して下さい。

了解致しました。

２ＦのＤ／Ｇ関係、軽油関係、タンクローリーの話、わかりました。ちょっと、よろしいです

か？福島第二です。

ちょっと待ってね。

増田さんすみません、●●ですけれども。

今２Ｆの持っているタンクローリーと言うとおこがましいですけど、５キロリットル対応です。

５キロリットルが２台あるので、そのうちの１台は出します。ただ、先ほどおっしゃっていた

６０キロリットルとみると相当小さいですから、それでもよろしければ使って下さい。

ありがたい、助かります。この後もどんどん追加していって１０台ぐらい４キロとか７キロの

１０台ぐらい用意できそう、していく予定みたいです。それで普通自動車の運転免許で運転で

きるんでしたっけ？

そのようです。

今、２Ｆに避難している１Ｆの当直員の●●というものがいるんですが、その他に計３名は明

日の朝、Ｊヴィレッジに行かないといけないのでその足としてまず使わせていただければと思

っております。

了解、明日の朝、避難場所に持って行きます。

避難場所に持ってきていただけますか？

持って行きます。２Ｆの中の１Ｆの人がいる場所でしょ？

そうです。 

了解。 
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５キロリットルが２台あるので、そのうちの１台は出します。ただ、先ほどおっしゃっていた

６０キロリットルとみると相当小さいですから、それでもよろしければ使って下さい。
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っております。 

了解、明日の朝、避難場所に持って行きます。

避難場所に持ってきていただけますか？
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●●に言っておきます。今から持ってきてもらってもいいんですけど。

わかりました。今から持って行きます。

そうですね、朝大変ですもんね、わかりました、ありがとうございます。助かります。

もう一個だけ、今、２Ｆの正門を自衛隊のタンクローリーが何台か入って来たようなんですけ

ど、何か２Ｆに資材を運んでらっしゃいますか？

すみません。 

ごめんなさい、軽油が１５０本運ばれてきたんですけれども。１Ｆの分だと聞いているんです

けど、これはどうしろということでしょうか？

増田さん、荷主はわかりませんか？●●です。すみません。

荷主はわかりません。１Ｆの分１５０本というふうに・・ちょっと・・・

軽油１５０本？

申し訳ありません、自衛隊の方が入ってきて、自分のところの、燃料だそうです。

そうですか、良かったです。ありがとうございました。

良かったもいいんですけど、自衛隊が入ってくるという話もいつどういうふうに自衛隊が２Ｆ

に入るかという連絡も来てないんですけど。

申し訳ありません。

お願いします。

お返事はいらないですけど、どっかの班は反省して下さい。お願いします。

本店●●、２Ｆの増田です。

はい、本店●●です、●●です。

はい、了解、増田です、お疲れさん。

はい、お疲れさまです。

今、２Ｆに自衛隊のドラム缶、トラックがドラム缶１５０本持ってきたんですよ。中身は軽油

なんですよ。これって明日、たぶん明日だと思うんだけど、１Ｆに持って行く時間調整のため

に２Ｆに入ってきたらしいですけど、これはもともとうちの資材が絡んでいて調達している軽

油らしいんで１５０本もあるんだから、まずは明日必要な分お借りしてあとから返したらどう

だろうかと思うんだけど、そんな近々に必要なんだったら別で、全然前後関係がわからなくて

申し訳ないんだけど。

今、資材さんの方と調整してきます。

是非、１５０本が目の前にあるんだからさ。

了解。 
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に２Ｆに入ってきたらしいですけど、これはもともとうちの資材が絡んでいて調達している軽

油らしいんで１５０本もあるんだから、まずは明日必要な分お借りしてあとから返したらどう

だろうかと思うんだけど、そんな近々に必要なんだったら別で、全然前後関係がわからなくて
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お願い。 

増田さんね、その件なんだけど、俺の聞いている話は、今日まっすぐ１Ｆに運ぶ予定だったん

ですよ。だけれども、ようするに通信手段はないし、１Ｆの近くは線量が高いんで、多分本店

の資材の指示だと思うんだけども、それで２Ｆに持って行った話だと思う。そして明日、２Ｆ

から１Ｆに持って行ってくれる人は俺はいないんだと思っている。

自衛隊のトラックで来てますよ。

だから自分で取りに来て自分で運ばなければならない。自衛隊さんは明日はそれを持って行っ

てくれないと思う。

資材班です。よろしいですか？今の増田さんの件なんですけど、そちらにドラム缶であの、軽

油が入っていると思うんですけど、１Ｆの方に持って行くための、持って行く軽油でございま

す。それでこれからピストン輸送というか、どんどん１Ｆの方に運ぶんですけれども、１Ｆの

そこに運ぶ人間が１Ｆの地理を知らないものですから１Ｆの案内をしていただきながら、これ

から明日以降１Ｆにどんどん運んでいく

ごめんなさい、トラックにいっぱい乗せてきてピストンって感じじゃない気がするんですけど、

これをピストンするんですか？

それでローリーを使ってどんどん運んで行くようなことで考えています。それで１Ｆのタンク

の中に入れましてまた回ってということで、ローリーは６台、最大６台で、今３台ですけど。

すみません、ローリーが来て、２Ｆの土地の中にドラム缶を入れちゃったんですけど、２Ｆの

土地の中でドラム缶からローリーへ積み替えやるってことですか？・・・そんな話は何も聞い

てないですよ。

違う、中郷のサービスエリア。

申し訳ございません、今説明致します。

しかも送電線の近くに持って行っちゃったんですよ。今、２Ｆは送電線がやばいって言ってい

る時に送電線のそばの駐車場に自衛隊が出やすいように置いてやったのに、そこでタンクロー

リーに入れるなんてやられて火が出たらどうするんですか？

ごめんなさい、タンクローリーは間違いです。

どうなっているのかちゃんと教えて下さいよ。

ご説明致します。中郷サービスエリアというところに軽油がタンクに入ります。そのサービス

エリアにあるタンクを利用して４キロのローリーでピストン輸送するというものです。従って、

２Ｆにあるドラム缶を使うわけではありません。そこで移し替えをするわけではありません。

ごめん、全然わかんない。今２Ｆに自衛隊のトラックが３台入ってきたわけですよ、ドラム缶

１５０本積んでますと我々に言われてます。これは何でしょうか？いつどうやって１Ｆに行く

んでしょうか？で、これは先ほど１Ｆで軽油が欲しいと

とができないんでしょうか？それを答えていただければ結構です。

この油はですね、油がないということで自衛隊が、自衛隊に運んでほしいと要請してましたが、

自衛隊が今、原油を持っているものはドラム缶の油しかないということですので、今あるでき

ることだけを先にしようと自衛隊が１Ｆに運ぼうとして持って参りました。持ってきた時に連

絡が取れないということが発生しておりましたので、それであれば水先案内人が必要ですので

２Ｆの方にご連絡をしてとりあえず、２Ｆで保管してくれということで預かっていただいてま

す。従って置き場所も２Ｆの方に指示をしていただいて置いていただきました。

増田さん、ちょっとよろしいでしょうか？助けていただいている方の物資のお話でもございま

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  187 / 197

増田さんね、その件なんだけど、俺の聞いている話は、今日まっすぐ１Ｆに運ぶ予定だったん

ですよ。だけれども、ようするに通信手段はないし、１Ｆの近くは線量が高いんで、多分本店

の資材の指示だと思うんだけども、それで２Ｆに持って行った話だと思う。そして明日、２Ｆ

から１Ｆに持って行ってくれる人は俺はいないんだと思っている。

自衛隊のトラックで来てますよ。

だから自分で取りに来て自分で運ばなければならない。自衛隊さんは明日はそれを持って行っ

てくれないと思う。 

資材班です。よろしいですか？今の増田さんの件なんですけど、そちらにドラム缶であの、軽

油が入っていると思うんですけど、１Ｆの方に持って行くための、持って行く軽油でございま

す。それでこれからピストン輸送というか、どんどん１Ｆの方に運ぶんですけれども、１Ｆの

そこに運ぶ人間が１Ｆの地理を知らないものですから１Ｆの案内をしていただきながら、これ

から明日以降１Ｆにどんどん運んでいく

ごめんなさい、トラックにいっぱい乗せてきてピストンって感じじゃない気がするんですけど、

これをピストンするんですか？

それでローリーを使ってどんどん運んで行くようなことで考えています。それで１Ｆのタンク

の中に入れましてまた回ってということで、ローリーは６台、最大６台で、今３台ですけど。

すみません、ローリーが来て、２Ｆの土地の中にドラム缶を入れちゃったんですけど、２Ｆの

土地の中でドラム缶からローリーへ積み替えやるってことですか？・・・そんな話は何も聞い

てないですよ。 

違う、中郷のサービスエリア。

申し訳ございません、今説明致します。

しかも送電線の近くに持って行っちゃったんですよ。今、２Ｆは送電線がやばいって言ってい
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の資材の指示だと思うんだけども、それで２Ｆに持って行った話だと思う。そして明日、２Ｆ

から１Ｆに持って行ってくれる人は俺はいないんだと思っている。 

だから自分で取りに来て自分で運ばなければならない。自衛隊さんは明日はそれを持って行っ

資材班です。よろしいですか？今の増田さんの件なんですけど、そちらにドラム缶であの、軽

油が入っていると思うんですけど、１Ｆの方に持って行くための、持って行く軽油でございま

す。それでこれからピストン輸送というか、どんどん１Ｆの方に運ぶんですけれども、１Ｆの

そこに運ぶ人間が１Ｆの地理を知らないものですから１Ｆの案内をしていただきながら、これ

ことで考えてございます。 

ごめんなさい、トラックにいっぱい乗せてきてピストンって感じじゃない気がするんですけど、

それでローリーを使ってどんどん運んで行くようなことで考えています。それで１Ｆのタンク

の中に入れましてまた回ってということで、ローリーは６台、最大６台で、今３台ですけど。

すみません、ローリーが来て、２Ｆの土地の中にドラム缶を入れちゃったんですけど、２Ｆの

土地の中でドラム缶からローリーへ積み替えやるってことですか？・・・そんな話は何も聞い

しかも送電線の近くに持って行っちゃったんですよ。今、２Ｆは送電線がやばいって言ってい

る時に送電線のそばの駐車場に自衛隊が出やすいように置いてやったのに、そこでタンクロー

リーに入れるなんてやられて火が出たらどうするんですか？ 

ご説明致します。中郷サービスエリアというところに軽油がタンクに入ります。そのサービス

エリアにあるタンクを利用して４キロのローリーでピストン輸送するというものです。従って、

２Ｆにあるドラム缶を使うわけではありません。そこで移し替えをするわけではありません。

ごめん、全然わかんない。今２Ｆに自衛隊のトラックが３台入ってきたわけですよ、ドラム缶

１５０本積んでますと我々に言われてます。これは何でしょうか？いつどうやって１Ｆに行く

言っていたディーゼル発電機に使うこ

とができないんでしょうか？それを答えていただければ結構です。 

この油はですね、油がないということで自衛隊が、自衛隊に運んでほしいと要請してましたが、

自衛隊が今、原油を持っているものはドラム缶の油しかないということですので、今あるでき

ることだけを先にしようと自衛隊が１Ｆに運ぼうとして持って参りました。持ってきた時に連

絡が取れないということが発生しておりましたので、それであれば水先案内人が必要ですので

２Ｆの方にご連絡をしてとりあえず、２Ｆで保管してくれということで預かっていただいてま

す。従って置き場所も２Ｆの方に指示をしていただいて置いていただきました。
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すので、会社の中同士ではもちろん行き違いもあって反省もあろうかと思うんですが。

その前に、何をどういう目的で、どうするのかを明確にしてくれれば十分ですよ。別に置きた

くないと言っているわけではないので、どうするかがわかればそれにふさわしい場所におきま

すから。 

わかります。私に個別に電話させて下さい。その上で資材さんと調整を・・

いやですよ、早くやって下さい、ここで。

増田さんお願いします。ちょっと一旦、テレビ会議ではなく電話させて下さい。お願いします。

すぐ電話しますからよろしいですか？じゃ、すぐに電話しますんで、すみません。すみません、

これからすぐに電話します。

そうとうつながりづらくなっていますね。申し訳ない、かかってきているのを取りたくなくて

とれないんですよ。

ごめんなさいね、いま電話がつながりづらくてかけつづけているんですけどね。

いやいや増田さん、お願いだからちょっと電話させて下さい。

どうしてもとれない。

どうしてもとれない。つながらないね、ちょっと待ってね。

とれないんですよ、これ音は鳴るんだけれども、とれないっていうことは容量的に足りないん

ですよ。いま。

了解、了解、ではいま別の電話とかも試してみるんで。

いや電話の問題じゃないって。

増田さんお願い、これだけ頼んでいるんだから、ちょっと言うこと聞いて下さい。是非、電話

させて下さい。

福島揺れてますか？

免震棟は、今・・・揺れています。

東京はちょっと揺れております。

福島市の方は揺れてません。あ、今揺れました。

東京よりも遅いですね。

大分揺れ始めました。

えっと、関東地方で地震と出ています。

２Ｆ増田です。軽油タンクの件、防災安全の担当と本店で調整をしてもらうことにしますので、

是非よろしくお願いします。ちょっと熱くなってすみませんでした。

はい、これからもいろんな事がありますから、お互いに力を出し合って何とかこの事態を乗り

月 16 日 （４号機で火災、空自ヘリの放水断念

  188 / 197

すので、会社の中同士ではもちろん行き違いもあって反省もあろうかと思うんですが。

その前に、何をどういう目的で、どうするのかを明確にしてくれれば十分ですよ。別に置きた

くないと言っているわけではないので、どうするかがわかればそれにふさわしい場所におきま

わかります。私に個別に電話させて下さい。その上で資材さんと調整を・・

いやですよ、早くやって下さい、ここで。

増田さんお願いします。ちょっと一旦、テレビ会議ではなく電話させて下さい。お願いします。

すぐ電話しますからよろしいですか？じゃ、すぐに電話しますんで、すみません。すみません、

これからすぐに電話します。 

そうとうつながりづらくなっていますね。申し訳ない、かかってきているのを取りたくなくて

とれないんですよ。 

ごめんなさいね、いま電話がつながりづらくてかけつづけているんですけどね。

いやいや増田さん、お願いだからちょっと電話させて下さい。

どうしてもとれない。 

どうしてもとれない。つながらないね、ちょっと待ってね。

とれないんですよ、これ音は鳴るんだけれども、とれないっていうことは容量的に足りないん

ですよ。いま。 

了解、了解、ではいま別の電話とかも試してみるんで。

いや電話の問題じゃないって。

増田さんお願い、これだけ頼んでいるんだから、ちょっと言うこと聞いて下さい。是非、電話

させて下さい。 

福島揺れてますか？ 

免震棟は、今・・・揺れています。

東京はちょっと揺れております。

福島市の方は揺れてません。あ、今揺れました。

東京よりも遅いですね。 

大分揺れ始めました。 

えっと、関東地方で地震と出ています。

２Ｆ増田です。軽油タンクの件、防災安全の担当と本店で調整をしてもらうことにしますので、

是非よろしくお願いします。ちょっと熱くなってすみませんでした。

はい、これからもいろんな事がありますから、お互いに力を出し合って何とかこの事態を乗り

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

197 

発言内容

すので、会社の中同士ではもちろん行き違いもあって反省もあろうかと思うんですが。

その前に、何をどういう目的で、どうするのかを明確にしてくれれば十分ですよ。別に置きた

くないと言っているわけではないので、どうするかがわかればそれにふさわしい場所におきま

わかります。私に個別に電話させて下さい。その上で資材さんと調整を・・

いやですよ、早くやって下さい、ここで。 

増田さんお願いします。ちょっと一旦、テレビ会議ではなく電話させて下さい。お願いします。

すぐ電話しますからよろしいですか？じゃ、すぐに電話しますんで、すみません。すみません、

 

そうとうつながりづらくなっていますね。申し訳ない、かかってきているのを取りたくなくて

ごめんなさいね、いま電話がつながりづらくてかけつづけているんですけどね。

いやいや増田さん、お願いだからちょっと電話させて下さい。

どうしてもとれない。つながらないね、ちょっと待ってね。

とれないんですよ、これ音は鳴るんだけれども、とれないっていうことは容量的に足りないん

了解、了解、ではいま別の電話とかも試してみるんで。

いや電話の問題じゃないって。 

増田さんお願い、これだけ頼んでいるんだから、ちょっと言うこと聞いて下さい。是非、電話

免震棟は、今・・・揺れています。 

東京はちょっと揺れております。 

福島市の方は揺れてません。あ、今揺れました。

えっと、関東地方で地震と出ています。 

２Ｆ増田です。軽油タンクの件、防災安全の担当と本店で調整をしてもらうことにしますので、

是非よろしくお願いします。ちょっと熱くなってすみませんでした。

はい、これからもいろんな事がありますから、お互いに力を出し合って何とかこの事態を乗り

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

発言内容 

すので、会社の中同士ではもちろん行き違いもあって反省もあろうかと思うんですが。

その前に、何をどういう目的で、どうするのかを明確にしてくれれば十分ですよ。別に置きた

くないと言っているわけではないので、どうするかがわかればそれにふさわしい場所におきま

わかります。私に個別に電話させて下さい。その上で資材さんと調整を・・

 

増田さんお願いします。ちょっと一旦、テレビ会議ではなく電話させて下さい。お願いします。

すぐ電話しますからよろしいですか？じゃ、すぐに電話しますんで、すみません。すみません、

そうとうつながりづらくなっていますね。申し訳ない、かかってきているのを取りたくなくて

ごめんなさいね、いま電話がつながりづらくてかけつづけているんですけどね。

いやいや増田さん、お願いだからちょっと電話させて下さい。

どうしてもとれない。つながらないね、ちょっと待ってね。

とれないんですよ、これ音は鳴るんだけれども、とれないっていうことは容量的に足りないん

了解、了解、ではいま別の電話とかも試してみるんで。 

増田さんお願い、これだけ頼んでいるんだから、ちょっと言うこと聞いて下さい。是非、電話

福島市の方は揺れてません。あ、今揺れました。 

２Ｆ増田です。軽油タンクの件、防災安全の担当と本店で調整をしてもらうことにしますので、

是非よろしくお願いします。ちょっと熱くなってすみませんでした。

はい、これからもいろんな事がありますから、お互いに力を出し合って何とかこの事態を乗り

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

すので、会社の中同士ではもちろん行き違いもあって反省もあろうかと思うんですが。

その前に、何をどういう目的で、どうするのかを明確にしてくれれば十分ですよ。別に置きた

くないと言っているわけではないので、どうするかがわかればそれにふさわしい場所におきま

わかります。私に個別に電話させて下さい。その上で資材さんと調整を・・

増田さんお願いします。ちょっと一旦、テレビ会議ではなく電話させて下さい。お願いします。

すぐ電話しますからよろしいですか？じゃ、すぐに電話しますんで、すみません。すみません、

そうとうつながりづらくなっていますね。申し訳ない、かかってきているのを取りたくなくて

ごめんなさいね、いま電話がつながりづらくてかけつづけているんですけどね。

いやいや増田さん、お願いだからちょっと電話させて下さい。 

どうしてもとれない。つながらないね、ちょっと待ってね。 

とれないんですよ、これ音は鳴るんだけれども、とれないっていうことは容量的に足りないん

増田さんお願い、これだけ頼んでいるんだから、ちょっと言うこと聞いて下さい。是非、電話

２Ｆ増田です。軽油タンクの件、防災安全の担当と本店で調整をしてもらうことにしますので、

是非よろしくお願いします。ちょっと熱くなってすみませんでした。 

はい、これからもいろんな事がありますから、お互いに力を出し合って何とかこの事態を乗り

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

すので、会社の中同士ではもちろん行き違いもあって反省もあろうかと思うんですが。 
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くないと言っているわけではないので、どうするかがわかればそれにふさわしい場所におきま
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増田さんお願いします。ちょっと一旦、テレビ会議ではなく電話させて下さい。お願いします。
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超えて行くようにしましょう。大変疲れていると思いますが、是非頑張りましょう。

ありがとうございます。是非、どうも情報の来るタイミングといいますか、来てる情報の質は

ともかく、是非、前もって言っていただくと大変助かります。ああ、聞いた話だと思えば受け

入れやすいんですけど、正門を通る絵を見てみんなでびっくりしたものでしたから。エキサイ

トしてしまってすみませんでした。

あの、本店資材班、申し訳ございませんでした。事務局でやっていたと思っていたので、全く

私の方でも説明が不足してまして申し訳ございません。改めて説明をさせていただきます。

よろしくお願いします。

本店さん聞こえますか？テレビ会議が落ちたようだったんですけど、２Ｆの方は今大丈夫です。

聞こえるでしょうか？

本店聞こえますよ。

了解。 

いま、現場に出ている人をちょっと待避させて下さい、現場に出ている人を待避させて下さい。

みなさんよろしく。

ちょっと本部長？本部長じゃなく、武黒さん、その前にですね、物流の関係でですね、ご説明

事があるのでですね、はい、時間が迫ってきたら打ち切ってもかまわないということで、ちょ

っと大事なサイト支援のための大事な物流の関係の話ようなので、いくつかの班の、総務とか

の幾つかの班の合同です。今ちょうど回線もうまく繋がっていないし、いいと思います。いい

と思いますんで、さしせまったら、またと思います。サイトに物を送るときに随分不具合が生

じて皆のサイトの疲弊の的となっておりますんで、じゃあちょっとお願いします。すいません。

総務班ですけれども、いわゆる交代要員のいわば基地というものを設置して、そしてその交代

をスムーズにしていこうということで、一応図を作ってみたんですけれども、１Ｆ、２Ｆから

ですね、バスでＪヴィレッジに交代をする方が入ってくると、そのかわり、Ｊヴィレッジから

１Ｆ、２Ｆに行くとその行く人達はえー東京並びに柏崎から小名浜のコールセンターを基地に

しまして小名浜コールセンターからＪヴィレッジにバスで行くという形にしたいと思います。

小名浜コールセンターというのは、現在、資材の重要な場所になっ

旧館というようなところがございまして、それぞれですね、ここに書いてありますように８５

名収容の会議室だとか、６０名収容の会議室あるいは１２０名収容の会議室といったようなも

のがありますので、現在ですね、先ほど言いましたように資材の置き場として相当使われてま

すけれども、その辺は整理してスペースを空けて、確保して使うということを考えています。

それで、ただ、この時に幾つか課題がございます。まずですね、小名浜のコールセンターで何

をしなければならないかというと、いわゆる放射線の管理ということで除染

ないんですね。それで、この小名浜のコールセンターで除染をしますと、するために水が必要

なんですけれども、小名浜コールセンターは、電気はついている、事務所、新館には付いてい

ます。ただ、水がまったくないと、いう状態でございますんで、水をどうにか確保しなければ

ならないと、それで、ここは専門家の方々に是非ご意見をいただきたいのですけど、一応水を

２０リットルポリタンクを７００本ぐらいをですね、１４ｔなんですけれども、とりあえず運

搬をしていこうかと、さらに給水車の確保ということも資材部門にお願いをしていこ

うような形を考えております。それからもう一つですね、電気の確保というのは実は先ほど、

事務所、新館は付いていると言いましたけれども、旧館は電気は付いてませんので、従って、

今、通信復旧班とどうやって電気を付けるかということを協議をしていこうかと思っておりま

す。それから、あーもう一つでございますけれども、えー除染ルームの建築というのも必要と

なります。排、サーベイをやってこれは除染しなければならないということになりますと、シ

ャワーか何かでですね、除染をしておりますのでそのルームを新たに作らなければならないと

いうことになります。この辺もあの建築の人がちょうど小名浜コールセンターの方におられま

して、実態を見ながらいろいろと検討しようということで協議を始めているところです。それ

から、あとですね、えーバスが必要になります。柏崎－小名浜、東京－小名浜といいますのは

比較的バスは運転手も込みで確保しやすいんですけれども、小名浜－Ｊヴィレッジ、Ｊヴィレ

ッジ－２Ｆあるいは１Ｆといったところのバスは、バスは究極的には買い取ってしまうという

ことがあると思うんですが、そういうことをしても、最後に残るのは運転手ということになり

ます。この運転手につきましては、やはり、あの、おー会社あげて協力体制を組んでいくとい

うことが必要じゃないかと思ってまして、この辺は労務人事である厚生班とちょっとよく協議

しながら全店に向かって対応をしていかなければということを考えております。次に後はです

ね、うーんと、もう一つ、小名浜のコールセンター、当然でございますけれども、交代要員、

応援者、バスの運転手といった人たちの受け入れ、払い出しと言っちゃ失礼ですけれども、入

りと出のしっかりした管理をここでしっかりやっていかなければならないという事でやはり社
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超えて行くようにしましょう。大変疲れていると思いますが、是非頑張りましょう。

ありがとうございます。是非、どうも情報の来るタイミングといいますか、来てる情報の質は

ともかく、是非、前もって言っていただくと大変助かります。ああ、聞いた話だと思えば受け

入れやすいんですけど、正門を通る絵を見てみんなでびっくりしたものでしたから。エキサイ

トしてしまってすみませんでした。

あの、本店資材班、申し訳ございませんでした。事務局でやっていたと思っていたので、全く

私の方でも説明が不足してまして申し訳ございません。改めて説明をさせていただきます。

よろしくお願いします。 

本店さん聞こえますか？テレビ会議が落ちたようだったんですけど、２Ｆの方は今大丈夫です。

聞こえるでしょうか？ 

本店聞こえますよ。 

いま、現場に出ている人をちょっと待避させて下さい、現場に出ている人を待避させて下さい。

みなさんよろしく。 

ちょっと本部長？本部長じゃなく、武黒さん、その前にですね、物流の関係でですね、ご説明

事があるのでですね、はい、時間が迫ってきたら打ち切ってもかまわないということで、ちょ

っと大事なサイト支援のための大事な物流の関係の話ようなので、いくつかの班の、総務とか

の幾つかの班の合同です。今ちょうど回線もうまく繋がっていないし、いいと思います。いい

と思いますんで、さしせまったら、またと思います。サイトに物を送るときに随分不具合が生

じて皆のサイトの疲弊の的となっておりますんで、じゃあちょっとお願いします。すいません。

総務班ですけれども、いわゆる交代要員のいわば基地というものを設置して、そしてその交代

をスムーズにしていこうということで、一応図を作ってみたんですけれども、１Ｆ、２Ｆから

ですね、バスでＪヴィレッジに交代をする方が入ってくると、そのかわり、Ｊヴィレッジから

１Ｆ、２Ｆに行くとその行く人達はえー東京並びに柏崎から小名浜のコールセンターを基地に

しまして小名浜コールセンターからＪヴィレッジにバスで行くという形にしたいと思います。

小名浜コールセンターというのは、現在、資材の重要な場所になっ

旧館というようなところがございまして、それぞれですね、ここに書いてありますように８５

名収容の会議室だとか、６０名収容の会議室あるいは１２０名収容の会議室といったようなも

のがありますので、現在ですね、先ほど言いましたように資材の置き場として相当使われてま

すけれども、その辺は整理してスペースを空けて、確保して使うということを考えています。

それで、ただ、この時に幾つか課題がございます。まずですね、小名浜のコールセンターで何

をしなければならないかというと、いわゆる放射線の管理ということで除染

ないんですね。それで、この小名浜のコールセンターで除染をしますと、するために水が必要

なんですけれども、小名浜コールセンターは、電気はついている、事務所、新館には付いてい

ます。ただ、水がまったくないと、いう状態でございますんで、水をどうにか確保しなければ

ならないと、それで、ここは専門家の方々に是非ご意見をいただきたいのですけど、一応水を

２０リットルポリタンクを７００本ぐらいをですね、１４ｔなんですけれども、とりあえず運

搬をしていこうかと、さらに給水車の確保ということも資材部門にお願いをしていこ

うような形を考えております。それからもう一つですね、電気の確保というのは実は先ほど、

事務所、新館は付いていると言いましたけれども、旧館は電気は付いてませんので、従って、

今、通信復旧班とどうやって電気を付けるかということを協議をしていこうかと思っておりま

す。それから、あーもう一つでございますけれども、えー除染ルームの建築というのも必要と

なります。排、サーベイをやってこれは除染しなければならないということになりますと、シ

ャワーか何かでですね、除染をしておりますのでそのルームを新たに作らなければならないと

いうことになります。この辺もあの建築の人がちょうど小名浜コールセンターの方におられま

して、実態を見ながらいろいろと検討しようということで協議を始めているところです。それ

から、あとですね、えーバスが必要になります。柏崎－小名浜、東京－小名浜といいますのは

比較的バスは運転手も込みで確保しやすいんですけれども、小名浜－Ｊヴィレッジ、Ｊヴィレ

ッジ－２Ｆあるいは１Ｆといったところのバスは、バスは究極的には買い取ってしまうという

ことがあると思うんですが、そういうことをしても、最後に残るのは運転手ということになり

の運転手につきましては、やはり、あの、おー会社あげて協力体制を組んでいくとい

うことが必要じゃないかと思ってまして、この辺は労務人事である厚生班とちょっとよく協議

しながら全店に向かって対応をしていかなければということを考えております。次に後はです

ね、うーんと、もう一つ、小名浜のコールセンター、当然でございますけれども、交代要員、

応援者、バスの運転手といった人たちの受け入れ、払い出しと言っちゃ失礼ですけれども、入
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発言内容

超えて行くようにしましょう。大変疲れていると思いますが、是非頑張りましょう。

ありがとうございます。是非、どうも情報の来るタイミングといいますか、来てる情報の質は

ともかく、是非、前もって言っていただくと大変助かります。ああ、聞いた話だと思えば受け

入れやすいんですけど、正門を通る絵を見てみんなでびっくりしたものでしたから。エキサイ

トしてしまってすみませんでした。 

あの、本店資材班、申し訳ございませんでした。事務局でやっていたと思っていたので、全く

私の方でも説明が不足してまして申し訳ございません。改めて説明をさせていただきます。

本店さん聞こえますか？テレビ会議が落ちたようだったんですけど、２Ｆの方は今大丈夫です。
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事があるのでですね、はい、時間が迫ってきたら打ち切ってもかまわないということで、ちょ

っと大事なサイト支援のための大事な物流の関係の話ようなので、いくつかの班の、総務とか

の幾つかの班の合同です。今ちょうど回線もうまく繋がっていないし、いいと思います。いい
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じて皆のサイトの疲弊の的となっておりますんで、じゃあちょっとお願いします。すいません。

総務班ですけれども、いわゆる交代要員のいわば基地というものを設置して、そしてその交代

をスムーズにしていこうということで、一応図を作ってみたんですけれども、１Ｆ、２Ｆから

ですね、バスでＪヴィレッジに交代をする方が入ってくると、そのかわり、Ｊヴィレッジから

１Ｆ、２Ｆに行くとその行く人達はえー東京並びに柏崎から小名浜のコールセンターを基地に

しまして小名浜コールセンターからＪヴィレッジにバスで行くという形にしたいと思います。

小名浜コールセンターというのは、現在、資材の重要な場所になっ

旧館というようなところがございまして、それぞれですね、ここに書いてありますように８５

名収容の会議室だとか、６０名収容の会議室あるいは１２０名収容の会議室といったようなも

のがありますので、現在ですね、先ほど言いましたように資材の置き場として相当使われてま

すけれども、その辺は整理してスペースを空けて、確保して使うということを考えています。

それで、ただ、この時に幾つか課題がございます。まずですね、小名浜のコールセンターで何

をしなければならないかというと、いわゆる放射線の管理ということで除染

ないんですね。それで、この小名浜のコールセンターで除染をしますと、するために水が必要

なんですけれども、小名浜コールセンターは、電気はついている、事務所、新館には付いてい

ます。ただ、水がまったくないと、いう状態でございますんで、水をどうにか確保しなければ

ならないと、それで、ここは専門家の方々に是非ご意見をいただきたいのですけど、一応水を

２０リットルポリタンクを７００本ぐらいをですね、１４ｔなんですけれども、とりあえず運

搬をしていこうかと、さらに給水車の確保ということも資材部門にお願いをしていこ

うような形を考えております。それからもう一つですね、電気の確保というのは実は先ほど、

事務所、新館は付いていると言いましたけれども、旧館は電気は付いてませんので、従って、

今、通信復旧班とどうやって電気を付けるかということを協議をしていこうかと思っておりま

す。それから、あーもう一つでございますけれども、えー除染ルームの建築というのも必要と

なります。排、サーベイをやってこれは除染しなければならないということになりますと、シ

ャワーか何かでですね、除染をしておりますのでそのルームを新たに作らなければならないと

いうことになります。この辺もあの建築の人がちょうど小名浜コールセンターの方におられま

して、実態を見ながらいろいろと検討しようということで協議を始めているところです。それ

から、あとですね、えーバスが必要になります。柏崎－小名浜、東京－小名浜といいますのは

比較的バスは運転手も込みで確保しやすいんですけれども、小名浜－Ｊヴィレッジ、Ｊヴィレ

ッジ－２Ｆあるいは１Ｆといったところのバスは、バスは究極的には買い取ってしまうという

ことがあると思うんですが、そういうことをしても、最後に残るのは運転手ということになり

の運転手につきましては、やはり、あの、おー会社あげて協力体制を組んでいくとい

うことが必要じゃないかと思ってまして、この辺は労務人事である厚生班とちょっとよく協議

しながら全店に向かって対応をしていかなければということを考えております。次に後はです

ね、うーんと、もう一つ、小名浜のコールセンター、当然でございますけれども、交代要員、

応援者、バスの運転手といった人たちの受け入れ、払い出しと言っちゃ失礼ですけれども、入

りと出のしっかりした管理をここでしっかりやっていかなければならないという事でやはり社
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発言内容 

超えて行くようにしましょう。大変疲れていると思いますが、是非頑張りましょう。

ありがとうございます。是非、どうも情報の来るタイミングといいますか、来てる情報の質は

ともかく、是非、前もって言っていただくと大変助かります。ああ、聞いた話だと思えば受け

入れやすいんですけど、正門を通る絵を見てみんなでびっくりしたものでしたから。エキサイ

あの、本店資材班、申し訳ございませんでした。事務局でやっていたと思っていたので、全く

私の方でも説明が不足してまして申し訳ございません。改めて説明をさせていただきます。

本店さん聞こえますか？テレビ会議が落ちたようだったんですけど、２Ｆの方は今大丈夫です。

いま、現場に出ている人をちょっと待避させて下さい、現場に出ている人を待避させて下さい。

ちょっと本部長？本部長じゃなく、武黒さん、その前にですね、物流の関係でですね、ご説明

事があるのでですね、はい、時間が迫ってきたら打ち切ってもかまわないということで、ちょ

っと大事なサイト支援のための大事な物流の関係の話ようなので、いくつかの班の、総務とか

の幾つかの班の合同です。今ちょうど回線もうまく繋がっていないし、いいと思います。いい

と思いますんで、さしせまったら、またと思います。サイトに物を送るときに随分不具合が生

じて皆のサイトの疲弊の的となっておりますんで、じゃあちょっとお願いします。すいません。

総務班ですけれども、いわゆる交代要員のいわば基地というものを設置して、そしてその交代

をスムーズにしていこうということで、一応図を作ってみたんですけれども、１Ｆ、２Ｆから

ですね、バスでＪヴィレッジに交代をする方が入ってくると、そのかわり、Ｊヴィレッジから

１Ｆ、２Ｆに行くとその行く人達はえー東京並びに柏崎から小名浜のコールセンターを基地に

しまして小名浜コールセンターからＪヴィレッジにバスで行くという形にしたいと思います。

小名浜コールセンターというのは、現在、資材の重要な場所になっ

旧館というようなところがございまして、それぞれですね、ここに書いてありますように８５

名収容の会議室だとか、６０名収容の会議室あるいは１２０名収容の会議室といったようなも

のがありますので、現在ですね、先ほど言いましたように資材の置き場として相当使われてま

すけれども、その辺は整理してスペースを空けて、確保して使うということを考えています。

それで、ただ、この時に幾つか課題がございます。まずですね、小名浜のコールセンターで何

をしなければならないかというと、いわゆる放射線の管理ということで除染

ないんですね。それで、この小名浜のコールセンターで除染をしますと、するために水が必要

なんですけれども、小名浜コールセンターは、電気はついている、事務所、新館には付いてい

ます。ただ、水がまったくないと、いう状態でございますんで、水をどうにか確保しなければ

ならないと、それで、ここは専門家の方々に是非ご意見をいただきたいのですけど、一応水を

２０リットルポリタンクを７００本ぐらいをですね、１４ｔなんですけれども、とりあえず運

搬をしていこうかと、さらに給水車の確保ということも資材部門にお願いをしていこ

うような形を考えております。それからもう一つですね、電気の確保というのは実は先ほど、

事務所、新館は付いていると言いましたけれども、旧館は電気は付いてませんので、従って、

今、通信復旧班とどうやって電気を付けるかということを協議をしていこうかと思っておりま

す。それから、あーもう一つでございますけれども、えー除染ルームの建築というのも必要と

なります。排、サーベイをやってこれは除染しなければならないということになりますと、シ

ャワーか何かでですね、除染をしておりますのでそのルームを新たに作らなければならないと

いうことになります。この辺もあの建築の人がちょうど小名浜コールセンターの方におられま

して、実態を見ながらいろいろと検討しようということで協議を始めているところです。それ

から、あとですね、えーバスが必要になります。柏崎－小名浜、東京－小名浜といいますのは

比較的バスは運転手も込みで確保しやすいんですけれども、小名浜－Ｊヴィレッジ、Ｊヴィレ

ッジ－２Ｆあるいは１Ｆといったところのバスは、バスは究極的には買い取ってしまうという

ことがあると思うんですが、そういうことをしても、最後に残るのは運転手ということになり

の運転手につきましては、やはり、あの、おー会社あげて協力体制を組んでいくとい

うことが必要じゃないかと思ってまして、この辺は労務人事である厚生班とちょっとよく協議

しながら全店に向かって対応をしていかなければということを考えております。次に後はです

ね、うーんと、もう一つ、小名浜のコールセンター、当然でございますけれども、交代要員、

応援者、バスの運転手といった人たちの受け入れ、払い出しと言っちゃ失礼ですけれども、入

りと出のしっかりした管理をここでしっかりやっていかなければならないという事でやはり社

４号機で火災、空自ヘリの放水断念

 

超えて行くようにしましょう。大変疲れていると思いますが、是非頑張りましょう。

ありがとうございます。是非、どうも情報の来るタイミングといいますか、来てる情報の質は

ともかく、是非、前もって言っていただくと大変助かります。ああ、聞いた話だと思えば受け

入れやすいんですけど、正門を通る絵を見てみんなでびっくりしたものでしたから。エキサイ

あの、本店資材班、申し訳ございませんでした。事務局でやっていたと思っていたので、全く

私の方でも説明が不足してまして申し訳ございません。改めて説明をさせていただきます。

本店さん聞こえますか？テレビ会議が落ちたようだったんですけど、２Ｆの方は今大丈夫です。

いま、現場に出ている人をちょっと待避させて下さい、現場に出ている人を待避させて下さい。

ちょっと本部長？本部長じゃなく、武黒さん、その前にですね、物流の関係でですね、ご説明

事があるのでですね、はい、時間が迫ってきたら打ち切ってもかまわないということで、ちょ

っと大事なサイト支援のための大事な物流の関係の話ようなので、いくつかの班の、総務とか

の幾つかの班の合同です。今ちょうど回線もうまく繋がっていないし、いいと思います。いい

と思いますんで、さしせまったら、またと思います。サイトに物を送るときに随分不具合が生

じて皆のサイトの疲弊の的となっておりますんで、じゃあちょっとお願いします。すいません。

総務班ですけれども、いわゆる交代要員のいわば基地というものを設置して、そしてその交代

をスムーズにしていこうということで、一応図を作ってみたんですけれども、１Ｆ、２Ｆから

ですね、バスでＪヴィレッジに交代をする方が入ってくると、そのかわり、Ｊヴィレッジから

１Ｆ、２Ｆに行くとその行く人達はえー東京並びに柏崎から小名浜のコールセンターを基地に

しまして小名浜コールセンターからＪヴィレッジにバスで行くという形にしたいと思います。

小名浜コールセンターというのは、現在、資材の重要な場所になってまして、事務所、新館、

旧館というようなところがございまして、それぞれですね、ここに書いてありますように８５

名収容の会議室だとか、６０名収容の会議室あるいは１２０名収容の会議室といったようなも

のがありますので、現在ですね、先ほど言いましたように資材の置き場として相当使われてま

すけれども、その辺は整理してスペースを空けて、確保して使うということを考えています。

それで、ただ、この時に幾つか課題がございます。まずですね、小名浜のコールセンターで何

をしなければならないかというと、いわゆる放射線の管理ということで除染

ないんですね。それで、この小名浜のコールセンターで除染をしますと、するために水が必要

なんですけれども、小名浜コールセンターは、電気はついている、事務所、新館には付いてい

ます。ただ、水がまったくないと、いう状態でございますんで、水をどうにか確保しなければ

ならないと、それで、ここは専門家の方々に是非ご意見をいただきたいのですけど、一応水を

２０リットルポリタンクを７００本ぐらいをですね、１４ｔなんですけれども、とりあえず運

搬をしていこうかと、さらに給水車の確保ということも資材部門にお願いをしていこ

うような形を考えております。それからもう一つですね、電気の確保というのは実は先ほど、

事務所、新館は付いていると言いましたけれども、旧館は電気は付いてませんので、従って、

今、通信復旧班とどうやって電気を付けるかということを協議をしていこうかと思っておりま

す。それから、あーもう一つでございますけれども、えー除染ルームの建築というのも必要と

なります。排、サーベイをやってこれは除染しなければならないということになりますと、シ

ャワーか何かでですね、除染をしておりますのでそのルームを新たに作らなければならないと

いうことになります。この辺もあの建築の人がちょうど小名浜コールセンターの方におられま

して、実態を見ながらいろいろと検討しようということで協議を始めているところです。それ

から、あとですね、えーバスが必要になります。柏崎－小名浜、東京－小名浜といいますのは

比較的バスは運転手も込みで確保しやすいんですけれども、小名浜－Ｊヴィレッジ、Ｊヴィレ

ッジ－２Ｆあるいは１Ｆといったところのバスは、バスは究極的には買い取ってしまうという

ことがあると思うんですが、そういうことをしても、最後に残るのは運転手ということになり

の運転手につきましては、やはり、あの、おー会社あげて協力体制を組んでいくとい

うことが必要じゃないかと思ってまして、この辺は労務人事である厚生班とちょっとよく協議

しながら全店に向かって対応をしていかなければということを考えております。次に後はです

ね、うーんと、もう一つ、小名浜のコールセンター、当然でございますけれども、交代要員、

応援者、バスの運転手といった人たちの受け入れ、払い出しと言っちゃ失礼ですけれども、入

りと出のしっかりした管理をここでしっかりやっていかなければならないという事でやはり社

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

超えて行くようにしましょう。大変疲れていると思いますが、是非頑張りましょう。 

ありがとうございます。是非、どうも情報の来るタイミングといいますか、来てる情報の質は

ともかく、是非、前もって言っていただくと大変助かります。ああ、聞いた話だと思えば受け

入れやすいんですけど、正門を通る絵を見てみんなでびっくりしたものでしたから。エキサイ

あの、本店資材班、申し訳ございませんでした。事務局でやっていたと思っていたので、全く

私の方でも説明が不足してまして申し訳ございません。改めて説明をさせていただきます。

本店さん聞こえますか？テレビ会議が落ちたようだったんですけど、２Ｆの方は今大丈夫です。

いま、現場に出ている人をちょっと待避させて下さい、現場に出ている人を待避させて下さい。

ちょっと本部長？本部長じゃなく、武黒さん、その前にですね、物流の関係でですね、ご説明

事があるのでですね、はい、時間が迫ってきたら打ち切ってもかまわないということで、ちょ

っと大事なサイト支援のための大事な物流の関係の話ようなので、いくつかの班の、総務とか

の幾つかの班の合同です。今ちょうど回線もうまく繋がっていないし、いいと思います。いい

と思いますんで、さしせまったら、またと思います。サイトに物を送るときに随分不具合が生

じて皆のサイトの疲弊の的となっておりますんで、じゃあちょっとお願いします。すいません。

総務班ですけれども、いわゆる交代要員のいわば基地というものを設置して、そしてその交代

をスムーズにしていこうということで、一応図を作ってみたんですけれども、１Ｆ、２Ｆから

ですね、バスでＪヴィレッジに交代をする方が入ってくると、そのかわり、Ｊヴィレッジから

１Ｆ、２Ｆに行くとその行く人達はえー東京並びに柏崎から小名浜のコールセンターを基地に

しまして小名浜コールセンターからＪヴィレッジにバスで行くという形にしたいと思います。

てまして、事務所、新館、

旧館というようなところがございまして、それぞれですね、ここに書いてありますように８５

名収容の会議室だとか、６０名収容の会議室あるいは１２０名収容の会議室といったようなも

のがありますので、現在ですね、先ほど言いましたように資材の置き場として相当使われてま

すけれども、その辺は整理してスペースを空けて、確保して使うということを考えています。

それで、ただ、この時に幾つか課題がございます。まずですね、小名浜のコールセンターで何

をしなければならないかというと、いわゆる放射線の管理ということで除染をしなければなら

ないんですね。それで、この小名浜のコールセンターで除染をしますと、するために水が必要

なんですけれども、小名浜コールセンターは、電気はついている、事務所、新館には付いてい

ます。ただ、水がまったくないと、いう状態でございますんで、水をどうにか確保しなければ

ならないと、それで、ここは専門家の方々に是非ご意見をいただきたいのですけど、一応水を

２０リットルポリタンクを７００本ぐらいをですね、１４ｔなんですけれども、とりあえず運

搬をしていこうかと、さらに給水車の確保ということも資材部門にお願いをしていこうかとい

うような形を考えております。それからもう一つですね、電気の確保というのは実は先ほど、

事務所、新館は付いていると言いましたけれども、旧館は電気は付いてませんので、従って、

今、通信復旧班とどうやって電気を付けるかということを協議をしていこうかと思っておりま

す。それから、あーもう一つでございますけれども、えー除染ルームの建築というのも必要と

なります。排、サーベイをやってこれは除染しなければならないということになりますと、シ

ャワーか何かでですね、除染をしておりますのでそのルームを新たに作らなければならないと

いうことになります。この辺もあの建築の人がちょうど小名浜コールセンターの方におられま

して、実態を見ながらいろいろと検討しようということで協議を始めているところです。それ

から、あとですね、えーバスが必要になります。柏崎－小名浜、東京－小名浜といいますのは

比較的バスは運転手も込みで確保しやすいんですけれども、小名浜－Ｊヴィレッジ、Ｊヴィレ

ッジ－２Ｆあるいは１Ｆといったところのバスは、バスは究極的には買い取ってしまうという

ことがあると思うんですが、そういうことをしても、最後に残るのは運転手ということになり

の運転手につきましては、やはり、あの、おー会社あげて協力体制を組んでいくとい

うことが必要じゃないかと思ってまして、この辺は労務人事である厚生班とちょっとよく協議

しながら全店に向かって対応をしていかなければということを考えております。次に後はです

ね、うーんと、もう一つ、小名浜のコールセンター、当然でございますけれども、交代要員、

応援者、バスの運転手といった人たちの受け入れ、払い出しと言っちゃ失礼ですけれども、入

りと出のしっかりした管理をここでしっかりやっていかなければならないという事でやはり社

 

ありがとうございます。是非、どうも情報の来るタイミングといいますか、来てる情報の質は

ともかく、是非、前もって言っていただくと大変助かります。ああ、聞いた話だと思えば受け

入れやすいんですけど、正門を通る絵を見てみんなでびっくりしたものでしたから。エキサイ

あの、本店資材班、申し訳ございませんでした。事務局でやっていたと思っていたので、全く

私の方でも説明が不足してまして申し訳ございません。改めて説明をさせていただきます。 

本店さん聞こえますか？テレビ会議が落ちたようだったんですけど、２Ｆの方は今大丈夫です。

いま、現場に出ている人をちょっと待避させて下さい、現場に出ている人を待避させて下さい。

ちょっと本部長？本部長じゃなく、武黒さん、その前にですね、物流の関係でですね、ご説明

事があるのでですね、はい、時間が迫ってきたら打ち切ってもかまわないということで、ちょ

っと大事なサイト支援のための大事な物流の関係の話ようなので、いくつかの班の、総務とか

の幾つかの班の合同です。今ちょうど回線もうまく繋がっていないし、いいと思います。いい

と思いますんで、さしせまったら、またと思います。サイトに物を送るときに随分不具合が生

じて皆のサイトの疲弊の的となっておりますんで、じゃあちょっとお願いします。すいません。 

総務班ですけれども、いわゆる交代要員のいわば基地というものを設置して、そしてその交代

をスムーズにしていこうということで、一応図を作ってみたんですけれども、１Ｆ、２Ｆから

ですね、バスでＪヴィレッジに交代をする方が入ってくると、そのかわり、Ｊヴィレッジから

１Ｆ、２Ｆに行くとその行く人達はえー東京並びに柏崎から小名浜のコールセンターを基地に

しまして小名浜コールセンターからＪヴィレッジにバスで行くという形にしたいと思います。

てまして、事務所、新館、

旧館というようなところがございまして、それぞれですね、ここに書いてありますように８５

名収容の会議室だとか、６０名収容の会議室あるいは１２０名収容の会議室といったようなも

のがありますので、現在ですね、先ほど言いましたように資材の置き場として相当使われてま

すけれども、その辺は整理してスペースを空けて、確保して使うということを考えています。

それで、ただ、この時に幾つか課題がございます。まずですね、小名浜のコールセンターで何

をしなければなら

ないんですね。それで、この小名浜のコールセンターで除染をしますと、するために水が必要

なんですけれども、小名浜コールセンターは、電気はついている、事務所、新館には付いてい

ます。ただ、水がまったくないと、いう状態でございますんで、水をどうにか確保しなければ

ならないと、それで、ここは専門家の方々に是非ご意見をいただきたいのですけど、一応水を

２０リットルポリタンクを７００本ぐらいをですね、１４ｔなんですけれども、とりあえず運

うかとい

うような形を考えております。それからもう一つですね、電気の確保というのは実は先ほど、

事務所、新館は付いていると言いましたけれども、旧館は電気は付いてませんので、従って、

今、通信復旧班とどうやって電気を付けるかということを協議をしていこうかと思っておりま

す。それから、あーもう一つでございますけれども、えー除染ルームの建築というのも必要と

なります。排、サーベイをやってこれは除染しなければならないということになりますと、シ

ャワーか何かでですね、除染をしておりますのでそのルームを新たに作らなければならないと

いうことになります。この辺もあの建築の人がちょうど小名浜コールセンターの方におられま

して、実態を見ながらいろいろと検討しようということで協議を始めているところです。それ
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の運転手につきましては、やはり、あの、おー会社あげて協力体制を組んでいくとい

うことが必要じゃないかと思ってまして、この辺は労務人事である厚生班とちょっとよく協議
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員を何名か貼り付

交代をする人達のローテーション、期間、あるいはルールといったものを協議しなければなら

ないというふうに考えておりまして、今、原子力立地部の方の●●以下の方々とそこの協議に

入っているといった状態となっております。えー以上でございますが、いろいろとですね、１

Ｆと２Ｆの方々、たぶんこの一つの案なんですけれども、それについてご意見が多々あると思

いますので、それにつきましてはここで言って頂いても結構ですし、あるいは総務班の●●や

●●というものがおります

●は、本店の●●、●●は、●●です。こちらにご連絡をいただけると幸いですのでよろしく

お願いします。総務班からは以上でございます。

●●の方から補足です。

情報班ですけれども、情報班というよりも原子力立地業務部の●●ですが、今の絵であります

が、ローテーションをどうするか詰めてますけれども、かなり長い間、終日勤務のような状態

が続いてますんで、今のところ３日勤務していただいたら１日休んでいただくようなことで考

えております。その場合にちょっといま、Ｊヴィレッジから北側は居住ができない状況になっ

てますんで、その宿泊場所をＪヴィレッジと小名浜のコールセンターに分けてですね、そこを

活用していこうということで考えております。ただ、東京とか柏崎から応援に来た方について

は、別にそこに泊まらなくてもいいという方がほとんどだと思いますので、除染が終わったら

ですね、そのままお帰りいただくということを基本にしたいと思っております。それから、え

ー福島第二の方ですが、先ほどご相談したところ、福島第一の場合はですね、いわゆる免震棟

しか使えませんけれども、福島第二は事務本体全体が使えるということもあるんで、できれば

その中に宿泊スペースを取りたいという話もありまして、ちょっと外に出ることについてはい

ろいろご意見ありましたので、もうちょっと調整をしていきたいというふうに考えております。

今のところそん

は他部門からの応援者の数については、全体的なローテーションの中でどのぐらいの応援がい

るかということとの関わりがありますので、これもまたサイトの方と相談をしながら決めて参

りたいという風に考えております。私の方から以上です。

福島第二の増田さん？

はい、増田でございます。

今、連絡ありまして、●●君からの連絡ですが、警察機動隊の一行は、これから百里基地を陸

路でえー第二に向かいます。

陸路ですか？ 

そうです。時間については別途連絡します。

わかりました。

相澤です。相澤です。増田さん？

はい、増田です。

陸路だそうです。すみません。それで、３時間以上かかるということで少し遅くなります。い

ずれにしても、先ほどお願いした件は、よろしくお願いします。

はい、わかりました。線量計等準備させていただきます。

よろしくお願いします。

はい。 

広報班からのお願いですが、午後１０時現在のホームページアップの文章をご覧いただきたい

と思います。だいたい今日一日の概要を纏めたものですが、特にご覧いただきたいのがヘリの

事でございます。２ページ目の上の方に載せてありますが、使用済燃料プールの水温上昇に伴

い自衛隊へご協力を要請し、ヘリコプターによる散水を実施する検討をしていたが、本日１６

日の作業を中止ということで、えー空中部隊のことだけ載せてありまして、陸上のことは一切

ふれてありません。あと、次のページになりますが、停電状況でございますけれども、２２時
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てますんで、その宿泊場所をＪヴィレッジと小名浜のコールセンターに分けてですね、そこを
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ですね、そのままお帰りいただくということを基本にしたいと思っております。それから、え

ー福島第二の方ですが、先ほどご相談したところ、福島第一の場合はですね、いわゆる免震棟

しか使えませんけれども、福島第二は事務本体全体が使えるということもあるんで、できれば

その中に宿泊スペースを取りたいという話もありまして、ちょっと外に出ることについてはい
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るかということとの関わりがありますので、これもまたサイトの方と相談をしながら決めて参

りたいという風に考えております。私の方から以上です。

福島第二の増田さん？ 

はい、増田でございます。 

今、連絡ありまして、●●君からの連絡ですが、警察機動隊の一行は、これから百里基地を陸

路でえー第二に向かいます。 
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わかりました。 
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陸路だそうです。すみません。それで、３時間以上かかるということで少し遅くなります。い

ずれにしても、先ほどお願いした件は、よろしくお願いします。

はい、わかりました。線量計等準備させていただきます。

よろしくお願いします。 

広報班からのお願いですが、午後１０時現在のホームページアップの文章をご覧いただきたい

と思います。だいたい今日一日の概要を纏めたものですが、特にご覧いただきたいのがヘリの

事でございます。２ページ目の上の方に載せてありますが、使用済燃料プールの水温上昇に伴

い自衛隊へご協力を要請し、ヘリコプターによる散水を実施する検討をしていたが、本日１６

日の作業を中止ということで、えー空中部隊のことだけ載せてありまして、陸上のことは一切

ふれてありません。あと、次のページになりますが、停電状況でございますけれども、２２時
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けて管理をするという必要があるんじゃないかと思ってます。あとは、その

交代をする人達のローテーション、期間、あるいはルールといったものを協議しなければなら

ないというふうに考えておりまして、今、原子力立地部の方の●●以下の方々とそこの協議に

入っているといった状態となっております。えー以上でございますが、いろいろとですね、１

Ｆと２Ｆの方々、たぶんこの一つの案なんですけれども、それについてご意見が多々あると思

いますので、それにつきましてはここで言って頂いても結構ですし、あるいは総務班の●●や

ので、そちらに連絡をいただいても結構でございます。ちなみに●

●は、本店の●●、●●は、●●です。こちらにご連絡をいただけると幸いですのでよろしく

お願いします。総務班からは以上でございます。

情報班ですけれども、情報班というよりも原子力立地業務部の●●ですが、今の絵であります

が、ローテーションをどうするか詰めてますけれども、かなり長い間、終日勤務のような状態

が続いてますんで、今のところ３日勤務していただいたら１日休んでいただくようなことで考

えております。その場合にちょっといま、Ｊヴィレッジから北側は居住ができない状況になっ

てますんで、その宿泊場所をＪヴィレッジと小名浜のコールセンターに分けてですね、そこを

活用していこうということで考えております。ただ、東京とか柏崎から応援に来た方について

そこに泊まらなくてもいいという方がほとんどだと思いますので、除染が終わったら

ですね、そのままお帰りいただくということを基本にしたいと思っております。それから、え

ー福島第二の方ですが、先ほどご相談したところ、福島第一の場合はですね、いわゆる免震棟

しか使えませんけれども、福島第二は事務本体全体が使えるということもあるんで、できれば

その中に宿泊スペースを取りたいという話もありまして、ちょっと外に出ることについてはい

ろいろご意見ありましたので、もうちょっと調整をしていきたいというふうに考えております。

なところでございます。それで、全体的なですね、本店、柏崎、場合によって

は他部門からの応援者の数については、全体的なローテーションの中でどのぐらいの応援がい

るかということとの関わりがありますので、これもまたサイトの方と相談をしながら決めて参

りたいという風に考えております。私の方から以上です。
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い自衛隊へご協力を要請し、ヘリコプターによる散水を実施する検討をしていたが、本日１６

日の作業を中止ということで、えー空中部隊のことだけ載せてありまして、陸上のことは一切
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けて管理をするという必要があるんじゃないかと思ってます。あとは、その

交代をする人達のローテーション、期間、あるいはルールといったものを協議しなければなら

ないというふうに考えておりまして、今、原子力立地部の方の●●以下の方々とそこの協議に

入っているといった状態となっております。えー以上でございますが、いろいろとですね、１

Ｆと２Ｆの方々、たぶんこの一つの案なんですけれども、それについてご意見が多々あると思

いますので、それにつきましてはここで言って頂いても結構ですし、あるいは総務班の●●や

ので、そちらに連絡をいただいても結構でございます。ちなみに●

●は、本店の●●、●●は、●●です。こちらにご連絡をいただけると幸いですのでよろしく

お願いします。総務班からは以上でございます。 

情報班ですけれども、情報班というよりも原子力立地業務部の●●ですが、今の絵であります

が、ローテーションをどうするか詰めてますけれども、かなり長い間、終日勤務のような状態

が続いてますんで、今のところ３日勤務していただいたら１日休んでいただくようなことで考

えております。その場合にちょっといま、Ｊヴィレッジから北側は居住ができない状況になっ

てますんで、その宿泊場所をＪヴィレッジと小名浜のコールセンターに分けてですね、そこを

活用していこうということで考えております。ただ、東京とか柏崎から応援に来た方について

そこに泊まらなくてもいいという方がほとんどだと思いますので、除染が終わったら

ですね、そのままお帰りいただくということを基本にしたいと思っております。それから、え

ー福島第二の方ですが、先ほどご相談したところ、福島第一の場合はですね、いわゆる免震棟

しか使えませんけれども、福島第二は事務本体全体が使えるということもあるんで、できれば

その中に宿泊スペースを取りたいという話もありまして、ちょっと外に出ることについてはい

ろいろご意見ありましたので、もうちょっと調整をしていきたいというふうに考えております。

なところでございます。それで、全体的なですね、本店、柏崎、場合によって
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い自衛隊へご協力を要請し、ヘリコプターによる散水を実施する検討をしていたが、本日１６
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陸路だそうです。すみません。それで、３時間以上かかるということで少し遅くなります。い

ずれにしても、先ほどお願いした件は、よろしくお願いします。 

 

広報班からのお願いですが、午後１０時現在のホームページアップの文章をご覧いただきたい

と思います。だいたい今日一日の概要を纏めたものですが、特にご覧いただきたいのがヘリの

事でございます。２ページ目の上の方に載せてありますが、使用済燃料プールの水温上昇に伴

い自衛隊へご協力を要請し、ヘリコプターによる散水を実施する検討をしていたが、本日１６

日の作業を中止ということで、えー空中部隊のことだけ載せてありまして、陸上のことは一切

ふれてありません。あと、次のページになりますが、停電状況でございますけれども、２２時

４号機で火災、空自ヘリの放水断念） 

けて管理をするという必要があるんじゃないかと思ってます。あとは、その

交代をする人達のローテーション、期間、あるいはルールといったものを協議しなければなら

ないというふうに考えておりまして、今、原子力立地部の方の●●以下の方々とそこの協議に

入っているといった状態となっております。えー以上でございますが、いろいろとですね、１

Ｆと２Ｆの方々、たぶんこの一つの案なんですけれども、それについてご意見が多々あると思

いますので、それにつきましてはここで言って頂いても結構ですし、あるいは総務班の●●や

ので、そちらに連絡をいただいても結構でございます。ちなみに●

●は、本店の●●、●●は、●●です。こちらにご連絡をいただけると幸いですのでよろしく

情報班ですけれども、情報班というよりも原子力立地業務部の●●ですが、今の絵であります

が、ローテーションをどうするか詰めてますけれども、かなり長い間、終日勤務のような状態

が続いてますんで、今のところ３日勤務していただいたら１日休んでいただくようなことで考

えております。その場合にちょっといま、Ｊヴィレッジから北側は居住ができない状況になっ

てますんで、その宿泊場所をＪヴィレッジと小名浜のコールセンターに分けてですね、そこを

活用していこうということで考えております。ただ、東京とか柏崎から応援に来た方について

そこに泊まらなくてもいいという方がほとんどだと思いますので、除染が終わったら

ですね、そのままお帰りいただくということを基本にしたいと思っております。それから、え

ー福島第二の方ですが、先ほどご相談したところ、福島第一の場合はですね、いわゆる免震棟

しか使えませんけれども、福島第二は事務本体全体が使えるということもあるんで、できれば

その中に宿泊スペースを取りたいという話もありまして、ちょっと外に出ることについてはい

ろいろご意見ありましたので、もうちょっと調整をしていきたいというふうに考えております。

なところでございます。それで、全体的なですね、本店、柏崎、場合によって

は他部門からの応援者の数については、全体的なローテーションの中でどのぐらいの応援がい
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今、連絡ありまして、●●君からの連絡ですが、警察機動隊の一行は、これから百里基地を陸

陸路だそうです。すみません。それで、３時間以上かかるということで少し遅くなります。い

広報班からのお願いですが、午後１０時現在のホームページアップの文章をご覧いただきたい

と思います。だいたい今日一日の概要を纏めたものですが、特にご覧いただきたいのがヘリの

事でございます。２ページ目の上の方に載せてありますが、使用済燃料プールの水温上昇に伴

い自衛隊へご協力を要請し、ヘリコプターによる散水を実施する検討をしていたが、本日１６

日の作業を中止ということで、えー空中部隊のことだけ載せてありまして、陸上のことは一切

ふれてありません。あと、次のページになりますが、停電状況でございますけれども、２２時

 

けて管理をするという必要があるんじゃないかと思ってます。あとは、その

交代をする人達のローテーション、期間、あるいはルールといったものを協議しなければなら

ないというふうに考えておりまして、今、原子力立地部の方の●●以下の方々とそこの協議に

入っているといった状態となっております。えー以上でございますが、いろいろとですね、１

Ｆと２Ｆの方々、たぶんこの一つの案なんですけれども、それについてご意見が多々あると思

いますので、それにつきましてはここで言って頂いても結構ですし、あるいは総務班の●●や

ので、そちらに連絡をいただいても結構でございます。ちなみに●

●は、本店の●●、●●は、●●です。こちらにご連絡をいただけると幸いですのでよろしく

情報班ですけれども、情報班というよりも原子力立地業務部の●●ですが、今の絵であります

が、ローテーションをどうするか詰めてますけれども、かなり長い間、終日勤務のような状態

が続いてますんで、今のところ３日勤務していただいたら１日休んでいただくようなことで考

えております。その場合にちょっといま、Ｊヴィレッジから北側は居住ができない状況になっ

てますんで、その宿泊場所をＪヴィレッジと小名浜のコールセンターに分けてですね、そこを

活用していこうということで考えております。ただ、東京とか柏崎から応援に来た方について

そこに泊まらなくてもいいという方がほとんどだと思いますので、除染が終わったら

ですね、そのままお帰りいただくということを基本にしたいと思っております。それから、え

ー福島第二の方ですが、先ほどご相談したところ、福島第一の場合はですね、いわゆる免震棟

しか使えませんけれども、福島第二は事務本体全体が使えるということもあるんで、できれば

その中に宿泊スペースを取りたいという話もありまして、ちょっと外に出ることについてはい

ろいろご意見ありましたので、もうちょっと調整をしていきたいというふうに考えております。

なところでございます。それで、全体的なですね、本店、柏崎、場合によって

は他部門からの応援者の数については、全体的なローテーションの中でどのぐらいの応援がい

るかということとの関わりがありますので、これもまたサイトの方と相談をしながら決めて参

今、連絡ありまして、●●君からの連絡ですが、警察機動隊の一行は、これから百里基地を陸

陸路だそうです。すみません。それで、３時間以上かかるということで少し遅くなります。い

広報班からのお願いですが、午後１０時現在のホームページアップの文章をご覧いただきたい

と思います。だいたい今日一日の概要を纏めたものですが、特にご覧いただきたいのがヘリの

事でございます。２ページ目の上の方に載せてありますが、使用済燃料プールの水温上昇に伴

い自衛隊へご協力を要請し、ヘリコプターによる散水を実施する検討をしていたが、本日１６

日の作業を中止ということで、えー空中部隊のことだけ載せてありまして、陸上のことは一切

ふれてありません。あと、次のページになりますが、停電状況でございますけれども、２２時



 

時刻 

23:25 

23:26 

 

23:28 

23:30 

23:31 

23:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

23:33 

東京電力

 

 場所

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

本店 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

通信復旧班

武黒フェロー

通信復旧班

総務班

総務班

原子力保安班

高橋フェロー

通信復旧班

高橋フェロー

通信復旧班

原子力保安班

通信復旧班

原子力保安班

通信復旧班

原子力保安班

通信復旧班

テレビ会議 

 

発言者  

通信復旧班  

武黒フェロー  

通信復旧班  

総務班  

総務班  

原子力保安班  

高橋フェロー  

通信復旧班  

高橋フェロー  

通信復旧班  

原子力保安班  

通信復旧班  

原子力保安班  

通信復旧班  

原子力保安班  

通信復旧班  

2011 年 3 月

 

現在、２５００件、約２，５００件が停電中という内容を書き足してございます。これを概ね

今日の纏めとしてホームページに載せたいと思いますが、ご覧いただければと思います。よろ

しければこの内容で掲示させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

本店の通信復旧班ですが、今、衛星の無線機で衛生を使って、ＰＨＳを動かそうとしていたの

ですが、衛星が動かないという、ちょっと無理だということが一つ判明いたしました。音声だ

けでもと思ったのが、ちょっと難しいということが現場から伝わってきました。それともう一

つ、完全に光ファイバーを生かすという作業を平行で進めていて、それはですね、だいたい１

時ぐらい目標で元通りに戻るんじゃないかということでございます。わかっている範囲では以

上の通りです。

是非、１時頃を目途に元に戻していた

に福島第二にえー機動消防隊が着くだろうということからすると、３時頃には福島第一に着く

ことになると思いますのでえー１時ごろまでに復旧できればその間に事前の十分な意思疎通が

できることになります。従って多少時間がずれても構いませんが、是非、きちんと意思疎通の

できるような形で復旧できるように、ご苦労ですが、よろしくお願いします。

了解しました。

ちょっとこの後通信から情報提供があるんですけども、武黒さん戻ってからのほうがいいんで

ですね、この後の復旧の様子とか、復旧してくると何が起こるかっていうそこのところちょっ

とお話をさせてもらいます。

じゃあちょっと、通信関係であの復旧の行程というかちょっとお話しますんで、ちょっと選択

もございますんで、お願いします。じゃあ、通信さんお願いします。あっ、え～っと、ずっと

いらっしゃいました。あっ良かった良かったそれじゃあ結構です。すみません。

すみません。えっと保安班からですけれども。ちょっとお願いがあるんでが、えっとぉ、県の

オフサイトセンターからですね、モニタリングデータを何とか送ってこれないか、１Ｆのモニ

タリングデータ、んで先程、上の方で通信をやってるんですが、あの衛星電話、その回線を使

って１回呼び出して、調べさして、で報告を折り返ししてもらうってやり方ができるのかなっ

て思ってますけども、そういう事って可能でしょうか。えっと誰に具体的にご相談すればよろ

しいですか？ 

●●さんあれでしょ。あの～衛星回

どことどことの通話とおっしゃってますか？

本店と、本店と１Ｆ

本店と１Ｆの衛星電話は、あのぉ～、１Ｆの方が外に出てもらわないと完全にえっと繋がらな

い 

分かりました。先程から通話していたのは、何を使っていたんですか

あっ、衛星を使っていたんですけど、向こうの人に外に出てきてもらってて、電話をかけてた

ってことなんですよ。こちらから呼ぶ時には向こうが外に出てもらわないといけない。という

状況になってしまうので、常にあのぉ～、何かデータを呼んでもらうっていう

あっいやいや、常にじゃなくて、今までたまっている分をその、今までのちょうどまあ最新の

データまででもいいんですけどね、それをとにかくすいあげるという事にしたいんですけど

あっ、それは～、こちらから、あのぉ～、データをよんでもらえるように伝える事は可能なん

で、やれると思います。

あっ、そうですか、じゃあ～、ちょっと具体的にどうすればいいか教えて頂けますか

はい、じゃあ、
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５００件、約２，５００件が停電中という内容を書き足してございます。これを概ね

今日の纏めとしてホームページに載せたいと思いますが、ご覧いただければと思います。よろ
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発言内容

５００件、約２，５００件が停電中という内容を書き足してございます。これを概ね
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つ、完全に光ファイバーを生かすという作業を平行で進めていて、それはですね、だいたい１
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ことになると思いますのでえー１時ごろまでに復旧できればその間に事前の十分な意思疎通が

できることになります。従って多少時間がずれても構いませんが、是非、きちんと意思疎通の

できるような形で復旧できるように、ご苦労ですが、よろしくお願いします。

ちょっとこの後通信から情報提供があるんですけども、武黒さん戻ってからのほうがいいんで

ですね、この後の復旧の様子とか、復旧してくると何が起こるかっていうそこのところちょっ

 

じゃあちょっと、通信関係であの復旧の行程というかちょっとお話しますんで、ちょっと選択

もございますんで、お願いします。じゃあ、通信さんお願いします。あっ、え～っと、ずっと
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ってことなんですよ。こちらから呼ぶ時には向こうが外に出てもらわないといけない。という

状況になってしまうので、常にあのぉ～、何かデータを呼んでもらうっていう
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データまででもいいんですけどね、それをとにかくすいあげるという事にしたいんですけど
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本店の通信復旧班ですが、今、衛星の無線機で衛生を使って、ＰＨＳを動かそうとしていたの

ですが、衛星が動かないという、ちょっと無理だということが一つ判明いたしました。音声だ

けでもと思ったのが、ちょっと難しいということが現場から伝わってきました。それともう一

つ、完全に光ファイバーを生かすという作業を平行で進めていて、それはですね、だいたい１

時ぐらい目標で元通りに戻るんじゃないかということでございます。わかっている範囲では以

だくと今の入ってきた情報で状況からすると２時半ごろ

に福島第二にえー機動消防隊が着くだろうということからすると、３時頃には福島第一に着く

ことになると思いますのでえー１時ごろまでに復旧できればその間に事前の十分な意思疎通が

できることになります。従って多少時間がずれても構いませんが、是非、きちんと意思疎通の

できるような形で復旧できるように、ご苦労ですが、よろしくお願いします。

ちょっとこの後通信から情報提供があるんですけども、武黒さん戻ってからのほうがいいんで

ですね、この後の復旧の様子とか、復旧してくると何が起こるかっていうそこのところちょっ

じゃあちょっと、通信関係であの復旧の行程というかちょっとお話しますんで、ちょっと選択

もございますんで、お願いします。じゃあ、通信さんお願いします。あっ、え～っと、ずっと

いらっしゃいました。あっ良かった良かったそれじゃあ結構です。すみません。

すみません。えっと保安班からですけれども。ちょっとお願いがあるんでが、えっとぉ、県の

オフサイトセンターからですね、モニタリングデータを何とか送ってこれないか、１Ｆのモニ

タリングデータ、んで先程、上の方で通信をやってるんですが、あの衛星電話、その回線を使

って１回呼び出して、調べさして、で報告を折り返ししてもらうってやり方ができるのかなっ

て思ってますけども、そういう事って可能でしょうか。えっと誰に具体的にご相談すればよろ

線で電話したいんだけどそれは可能？

どことどことの通話とおっしゃってますか？ 

本店と１Ｆの衛星電話は、あのぉ～、１Ｆの方が外に出てもらわないと完全にえっと繋がらな

分かりました。先程から通話していたのは、何を使っていたんですか

あっ、衛星を使っていたんですけど、向こうの人に外に出てきてもらってて、電話をかけてた

ってことなんですよ。こちらから呼ぶ時には向こうが外に出てもらわないといけない。という

状況になってしまうので、常にあのぉ～、何かデータを呼んでもらうっていう

あっいやいや、常にじゃなくて、今までたまっている分をその、今までのちょうどまあ最新の

データまででもいいんですけどね、それをとにかくすいあげるという事にしたいんですけど

あっ、それは～、こちらから、あのぉ～、データをよんでもらえるように伝える事は可能なん

あっ、そうですか、じゃあ～、ちょっと具体的にどうすればいいか教えて頂けますか
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ちょ、ちょっと待って下さい。あのお～ヘリコプターでさっき上空を飛んだ人間が、写真を撮

って来ましたので、これからそこで、書画カメラ、あれで映せたらのっけますから、それであ

のお、ちょっとですね、斑目先生、安全委員の先生方も居られたら、ちょっとこっちに来てい

ただいて、よく見ていただいて、３号がいいか４号がいいか、先、３・４号どっちを先にやる

かという事にかかわりますので専門的な検知からいろいろと御議論を頂けるようにしたいと思

います。誰かあの、斑目先生の所へ

斑目先生、帰っちゃた。４号館にいる。

あっ、帰っちゃいましたか。

内閣の４号館にいるよ。

じゃあ、後でまた、見ていただく事にして

ＨＤＭＩの一 

はい、●●さん見てきた状況を説明して下さい。

はい、ちょっと、早送りします。ちょっとお待ち下さい。

すみません、第２の方ちょっと見えないかもしれないけど、これからあの、上空から撮ったあ

の、画像を本店でみんなで見ることになります。

いいよ、いいよ、ゆっくり、いいよ、いいよ。あれっ、とばしすぎじゃない。５６分、４時５

６分。５時。５時。いや４時５６分。そっち側からアプローチするからさ。それからどっか途

中で止めるよ。５０分ぐらい。５１分ぐらい。いいよいいよ。そっからいこう。

えっとまず、こちらが、えっと４号機です、４号機も蒸気が出てます。

ひどいなこりゃ。

ちょっととばして。ちょっとお待ち下さい。あっ、いいよ、いいよいいよ、はいまず３号機で

すけど、多分おそらく、ここが格納容器の所で、ストップ、ストップ、えっとぉ、プールがあ

って格納容器があってこっちがプールになると思われます。で、プールからだけではなくて、

たしかに蒸気はプール側からたくさん出てるんですけれども、おそらくＰＣＶのヘッドの周り

からも出ていると思われます。で、ここがですね、ＤＣピットなので、えっとぉ、ここがちょ

うど、あのぉ格納容器の真上だと思われます。はい、ちょっとじゃあゆっくり進んで５６分な

る。あっじゃあコマ送り、コマ送りでいきます。

はい、はい、これから４号機が出てまいります。ちょっと、前、前、見て、見て、見てな。え

っと屋根は完全に御覧の通り抜けてます。で、ここから何ですけど、はい、ストップ。えっと

ですね、ここで何ですけど、キラッと光ってですね、これおそらく、えっとぉ肉眼だと水面に

見えるんですけど、ここがちょうどですね、えっとぉ一番左の端になりますけれども、えっと

ぉ燃料えっとぉ燃料交換機がここに置いてあります。でこの下に光ってるところこれが水面に

なります。 

水面ってのは、燃料の頂部より上なの下なの？

えっと、燃料の頂部より下だと水面見えませんので、ウェル満水だと思います。

ウェル満水 

はい。ここから、全部水がばあっと、プールが満水、ウェルからずっとプールが満水だと思い

ます。基本的には

何か、何で水素爆発おこんだよ
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発言内容

ちょ、ちょっと待って下さい。あのお～ヘリコプターでさっき上空を飛んだ人間が、写真を撮

って来ましたので、これからそこで、書画カメラ、あれで映せたらのっけますから、それであ

のお、ちょっとですね、斑目先生、安全委員の先生方も居られたら、ちょっとこっちに来てい

ただいて、よく見ていただいて、３号がいいか４号がいいか、先、３・４号どっちを先にやる

かという事にかかわりますので専門的な検知からいろいろと御議論を頂けるようにしたいと思

います。誰かあの、斑目先生の所へ 

斑目先生、帰っちゃた。４号館にいる。 

 

じゃあ、後でまた、見ていただく事にして 

４時５６分、これだ。 

はい、●●さん見てきた状況を説明して下さい。

はい、ちょっと、早送りします。ちょっとお待ち下さい。

すみません、第２の方ちょっと見えないかもしれないけど、これからあの、上空から撮ったあ

の、画像を本店でみんなで見ることになります。

いいよ、いいよ、ゆっくり、いいよ、いいよ。あれっ、とばしすぎじゃない。５６分、４時５

６分。５時。５時。いや４時５６分。そっち側からアプローチするからさ。それからどっか途

中で止めるよ。５０分ぐらい。５１分ぐらい。いいよいいよ。そっからいこう。

えっとまず、こちらが、えっと４号機です、４号機も蒸気が出てます。

ちょっととばして。ちょっとお待ち下さい。あっ、いいよ、いいよいいよ、はいまず３号機で

すけど、多分おそらく、ここが格納容器の所で、ストップ、ストップ、えっとぉ、プールがあ

って格納容器があってこっちがプールになると思われます。で、プールからだけではなくて、

たしかに蒸気はプール側からたくさん出てるんですけれども、おそらくＰＣＶのヘッドの周り

からも出ていると思われます。で、ここがですね、ＤＣピットなので、えっとぉ、ここがちょ

うど、あのぉ格納容器の真上だと思われます。はい、ちょっとじゃあゆっくり進んで５６分な

じゃあコマ送り、コマ送りでいきます。

はい、はい、これから４号機が出てまいります。ちょっと、前、前、見て、見て、見てな。え

っと屋根は完全に御覧の通り抜けてます。で、ここから何ですけど、はい、ストップ。えっと

ですね、ここで何ですけど、キラッと光ってですね、これおそらく、えっとぉ肉眼だと水面に

見えるんですけど、ここがちょうどですね、えっとぉ一番左の端になりますけれども、えっと

ぉ燃料えっとぉ燃料交換機がここに置いてあります。でこの下に光ってるところこれが水面に
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いや、これもそうなんですよ、こちらもほら、これも全部、多分水面が全部映っています。

ほお～んちょっと他の人良く見て下さい。他のえ～設備屋さん、あの●●くんの目が別に間違

ってる濁ってる訳じゃないけどもん～そうですかね。私には良く分からないですね。

上の水面ね、映り込みがあったところが、あったじゃないの。

あ、じゃあ戻します？

いやもうちょっと先じゃなかったか？

あの●●になっているところが、水面なの？

どうですかね、私にはよく分からないですね。

あっ、この辺だ、ＯＫあのぉ～えっとですね、この辺にトラスのですね、あのぉ～ようするに

上のトラスのかいえいって言いますか、溝がちょっと水面に映っているのが見えるんですよ、

だからここん所まで満水しているっていうような

ちょうど、その柱の柱の間の所っていうのは位置的には燃料プールですかそれとも床ですか

あの、プールの位置です。

プールの位置 

床はどちらかというと、もっと、えっと、画面でいうと奥側になります。

でっ、その、水蒸気みたいなも見えるんですか

こっからですね、ず～っと蒸気が出てる、これが蒸気ですねだから、全然もう、チンチンにな

って蒸気が出ない状態じゃなくて、全然もう蒸気が出てると

だけど、あれだけ新しいね、他と比べて一桁高い熱量を持っている使用済み燃料プールで、何

日も経っていて、何でそんな水があるんだろう

峰松さん、それプールの床からどのくらい下かっていうのが分かるんですかそれで

あそこじゃ分かりません

それは分からないの

分かりません 

あのぉ、プールの何ていうかな、あのぉ、え～、躯体としてプールの辺りが何かこうおかしく

なっているような兆候は見られなかったですか

えっとぉ、プールが変形しているようにも見えませんでした。あの、燃交もきちんと乗っかっ

てます。 

ふう～ん 

で、あのちなみに、これ自衛隊の方もですね、水面見えましたねとおっしゃってました。
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って蒸気が出ない状態じゃなくて、全然もう蒸気が出てると

だけど、あれだけ新しいね、他と比べて一桁高い熱量を持っている使用済み燃料プールで、何

日も経っていて、何でそんな水があるんだろう

峰松さん、それプールの床からどのくらい下かっていうのが分かるんですかそれで

あのぉ、プールの何ていうかな、あのぉ、え～、躯体としてプールの辺りが何かこうおかしく

なっているような兆候は見られなかったですか

えっとぉ、プールが変形しているようにも見えませんでした。あの、燃交もきちんと乗っかっ

で、あのちなみに、これ自衛隊の方もですね、水面見えましたねとおっしゃってました。
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発言内容 

いや、これもそうなんですよ、こちらもほら、これも全部、多分水面が全部映っています。

ほお～んちょっと他の人良く見て下さい。他のえ～設備屋さん、あの●●くんの目が別に間違

ってる濁ってる訳じゃないけどもん～そうですかね。私には良く分からないですね。

上の水面ね、映り込みがあったところが、あったじゃないの。

あの●●になっているところが、水面なの？ 

どうですかね、私にはよく分からないですね。 

あっ、この辺だ、ＯＫあのぉ～えっとですね、この辺にトラスのですね、あのぉ～ようするに

上のトラスのかいえいって言いますか、溝がちょっと水面に映っているのが見えるんですよ、
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あのぉ、プールの何ていうかな、あのぉ、え～、躯体としてプールの辺りが何かこうおかしく

なっているような兆候は見られなかったですか 

えっとぉ、プールが変形しているようにも見えませんでした。あの、燃交もきちんと乗っかっ

で、あのちなみに、これ自衛隊の方もですね、水面見えましたねとおっしゃってました。
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パイロットの方がおっしゃってました。

じゃあ、ちょっと、●●さん、前行って見てくれませんか。峰松さんのいる所へ。峰松さん、

もう一回●●さんにね、その不思議なウェル満水のシーンよく見せて下さい。

すみません、その前に、先程のどうやって、あのぉ、いっぺんですね、これ私の推定です。え

～っとですね、え～、あのここに圧力容器が入ってますけども、これが、ウェットウエルの所

です。こちらに、あのぉ～、ドライヤ・セパレータ・ピットといって、あのぉ～圧力容器の内

部の上部にありましてですね、機器を定検の時なんかに入れる所でございます。それからこち

らが、使用済み燃料プールというふうになっています。これ上から見た平面図です。で、あの

ぉ～使用済み燃料プールにはですね、あのぉ～いつもここに、あのぉ～、えっと、定検のなん

かの時にに使用済み燃料をこちらに持ってきてきますとゲートといってこの堰き止めみたい

な、あのぉ～、板状のものが入れてあります。で、ここ、このあれを外しましてですね、こち

らからようするに、燃料交換の時は、燃料持ってきまして、ラックの中に燃料を入れるように

なっています。で、通常このゲートというのはですね、こちらの水圧でピタッと押しつけられ

るようになってるんです。ところが今、現在ですねこのシュラウド取替の為にここの、あの水

が満ぱん、満水に張ってありまして、それから、こちらの方もようするに満水に張ってある。

ところが、今回いろ

のぉ～、スラッシングでまずですね水がですね、あのぉ～、このぉ～、プールから一部がでて

低くなっている、それから、今申しあげましたようにシュラウド交換の為にベッセルの中に入

って、圧力容器の中に入っておりました使用済み燃料を、あのぉ～、崩壊熱がたくさん出る使

用済み燃料を全部ここの中に移しております。それと、他のプールよりも、あのぉ～、ようす

るに崩壊熱がたくさん発生するような状態になってましたんで、ここのようするに水がどんど

ん蒸発するような状態になっ

ね、あの、どんどんどん低くなってそれであのぉ～、ようするに、あのぉ～、えっと、水ジル

コニウム反応を起こしてですね、水素ガスがどんどん出てたのと、それから、他のプラントも

同じように格納容器の中でですねあの、発生しました水素漏れ、ようするに原子炉建屋の屋上

の方にどんどん溜まってきた、そういうものがたくさん水素が一緒になってですね、この、原

子炉建屋のですね、あのぉ～、燃料交換床の上の方に溜まったと、それで、え～、そういうと

ころでですね、がんと、ようするにあ

すね、ゲートが少しずれたんじゃないかと思うんですよ。そうすると水がですね、こっちかわ

が一杯になっておりましたんで、通常はこのあれで、おされて水圧でこっちにピタッとこうく

っついてんですけども、こっちからおされると、これは、あのぉ～、ずれたりするとですね、

ここん所を通りまして、こっちに水がですね、また戻ってくると、それでいまですね、ここん

所が満水の状態になってるんじゃないかと、これは私の推測ですけども、そういう事が起こっ

てですね、ここはいっぺんはようするに、上部

コニウム反応をおこして水素が発生したり、それからここの格納容器中でのようするに、みな

さんもご心配しておられるような事で、圧力がですね、設計圧力の以上になって、ようするに、

あのぉ～、リークレイトが大きくなりまして、それで、ようするに、中に入ってた水素もこの

空間の所にきて、それで地震なんかが起こった時に、スパーキングしましてですね、それが、

引火点となってあのぉ～爆発したんじゃないかと、それは分かりませんけども

だって４号、炉心か

あっ、それ、いえ、圧力容器失礼しました。圧力容器はなくても今言ったように高濃度が一時

ですね、ずーっと崩壊熱が蒸発してしまって、露出した部分は温度が高くなってですね、じゃ

ないかと、これは私の推測です。それで、まだ今現在水の出がまんまんと満たされてるのは今、

申し上げたようにこれがあの、地震とかいろいろな爆発でずれてですね、こっちへようするに、

あのぉ～、押し戻されて、こちらからずっと水が入ってきてここが満水になったんじゃないか

と思います。 

それだとしたらね、もちろんそのゲートがずれて、あのぉ、あのぉ、こう水がね、あのぉ、逆

流すると想像できるけども、そしたら水位下がるでしょ、全体が。

均一になるように、水位が均一になるように、あのぉ、元よりはこちらは下がってるんじゃな

いかと思いますけども。

だけどさぁ、さっきウェル満水に近い状態だって、水位がいってたから、そこは

一番最初は、ようするに、このシュラウド交換の為にですね

そりゃそうだけど、今、今水位が、満水状態のように
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パイロットの方がおっしゃってました。

じゃあ、ちょっと、●●さん、前行って見てくれませんか。峰松さんのいる所へ。峰松さん、

もう一回●●さんにね、その不思議なウェル満水のシーンよく見せて下さい。

すみません、その前に、先程のどうやって、あのぉ、いっぺんですね、これ私の推定です。え

～っとですね、え～、あのここに圧力容器が入ってますけども、これが、ウェットウエルの所

です。こちらに、あのぉ～、ドライヤ・セパレータ・ピットといって、あのぉ～圧力容器の内

部の上部にありましてですね、機器を定検の時なんかに入れる所でございます。それからこち

らが、使用済み燃料プールというふうになっています。これ上から見た平面図です。で、あの

ぉ～使用済み燃料プールにはですね、あのぉ～いつもここに、あのぉ～、えっと、定検のなん

に使用済み燃料をこちらに持ってきてきますとゲートといってこの堰き止めみたい

な、あのぉ～、板状のものが入れてあります。で、ここ、このあれを外しましてですね、こち

らからようするに、燃料交換の時は、燃料持ってきまして、ラックの中に燃料を入れるように

なっています。で、通常このゲートというのはですね、こちらの水圧でピタッと押しつけられ

るようになってるんです。ところが今、現在ですねこのシュラウド取替の為にここの、あの水

が満ぱん、満水に張ってありまして、それから、こちらの方もようするに満水に張ってある。

ところが、今回いろいろありましてですね、あのぉ～、一時ですね、ここん所は、ずーっとあ

のぉ～、スラッシングでまずですね水がですね、あのぉ～、このぉ～、プールから一部がでて

低くなっている、それから、今申しあげましたようにシュラウド交換の為にベッセルの中に入

って、圧力容器の中に入っておりました使用済み燃料を、あのぉ～、崩壊熱がたくさん出る使

用済み燃料を全部ここの中に移しております。それと、他のプールよりも、あのぉ～、ようす

るに崩壊熱がたくさん発生するような状態になってましたんで、ここのようするに水がどんど

ん蒸発するような状態になってたんで、そのようするに状態でですね、ここはいっぺんはです

ね、あの、どんどんどん低くなってそれであのぉ～、ようするに、あのぉ～、えっと、水ジル

コニウム反応を起こしてですね、水素ガスがどんどん出てたのと、それから、他のプラントも

同じように格納容器の中でですねあの、発生しました水素漏れ、ようするに原子炉建屋の屋上

の方にどんどん溜まってきた、そういうものがたくさん水素が一緒になってですね、この、原

子炉建屋のですね、あのぉ～、燃料交換床の上の方に溜まったと、それで、え～、そういうと

ころでですね、がんと、ようするにあ

すね、ゲートが少しずれたんじゃないかと思うんですよ。そうすると水がですね、こっちかわ

が一杯になっておりましたんで、通常はこのあれで、おされて水圧でこっちにピタッとこうく

っついてんですけども、こっちからおされると、これは、あのぉ～、ずれたりするとですね、

ここん所を通りまして、こっちに水がですね、また戻ってくると、それでいまですね、ここん
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コニウム反応をおこして水素が発生したり、それからここの格納容器中でのようするに、みな

さんもご心配しておられるような事で、圧力がですね、設計圧力の以上になって、ようするに、

あのぉ～、リークレイトが大きくなりまして、それで、ようするに、中に入ってた水素もこの

空間の所にきて、それで地震なんかが起こった時に、スパーキングしましてですね、それが、

引火点となってあのぉ～爆発したんじゃないかと、それは分かりませんけども
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申し上げたようにこれがあの、地震とかいろいろな爆発でずれてですね、こっちへようするに、

あのぉ～、押し戻されて、こちらからずっと水が入ってきてここが満水になったんじゃないか
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発言内容

パイロットの方がおっしゃってました。 

じゃあ、ちょっと、●●さん、前行って見てくれませんか。峰松さんのいる所へ。峰松さん、

もう一回●●さんにね、その不思議なウェル満水のシーンよく見せて下さい。

すみません、その前に、先程のどうやって、あのぉ、いっぺんですね、これ私の推定です。え

～っとですね、え～、あのここに圧力容器が入ってますけども、これが、ウェットウエルの所

です。こちらに、あのぉ～、ドライヤ・セパレータ・ピットといって、あのぉ～圧力容器の内

部の上部にありましてですね、機器を定検の時なんかに入れる所でございます。それからこち

らが、使用済み燃料プールというふうになっています。これ上から見た平面図です。で、あの

ぉ～使用済み燃料プールにはですね、あのぉ～いつもここに、あのぉ～、えっと、定検のなん

に使用済み燃料をこちらに持ってきてきますとゲートといってこの堰き止めみたい

な、あのぉ～、板状のものが入れてあります。で、ここ、このあれを外しましてですね、こち

らからようするに、燃料交換の時は、燃料持ってきまして、ラックの中に燃料を入れるように

なっています。で、通常このゲートというのはですね、こちらの水圧でピタッと押しつけられ

るようになってるんです。ところが今、現在ですねこのシュラウド取替の為にここの、あの水

が満ぱん、満水に張ってありまして、それから、こちらの方もようするに満水に張ってある。

いろありましてですね、あのぉ～、一時ですね、ここん所は、ずーっとあ

のぉ～、スラッシングでまずですね水がですね、あのぉ～、このぉ～、プールから一部がでて

低くなっている、それから、今申しあげましたようにシュラウド交換の為にベッセルの中に入

って、圧力容器の中に入っておりました使用済み燃料を、あのぉ～、崩壊熱がたくさん出る使

用済み燃料を全部ここの中に移しております。それと、他のプールよりも、あのぉ～、ようす

るに崩壊熱がたくさん発生するような状態になってましたんで、ここのようするに水がどんど

てたんで、そのようするに状態でですね、ここはいっぺんはです

ね、あの、どんどんどん低くなってそれであのぉ～、ようするに、あのぉ～、えっと、水ジル

コニウム反応を起こしてですね、水素ガスがどんどん出てたのと、それから、他のプラントも

同じように格納容器の中でですねあの、発生しました水素漏れ、ようするに原子炉建屋の屋上

の方にどんどん溜まってきた、そういうものがたくさん水素が一緒になってですね、この、原

子炉建屋のですね、あのぉ～、燃料交換床の上の方に溜まったと、それで、え～、そういうと

ころでですね、がんと、ようするにあの、ようは、あの、爆発しましてですね、このあれがで

すね、ゲートが少しずれたんじゃないかと思うんですよ。そうすると水がですね、こっちかわ

が一杯になっておりましたんで、通常はこのあれで、おされて水圧でこっちにピタッとこうく

っついてんですけども、こっちからおされると、これは、あのぉ～、ずれたりするとですね、

ここん所を通りまして、こっちに水がですね、また戻ってくると、それでいまですね、ここん

所が満水の状態になってるんじゃないかと、これは私の推測ですけども、そういう事が起こっ

てですね、ここはいっぺんはようするに、上部

コニウム反応をおこして水素が発生したり、それからここの格納容器中でのようするに、みな

さんもご心配しておられるような事で、圧力がですね、設計圧力の以上になって、ようするに、

あのぉ～、リークレイトが大きくなりまして、それで、ようするに、中に入ってた水素もこの

空間の所にきて、それで地震なんかが起こった時に、スパーキングしましてですね、それが、

引火点となってあのぉ～爆発したんじゃないかと、それは分かりませんけども

らじゃん。炉心からなの

あっ、それ、いえ、圧力容器失礼しました。圧力容器はなくても今言ったように高濃度が一時

ですね、ずーっと崩壊熱が蒸発してしまって、露出した部分は温度が高くなってですね、じゃ

ないかと、これは私の推測です。それで、まだ今現在水の出がまんまんと満たされてるのは今、

申し上げたようにこれがあの、地震とかいろいろな爆発でずれてですね、こっちへようするに、

あのぉ～、押し戻されて、こちらからずっと水が入ってきてここが満水になったんじゃないか

それだとしたらね、もちろんそのゲートがずれて、あのぉ、あのぉ、こう水がね、あのぉ、逆

流すると想像できるけども、そしたら水位下がるでしょ、全体が。

均一になるように、水位が均一になるように、あのぉ、元よりはこちらは下がってるんじゃな

だけどさぁ、さっきウェル満水に近い状態だって、水位がいってたから、そこは

一番最初は、ようするに、このシュラウド交換の為にですね

そりゃそうだけど、今、今水位が、満水状態のように
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あっ、あのぉうそれは、えっとぉ、今おっしゃられた真ん中の所とプールの所の水位面のレベ

ルがあんまり変わらないように見えたので

あぁ～ 

そういう風に見えたんだと。個人的には思っています。その上下方向がどこがウェル満水だっ

て分かりませんでしたので。

そうだね 

ここに水が入っている事は確かで、それで蒸気の発生の状況を見てもらいましてもですね。よ

うするに、４号の方で発生している蒸気はですね、低温の時に発生するような蒸気のモヤみた

いに見えまして、３号の方はもっと高い温度の蒸気みたいに見える。ちょっと、３号の所の

そうだとするとさ、４号のプラントデータで燃料プールのあの温度はね、測っている温度は、

ＦＰＣの温度だとすると水が繋がっているから、正しい温度になるんだけど、今何度ぐらいだ

ったかな。 

いや、それは、温度測れてないでしょ

今とれてないの、４号のやつは。

データ見たことないから、とれていないでしょ。

データ見れてないのか誰か他にこの件について意見ありませんか、質問や意見。●●さん、何

かご意見ありませんか

●●さん、近づいてですね、ここん所見て頂きたい。はい、動かしながら、はい。ちょっと、

●●あなた、ちょっと、画像説明してくれる。この辺にトラスなんかもこう映っている。

すいません、水素爆破でね、ゲートずれるかね水素爆発があって、ゲートがそんな形でずれま

すかね 

水があるって事は、あれですか、峰松さん、水素は放射線分解で出来た水素って事ですか。い

やそれだけであんなだけど、爆発なるんですかね。

だから、いま申し上げたようにですね、ゲートが所定の位置にあった時は、崩壊熱でですねこ

れ８４度ぐらいまではいっぺんなってるんですよね、９０度～１００度まで、あと、どんどん

どんどん蒸発していただくことは確かなんです。その時に、あのぉ～、どんどん、蒸発、スラ

ッシングでまず水が無くなっちゃいまして、その後、ずーっとですね

ゲートがあのぉ、ずれなくてもあれですよね、受け口の方が少し痛んじゃうってのはあるよね

受けてる受け口の方が、少しね、やられちゃったってのはあるかもしれないですね、ゴッと押

されて 

あのぉ～、肉眼ではですね、もっと、あのぉ～、はっきり、彼は見えたっていってるんで、そ

れで、パイロットの人もですね、ようするに、あのぉ～、水面があります、見えましたねって

こう言ったっていうんですよ。

本当、信じられないな～

［マイク外：それはね。どんどん下がっていきますんで。］

えっとぉ～、官庁連絡班の●●さんあのぉ～、斑目先生にね、この画像を見て頂きたいので、

あのぉ～、内閣府に居られるから、あのぉ、車で迎えに行って、行くような段取りしてくれま

せんか。そうすると、後何か２、３０分であのぉ、通信が回復するという情報も入って来まし

たので、回復しだい発電所と情報共有をして方針を決めたいと思うんですが、この状況だと、

正しけれは、４号よりも３号優先という事になります。え～、従って、あのぉ～まだ少
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えっとぉ～、官庁連絡班の●●さんあのぉ～、斑目先生にね、この画像を見て頂きたいので、

あのぉ～、内閣府に居られるから、あのぉ、車で迎えに行って、行くような段取りしてくれま
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がありますから、え～、是非、え～、専門的知見を持っている方は画像を良く見て、え～、判

断について十分な、あ～、あのぉ～、議論をしておいて頂ければと思います。

１回発話させて下さい。あのぉ、プールゲートのシール性についてですけれども、普段、私、

定検で経験してるんですけれども、プールゲートのシールはあまり良くなくて、えっと、燃料

プール側の方は水位が高くて、えっと、ウェル側を下げないと、なかなかシールしてくれない

ので、燃料プール側が急激に蒸発してしまった場合は、あのぉ～、ウェル側からプール側にジ

ワジワと戻っていくというのは十分想像できます。

それはごめんなさい。１Ｆ４の場合の経験ですか。

えっと、５・６の経験です。

５・６号の経験。誰か１Ｆ４の経験ある人いませんか。まあ、似たようなもんかもしれないけ

ども 

福島第２に居た時もプールゲート閉めてシール性をタイトするのに苦労した経験はあります。

はい、ありがとう。それ非常に貴重なコメントだと思います。えっ、誰か他に経験から見てど

うだというのがありましたら今のうちにお願いします。

それで、これの要するにさっきあなたがいうような場所が変わる？

場所が全部変わっちゃう。４にするか３にするかで、消防車の位置が変わっちゃう。

１の３か、１の４，

でも３にするとだいぶ変わるのか？

全然消防車の位置が違います。

そうだよね。だから早く決めなきゃ。・・・

これだ。だからこれの場所が違っちゃうから。

だから現場の・・・。

これを、サイトに伝送する方法はありませんかね、写真を通信班の方どなたか、発電所にこの

画像を送信、あのぉ～、通信が回復してからでいいんですが、あのぉ～、送信する方法はあり

ませんか。 

あのぉ～、ビデオ毎ということでしょうか

いえコマ落としで結構です。

分かりました。検討します。

福島第２、増田さん。

はい、増田です。

え～、１１時５７分にバスが１００里基地を出発したということです。そして、運転手さんの

話だと３時間から４時間かかると、途中Ｊヴィレッジに一回立ち寄るということです。

Ｊヴィレッジに立ち寄っていらっしゃるんですね。はい、分かりました。
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