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はい。 

すいません、建設復旧班ですけど、今Ｊヴィレッジの方で車両を除染出来るような設備を設計

するようにオーダーが出てまして、今大至急こちらの方でそういう設備の設計を始めてます。

ちょっと保安班、これからそれが重要な課題になるんでね、もう少しどういう風にやるんだっ

て事をはっきり考えを作って、それに基づいてこうやっていきますという事をみんなに示して

いかないとみんな不安になるだけなので是非よろしくお願いします。

はい。分かりました。

資材班、よろしいでしょうか？

はいどうぞ。 

資材班ですけども、先程も会議の中で出ておりました投光器につきまして、今Ｊヴィレッジの

方に届いてるのがございますので、明日、明日というか今日・・・。

なるべく早い段階に着くように配慮してください。

はい。分かりました。それからガソリンにつきましても同様に手配したいと思います。それか

ら軽油につきましては、本日は福島第一、第二。福島第一に２３キロ、第二に４キロというこ

とで供給をしております。朝方吉田所長からもお話ありましたけども、Ｊヴィレッジから福島

第一、第二への供給体制、これは今社員の方で今日から始まった訳なんですけども明日、明後

日くらいから何とか社員じゃなくて、他の手で、他の手というか委託の手で進めるように手配

をしてございますんで、また確定したらご連絡させていただきたいと思います。以上でござい

ます。 

これも是非、軌道にのせてください。

ご検討ありがとうございます。

情報班というよりもそれ以外の要員の話でございます。お陰様で柏崎の方からも応援を今日３

４名の方入っております。明日それ以外に数名、それから東通からも１１名ということで、要

員が増える予定でございます。それに伴いまして明日ですね、福一さんの方から最初の方２０

名が休務に入ると。午後からまた２０名ということで、少しずつちょっとその辺のローテーシ

ョンかけていきたいというふうに思ってます。保安班の要員がちょっと少ないということで、

これは関連企業とかあるいは福一さんの要員のシフト、その辺を踏まえながら確実に強化をし

ていきたいということで、現場の方と調整をしているところでございます。

徐々にでありますが、要員対策も進めておりますので是非今の発電所の方々、もう少し頑張っ

て是非この時期を乗り切っていきたいと思います。確実に増やしていくように本店も努力して

おります。関係、各方面のご協力、この場を借りてお礼を申し上げます。他に？はい、どうぞ。

すいません、遅い時間に。細野です。ほう酸の問題について少しだけ問題提起をしたいと思い

ます。今日、３号機相当水が入

しいのはほう酸を入れた水をしっかり投入をするというのがこれがベストな訳ですが、残念な

がらほう酸というのは専門家の方に聞いたところ、それこそ容器に入れてそこから打ち込んで

しまうと場合によっては詰まってしまうという問題があって、これは難しかろうということに

なっております。従いまして、今は海水を投入してる。これはやむない措置だと思います。そ

うしますと問題は特に天井の使用済核燃料のプールにですね、何らかの形でほう酸をやはり、

入れるべきだろうと。再臨界の可能性は

せん。これはもう、それこそ今むき出しになってる事を考えれば絶対に阻止をしなければなり

ません。そういった意味では何らかの形で空中からほう酸を投入する事を本格的に検討するべ

き時期がきてるだろうと思います。空中散布のような形がいいのか、固形物を上から投げるよ

うな形がいいのか、それをする時にですね、空中の線量というものがどの程度なのか、このこ

とも影響してきます。数日前に自衛隊のヘリから投入をした時にはかなり高い線量で非常にこ

れが妨げになりました。私の感覚ではおそらくそ

ではないかと、水が投入された事によってですね。であれば、もう少し低いところからですね、

安定的にホースを投入出来る可能性が出てきてると思いますので、これは自衛隊の皆さんにも

検討していただきたいし、後はこの分野の専門家の皆さんにも検討していただいて、是非何ら
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日くらいから何とか社員じゃなくて、他の手で、他の手というか委託の手で進めるように手配

をしてございますんで、また確定したらご連絡させていただきたいと思います。以上でござい

情報班というよりもそれ以外の要員の話でございます。お陰様で柏崎の方からも応援を今日３

４名の方入っております。明日それ以外に数名、それから東通からも１１名ということで、要

員が増える予定でございます。それに伴いまして明日ですね、福一さんの方から最初の方２０

名が休務に入ると。午後からまた２０名ということで、少しずつちょっとその辺のローテーシ

ョンかけていきたいというふうに思ってます。保安班の要員がちょっと少ないということで、

これは関連企業とかあるいは福一さんの要員のシフト、その辺を踏まえながら確実に強化をし

いということで、現場の方と調整をしているところでございます。

徐々にでありますが、要員対策も進めておりますので是非今の発電所の方々、もう少し頑張っ

て是非この時期を乗り切っていきたいと思います。確実に増やしていくように本店も努力して

おります。関係、各方面のご協力、この場を借りてお礼を申し上げます。他に？はい、どうぞ。

すいません、遅い時間に。細野です。ほう酸の問題について少しだけ問題提起をしたいと思い

っておりますし、明日以降４号機にも水が入ります。一番望ま

しいのはほう酸を入れた水をしっかり投入をするというのがこれがベストな訳ですが、残念な

がらほう酸というのは専門家の方に聞いたところ、それこそ容器に入れてそこから打ち込んで

しまうと場合によっては詰まってしまうという問題があって、これは難しかろうということに

なっております。従いまして、今は海水を投入してる。これはやむない措置だと思います。そ

うしますと問題は特に天井の使用済核燃料のプールにですね、何らかの形でほう酸をやはり、

極めて低いとは言われておりますが、ゼロではありま

せん。これはもう、それこそ今むき出しになってる事を考えれば絶対に阻止をしなければなり

ません。そういった意味では何らかの形で空中からほう酸を投入する事を本格的に検討するべ

き時期がきてるだろうと思います。空中散布のような形がいいのか、固形物を上から投げるよ

うな形がいいのか、それをする時にですね、空中の線量というものがどの程度なのか、このこ

とも影響してきます。数日前に自衛隊のヘリから投入をした時にはかなり高い線量で非常にこ

の時よりは、空中の線量は低くなっているの

ではないかと、水が投入された事によってですね。であれば、もう少し低いところからですね、

安定的にホースを投入出来る可能性が出てきてると思いますので、これは自衛隊の皆さんにも

検討していただきたいし、後はこの分野の専門家の皆さんにも検討していただいて、是非何ら
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3 月 20 日 （

 

かの答えを、出来れば早い段階で出していただきたいと思います。民主党の空本議員がですね、

元々東芝の原子力の専門家でございまして、外部の先生方、政府の先生方、そういった皆さん

とネットワークを作っておりますので、彼の力も借り

出したいと思いますのでよろしくお願い致します。以上です。

この件は誰？●●君？●●君が中心になって社内検討いたしますので、せっかくの機会ですか

ら外部の専門家のお知恵を是非十分にお借りして、何らかの対応策を早急に具体化してほしい

という、これは期待ですけども。

はい。期待に答えられるよう、頑張ります。

他にありませんか？最後かもしれませんが、今日は自衛隊さんがずっと待機していただいて、

また早朝からの対応という事になっておりますんで、大変ありがとうございます。それで自衛

隊さん、今日はこの本店に詰めてくださって、また５時には本部に入っていただけるというふ

うに聞いております。ありがとうございます。当社側の対応の窓口ですが、今晩の窓口なんで

す、●●君、あなたが当社側の窓口ということでいいですか？

［ＰＨＳ電話：ちょっと待って、あと３分後にお願いします。］

その他、よろしいですか？

すいません、１点だけ

はい、どうぞ。

明日のですね、自衛隊さんの放水の件なんですが、我々としては今日ご指摘いただいた進入路

の整備を、これから一生懸命やるつもりでいるんですけども、６時に何台来られるかとか迎え

だとか段取りについてこちらに連絡が来てないもんですから。朝になってバタバタするのもあ

れなんでご要求のことがあれば早めに言っていただければ有り難いんですけど。

防衛省の●●ですけども、本当に御苦労様です。現在、部隊の方も状況を掌握しておりますの

で、大体の目安が分かり次第連絡したいと思います。

よろしくお願いします。窓口は本店の●●が対応いたしますのでよろしくお願い致します。こ

の後、あれですね、もうしばらくしてから今やってる注水をどうするかって事がまた消防さん

との調整になると思いますので、全体のミーティングは特に無ければ一回これはブレイクして、

個別の状況の対応に代えたいと思いますがよろしいですか？それではこれでブレイクします。

ご苦労さまでした。

すいません、明日の朝は６時から自衛隊さんの活動が始まりますので、本部としても６時前に

は対応体制を整えたいと思います。特に関係の深い方々を中心にしたいと思います。そこの関

係の深さの判断はご自分で適宜、それなりの方々ですからやっていただけるものと思います。

本店、こちら１Ｆですけど、いらっしゃいますか？原子力の方。

はい、お願いします。

●●さんいらっしゃいますか？●●さんいたらですね、１Ｆの●●ですけども●●に連絡いた

だきたいんですが。

はい、分かりました。

すいません。総務班から訂正です。先程私、２Ｆ１Ｆ便無くなったって言いましたかね？２Ｆ

１Ｆ便無くなったって話しを私してましたでしょうか？ですよね、いや無くなったって今聞い

ちゃったんでびっくりしたんで。そんなことありません。２Ｆ１Ｆ便は継続します。あと大事

な話。これは２Ｆはやってませんまだ。１Ｆの方が大変だから１Ｆからやらせてくれってなっ

てますんで。２Ｆさんとの間では注意してください。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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という、これは期待ですけども。 
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他にありませんか？最後かもしれませんが、今日は自衛隊さんがずっと待機していただいて、

また早朝からの対応という事になっておりますんで、大変ありがとうございます。それで自衛

隊さん、今日はこの本店に詰めてくださって、また５時には本部に入っていただけるというふ

うに聞いております。ありがとうございます。当社側の対応の窓口ですが、今晩の窓口なんで

す、●●君、あなたが当社側の窓口ということでいいですか？

［ＰＨＳ電話：ちょっと待って、あと３分後にお願いします。］

 

明日のですね、自衛隊さんの放水の件なんですが、我々としては今日ご指摘いただいた進入路

の整備を、これから一生懸命やるつもりでいるんですけども、６時に何台来られるかとか迎え
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防衛省の●●ですけども、本当に御苦労様です。現在、部隊の方も状況を掌握しておりますの

で、大体の目安が分かり次第連絡したいと思います。

よろしくお願いします。窓口は本店の●●が対応いたしますのでよろしくお願い致します。こ

の後、あれですね、もうしばらくしてから今やってる注水をどうするかって事がまた消防さん

との調整になると思いますので、全体のミーティングは特に無ければ一回これはブレイクして、

個別の状況の対応に代えたいと思いますがよろしいですか？それではこれでブレイクします。

すいません、明日の朝は６時から自衛隊さんの活動が始まりますので、本部としても６時前に

は対応体制を整えたいと思います。特に関係の深い方々を中心にしたいと思います。そこの関

係の深さの判断はご自分で適宜、それなりの方々ですからやっていただけるものと思います。
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●●さんいらっしゃいますか？●●さんいたらですね、１Ｆの●●ですけども●●に連絡いた
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１Ｆ便無くなったって話しを私してましたでしょうか？ですよね、いや無くなったって今聞い

ちゃったんでびっくりしたんで。そんなことありません。２Ｆ１Ｆ便は継続します。あと大事

な話。これは２Ｆはやってませんまだ。１Ｆの方が大変だから１Ｆからやらせてくれってなっ

てますんで。２Ｆさんとの間では注意してください。
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福島第一、吉田所長。１Ｆ吉田さん。福島第一さんお願いします。福島第一さん。

すいません、マイクの切替えが出来てなかったので。福島第一吉田でございます。

武黒さんなんですが、今２階の方に降りてきますので、もうしばらくお待ち下さい。

福島第一、吉田所長。武黒さん戻りましたので●●、●●にご連絡ください。お願いします。

はい、了解しました。

サイト保安班から連絡いたします。１時現在のモニタリング結果ですが、２７９７

性子については検出されておりません。風向につきましては北西の風４．６

す。よろしくお願いします。

福島第一さん、福島第一さん。こちら本店です。お願いします。

はい、どうぞ。

消防庁さんの放水の方は終了したんでしょうか？

中断してたやつ、これから再開する予定になってますが。

これから再開ですか？

はい 

何時くらいまでの予定になりますかね。

さっき●●さんが言ってたのは、３時位と言ってましたけど。

了解いたしました。どうもありがとうございました。

はい。 

福一さん、福一さん。注水関係の方どなたかいらっしゃいませんか？

はい。 

●●ですけど、どちら様でしょう。

●●です。 

あ、●●さん？注水って何時くらいまで？

３時半を目標に止めます。

３時半を目標。スタート時間が１７時半で、３時半の予定で途中、角度調整とかで一回止めた

んですよね。 

止めてなくて、ターゲットがずれていて、それで早く来ていただきたかったんですが色んな諸

事情で来れなくて、先程来ていただいた消防署の方に入っていただいて１時間程度放水しまし

ょうということで２時半頃開始して１時間放水で止めましょうということになりました。
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サイト保安班から連絡いたします。１時現在のモニタリング結果ですが、２７９７

性子については検出されておりません。風向につきましては北西の風４．６

 

福島第一さん、福島第一さん。こちら本店です。お願いします。

消防庁さんの放水の方は終了したんでしょうか？

中断してたやつ、これから再開する予定になってますが。

何時くらいまでの予定になりますかね。 

さっき●●さんが言ってたのは、３時位と言ってましたけど。

了解いたしました。どうもありがとうございました。

福一さん、福一さん。注水関係の方どなたかいらっしゃいませんか？

●●ですけど、どちら様でしょう。 

あ、●●さん？注水って何時くらいまで？ 

 

３時半を目標。スタート時間が１７時半で、３時半の予定で途中、角度調整とかで一回止めた

止めてなくて、ターゲットがずれていて、それで早く来ていただきたかったんですが色んな諸

事情で来れなくて、先程来ていただいた消防署の方に入っていただいて１時間程度放水しまし

ょうということで２時半頃開始して１時間放水で止めましょうということになりました。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

福島第一、吉田所長。１Ｆ吉田さん。福島第一さんお願いします。福島第一さん。

すいません、マイクの切替えが出来てなかったので。福島第一吉田でございます。

武黒さんなんですが、今２階の方に降りてきますので、もうしばらくお待ち下さい。

福島第一、吉田所長。武黒さん戻りましたので●●、●●にご連絡ください。お願いします。

サイト保安班から連絡いたします。１時現在のモニタリング結果ですが、２７９７

性子については検出されておりません。風向につきましては北西の風４．６

福島第一さん、福島第一さん。こちら本店です。お願いします。

消防庁さんの放水の方は終了したんでしょうか？ 

中断してたやつ、これから再開する予定になってますが。 

さっき●●さんが言ってたのは、３時位と言ってましたけど。

了解いたしました。どうもありがとうございました。 

福一さん、福一さん。注水関係の方どなたかいらっしゃいませんか？

 

３時半を目標。スタート時間が１７時半で、３時半の予定で途中、角度調整とかで一回止めた

止めてなくて、ターゲットがずれていて、それで早く来ていただきたかったんですが色んな諸

事情で来れなくて、先程来ていただいた消防署の方に入っていただいて１時間程度放水しまし

ょうということで２時半頃開始して１時間放水で止めましょうということになりました。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

福島第一、吉田所長。１Ｆ吉田さん。福島第一さんお願いします。福島第一さん。

すいません、マイクの切替えが出来てなかったので。福島第一吉田でございます。

武黒さんなんですが、今２階の方に降りてきますので、もうしばらくお待ち下さい。

福島第一、吉田所長。武黒さん戻りましたので●●、●●にご連絡ください。お願いします。

サイト保安班から連絡いたします。１時現在のモニタリング結果ですが、２７９７

性子については検出されておりません。風向につきましては北西の風４．６

福島第一さん、福島第一さん。こちら本店です。お願いします。 

 

さっき●●さんが言ってたのは、３時位と言ってましたけど。 

福一さん、福一さん。注水関係の方どなたかいらっしゃいませんか？ 

３時半を目標。スタート時間が１７時半で、３時半の予定で途中、角度調整とかで一回止めた

止めてなくて、ターゲットがずれていて、それで早く来ていただきたかったんですが色んな諸

事情で来れなくて、先程来ていただいた消防署の方に入っていただいて１時間程度放水しまし

ょうということで２時半頃開始して１時間放水で止めましょうということになりました。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

福島第一、吉田所長。１Ｆ吉田さん。福島第一さんお願いします。福島第一さん。 

すいません、マイクの切替えが出来てなかったので。福島第一吉田でございます。 

武黒さんなんですが、今２階の方に降りてきますので、もうしばらくお待ち下さい。 

福島第一、吉田所長。武黒さん戻りましたので●●、●●にご連絡ください。お願いします。

サイト保安班から連絡いたします。１時現在のモニタリング結果ですが、２７９７μSv/ｈ、中

性子については検出されておりません。風向につきましては北西の風４．６mとなっておりま

３時半を目標。スタート時間が１７時半で、３時半の予定で途中、角度調整とかで一回止めた

止めてなくて、ターゲットがずれていて、それで早く来ていただきたかったんですが色んな諸

事情で来れなくて、先程来ていただいた消防署の方に入っていただいて１時間程度放水しまし

ょうということで２時半頃開始して１時間放水で止めましょうということになりました。

） 

 

福島第一、吉田所長。武黒さん戻りましたので●●、●●にご連絡ください。お願いします。 

ｈ、中

となっておりま

３時半を目標。スタート時間が１７時半で、３時半の予定で途中、角度調整とかで一回止めた

止めてなくて、ターゲットがずれていて、それで早く来ていただきたかったんですが色んな諸

事情で来れなくて、先程来ていただいた消防署の方に入っていただいて１時間程度放水しまし

ょうということで２時半頃開始して１時間放水で止めましょうということになりました。 
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3 月 20 日 （

 

２時半に来て１時間は良いんですが、その間止めてないんですよね？

止めてません。

了解しました。止めたらまた連絡いただけますか？

はい。 

はい、すいません。

はい、ご苦労さまです。

はい。 

本店●●さん、本店本部●●さん？

はいはい。 

３：４０に３号機ポンプ停止しました。

了解致しました。

注水停止しました。

はい、お疲れさまです。

皆さんにお伝えします。技術班です。モニタリングポストの指示値が、今急激に上昇しており

ます。保安班監視の方お願いします。

保安班、監視の方お願いします。

はい、了解致しました。

はい、了解致しました。

風向については、発電所からえっと、北西の風で今吹いています。北西の風です。

サイト保安班から、えー、モニタリングの結果についてお知らせ致します。えっと、３月２０

日５：５０現在、えー、モニタリングポストの位置ですが、事務本館の北側の位置におきまし

て、にせん・・２６８３

え、風については北風、え、２．２ｍ／ｓでございます。えー、事務本館北側に移動したのは

５：５０ですが、以前、えー、西門側で測った３月２０日４：４０～３月２０日５：５０まで

については、えー、２７３～２７０ということで、西門側でも変化がございません。移動した

理由としては、本日の散水の、朝からの自衛隊による散水にひかえて、えー・・３号機に一番

近い側に移動してきたためです。また事務本館北側にえー、停車して確認していた今朝４：３

０までの値ではえー、２７３９

少し下がっている形という形となっております。以上です。

１Ｆさん。 

はい。 

あれ、吉田所長いらっしゃいますか。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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２時半に来て１時間は良いんですが、その間止めてないんですよね？

止めてません。 

了解しました。止めたらまた連絡いただけますか？

はい、すいません。 

はい、ご苦労さまです。 

本店●●さん、本店本部●●さん？

３：４０に３号機ポンプ停止しました。

了解致しました。 

注水停止しました。 

はい、お疲れさまです。 

皆さんにお伝えします。技術班です。モニタリングポストの指示値が、今急激に上昇しており

ます。保安班監視の方お願いします。

保安班、監視の方お願いします。

はい、了解致しました。 

はい、了解致しました。 

風向については、発電所からえっと、北西の風で今吹いています。北西の風です。

サイト保安班から、えー、モニタリングの結果についてお知らせ致します。えっと、３月２０

日５：５０現在、えー、モニタリングポストの位置ですが、事務本館の北側の位置におきまし

て、にせん・・２６８３μＳｖ／ｈでございます。中性子については検出されてございません。

え、風については北風、え、２．２ｍ／ｓでございます。えー、事務本館北側に移動したのは

５：５０ですが、以前、えー、西門側で測った３月２０日４：４０～３月２０日５：５０まで

については、えー、２７３～２７０ということで、西門側でも変化がございません。移動した

しては、本日の散水の、朝からの自衛隊による散水にひかえて、えー・・３号機に一番

近い側に移動してきたためです。また事務本館北側にえー、停車して確認していた今朝４：３

０までの値ではえー、２７３９

少し下がっている形という形となっております。以上です。

あれ、吉田所長いらっしゃいますか。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

２時半に来て１時間は良いんですが、その間止めてないんですよね？

了解しました。止めたらまた連絡いただけますか？

本店●●さん、本店本部●●さん？ 

３：４０に３号機ポンプ停止しました。 

皆さんにお伝えします。技術班です。モニタリングポストの指示値が、今急激に上昇しており

ます。保安班監視の方お願いします。 

保安班、監視の方お願いします。 

風向については、発電所からえっと、北西の風で今吹いています。北西の風です。

サイト保安班から、えー、モニタリングの結果についてお知らせ致します。えっと、３月２０

日５：５０現在、えー、モニタリングポストの位置ですが、事務本館の北側の位置におきまし

Ｓｖ／ｈでございます。中性子については検出されてございません。

え、風については北風、え、２．２ｍ／ｓでございます。えー、事務本館北側に移動したのは

５：５０ですが、以前、えー、西門側で測った３月２０日４：４０～３月２０日５：５０まで

については、えー、２７３～２７０ということで、西門側でも変化がございません。移動した

しては、本日の散水の、朝からの自衛隊による散水にひかえて、えー・・３号機に一番

近い側に移動してきたためです。また事務本館北側にえー、停車して確認していた今朝４：３

０までの値ではえー、２７３９μＳｖでございますので、ほとんど大きく変わりはなく、逆に

少し下がっている形という形となっております。以上です。

あれ、吉田所長いらっしゃいますか。 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

２時半に来て１時間は良いんですが、その間止めてないんですよね？

了解しました。止めたらまた連絡いただけますか？ 

皆さんにお伝えします。技術班です。モニタリングポストの指示値が、今急激に上昇しており

風向については、発電所からえっと、北西の風で今吹いています。北西の風です。

サイト保安班から、えー、モニタリングの結果についてお知らせ致します。えっと、３月２０

日５：５０現在、えー、モニタリングポストの位置ですが、事務本館の北側の位置におきまし

Ｓｖ／ｈでございます。中性子については検出されてございません。

え、風については北風、え、２．２ｍ／ｓでございます。えー、事務本館北側に移動したのは

５：５０ですが、以前、えー、西門側で測った３月２０日４：４０～３月２０日５：５０まで

については、えー、２７３～２７０ということで、西門側でも変化がございません。移動した

しては、本日の散水の、朝からの自衛隊による散水にひかえて、えー・・３号機に一番

近い側に移動してきたためです。また事務本館北側にえー、停車して確認していた今朝４：３

Ｓｖでございますので、ほとんど大きく変わりはなく、逆に

少し下がっている形という形となっております。以上です。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

２時半に来て１時間は良いんですが、その間止めてないんですよね？ 

皆さんにお伝えします。技術班です。モニタリングポストの指示値が、今急激に上昇しており

風向については、発電所からえっと、北西の風で今吹いています。北西の風です。

サイト保安班から、えー、モニタリングの結果についてお知らせ致します。えっと、３月２０

日５：５０現在、えー、モニタリングポストの位置ですが、事務本館の北側の位置におきまし

Ｓｖ／ｈでございます。中性子については検出されてございません。

え、風については北風、え、２．２ｍ／ｓでございます。えー、事務本館北側に移動したのは

５：５０ですが、以前、えー、西門側で測った３月２０日４：４０～３月２０日５：５０まで

については、えー、２７３～２７０ということで、西門側でも変化がございません。移動した

しては、本日の散水の、朝からの自衛隊による散水にひかえて、えー・・３号機に一番

近い側に移動してきたためです。また事務本館北側にえー、停車して確認していた今朝４：３

Ｓｖでございますので、ほとんど大きく変わりはなく、逆に

少し下がっている形という形となっております。以上です。 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

皆さんにお伝えします。技術班です。モニタリングポストの指示値が、今急激に上昇しており

風向については、発電所からえっと、北西の風で今吹いています。北西の風です。 

サイト保安班から、えー、モニタリングの結果についてお知らせ致します。えっと、３月２０

日５：５０現在、えー、モニタリングポストの位置ですが、事務本館の北側の位置におきまし

Ｓｖ／ｈでございます。中性子については検出されてございません。

え、風については北風、え、２．２ｍ／ｓでございます。えー、事務本館北側に移動したのは

５：５０ですが、以前、えー、西門側で測った３月２０日４：４０～３月２０日５：５０まで

については、えー、２７３～２７０ということで、西門側でも変化がございません。移動した

しては、本日の散水の、朝からの自衛隊による散水にひかえて、えー・・３号機に一番

近い側に移動してきたためです。また事務本館北側にえー、停車して確認していた今朝４：３

Ｓｖでございますので、ほとんど大きく変わりはなく、逆に

） 

 

皆さんにお伝えします。技術班です。モニタリングポストの指示値が、今急激に上昇しており

サイト保安班から、えー、モニタリングの結果についてお知らせ致します。えっと、３月２０

日５：５０現在、えー、モニタリングポストの位置ですが、事務本館の北側の位置におきまし

Ｓｖ／ｈでございます。中性子については検出されてございません。

え、風については北風、え、２．２ｍ／ｓでございます。えー、事務本館北側に移動したのは

５：５０ですが、以前、えー、西門側で測った３月２０日４：４０～３月２０日５：５０まで

については、えー、２７３～２７０ということで、西門側でも変化がございません。移動した

しては、本日の散水の、朝からの自衛隊による散水にひかえて、えー・・３号機に一番

近い側に移動してきたためです。また事務本館北側にえー、停車して確認していた今朝４：３

Ｓｖでございますので、ほとんど大きく変わりはなく、逆に
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3 月 20 日 （

 

吉田所長はちょっと電話中になります。

あ、電話中。 

そうです。 

あれ、●●さん？

そうです。 

あ、じゃあちょっと今電話を掛け直します。

はい。 

サイト保安班から２Ｆの情報を確認いたしましたので、お知らせ致します。えー、２Ｆのモニ

タリングポスト№１で、０．０１６

向と判断したそうです。ですから、１６ナノグレイから１９ナノグレイに上昇したと、で１９

近傍でふらついているという情報でした。

あ、吉田所長、えっとー、今日のあのー、４号の放水、えっとー、７時からの予定になってま

すけど、えっとー、自衛隊の方の出発６時５分えー、Ｊヴィレッジ出発になってますけど、今

それ確認中です。

了解。 

本店さん、こちら１Ｆです。

はい、本店です。

えっとー、４号機の放水で、えーっと、自衛隊の、おー、Ｊヴィレッジの、えーっと、スター

トですけれども、まだあのー、えー、全員参加が確認されず、まだあの、Ｊヴィレッジに留ま

っているようです。

了解。 

今後の予定は今確認中です。

確認でき次第、教えて下さい。

了解しました。

モニタリング結果についてお知らせします。えー、６時１０分現在で２６７９でございますか

ら、ほとんど変化はございません。

本店さん？ 

はい、本店です。

えーっと、自衛隊、自衛隊ですけれども、７時１分にＪヴィレッジを出発しました。

了解。そうするとあれですか、３０分くらいで着くということかな？もうちょいですかね？

まぁ、３０分、３０分程度だと思います。
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はい、わかりました。

サイト保安班より、えー、モニタリングの、おー、結果報告を致します。７時１０分現在、２

６６１μＳｖ／ｈで変化ございません。中性子につきましても検出ございません。風向風速で

すが、東南東の風、０．６ｍ／ｓでございます。

おはようございます。３月２０日本日のＭＭを開始します。

おはようございます。

ええと、各班の皆さん、ちょっと聞いて下さい。えっとー、消防の放水がですね、１時間遅れ

でえーっと、８時過ぎぐらいに予定されてますけれども、各班ですね、４号機周辺で作業ない

と思いますけれども、えー、その確認をしてですね、えー、連絡お願いします。今言った通り

８時すぎに予定されてるので、あの、放水がですね。だからその時間帯までに、えー、作業の

ないことを各班ともあの、確認して報告して下さい。

東京の細野ですけれども、今日４号機に放水をするのは、えー、自衛隊ですのでご確認下さい。

あの、２号と３号の間にホースがバーストしていて、それの取り替えをやろうとしているんで

すが、そこは大丈夫ですか？

これはちょっと違う話。給水、炉心に給水してる方の。

うん、やっぱりロープが駄目になっているんだ、だいぶ。話題になってる。それは別にやるっ

てことですよね。］

あのー、え、今日は午前中少なくとも、消防庁の方のですね、放水は予定されておりませんが、

えー、その設備、ロープの保守自体はこれは別途やっていただくということになろうかと思い

ます。どうぞ。

ＯＫだよ、やら、やらざるをえないんだから。

了解しました。

で、逆に早めにさ、手をつけなければならない。人は足りているんだっけ？まだできないんだ

っけ？何時ぐらいにできるの？え？うん。ちょっとですね、すみません。本店さんに全体を総

括して今の状況についてご報告するんですけども。よろ、よろしいでしょうか？

はい、お願いします。

えっとですね、まずあのー、プラントの状況から言うとですね、プラントは、もう・・あの、

３号機でもう既にデータは送ってあると思いますが、えー、温度がとれて、温度データが取れ

て、いろいろと校正したんですけれども、炉内で、えー、３００数十度というようなポイント

が出てきているということで、えー、まぁなんか非常に熱い状態なんですね。で、そういうこ

とで、ま、冷却水がないんではないかということで、冷却水を増やしたというような状況です。

で、まぁ増やした時に、まあ、ホースが一部こう、リークしたんじゃないかと思っているんで

すけど、いずれにしてもそういう状況です。そうするとですね、ドライウェル圧力が徐々に高

くなってきているということがあって、炉圧も高くなっているのかな？

なってますね。

ここはですね、ちょっと非常に今後クリティカルなポイントになってきて、えー、ある程度、

炉圧が立ってくるとですね、もうあのー、入らなくなっちゃうんですよね、今度水が。だから、

あー、ドライウェルベント、をかましてですね、その、という必要が出てくる可能性がある。

これが３号機のプラントについての状況。２号、１号について言えば、ま、とりあえず、デー

タトレンドは、えーあれなんですけども、そんなにあれなんですけども、大きく変わってない

んですが。水量ですね、１号も増やしましたね。１号増やしたんだよね？
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えっとですね、まずあのー、プラントの状況から言うとですね、プラントは、もう・・あの、
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あとまぁまぁ、圧を増やしたと。２号は増やしたんだっけ？２号は圧増やしたんだっけ？

んでだから、２号はりゅ、流量は増やしてないよね？

増やしたんだよね？だから１，２，３号とも念のため流量を増やしたと。

いう状況なんで流量が増えたことに伴って、今後ドライウェル圧力だとか■■■（４：１６：

４７）ものが上がってくる可能性があると。上がってくるとなると、さ、最悪、ドライウェル

ベントということをどっかでやらないといけないというそういう可能性があるとクリティカル

になってます。と、それからですね・・・えー・・

吉田くん、武黒です。今の話、私はいま、データをさっきもらったところなんだけど、これド

ライウェルベントはもう避けられない状況だと思う。あの、ドライウェル圧力、じゃない、原

子炉、が、側のドライウェル圧力だね、今ど、どこいっちゃったかな。確実に上がっているか

ら、これ新しく炉内に水が入り出して、それで圧が出てきているっていうことだと思うので、

これはある意味じゃ、あの、物理的に考えればやっと本来炉内に入るべき水が入る場所に行き

始めたってことであるけども、それがまだその、安定する状況になってないわけだよね。バラ

ンスする状況に。だからそのバランスする状況にもっていかなければならないから、その過程

では、一回オーバーシュートするぐらいに水を入れてあのー、安定させなければならない。従

って、その分だけドライウェル圧力が上がるからベントしなきゃいけないということに、これ

は、もうあのー、それしないとだめだろうと僕は思うけどね。もうね、あとはタイミングの問

題だと思うんだけど。

はい、ドライウェルベントができるかどうかということなんですけども、結局ドライウェルベ

ントするためには、あの、ＩＡが、ＩＡが生き

が圧力を持たないといけないので、いまあの、午前中に今手配しててですね、あの、コンプレ

ッサ、ＩＡのラインをコンプレッサで加圧するという作業にまだちょっと入れてないんですが。

それで今、至急ですね実施するという話になっています。

こないだやったあの、ベントはさ、その意味ではさ、本当にベントになっていたかというとこ

ろ、も一回確認しないといけないよね。

はい、で、この前やったのは。あの、小弁で、小弁でちょっと開けているというのがあるです

が、それが基本的だかどうかよくわからないんですね。だから、本ちゃんのラインでベントす

るということをやらないといけないと、こういうことになります。それと、おー、これ炉側の

結構緊急度が高い話でそういうことになっております。それから、えー、今度はですね、また

ややこしいことにですね、えー、使用済燃料プール側の話がございます。えー、３号機につい

ては昨日注水したんですが、我々あのー、１時半、あ、１２時半を目途に現場を見に行ってい

るわけですけども、もう、あの、おー、炉圧が低下している。ま、要するに炉に届いてないと

いうか、Ｒ／Ｂの上に届いていないという状態だったので、えー、流量をですね、あのー、増

やして、これは後で来たあのー、消防隊の方と一緒に、あのー圧を増やして、えー、方向を決

めてですね、えー、調整して、結局あの、３時・・・何時だっけ？

３時４０分］ 

３時４０分に止めざるをえなかったですけど、それまで１時間ちょっとは炉に注入したと思っ

て、炉というか、使用済燃料プールに注入したとは思ってます。ただ、これでものすごく大き

い問題がでたのはですね、今ちょっと頭が飽和してどうしようかわからないんですが。えーこ

の・・このですね消防ポンプはですね、これ連続運転、やっぱ難しいポンプでですね、今、完

全にですね、あの、エンジンが焼きついちゃっているんですよ。そうするとどうなるかという

と、これ、これ、しょう、消防車その物が動かなくなっちゃうんですね。あ、じゃ、邪魔にな

るんですよね、逆にね、これから。そういう話。

これなんとかしてあれだね、何かの車を使って誰と一緒にやるかっていうのは別にして、引っ

張らなきゃならないね。

そのツール、ツールが何もうち手元にないもんですからね、というのが一つあります。

うん、わかるわかる。ＯＫ。はい、
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が圧力を持たないといけないので、いまあの、午前中に今手配しててですね、あの、コンプレ

ッサ、ＩＡのラインをコンプレッサで加圧するという作業にまだちょっと入れてないんですが。

それで今、至急ですね実施するという話になっています。

こないだやったあの、ベントはさ、その意味ではさ、本当にベントになっていたかというとこ

ろ、も一回確認しないといけないよね。

はい、で、この前やったのは。あの、小弁で、小弁でちょっと開けているというのがあるです

が、それが基本的だかどうかよくわからないんですね。だから、本ちゃんのラインでベントす

るということをやらないといけないと、こういうことになります。それと、おー、これ炉側の

結構緊急度が高い話でそういうことになっております。それから、えー、今度はですね、また

ややこしいことにですね、えー、使用済燃料プール側の話がございます。えー、３号機につい

ては昨日注水したんですが、我々あのー、１時半、あ、１２時半を目途に現場を見に行ってい

すけども、もう、あの、おー、炉圧が低下している。ま、要するに炉に届いてないと

いうか、Ｒ／Ｂの上に届いていないという状態だったので、えー、流量をですね、あのー、増

やして、これは後で来たあのー、消防隊の方と一緒に、あのー圧を増やして、えー、方向を決

めてですね、えー、調整して、結局あの、３時・・・何時だっけ？

 

３時４０分に止めざるをえなかったですけど、それまで１時間ちょっとは炉に注入したと思っ

て、炉というか、使用済燃料プールに注入したとは思ってます。ただ、これでものすごく大き

い問題がでたのはですね、今ちょっと頭が飽和してどうしようかわからないんですが。えーこ

の・・このですね消防ポンプはですね、これ連続運転、やっぱ難しいポンプでですね、今、完

全にですね、あの、エンジンが焼きついちゃっているんですよ。そうするとどうなるかという

と、これ、これ、しょう、消防車その物が動かなくなっちゃうんですね。あ、じゃ、邪魔にな

よね、逆にね、これから。そういう話。

これなんとかしてあれだね、何かの車を使って誰と一緒にやるかっていうのは別にして、引っ

張らなきゃならないね。 

そのツール、ツールが何もうち手元にないもんですからね、というのが一つあります。

うん、わかるわかる。ＯＫ。はい、

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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４７）ものが上がってくる可能性があると。上がってくるとなると、さ、最悪、ドライウェル
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子炉、が、側のドライウェル圧力だね、今ど、どこいっちゃったかな。確実に上がっているか

ら、これ新しく炉内に水が入り出して、それで圧が出てきているっていうことだと思うので、

これはある意味じゃ、あの、物理的に考えればやっと本来炉内に入るべき水が入る場所に行き

始めたってことであるけども、それがまだその、安定する状況になってないわけだよね。バラ

状況に。だからそのバランスする状況にもっていかなければならないから、その過程

では、一回オーバーシュートするぐらいに水を入れてあのー、安定させなければならない。従

って、その分だけドライウェル圧力が上がるからベントしなきゃいけないということに、これ
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ッサ、ＩＡのラインをコンプレッサで加圧するという作業にまだちょっと入れてないんですが。

それで今、至急ですね実施するという話になっています。 

こないだやったあの、ベントはさ、その意味ではさ、本当にベントになっていたかというとこ

はい、で、この前やったのは。あの、小弁で、小弁でちょっと開けているというのがあるです

が、それが基本的だかどうかよくわからないんですね。だから、本ちゃんのラインでベントす
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全にですね、あの、エンジンが焼きついちゃっているんですよ。そうするとどうなるかという

と、これ、これ、しょう、消防車その物が動かなくなっちゃうんですね。あ、じゃ、邪魔にな

よね、逆にね、これから。そういう話。 
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で、またこれをいじるときに、またホースがまたずっと張ってますから、ホースを傷つけない

ようにいじんないといけないとまたややこしい問題があるんですけども。えーというのが１点。

それから、えー、４号機の散水をする、放水をするということで、午後計画されているんです

が、当然、この昨日の話だと当該のポンプ車を使うということでしたが、それは無理、無理で、

あら、新たなポンプ車を導入しないといけなくて、なおかつそれもラインナップがですね、ど

ういうラインナップでするのか、要するにその、えー、それは昨日言ったみたいに今のライン

ナップで本当になんかできるのかどうかっていうことがちょっとよくわからないんでですね、

その辺を大至急４号機用に消防、消防庁さんの消防車でやるために段取りを大至急検討しない

といけないんですが。そこが１点あります。

そうだね、あのー、Ｊヴィレッジをさっき自衛隊が出たんだけど、昨日の夜の自衛隊と、あの、

消防とＪヴィレッジとのミーティングで私が聞いているのは、消防の方も、えー、一部一緒に

出てそれでその現場の様子をチェックすると。段取りのためのね、というふうに聞いていたの

で確かめようと思ったんだけど、Ｊヴィレッジとまだ繋がらないんで、そこは確認できてませ

ん。もう一回確認します。

はい、いずれにしても、今、近々のあれはですね、４号機はずっと注水してないんで、ま、ど

んな形であれ自衛隊さんに何回

の回復を願っておくというのが一番重要なことなんで、えー、消防庁さんの、おー、放水をど

うするかを、至急、我々どういう手順でやられるかが見えないものですから、そこ・・を検討

方お願いしたいということです。

そうするとね、その検討というか事前のよく内容の確認とかなんかしないとまた余分に時間が

かかっちゃうから、その間、今、あの、７時にＪヴィレッジを出てるから、自衛隊が着くのは

８時ぐらいで、現場でやるとしても早くやってもまぁその、全部終わると９時。１回Ｊヴィレ

ッジに戻って水を入れて、また出てとなるので休みなしでやってもらっても次は１１時という

ことになるよね。そうすると、そこで終えちゃうか、もう一回お願いするかというところがあ

ると思うので、ちょっとそれも頭に入れておいた方がいいよね、こっちはね。

あの、検討、検討する余裕を稼ぐためには、やっぱり頻度を上げて、自衛隊さんの消防の頻度

を上げていただくのが一番いいと思ってますんで、とりあえず、今日の時点では。そこは極力、

あのー、あのー、自衛隊さんに期待しているということです。

あの、細野ですけれども、４号機のですね、放水は初めてですので、あのー、１番最初の部分

は慎重にあの、やる必要があると思ってます。あの、ただ限られた時間の中でできる限り多く

の水をあの、投入しなければならないタイミングですので、そこは初め慎重にやったあとは、

できるだけ急ピッチでやっていただけるようにですね、自衛隊の皆さんに頑張っていただきた

いと思いますので。

はい。 

自衛隊の●●ですけれども、これまでやった給水の要領については、ま、車両がま、なんと言

いますか、テンポ良く入って放水したというイメージだったですけれども、今回は、堰が非常

に狭いと、またそのバックでおそらくそのまま戻らないといけないと、転回ができないという

ような感じで聞いておりますので、やっぱ１台あたりの時間が少しかかると思っております。

ですから、ま、頻繁にという、最大限努力は現場ではするとは思うんですが、そこは若干１台

あたりの時間がこれまでより長くなるというようなイメージを持っております。

はい、わかりました。

吉田さん、相澤です。ちょっと確認したいんですが、今のお話の中で、あの、えっと、２号と

３号の間のあの、ホースが、えっと、バーストしていると言っておりましたけども、これは３

号の炉の方にいってるバースト。

ちが、ちが。すみません、違います、違います。ホースがバーストしているんじゃなくて、消

防車・・・ 

消防車のエンジンが焼けたということをおっしゃったんですね？

そういうことです。そういうことです。
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ですから、ま、頻繁にという、最大限努力は現場ではするとは思うんですが、そこは若干１台

あたりの時間がこれまでより長くなるというようなイメージを持っております。

吉田さん、相澤です。ちょっと確認したいんですが、今のお話の中で、あの、えっと、２号と

３号の間のあの、ホースが、えっと、バーストしていると言っておりましたけども、これは３

ちが、ちが。すみません、違います、違います。ホースがバーストしているんじゃなくて、消

消防車のエンジンが焼けたということをおっしゃったんですね？
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で、またこれをいじるときに、またホースがまたずっと張ってますから、ホースを傷つけない

ようにいじんないといけないとまたややこしい問題があるんですけども。えーというのが１点。

それから、えー、４号機の散水をする、放水をするということで、午後計画されているんです

が、当然、この昨日の話だと当該のポンプ車を使うということでしたが、それは無理、無理で、

あら、新たなポンプ車を導入しないといけなくて、なおかつそれもラインナップがですね、ど

ういうラインナップでするのか、要するにその、えー、それは昨日言ったみたいに今のライン

プで本当になんかできるのかどうかっていうことがちょっとよくわからないんでですね、

その辺を大至急４号機用に消防、消防庁さんの消防車でやるために段取りを大至急検討しない

そうだね、あのー、Ｊヴィレッジをさっき自衛隊が出たんだけど、昨日の夜の自衛隊と、あの、

消防とＪヴィレッジとのミーティングで私が聞いているのは、消防の方も、えー、一部一緒に

出てそれでその現場の様子をチェックすると。段取りのためのね、というふうに聞いていたの

で確かめようと思ったんだけど、Ｊヴィレッジとまだ繋がらないんで、そこは確認できてませ

はい、いずれにしても、今、近々のあれはですね、４号機はずっと注水してないんで、ま、ど

もトライしていただいてですね、えー、とりあえず一定の水位

の回復を願っておくというのが一番重要なことなんで、えー、消防庁さんの、おー、放水をど
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ッジに戻って水を入れて、また出てとなるので休みなしでやってもらっても次は１１時という

ことになるよね。そうすると、そこで終えちゃうか、もう一回お願いするかというところがあ

ると思うので、ちょっとそれも頭に入れておいた方がいいよね、こっちはね。

あの、検討、検討する余裕を稼ぐためには、やっぱり頻度を上げて、自衛隊さんの消防の頻度
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3 月 20 日 （

 

了解、了解、ありがとうございました。どうも。

それで、もう一つの手はですね、あれ、圧力抜けてるよね、もう？あの、抜けているから、あ

の・・なんだ、７番ゲートの所の今の消防、消防庁さんの、あのー、ホースは、ホースはちょ

っと横に、脇にずらしてさ、自衛隊さんの車が入れるようなスペースを作るというのもあると

は思うんだけどさ。

ええと、７番ゲートからえー、４号機側の方にはもう曲がれます。ホースも潰れてますので。

あ、そうすると、あれなの？山側のルートは通れなくて、な、中央のルートを通って入って行

けるっていうの？

そうです。 

そうすると、その方がずっとアクセス性いいよね。

だから、グルグルグルグルと一つのあの、ループになるんですね。だからバック、バック操作

がいらなくなるんでですね。もう一度、自衛隊さんの車両とね、あのー、ホースの関係がある

んで、より余裕を持ってホースを片づけておいてスペースをか、稼げいだ方がいいと思います。

それ大丈夫ですか？

はい、片づけます。

もうそろそろさ、自衛隊さん着くだろうから、正門に。７時に発進してるから。誰か正門ゲー

トでは自衛隊さんと合流することになっているかな？

えぇ、あの手配しております。自衛隊さんとの同乗は。●●？

もしそれだったら、合流する人に事前にそういう情報を入れておいた方がいいと思うので。

あ、ええと今ですね、自衛隊の方、正門を通過しております。

あ、そう。 

うちも●●君も入んないの？

ええ、そこで一旦じゃあ止めましょうか？

そうした方がいいね。

●●とか入るんでしょう？

わかりました、じゃあ一旦そこで止めます。はい。

えっと吉田所長？

はい。 

あのー、前段のですね、ドライウェルベントの件については、あの、本店で集中的に検討をし

てますので、あのー、情報共有をしたいと思いますのでよろしくお願いします。

はい、お願いします。ちょっと、うん、うん運転。●●さん。●●もうダウンしたか？

多分、今、仮眠してると思います。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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てますので、あのー、情報共有をしたいと思いますのでよろしくお願いします。

はい、お願いします。ちょっと、うん、うん運転。●●さん。●●もうダウンしたか？

多分、今、仮眠してると思います。 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

了解、了解、ありがとうございました。どうも。 

それで、もう一つの手はですね、あれ、圧力抜けてるよね、もう？あの、抜けているから、あ

の・・なんだ、７番ゲートの所の今の消防、消防庁さんの、あのー、ホースは、ホースはちょ

っと横に、脇にずらしてさ、自衛隊さんの車が入れるようなスペースを作るというのもあると

ええと、７番ゲートからえー、４号機側の方にはもう曲がれます。ホースも潰れてますので。

あ、そうすると、あれなの？山側のルートは通れなくて、な、中央のルートを通って入って行

そうすると、その方がずっとアクセス性いいよね。 

だから、グルグルグルグルと一つのあの、ループになるんですね。だからバック、バック操作

がいらなくなるんでですね。もう一度、自衛隊さんの車両とね、あのー、ホースの関係がある

んで、より余裕を持ってホースを片づけておいてスペースをか、稼げいだ方がいいと思います。

もうそろそろさ、自衛隊さん着くだろうから、正門に。７時に発進してるから。誰か正門ゲー

トでは自衛隊さんと合流することになっているかな？ 

えぇ、あの手配しております。自衛隊さんとの同乗は。●●？

もしそれだったら、合流する人に事前にそういう情報を入れておいた方がいいと思うので。
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3 月 20 日 （

 

あ、いや、バックアップの人間でもいいんだけど、少なくともさ、運転側が色んな意味で、バ

ックアップあのー、のドライウェルベントだとか、動けるようなさ、体制を作っとかないとい

けないんだからさ。

ええと、本店さん、１Ｆです。今、えっと、自衛隊の消防車約１０台がですね、えーっとー、

えー、全車、あのー、えー、正門を通過したところで、えーっと、待機という状況になってい

ます。 

はい、わかりました。それじゃあ、あの、そちらと連絡を取って、あの、ルートについて、え

ー、再確認して、あの、一番いいルートを取れるようにして下さい。

はい、了解しました。

１Ｆ吉田さん？

はい、吉田です。

武黒ですけど、あのー、ちょっと話が変わって炉の話に戻るんだけど、１Ｆさんだけどね。炉

への水の注入は、えー・・今のシステムで十分ですかね？新しいあおのーえ、３号用の炉への

注入システム作らなくて大丈夫ですか？

それはもう、絶対あった方がいいんです。だからこの前から言ってるんですけども、今の海水

系の注入、注入システムはやっぱり信頼性が高くないですから、消防車使ってるんですね・・・

システムとして作れるのは、今の時点では、えー、消防車しかないでしょう？

ないです。 

うん。そうすると、例の海水ピットを使った、えー、システムをもう一回、あの、生かすって

いうことになると思うんだけど、そのー、ルートの可能性というのはどうですか？

ちょっとじゃあ●●君、あれしてくれる？

すみません、復旧班の●●です。あの、海水ピットはですね、２度目の水素爆発の時に非常に

たくさんのがれきが中に入りましたんで、それを生かしていくっていうのは結構難しいと思い

ます。むしろ電源の復旧をやって、えーっと、ＭＵＷＣ、いわゆるこちらで言いますコントラ

ポンプを生かす方が、適切かと思って、今本店で、●●さん中心に・・・。

３号は、あの、まだケーブルの引き回しが終わってないからまだ時間がかかるんだよね？

そうですね。 

２号から持って行けるかな、電源を？

２号からちょっと３号に持って行くのは、あの、距離の関係で難しいと思いますね。

そうでしょう。そうすると、電源を生かすっていうのはさ、是非そうしたいんだけど、なかな

か現実的にならないんだよな。時間との競争ではね。

すみません、４号のコントラポンプが生きるとですね、４号と３号のＭＵＷＣはタイラインが

ありますんで、両方に注入出来る可能性はあります。

４号ね？ちょっと電気屋さんがいないから、●●くん？

はい。 

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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ます。むしろ電源の復旧をやって、えーっと、ＭＵＷＣ、いわゆるこちらで言いますコントラ

ポンプを生かす方が、適切かと思って、今本店で、●●さん中心に・・・。

３号は、あの、まだケーブルの引き回しが終わってないからまだ時間がかかるんだよね？

２号からちょっと３号に持って行くのは、あの、距離の関係で難しいと思いますね。

そうでしょう。そうすると、電源を生かすっていうのはさ、是非そうしたいんだけど、なかな

すみません、４号のコントラポンプが生きるとですね、４号と３号のＭＵＷＣはタイラインが
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3 月 20 日 （

 

今の点はどう？可能性は？

Ｐ／Ｃ（Ｄ）の仮の穴が繋がっているので、そこから繋げるってことはあると思います。電気

屋に確認します。

そっちで至急考えてくれない？それで何とか、３号へ水を安定的に送れる方法を考えようよ。

できたらそれに併せてほう酸もつっこめるラインを入れられれば一番いいんだけれど。

そうですね、わかりました。ちょっと電気屋と確認します。

それであの、すいません。次の問題は３号機の焼きついた、えー、消防車をどうするかってい

うことなんですけれども、これはまた・・にっちもさっちもいかないんですよね。

吉田さん、相澤です。その、あのーあのー、焼きついた消防車ですけれども、今、あのー、●

●が検討しているのは、バックフォーのかなり大きいのがあるんでそれでその、消防車を引っ

張ってって、今あの、南北に向いていますよね、消防車、焼きついた消防車。南北の方向で駐

まってますよね？

いえ、いえ、消防車は東西、東西です。Ｒ／Ｂに平行してますから。

えっ、東西ですか？東西？

東西です。 

そうすると、そこのところが違いますね。ちょっと待って下さい。もう一度、あの、チェック

して連絡します。

はい。東西と言うか、山、海山、海山方向です。

あ、こちらの情報はですね、海に平行に停まっているんでそのままずっとあのー、バックして

南の方に行って、あのー、どん詰まりの盲腸みたいなところに駐めちゃおうかっていう話をし

てたんですが、それが元々の情報が違ってたようなんで今チェックしてます。

はい。Ｒ／Ｂの北側のあの、要するにあの、７番ゲートから海に行っている道の３号機側の所

のわ、脇に、頭を海側、尻を山側にして平行に駐めてあるというのが今の配置です。

いや、ここは駄目でしょう。

じゃあずっと持って来る。］

そうしますと、そのまま尻の方にずっと持ってって、えー、ま、どっか問題ないところまでず

っと下げていっちゃうとそういう話になりますよね。バックフォーで。わかりました。

ただし、この、そのエリアっていうのはその、今回のホースが、あ、ありますから、そのホー

スをま、まず養生してあの、取りのけてから持って行くということになるんですけどね。

あの、どうしても、ホース上をクロスしなきゃいけないような配置になってるわけですか？

だから、消防車からホースを一回外して、ホースをどかして・・・。

わかりました、了解しました。

ええと電源の件ですけれども、Ｐ／Ｃ４Ｄの下にですね、ＭＣＣのえっと、Ａ系、Ｂ系でその

まま直結に繋がってます。ＭＵＷＣの、あのー、４号のやつはそのままでも動きますけれども、

ただ充電とかメガチェックとか、そういったことが必要です。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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ただ充電とかメガチェックとか、そういったことが必要です。 
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Ｐ／Ｃ（Ｄ）の仮の穴が繋がっているので、そこから繋げるってことはあると思います。電気

そっちで至急考えてくれない？それで何とか、３号へ水を安定的に送れる方法を考えようよ。

できたらそれに併せてほう酸もつっこめるラインを入れられれば一番いいんだけれど。 

それであの、すいません。次の問題は３号機の焼きついた、えー、消防車をどうするかってい

うことなんですけれども、これはまた・・にっちもさっちもいかないんですよね。 

吉田さん、相澤です。その、あのーあのー、焼きついた消防車ですけれども、今、あのー、●

●が検討しているのは、バックフォーのかなり大きいのがあるんでそれでその、消防車を引っ

張ってって、今あの、南北に向いていますよね、消防車、焼きついた消防車。南北の方向で駐

そうすると、そこのところが違いますね。ちょっと待って下さい。もう一度、あの、チェック

あ、こちらの情報はですね、海に平行に停まっているんでそのままずっとあのー、バックして

南の方に行って、あのー、どん詰まりの盲腸みたいなところに駐めちゃおうかっていう話をし
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ただし、この、そのエリアっていうのはその、今回のホースが、あ、ありますから、そのホー

スをま、まず養生してあの、取りのけてから持って行くということになるんですけどね。

あの、どうしても、ホース上をクロスしなきゃいけないような配置になってるわけですか？

ええと電源の件ですけれども、Ｐ／Ｃ４Ｄの下にですね、ＭＣＣのえっと、Ａ系、Ｂ系でその

まま直結に繋がってます。ＭＵＷＣの、あのー、４号のやつはそのままでも動きますけれども、
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それと、水源は？

水源はだからＭＵＷＣの。

ＭＵＷＣだけど、その、ＣＳＴかなんかになるの？ＣＳＴは大丈夫なの？

それは、ちょっと。現場どうでしょうかね？ＭＵＷＣの水源。

ああ、それはちょっと現場確認します。

そうですね。 

え、えっと、１号はほぼいっぱいです。２号の■■■（４：４３：４５）ＣＳＴ。４号はちょ

っと調べないとまずいです。すみません、調べます。

すいません。ちょっとご苦労ですが、調べて下さい。

お願いします。

それでＣＳＴ、ＭＵＷＣ、リアクターというルールを何とか作りましょう。それができるとＦ

ＰＣ、ＳＦＰに繋げるのも入れるのもやり易くなるから、これも優先順位を上げてやりましょ

う。それでもう一つは、３・・それと３号へ送れるから、あの、非常に３号を安定させ易いと。

もう一つは、３号の格納容器ベントに備えて、えー、格納容器の、あの、あの・・エア送りバ

ルブのためのコンプレッサ、これはご苦労ですけど、ちょっと発電所でお願いします。えー何

か他にバックアップする機能を持たせるかどうか、これはちょっと本店でえー、東芝さんと一

緒に検討してもらえませんか？

はい、わかりました。３号のＭＵＷＣポンプが水漬けになっているんですが、それと同型のも

のがサイト内にあるので、あのー、要はマンパワー、労力の問題ですけども、そのバランスで

バックアップかけたいと思います。

３号のＭＵＷＣは水漬け？

えっとポンプが水漬けなんで、４号のＭＵＷＣ、タイが組んであるから、そっちから送って■

■■（４：４４：５４）

４号のＭＵＷＣから持ってくるんでしょ？

そうです。 

本店さん、本店さん？

はい、本店です。

自衛隊の、えっと自衛隊の注水ですけれども、先ほど出てました、あのえっと、注水後のです

ね、えーっと、戻りのラインについては、えー、現場の方でですね、消防と協議して決めたい

ということで。えーよってですね、これから、えー、注水を開始したいと思いますが、よろし

いでしょうか？

はい、本店了解。

それでは、これから注水を開始、あ、注水に向けて前進をしていただきます。

●●君、●●君。あれさ、３号のさ、データはどのぐらいの頻度で採れるようになっているん

だっけ？ 
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８時になるから、１回、１回早目に採って来て、ちょっと連続的に監視する必要があるんで、

その体制を整えておいて。

わかりました。

吉田さん？ 

はい、吉田です。

４号のＭＵＷＣからタイを生かして３号へ繋いで、えー、原子炉へというルートについて、ち

ょっとそちらで、あのー、当直の検討をしておいてもらえますかね？

はい。●●君、でも本当にそのラインで大丈夫か、今。だから物が水没しているんじゃないの

ってこと。ようするに、用意してるけども、時間の問題もこれあるしさ。それから、ラインナ

ップしていかないといけないでしょ。現場、現場的にできるのかっていうことも含めてさ、は

い。大至急検討して、それと当直がその操作で何をやらなければならないかということと。

もう１つさ、４号のＭＵＷ・・・。そう、その、そこの場所、タイ打つ場所はわかってんだな？

それそれそれを大至急指示して。

本店さん、あのー、１台目の放水を今、おー、開始しました。

はい、了解しました。

それであの、消防車はですね、えーっと、山側の大型メンテナンスエリアのところで、えーっ

と、消防車全台が待機して、それで１台ずつ現場というか４号付近まで降りていって放水とそ

ういう形をとっています。

はい、自衛隊関係の、その、あの、消防のあれですね。高圧放水車ですね。

今の話は。自衛隊の高圧放水車の配置ですね？

あ、そうです、ごめんなさい。自衛隊の高圧放水の話です。

●●君、ちょっと、峰松さんか●●君探して。

了解しました。

本店さん、本店さん？ちょっと新しい情報が入ってきました。

はい、どうぞ。

えっとあの、４号機の注水に行っているあのー、●●ですね、自衛隊さんと一緒に行っている

●●が、えー、３号機を確認したところ、３号機の、おー、例の天井から出ている、これまで

も出ていた白煙の勢いがですね、昨日よりもあの、つ、つ、強くなっているというか、より多

くなっていると。

多くなってる？多くなってるね。

当然ある程度注入してますから、その、注入の影響との、があるとは思うんですけども、いず

れにしても、じ、事象としては多くなっています。

多くなっている。本来は、スタティックに水が増えれば、減る方向にいくはずだけども、多く

なっているのは、一時的な現象かそれとも何か他の状況になっているかという事を考えなけれ

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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ばならないということですよね。

はい。 

わかりました。

ま、まだ・・そういう状態っていうのは、昨日、水入れましたけど、まだ、まだ、水没、燃料

が水没状態には至っていない可能性の方が高いと思うんですよね。そこはちょっとよくわかん

ないんです。 

はい、わかりました。

●●さんさ、線量のモニタリングお願いします。

●●君、●●君呼んでくれる？

保安班より連絡致します。サイトのモニタリングの結果につきましては、８時現在ですが、２

６３０、２６３０で変化はほとんどありません。えー、風向・風速ですが、北東の風、１．３

ｍ／ｓ。中性子については検出されておりません。

ごめんなさい、聞き逃し・・聞き逃しちゃったんだけど、今のモニターのデータはどうですか？

変動は、有意な変動はありますか？

変動はありません。

はい。 

吉田さん、あの３号の発熱量は４号に比べてずっと少ないから、えーっと、今までの過去の経

緯からすると、あのー、水蒸気の発生量ってほとんど変化なかったでしょ、ここ数日は？

まぁそうですね。

少し水が入っていると思うので、だって最初のうちは入っていたはずでしょ。

あの、水はね、水は、僕も入っていないとは言わないんですけども、ちょっとその効率が、途

中の時間がやっぱり頭垂れてましたからね。

わかりました。まだＴＡＦまでいってない可能性が大だと？

そういう可能性が高いと思います。

サイト保安班よりモニタリング状況について、えー、再整理致します。えー、最新版として８

時２０分、えー、モニタリングカーを事務本館の北側に固定致しまして、再測定中ですが、現

在の８時２０分の値では２６２７

につきましては、ほ、北東の風１．５ｍ／ｓでございます。昨日、えー、注水しておりました

時期、えー、３月１９日２２時４０分の値を比較しますと、２８４７

から、その変動範囲内にすべて、えー、入ってございまして、大きな変動は見られておりませ
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作んなくて大丈夫です。使えるかどうか確認します。］

いや、そもそも、格納容器の中に入ってない可能性もある。

行ってないことか。

可能性がある。圧に負けて。圧かどうかわかりません。

そんなんだってバルブ流量増やし■■■（５：０６：３５）。だから蒸気が■■■（５：０６：

３７）。いやいや、注水量増やしてね。だから、原子炉側の入る量が増えて、コアの方に行く

量が増えて、あのー、圧力が上がってる。じゃあ今の状況っていうのはコアに流れている量は

相変わらず少ないってこと？

少ない可能性が高いと思って今手当をしています。

どういう手当？あの、■■■（５：０７：０６）、開いて、それが駄目な場合にはＭＵＷＣの

■■■（５：０７：１４）。

今それは頼んでるってこと？はい。ポンプの圧力は■■■（５：０７：２０）。ポンプの圧力

は今■■■（５：０７：２２）］

だけを生かすってことを今考えています。わかりました。だから、新規に設備作んなきゃいけ

ないってことはないわけですね。

仮設のバイパスラインをつける。

それはできるでしょ。どっかの援助はいらないでしょ。現実的に。

ないです。それはもう手配が済んでいます。

手配が済んでるわけね。ちょっとなるべく早く、もうそろそろ海水から真水に切り替えたいわ

けだから、なるべく早く急いでください。

わかりました、はい。

できたら途中経過教えてください。

わかりました。

今日中くらいに■■■（５：０８：０６）。バイパスラインは明日できます。

明日の何時頃？明日１日かかると思います。

明日１日かかる？

電源復旧も併せて。

バイパスラインはしっかりした配管を引くのね？

ホースみたいな。簡単なやつでいいよ。■■■（５：０８：２５）。

わかった、大至急。ということは、明日１日はまた真水は使えないってこと？

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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明日の何時頃？明日１日かかると思います。

バイパスラインはしっかりした配管を引くのね？

ホースみたいな。簡単なやつでいいよ。■■■（５：０８：２５）。

わかった、大至急。ということは、明日１日はまた真水は使えないってこと？
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発言内容 
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それはできるでしょ。どっかの援助はいらないでしょ。現実的に。
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濾過水タンクは■■■（５：０８：３９）。

貯めてあるとこは使える。貯めてあるとこは使えるわけね？

健全であればですね。

わかりました。］

そうですね、それは現場と良く相談します。それとあと、プールの件ですけど、もう一つ考え

方としてあるのは、もともと、ほとんど水が無かったっていうことがあるんですよ。あのー、

燃料が一番下の方までつかっていて、■■■（５：０９：３０）これがもうちょっと上がった

■■■（５：０９：３３）、蒸気の量が増えるということが考えられます。

そうでしょ。 

それが起きたのが。それが起きたとすると、もともと露出してると、あの辺りの線量が時間あ

たりのシーベルト単位の■■■（５：０９：５０）。もともとは乾燥している。

ＴＡＦより水が上にある？そうすると、さっき僕が思っていたことと違う、確かに。あー、頭

こんがらがっちゃった。ちょっと、わかった、教えてくれる？どういう現象になっているのか。

一番やんなきゃいけないのは、ウェットウェルベント開けて、効くかどうか見て、だめだった

らドライベント、何時になるか。■■■（５：１０：２１）それによってまたこれが影響受け

るか。それと、その、もう一つついでに悪いけど、３号のプールの水蒸気量が増えたっていう

のは、過渡的な現象なのか、当然起き、起きうる、そのなんていうかな、過渡的ってゆうか、

一過性じゃない次の安定したある条件に移ったってことだけど、特にそのなんか、中性子が増

えてるわけでもなんでもないから、再臨界が起きてないし、熱的な変動としては、必ず、サブ

マージェンスが増えて、えー、吸収してるはずだよね？吸収してるから、吸収してるけども、

水蒸気がそれだからって増えることはないよな？

普通はないです。

無限大に近い熱のところに、水の量ちょっと増やしたら、水蒸気増えるじゃん。■■■（５：

１１：０９）ちょびっとしかないってことだよな。いっぱいあるって前提で考えるとわからな

いんだよ。 

それだと、先ほどの仮説ですね。もともとドライウェルヘッドの方に水が流れこんでるんじゃ

ないかっていう推定はある。

それでさ、だけどウェットウェルと水がバランスしててさ、ＴＡＦより上になるの？ウェット

ウェルじゃないや、キャビティの方とさ。■■■（５：１１：３９）になっていてね。それで

ＴＡＦより上に・・燃料プールのＴＡＦより上に、水位はなるの？

なります。 

なる？あ、そう。

その仮説がもしかしたら証明された可能性もあります。

わかった、わかった、わかった。そりゃもう少し様子見りゃいいな？そうすりゃ落ち着くはず

だね？ 

はい、というか、蒸気量が今のままだと思います、もしその仮説が正しければ。］

保安班より連絡致します。サイト保安班より連絡致します。８時３０分現在のモニタリング結

果でございますが、え、２６２５

ンについても検出はされておりません。風向風速ですが、東風１．３ｍ／ｓでございます。
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のは、過渡的な現象なのか、当然起き、起きうる、そのなんていうかな、過渡的ってゆうか、

じゃない次の安定したある条件に移ったってことだけど、特にそのなんか、中性子が増

えてるわけでもなんでもないから、再臨界が起きてないし、熱的な変動としては、必ず、サブ

マージェンスが増えて、えー、吸収してるはずだよね？吸収してるから、吸収してるけども、
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１１：０９）ちょびっとしかないってことだよな。いっぱいあるって前提で考えるとわからな
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保安班より連絡致します。サイト保安班より連絡致します。８時３０分現在のモニタリング結

Ｓｖ／ｈでございます。変化は見られません。ニュートロ

ンについても検出はされておりません。風向風速ですが、東風１．３ｍ／ｓでございます。
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ありえないです。

ありえないの？ＴＡＦより下がってるってこと？

私は下がってると思います。

それとね、水が入って蒸気が■■■（５：１２：５７）だから、ドライウェルベントするしか

ない。これはしょうがない。だから、ほんとにちゃんとやらなきゃいけないから、こないだみ

たいに中途半端に■■■（５：１３：２４）ちゃんとやれるようにしとかないと。それから、

今のやり方で現場への復旧■■■（５：１３：３１）それがわからない。］

でもさ、そのうちの安全屋に言わせるとね、あの■■■（５：１４：０６）放射能レベルから

すると、水がないと、もっと高いと。

で、そこは議論すればいいと思うんだけど、私は上がり勝手をちょっと気にしてるんです。で、

これは明らかに水が不十分。

それはわかる、それはわかる。

だから増やしましょうと。

だから、増やしたってところまで聞いたから、そこから来ないから、一段落■■■（５：１４：

２９）、小康状態になってるのかと思ってたんだよ。それで、嫌だったから昨日の夜、夜中に、

どうなってるのって聞いたら居なかったんだよ。で、調べろって■■■（５：１４：３８）。

で、そこなんですよ、ひっかかるのは。ね、増やしてもらったのは知ってるんですよ。７００。

いずれにしても、データ早くくださいよ。■■■（５：１４：４３）。

昨日の夜、●●さんがデータをもらって、見せてもらって、０時２２分、このデータを■■■

（５：１５：０３）、５時に比べると、下がってるねって。少し下がってるんじゃない？■■

■（５：１５：１０）一応、上げた効果が少しあって、水が届いてるのか。

届くようになったって、それはいいよな？あとはだから、格納容器どうやってバランス■■■

（５：１５：２６）。

そうです、そうです。そのじゃあ、一回ベントすりゃあね、バランスできんの？

うーん、まぁ、理屈はしますけどね。ベントすりゃあね。■■■（５：１５：３５）多分まだ

入りづらくなってくるとこだろうと思いますんで。そこをちょっと急いでやらせてください。

それとさ、放射能のデータとはつじつまが合わない。

つじつま合わないですね。

放射能のデータ間違いはないよ。

それはないですよ、絶対。

じゃあなんでつじつま合わないの？

■■■（５：１６：０２）検討させます。この３つから言える・・・。

これから言やぁね、流量増やしたんだから、温度が下がったって、だから合理性あるよな？■

■■（５：１６：１２）ベントはいいよ、ベントは。今頃みっともないけどね。だけど、放射

能のデータってさ、つじつまが合わないって■■■（５：１６：２３）サプチャンの水位下げ
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届くようになったって、それはいいよな？あとはだから、格納容器どうやってバランス■■■

そうです、そうです。そのじゃあ、一回ベントすりゃあね、バランスできんの？

うーん、まぁ、理屈はしますけどね。ベントすりゃあね。■■■（５：１５：３５）多分まだ
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3 月 20 日 （

 

る方法どうにも無いかね？

やっぱり■■■（５：１６：２９）移送ポンプしかないですよね。

あ、サージタンクへ。ええ。だから、サージタンクは駄目なんだろ。■■■（５：１６：４０）

オペフロ解放？

要はサージタンク■■■（５：１６：５０）

送り出せるポンプは生きてるの？

それはわかりません。電源無いんだから駄目じゃねーかよ。もちろん、もちろん、もちろん、

電源復旧が大前提ですけど。その時点で、その時点でそれを考えていこうかなと。その前から

考えて手を打たないと。もちろん、もちろん、もちろん、いやあそこだけちょっとどうにもな

らないから。 

そこだけは。そこなんとか落とす方法ないかな。サプチャンの水位が・・・。そうなんだよ、

サプチャンの水位さえ下げられればサプチャンのベントすればずいぶん楽だからさ。将来的に

はサプチャンのベントとね、チャコール生かせば、外に出さなくていいというふうに思ってる

んだけど。それはいいけど、それはいいけどさ、とにかくさ、今の状態を安定させたいんだよ、

もう一回。 

その通りですよ。

いや、まだね、これは決して手遅れでもなんでもない。タイミングはこれに見合って動いてる

からいいんだけど。タイミングが後手に回ってるわけじゃないからいいんだけども、どうやっ

て安定させるか。原子炉側もこれ以上ね、何か新たにやることはないでしょ？

ないですね。 

今見てるとね。念のためバックアップを強化しとけばいいと、これはいいや。そうするとあと

は格納容器側をどうやってするか。

ごめんなさい、■■■（５：１８：１４）、もう一回うちの●●と。ちょっと後でも一回教え

て、昼くらいに。］

２号？あんまりデータ見て変に思わなかったけど。

２号のリアクターは、その、ラド系からね、例のＦＰＣのフィルターデミのところから、入れ

る構成でやろうとしてるんですよ。

燃料プールへ？

燃料プールへ。早く入れたいからね。遅い。

何が遅いんだよ？

みんなが遅い。そりゃわかってるけどさ。みんなが遅いって意味は、違う、本当だったら、昨

日の今頃に入れ始めようって・・・。

うるさいな、わかってるよ。だから、それで今ね、頼んだんだよ、■■■（５：１８：４９）。

なんとかさ、あそこに人つけてくんないかって、●●にさ。■■■（５：１８：５２）

それは構わないですけど。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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考えて手を打たないと。もちろん、もちろん、もちろん、いやあそこだけちょっとどうにもな

そこだけは。そこなんとか落とす方法ないかな。サプチャンの水位が・・・。そうなんだよ、

サプチャンの水位さえ下げられればサプチャンのベントすればずいぶん楽だからさ。将来的に

はサプチャンのベントとね、チャコール生かせば、外に出さなくていいというふうに思ってる
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いや、まだね、これは決して手遅れでもなんでもない。タイミングはこれに見合って動いてる

からいいんだけど。タイミングが後手に回ってるわけじゃないからいいんだけども、どうやっ

今見てるとね。念のためバックアップを強化しとけばいいと、これはいいや。そうするとあと

ごめんなさい、■■■（５：１８：１４）、もう一回うちの●●と。ちょっと後でも一回教え

２号のリアクターは、その、ラド系からね、例のＦＰＣのフィルターデミのところから、入れ

みんなが遅い。そりゃわかってるけどさ。みんなが遅いって意味は、違う、本当だったら、昨

うるさいな、わかってるよ。だから、それで今ね、頼んだんだよ、■■■（５：１８：４９）。
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それで、あのー、ＡＴＯＸの放管もつけてくれるから、中操換気系を生かして、中操に入れる

ようにすること。ＭＵＷＣを生かすの。その二つだけなの。

わかりました、わかりました。それまでの間に、現に消防、消防車が入るんですから、それを

まず入れようっちゅう話ですよ。それ言ってるフィルターデミのラインからね。ラドビルの、

フィルターデミのラインから、フローグラスのメガネ外して。

それはそれでいいからさ、そのルートのためには、ＭＵＷＣ生かさなきゃいけないから。１Ｆ

－２だろ？ 

ええ、今やろうとしてるのは消防車から。

消防車？ 

今やろうとしてるのは消防車。そのラインで。あぁ、消防車から、ＦＰＣに入れようって？

ええ、そうです。■■■（５：１９：３８）

２号そんなに急ぐの？唯一の監視パラメータが。ブローアウトＢＯＸから蒸気が・・・。

わかった、わかった。わかった、それやっといて。だけどそうすっとさ、ポンプ足りなくなる

んだよ。 

消防車のちょっと数を数えなきゃいけないんですけど。とりあえず、まず、系統ホースだけは。

俺はＣＳＴから入れる方がいいと思うんだけどさ、濾過水があるから。

それはそうですけど。

今だって２号電源もうすぐ生きるんだし。そっち側をやった方がいいんじゃないか。２号だっ

てさ、Ｐ／Ｃもうすぐ入るんだから。

わかりました、わかりました。もちろんそれが使えるなら何の問題も無いわけで。

そっちの方がさ、今時やっと安定させたこっち側をね、あの、系をさ、また不安定にさせると

また１号、２号、３号こんななっちゃうと嫌だからさ、と思ったんだよ。

武黒さん、それ２号の計装が生きて、こういうデータが来た時に・・・。

それ、今日中になんとかしよう。今日、明日中になんとかしようと思うんだよ。そう思わない？

おっしゃる通り。］

ここでやんないと今離れられないからさ。

いや、ここです、ここです。■■■（５：２０：５７）今検討してるんですよ。昨日のバージ

ョンなんだけど、後でね、細かいとこは見ていただければいいかと思うんだけど、その中で言

いたいことはひとつは、ま、とにかく炉心とプールの冷却をとにかく今継続していると。

まぁあれ、とにかく早く淡水化したいんですよ。

そうそう、それと同時に、多重化を是非。

多重化ね、なんかどういう多重化がいいんですか。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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3 月 20 日 （

 

一つはもちろんあの、とにかく電源を復旧して、もう一つは今やっている緊急のね、例えば消

防とかそういうのを使った・・・。

今のやつはそのまま残しますよ。残しといて、それであの、ＭＵＷＣからいれられるようにし

て、そうすると多重化できる。もっと多重化をっていうのはこれから考えないといけない。

そこは我々もアイディアないんだけど、少なくとも■■■（５：２１：５０）。

ちょっと多重化、アイディアないって言われると、なんとかしてよ。

わかりました、考えますよ。後は、プールにホウ酸を入れる必要があるんですよ。

ええ、それでね、それをね、今考えてるんですよ、考えてるのは、コンクリートミキサー車を、

ヘリ投下はものすごい難しいんで、なぜかっていうとホウ酸がそのまま入れると、何十キロの

塊になって落ちるから、建物にダメージを与えると自衛隊が言うんですよ。で、なんか色んな

方法を昨日の夜考えたんだけど、無いから、今考えるなら、コンクリートミキサー車を使って、

ミキサーでできるから、あれをホウ酸の水源にしてあの、ポンプに入れるのが一番いいと僕は

思って、今検討を急がせてるんです。

後はそのね、ホウ酸と■■

それってさ、どういう入れ方なんですか、違うものっていうのは。

いや全部これ、我々が考えたのは、ヘリ投下です。

ヘリ投下はね、ホウ酸よりも、なんかもっとやり易いものがあるといいんですよ、僕どんなも

のかわかんないけど。要するに、自衛隊に言わせると固まってドッカンと落ちるから、危ない

ってゆうんですよ。

ちょっとじゃあそれ調べます。それから後は、我々が感じたのは、１号の付近にある非常に線

量の高いデブリがあるでしょ？

１号の周辺はもうほとんど片づけたんですよ。

片づけた？ 

うん、あの。 

昨日も一番だって線量高かったって。

昨日片づけたって、いや、だいぶあそこは片づけたんですよ。

そうなんですか？いや、昨日、あそこ１００位あったから。

あ、それはまだあるかもしれない。それそれ、それを片づけて、そうするとあれがね、ダイレ

クト線と、スカイシャイン、スカイシャインは・・・。

ちょっと待ってください。●●君。］

本店さん、本店さん？

はい。 

えっと４号の自衛隊の注水の状況ですけれども、今、５台目を、５台目を注水中です。それで

あのー、３台目以降ですね、あのーま、型式が新しいということもあるんじゃないかというこ
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一つはもちろんあの、とにかく電源を復旧して、もう一つは今やっている緊急のね、例えば消

防とかそういうのを使った・・・。

今のやつはそのまま残しますよ。残しといて、それであの、ＭＵＷＣからいれられるようにし

て、そうすると多重化できる。もっと多重化をっていうのはこれから考えないといけない。

そこは我々もアイディアないんだけど、少なくとも■■■（５：２１：５０）。

ちょっと多重化、アイディアないって言われると、なんとかしてよ。

わかりました、考えますよ。後は、プールにホウ酸を入れる必要があるんですよ。

ええ、それでね、それをね、今考えてるんですよ、考えてるのは、コンクリートミキサー車を、

ヘリ投下はものすごい難しいんで、なぜかっていうとホウ酸がそのまま入れると、何十キロの

塊になって落ちるから、建物にダメージを与えると自衛隊が言うんですよ。で、なんか色んな

方法を昨日の夜考えたんだけど、無いから、今考えるなら、コンクリートミキサー車を使って、

ミキサーでできるから、あれをホウ酸の水源にしてあの、ポンプに入れるのが一番いいと僕は

思って、今検討を急がせてるんです。

後はそのね、ホウ酸と■■■（５：２２：３９）別な手段もあるから。

それってさ、どういう入れ方なんですか、違うものっていうのは。

いや全部これ、我々が考えたのは、ヘリ投下です。

ヘリ投下はね、ホウ酸よりも、なんかもっとやり易いものがあるといいんですよ、僕どんなも

のかわかんないけど。要するに、自衛隊に言わせると固まってドッカンと落ちるから、危ない

ってゆうんですよ。 

ちょっとじゃあそれ調べます。それから後は、我々が感じたのは、１号の付近にある非常に線
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ええ、それでね、それをね、今考えてるんですよ、考えてるのは、コンクリートミキサー車を、

ヘリ投下はものすごい難しいんで、なぜかっていうとホウ酸がそのまま入れると、何十キロの

塊になって落ちるから、建物にダメージを与えると自衛隊が言うんですよ。で、なんか色んな

方法を昨日の夜考えたんだけど、無いから、今考えるなら、コンクリートミキサー車を使って、
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3 月 20 日 （

 

とで、えーっと、命中率も上がっているようです。それから、えーっとあの、当初、引き返し

のルートをどうするかっていう話がありましたけれども、えっとー、えー、南側の山からの進

入をしてですね、それで、えー、えー、来た道をですね、戻るというルートで運用しておりま

すけれども、まーあのー、土木さんの清掃等もあってですね、今のところはスムーズに、えー、

回転しているようです。

ええ、わかりました。あのー、なんて言うかな、あのー、ワンウェイではなくて、あのー、い、

い、行って来いの、おー、やり方になっているけれども、スムーズに動いてるっていうってこ

とですね。はい、わかりました。

はい、そうでございます。

その後なんか、３号の、あの、プールからの、えー、蒸気の状況の変化ありますか？

ええと、確認致します。

後ほどでいいですが、教えて下さい。

はい、了解致しました。

復旧班より、復旧班より報告します。えー、７番ゲートから入って、えー、７番ゲード十字路

付近に設置してあります、えー、今日の朝方まで使ってたハイパーの、おー、１５０へのサク

ション側のホースですが、え、２号機側の方に片づけてます。えー、これから、えー、動かな

くなったハイパー車を、おー、動かす、うー、ように準備を進めてます。

サイト保安班より、え、モニタリング結果について、報告、ご報告いたします。８時５０分現

在、２６１７μ

北東の風、１．４ｍ／ｓでございます。

１Ｆ、えー、●●さん？

今ちょっと電話中ですね。

あーそう、武黒ですけど、もう自衛隊の１回目のやつは５台分終了したってことですか？

ちょっと確認します。

はい。 

すみません、あのーえっとー、自衛隊のほう、４号の放水の方は、えーっとえ、今ほど５台目

を放水中であります。

放水中ね、あの、５台目、あの・・今回来ていただいたのは５台ですか？

えーっと、１１台というふうに聞いてますので、もうちょっとあの・・・。

はい、わかりました。それであの、５台分注水したんだけれども、えー、燃料プールの、あの

ー、４号のオペフロの方、あの、う、う、目で見た感じでは何か変化はありますか？

えーっとーあのー、４号への命中率の方は、ま、あの、それなりに上がっていると聞いており

まして、周辺のプラント状況については今確認している次第です。

そうですか。モニターの結果も含めてえー、何か変化があったらすぐに教えて下さい。

はい、承知しました。
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はい、わかりました。それであの、５台分注水したんだけれども、えー、燃料プールの、あの

ー、４号のオペフロの方、あの、う、う、目で見た感じでは何か変化はありますか？

えーっとーあのー、４号への命中率の方は、ま、あの、それなりに上がっていると聞いており

まして、周辺のプラント状況については今確認している次第です。

そうですか。モニターの結果も含めてえー、何か変化があったらすぐに教えて下さい。
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入をしてですね、それで、えー、えー、来た道をですね、戻るというルートで運用しておりま

すけれども、まーあのー、土木さんの清掃等もあってですね、今のところはスムーズに、えー、
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復旧班より、復旧班より報告します。えー、７番ゲートから入って、えー、７番ゲード十字路
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ション側のホースですが、え、２号機側の方に片づけてます。えー、これから、えー、動かな

くなったハイパー車を、おー、動かす、うー、ように準備を進めてます。

サイト保安班より、え、モニタリング結果について、報告、ご報告いたします。８時５０分現
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あ、すいません、えー、よろしいですか。えー、１Ｆ支援している本店の●●ですが、ちょっ

とあのー、Ｊ、Ｊヴィレッジにぞくぞくと届いている資機材の管理について、あの、ちょっと

本店さんに伺います。よろしいでしょうか？

はい。 

えーっとですね、たまたま昨日Ｊヴィレッジにいった人間の話でですね、なんか２００Ｖの水

中ポンプがたくさんあったと。で現状１Ｆの方に１００Ｖしかないということで、え、たまた

まそれをえー、Ｊヴィレッジにいた方に、これを持って行っていいのか？という話をしていた

ら、いや、我々は受け入れるだけで、その、あの、電位については特に管理をしていないとい

う話だったんですが、その辺は具体的に、えー、本店の方から送られてくる資機材の管理はど

のようになっているのでしょうか？

資材班の方でちょっと確認をさせていただきます、正しいところを。それでご連絡を申し上げ

ます。 

はい、お願いします。

サイト保安班よりモニタリング結果についてご報告致します。えー、本日９時ちょうど、えー、

場所は同じです。事務本館の、おー、北側におきまして固定しております。

４μＳｖ／ｈ、風向風速ですが、東風１．２ｍ／ｓ、中性子については依然検出されておりま

せん。 

了解しました。もう一回ちょっと風向を教えてくれる？

はい、東風１．２ｍ／ｓでございます。

了解しました。

●●君、３号の原子炉の温度データある？

はい、あります。

ちょうだい。 

はい。 

えーっと本店さん、本店さん？

はい。 

えーっと、あの、４号の、えー、自衛隊の放水に伴うプラントの、あのー、えっと、みた状況

を、あ、目視で見た状況ですけれども、４号の方は当然、水をかけているんで、えー煙等は増

えております。それからえっと、３号の方ですけれども、えーっとま、あの、見た人の印象で

はですね、えーっと同じかま、多少増えているか、とそういうようです。そんな印象のようで

す。 

４号の方は？ 

４号の方は、お水をかけてますので、えーっと、増えているというそういう印象です。

特に変化なしと。それからモニタリングのデータもずっと聞いてなかったんだけど、悪いんだ

けど。何有意な変化はあります？

はい、サイト保安班よりご連絡致します。えー、８時５０分までのデータにおきましては、モ

ニタリングに大きな変化はございません。８時５０分現在・・・。
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４号の方は、お水をかけてますので、えーっと、増えているというそういう印象です。

特に変化なしと。それからモニタリングのデータもずっと聞いてなかったんだけど、悪いんだ
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ニタリングに大きな変化はございません。８時５０分現在・・・。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 
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資材班の方でちょっと確認をさせていただきます、正しいところを。それでご連絡を申し上げ
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場所は同じです。事務本館の、おー、北側におきまして固定しております。
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ありがとうございました。わかりました。

●●君、温度データ？

１Ｆ吉田さん？

はい、吉田です。

えーっと３号の、おー、格納容器圧力ですけども、おー、至近のデータ・・どうですか？

はい、３号機格納容器圧力、至近データ読み上げて下さい。

えー、発電班です。３号機、えー、ドライウェル圧力、え、３４０ｋｐａです。３４０ｋｐａ

（abs）です。で、その前、えー、それが４時３０分のデータで、２０分前が３３５ｋｐａ（

なんで、比較的上がりは緩慢です。え、次、９時以降にもう１度、えー、中操にデータを採り

に行きます。 

３３５は何時のデータですか？

４時１０分のデータです。

９時のデータがもうすぐ来るということですね？

９時はまだ出ておりませんで、もう多少時間がかかると思います。

はい、あのー、出次第教えて下さい。

はい、わかりました。

吉田さん？ 

併せまして、いま、３号の給水のホースなんですが、一部リークしていますんで、一部取り替

えを、えー、しております。

えー、給水ホースのリークで取り替え中ね？そうすると今給水、給水止まっているわけね？

ええと、今、止めたと思います。

吉田さん？吉田さん？

はい、吉田です。

そうすると、えーっと・・リアクターの状況がまた不安定になってきているので、格納容器ベ

ントを早く考えなきゃならなくなったように思います。

はい、じゃあ●●君どうぞ。格納容器ベントの準備状況。

はい、えっと格納容器ベントの状況ですが、えっと今あのー、ウェットウェルの、えー、サプ

チャン側のベントが閉まっている状態です。で、それは、えー、ベントを構成するＭＯ弁を開

けるＩＡコンプレッサが、えー、止まっておりまして、それの復旧作業をやっております。え、

それが、え、完了次第、開けられる状況になります。えっと１時間以内だと思います。

えーっと１時間後ぐらいになると可能になるということですね？

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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えーっと１時間後ぐらいになると可能になるということですね？ 
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えーっと３号の、おー、格納容器圧力ですけども、おー、至近のデータ・・どうですか？

えー、発電班です。３号機、えー、ドライウェル圧力、え、３４０ｋｐａです。３４０ｋｐａ

）です。で、その前、えー、それが４時３０分のデータで、２０分前が３３５ｋｐａ（

なんで、比較的上がりは緩慢です。え、次、９時以降にもう１度、えー、中操にデータを採り

併せまして、いま、３号の給水のホースなんですが、一部リークしていますんで、一部取り替

えー、給水ホースのリークで取り替え中ね？そうすると今給水、給水止まっているわけね？

そうすると、えーっと・・リアクターの状況がまた不安定になってきているので、格納容器ベ

はい、えっと格納容器ベントの状況ですが、えっと今あのー、ウェットウェルの、えー、サプ

チャン側のベントが閉まっている状態です。で、それは、えー、ベントを構成するＭＯ弁を開

けるＩＡコンプレッサが、えー、止まっておりまして、それの復旧作業をやっております。え、

それが、え、完了次第、開けられる状況になります。えっと１時間以内だと思います。 
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そうすると、えーっと・・リアクターの状況がまた不安定になってきているので、格納容器ベ

はい、えっと格納容器ベントの状況ですが、えっと今あのー、ウェットウェルの、えー、サプ

チャン側のベントが閉まっている状態です。で、それは、えー、ベントを構成するＭＯ弁を開

けるＩＡコンプレッサが、えー、止まっておりまして、それの復旧作業をやっております。え、
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はい、そうです。

吉田さん、そうなるとまずは、格納・・あのー、えー・・ウェットウェルベントをやるわけで

すが、ウェットウェルベントが、あのー、水位との関係で、えー・・効かない可能性がありま

すよね？ 

えぇ、効かない可能性が十分にありますね。

そうするとドライウェルベントということになるんですが、ドライウェルベントの方の、おー、

準備というか、あー・・えー・・対応っていうのはそちらでは、え・・可能な状況ですか？あ、

可能っていうかさっきのＡＯ弁の話と同じなんだけど。

はい、ウェットウェルベントと、ど、同様で、まずコンプレッサの圧が立たないことには絶対

に開きません。それともう一つ、あのー、ドライウェルベントに入れ、入れるべき信号の確認

をする必要がありますんで、そういうチェックを始めたいと思います。

はい、お願いします。

えっと、４号の放水の方は、今、あのー１０台目、えーえーっと放水中です。

吉田さん？ 

はい。 

えーっと、３号の炉への給水のホースが今、取り替え中だから給水止まっているわけですよね？

はい。 

えーこれがまあ，復旧。

あっ、給水止めた？すみません、いいですか？あの、給水は止まったわけではないんでダブル

ありますから、そのうちの１本でしょ？違うの？

あーそう。あーなるほど。はい。一本ね。で、そうすると、今給水は止まってないけども、減

っているのかな？

ごめんなさい、すみません、ちょっと今一回、手順をもう一回確認しますが、あのー、一回で

すね、今んとこ要するに，ラインが、１本、１本だめでも１本流れているんですが、取り替え

の際に、一回止めて、一回ポンプを止めて、それから繋ぎ込んでまた上げるという手順ですか

ら、止まることは止ま、止まることになるとは思います。

あ、ある時間帯は止まると、ある時間帯は止まるけど、そう長いことではないと、いうことで

すね？ 

はい。 

そうすると、その後の炉の状況も、えーで、水、あの、給水状況もよく見ていただいて、えー

で、今ちょっとこちらで議論しているのは、えー、炉の、その、温度の変化と、おー、それか

ら給水の状況、それからドライウェルの圧力、えーこういったものを考えて、えー、ベントの、

おー、タイミング、あるいはやり方といった事を今議論しております。まだ結論は出ていませ

ん。 

はい、わかりました。

サイト保安班よりモニタリングの結果についてお知らせいたします。８時５０、失礼しました。

９時２０分現在、えー、モニタ指示について変動はございません。２６０８

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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えぇ、効かない可能性が十分にありますね。

そうするとドライウェルベントということになるんですが、ドライウェルベントの方の、おー、
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あっ、給水止めた？すみません、いいですか？あの、給水は止まったわけではないんでダブル

ありますから、そのうちの１本でしょ？違うの？

あーそう。あーなるほど。はい。一本ね。で、そうすると、今給水は止まってないけども、減

っているのかな？ 
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そうすると、その後の炉の状況も、えーで、水、あの、給水状況もよく見ていただいて、えー

で、今ちょっとこちらで議論しているのは、えー、炉の、その、温度の変化と、おー、それか

ら給水の状況、それからドライウェルの圧力、えーこういったものを考えて、えー、ベントの、

おー、タイミング、あるいはやり方といった事を今議論しております。まだ結論は出ていませ

はい、わかりました。 

サイト保安班よりモニタリングの結果についてお知らせいたします。８時５０、失礼しました。

９時２０分現在、えー、モニタ指示について変動はございません。２６０８
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発言内容

吉田さん、そうなるとまずは、格納・・あのー、えー・・ウェットウェルベントをやるわけで

すが、ウェットウェルベントが、あのー、水位との関係で、えー・・効かない可能性がありま

えぇ、効かない可能性が十分にありますね。

そうするとドライウェルベントということになるんですが、ドライウェルベントの方の、おー、

準備というか、あー・・えー・・対応っていうのはそちらでは、え・・可能な状況ですか？あ、

可能っていうかさっきのＡＯ弁の話と同じなんだけど。

はい、ウェットウェルベントと、ど、同様で、まずコンプレッサの圧が立たないことには絶対

に開きません。それともう一つ、あのー、ドライウェルベントに入れ、入れるべき信号の確認

をする必要がありますんで、そういうチェックを始めたいと思います。

えっと、４号の放水の方は、今、あのー１０台目、えーえーっと放水中です。

えーっと、３号の炉への給水のホースが今、取り替え中だから給水止まっているわけですよね？

あっ、給水止めた？すみません、いいですか？あの、給水は止まったわけではないんでダブル

ありますから、そのうちの１本でしょ？違うの？

あーそう。あーなるほど。はい。一本ね。で、そうすると、今給水は止まってないけども、減

ごめんなさい、すみません、ちょっと今一回、手順をもう一回確認しますが、あのー、一回で

すね、今んとこ要するに，ラインが、１本、１本だめでも１本流れているんですが、取り替え

の際に、一回止めて、一回ポンプを止めて、それから繋ぎ込んでまた上げるという手順ですか

ら、止まることは止ま、止まることになるとは思います。

あ、ある時間帯は止まると、ある時間帯は止まるけど、そう長いことではないと、いうことで

そうすると、その後の炉の状況も、えーで、水、あの、給水状況もよく見ていただいて、えー

で、今ちょっとこちらで議論しているのは、えー、炉の、その、温度の変化と、おー、それか

ら給水の状況、それからドライウェルの圧力、えーこういったものを考えて、えー、ベントの、

おー、タイミング、あるいはやり方といった事を今議論しております。まだ結論は出ていませ

サイト保安班よりモニタリングの結果についてお知らせいたします。８時５０、失礼しました。

９時２０分現在、えー、モニタ指示について変動はございません。２６０８
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可能っていうかさっきのＡＯ弁の話と同じなんだけど。 

はい、ウェットウェルベントと、ど、同様で、まずコンプレッサの圧が立たないことには絶対

に開きません。それともう一つ、あのー、ドライウェルベントに入れ、入れるべき信号の確認

をする必要がありますんで、そういうチェックを始めたいと思います。

えっと、４号の放水の方は、今、あのー１０台目、えーえーっと放水中です。
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あっ、給水止めた？すみません、いいですか？あの、給水は止まったわけではないんでダブル

ありますから、そのうちの１本でしょ？違うの？ 

あーそう。あーなるほど。はい。一本ね。で、そうすると、今給水は止まってないけども、減

ごめんなさい、すみません、ちょっと今一回、手順をもう一回確認しますが、あのー、一回で

すね、今んとこ要するに，ラインが、１本、１本だめでも１本流れているんですが、取り替え

の際に、一回止めて、一回ポンプを止めて、それから繋ぎ込んでまた上げるという手順ですか

ら、止まることは止ま、止まることになるとは思います。 

あ、ある時間帯は止まると、ある時間帯は止まるけど、そう長いことではないと、いうことで

そうすると、その後の炉の状況も、えーで、水、あの、給水状況もよく見ていただいて、えー

で、今ちょっとこちらで議論しているのは、えー、炉の、その、温度の変化と、おー、それか

ら給水の状況、それからドライウェルの圧力、えーこういったものを考えて、えー、ベントの、

おー、タイミング、あるいはやり方といった事を今議論しております。まだ結論は出ていませ
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吉田さん、そうなるとまずは、格納・・あのー、えー・・ウェットウェルベントをやるわけで

すが、ウェットウェルベントが、あのー、水位との関係で、えー・・効かない可能性がありま
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準備というか、あー・・えー・・対応っていうのはそちらでは、え・・可能な状況ですか？あ、

はい、ウェットウェルベントと、ど、同様で、まずコンプレッサの圧が立たないことには絶対

に開きません。それともう一つ、あのー、ドライウェルベントに入れ、入れるべき信号の確認
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ごめんなさい、すみません、ちょっと今一回、手順をもう一回確認しますが、あのー、一回で

すね、今んとこ要するに，ラインが、１本、１本だめでも１本流れているんですが、取り替え

の際に、一回止めて、一回ポンプを止めて、それから繋ぎ込んでまた上げるという手順ですか

 

あ、ある時間帯は止まると、ある時間帯は止まるけど、そう長いことではないと、いうことで

そうすると、その後の炉の状況も、えーで、水、あの、給水状況もよく見ていただいて、えー

で、今ちょっとこちらで議論しているのは、えー、炉の、その、温度の変化と、おー、それか

ら給水の状況、それからドライウェルの圧力、えーこういったものを考えて、えー、ベントの、

おー、タイミング、あるいはやり方といった事を今議論しております。まだ結論は出ていませ

サイト保安班よりモニタリングの結果についてお知らせいたします。８時５０、失礼しました。
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の際に、一回止めて、一回ポンプを止めて、それから繋ぎ込んでまた上げるという手順ですか
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います。風向風速につきましては、南東の風、１．８ｍ／ｓでございます。

了解しました。

えっと福島第一さん、福島第一の皆さん？

はい、福島第一です。

●●ですけれども、あのー今ほど、防衛庁の●●から電話があって、あのー今、駒門に、あの、

戦車ですね、であのー、大きなものの排除に使えるので、えっと、ま、使いたい時にすぐ使え

るように、えっと近くまで前進しておくという、あのー、報告がありました。えっともしニー

ズがあったら、あの、先方にお伝えしたいと思うので、あのー、ご、ご連絡をいただくように

お願いします。

はい、わかりました。戦車ですね、戦車を手配していただいたということですね？

そういうことです。２台。

はい。 

今、で、で、いま向かってるんだよ、戦車がこっちに。

あ、戦車，戦車じゃないですよ、重機で今。

戦車も来てるんだよ。向かってる。

本当なんですか？

うん、自衛隊が。それはそれでやってくれよ、だから。

わかってます。

すごいことだから、それは。それとは別にね。］

●● 

がれきのところに、かなり消耗の激しい。３号はな■■■（６：０１：１３）・・・・はしょ

うがない。］ 

吉田さん？ 

はい、吉田です。

ええとね、あのー、今、３号への、おー、注水を、お・・・どう修正するかという話と、それ

から３号の格納容器の圧力が、あー、上昇しているってことへどう対処するかという、３号の

炉側の話と、それから４号のプールへの注水の話、えーこれが今同時平行して進行していると

状況ですよね。で加えて、３号の昨日のプールへの注水、がポンプの状況からすると、使用し

たポンプなりの状況からすると、えー・・プールへの注水量が十分でなかった可能性が考えら

れる。これはさっきから話の出ているプール上空の、えー水蒸気の量が、あー、変わってない、

人によっては増えているように見えるって事からも裏付けられると。でそうすると、もう１つ

３号へのプールを、への給水ということももう１つ付け加えて考えなきゃいかんと、こう、昨

日の夜考えていた、あー、４号のプールへ集中できるという状況ではなくて、同時に３つの事

を考えて対応しなければいかんとこういう状況になったというのが現状だと思ってますが、え

ー発電所もそれでいいですね？状況認識はね。

はい。 

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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そこで今、えー、これらをどうするかっていうことを、おー、こちらでも総合的に検討してま

すので、えー、遠からずそういったことについての、おー、協議を、おー、この場でするよう

にしたいと思ってます。

はい。 

サイト保安班よりご連絡致します。モニタリングの結果、９時３０分現在、変化はみられてお

りません。２６２３

ざいます。 

はい、えっと今、あのー、ホースの片づけ状況について報告します。えー３号機の、おー、消

火ポンプに、えー、水を供給してるホースですが、えー、今現場に行きまして、えー、７番ゲ

ートと言いますか、じゅ、十字のところ、おー、縦横の十字路のところ、ここのホースについ

てはすべて２号機側に、えー片づけた、要するに北側に片づけたって事でいい？

外して、外して、外して。で、どこにおいたの？外したやつ、このエリアからはどけたんでし

ょ？はい。 

で、あのー、ホ、あのー、ホース自体はまだ、あー、あれに繋がっていると、消防車に繋がっ

ていると。ただし後ろに、あのー、消防車を持ってくるスペースは作ったということね？で今、

バックフォーの、でもって、土木さんの重機で一生懸命押しだそうということにチャレンジし

ているところです。はい、以上です。

そうすると、おー、３号の今やっていただいている、んー前の、昨日・・から・・使っていた

消防車が撤去される時間が、あー見込みがはっきりした段階でまた状況を教えて下さい。

はい、最後ホース外すところに、南明さんのサポートがいるんでそこの・・がございますので。

３号はホースはどけるだけで撤去はしませんね？

つか、使いますから撤去はしません。だから一番重要なのは、えー消防車から、ホ、ホースを

１回外して、外す。ここが重要だと思います。

そうですね、３号のホースはそのままなるだけそのままにしておいて下さい。使う、あの、こ

とになると思います。

はいはい、そういうことだと思います、はい。

えー、３号再注水開始しました。

え、わかんない、何？３号機？

ホース取り替えによる再注水完了しました。

完了したのね？

はい。 

はい。じゃあ、停止、停止時間は、時刻どれくらい？何分から何分が停止時間でした？

ええと、２０分から４０分ぐらいでないかと言っているんですが、だから正味２０分ぐらい。

要するに９時２０分から９時４０分までが・・・

９時３８分ですから、まあ１８分ぐらいですかね。
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そこで今、えー、これらをどうするかっていうことを、おー、こちらでも総合的に検討してま
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はい、えっと今、あのー、ホースの片づけ状況について報告します。えー３号機の、おー、消

火ポンプに、えー、水を供給してるホースですが、えー、今現場に行きまして、えー、７番ゲ

ートと言いますか、じゅ、十字のところ、おー、縦横の十字路のところ、ここのホースについ

てはすべて２号機側に、えー片づけた、要するに北側に片づけたって事でいい？

外して、外して、外して。で、どこにおいたの？外したやつ、このエリアからはどけたんでし

で、あのー、ホ、あのー、ホース自体はまだ、あー、あれに繋がっていると、消防車に繋がっ

ていると。ただし後ろに、あのー、消防車を持ってくるスペースは作ったということね？で今、

バックフォーの、でもって、土木さんの重機で一生懸命押しだそうということにチャレンジし

ているところです。はい、以上です。
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え、わかんない、何？３号機？

ホース取り替えによる再注水完了しました。

完了したのね？ 

はい。じゃあ、停止、停止時間は、時刻どれくらい？何分から何分が停止時間でした？

ええと、２０分から４０分ぐらいでないかと言っているんですが、だから正味２０分ぐらい。

要するに９時２０分から９時４０分までが・・・

９時３８分ですから、まあ１８分ぐらいですかね。
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で、あのー、ホ、あのー、ホース自体はまだ、あー、あれに繋がっていると、消防車に繋がっ

ていると。ただし後ろに、あのー、消防車を持ってくるスペースは作ったということね？で今、

バックフォーの、でもって、土木さんの重機で一生懸命押しだそうということにチャレンジし

ているところです。はい、以上です。 

そうすると、おー、３号の今やっていただいている、んー前の、昨日・・から・・使っていた
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３号はホースはどけるだけで撤去はしませんね？

つか、使いますから撤去はしません。だから一番重要なのは、えー消防車から、ホ、ホースを

１回外して、外す。ここが重要だと思います。

そうですね、３号のホースはそのままなるだけそのままにしておいて下さい。使う、あの、こ

はいはい、そういうことだと思います、はい。
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はい。じゃあ、停止、停止時間は、時刻どれくらい？何分から何分が停止時間でした？

ええと、２０分から４０分ぐらいでないかと言っているんですが、だから正味２０分ぐらい。

要するに９時２０分から９時４０分までが・・・

９時３８分ですから、まあ１８分ぐらいですかね。
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火ポンプに、えー、水を供給してるホースですが、えー、今現場に行きまして、えー、７番ゲ

ートと言いますか、じゅ、十字のところ、おー、縦横の十字路のところ、ここのホースについ

てはすべて２号機側に、えー片づけた、要するに北側に片づけたって事でいい？

外して、外して、外して。で、どこにおいたの？外したやつ、このエリアからはどけたんでし

で、あのー、ホ、あのー、ホース自体はまだ、あー、あれに繋がっていると、消防車に繋がっ

ていると。ただし後ろに、あのー、消防車を持ってくるスペースは作ったということね？で今、

バックフォーの、でもって、土木さんの重機で一生懸命押しだそうということにチャレンジし

そうすると、おー、３号の今やっていただいている、んー前の、昨日・・から・・使っていた

消防車が撤去される時間が、あー見込みがはっきりした段階でまた状況を教えて下さい。

はい、最後ホース外すところに、南明さんのサポートがいるんでそこの・・がございますので。

３号はホースはどけるだけで撤去はしませんね？ 

つか、使いますから撤去はしません。だから一番重要なのは、えー消防車から、ホ、ホースを

１回外して、外す。ここが重要だと思います。 

そうですね、３号のホースはそのままなるだけそのままにしておいて下さい。使う、あの、こ

はいはい、そういうことだと思います、はい。 

ホース取り替えによる再注水完了しました。 

はい。じゃあ、停止、停止時間は、時刻どれくらい？何分から何分が停止時間でした？

ええと、２０分から４０分ぐらいでないかと言っているんですが、だから正味２０分ぐらい。

要するに９時２０分から９時４０分までが・・・ 

９時３８分ですから、まあ１８分ぐらいですかね。 
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3 月 20 日 （

 

まぁ。ということでいいね？

はい。 

うん、データもらいますから。］

えーっと本店さん？

はい。 

えーっと、自衛隊の４号への注水ですけれども、えーっと９時４０分にえー、１１台、えー、

全台が終了、終了しています。今、あのー、正門の方に向かっています。はい、で、プラント

の様子についてはこれからまたあのー、確認してレポートします。

はい。 

だろ？ 

でー、２５０から５２０に、あの、増容量してます。

だから、そういうことだろ？

今日はあれだ。

すごい音がした■■■（６：１４：４８）が準備■■■（６：１４：５２）。］

誰か●●君呼んでくれませんか？

サイト保安班よりモニタリング結果についてご報告致します。９時４０分現在、変化は見られ

ません。２６６５

ざいます。ニュートロンについては確認されてございません。

ちょっと，縦が。本当は横長の方がよかったんだけど，縦になっちゃった。

いやいや，いいです。いいです。大きい字で書いていただければ分かりやすい。あれ、あれ、

これベントの時間違うんじゃない？あーわかったわかった間違えた。８時と１８時間違えた。

悪かった悪かった。ごめんごめん。

ゃった。 

みんなそうですよ。

なんか、何号の話してんだか分かんなくなっちゃった。いけね。］

えー、警備誘導班より報告します。９時４７分、自衛隊車両１３台全て退構致しました。以上

です。 

ちょっと待って。（本店内での応答）あのー１Ｆさん？えっと・・

はい。 

３号のドライウェル圧力の９時のデータ・・がでたら教えて下さい。

はい。 
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まぁ。ということでいいね？ 
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みんなそうですよ。 

なんか、何号の話してんだか分かんなくなっちゃった。いけね。］

えー、警備誘導班より報告します。９時４７分、自衛隊車両１３台全て退構致しました。以上

ちょっと待って。（本店内での応答）あのー１Ｆさん？えっと・・

３号のドライウェル圧力の９時のデータ・・がでたら教えて下さい。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

 

うん、データもらいますから。］ 

えーっと、自衛隊の４号への注水ですけれども、えーっと９時４０分にえー、１１台、えー、

全台が終了、終了しています。今、あのー、正門の方に向かっています。はい、で、プラント

の様子についてはこれからまたあのー、確認してレポートします。

でー、２５０から５２０に、あの、増容量してます。

 

すごい音がした■■■（６：１４：４８）が準備■■■（６：１４：５２）。］

誰か●●君呼んでくれませんか？ 

サイト保安班よりモニタリング結果についてご報告致します。９時４０分現在、変化は見られ

Ｓｖ／ｈ、えー、風向風速でございますが、南南東の風１．５ｍ／ｓでご

ざいます。ニュートロンについては確認されてございません。

ちょっと，縦が。本当は横長の方がよかったんだけど，縦になっちゃった。

いやいや，いいです。いいです。大きい字で書いていただければ分かりやすい。あれ、あれ、

これベントの時間違うんじゃない？あーわかったわかった間違えた。８時と１８時間違えた。

悪かった悪かった。ごめんごめん。OK、OK。もうとうとう、とうとう俺頭おかしくなってきち

なんか、何号の話してんだか分かんなくなっちゃった。いけね。］

えー、警備誘導班より報告します。９時４７分、自衛隊車両１３台全て退構致しました。以上

ちょっと待って。（本店内での応答）あのー１Ｆさん？えっと・・

３号のドライウェル圧力の９時のデータ・・がでたら教えて下さい。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

えーっと、自衛隊の４号への注水ですけれども、えーっと９時４０分にえー、１１台、えー、

全台が終了、終了しています。今、あのー、正門の方に向かっています。はい、で、プラント

の様子についてはこれからまたあのー、確認してレポートします。

でー、２５０から５２０に、あの、増容量してます。 

すごい音がした■■■（６：１４：４８）が準備■■■（６：１４：５２）。］

サイト保安班よりモニタリング結果についてご報告致します。９時４０分現在、変化は見られ

Ｓｖ／ｈ、えー、風向風速でございますが、南南東の風１．５ｍ／ｓでご

ざいます。ニュートロンについては確認されてございません。

ちょっと，縦が。本当は横長の方がよかったんだけど，縦になっちゃった。

いやいや，いいです。いいです。大きい字で書いていただければ分かりやすい。あれ、あれ、

これベントの時間違うんじゃない？あーわかったわかった間違えた。８時と１８時間違えた。

。もうとうとう、とうとう俺頭おかしくなってきち

なんか、何号の話してんだか分かんなくなっちゃった。いけね。］

えー、警備誘導班より報告します。９時４７分、自衛隊車両１３台全て退構致しました。以上

ちょっと待って。（本店内での応答）あのー１Ｆさん？えっと・・

３号のドライウェル圧力の９時のデータ・・がでたら教えて下さい。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

えーっと、自衛隊の４号への注水ですけれども、えーっと９時４０分にえー、１１台、えー、

全台が終了、終了しています。今、あのー、正門の方に向かっています。はい、で、プラント

の様子についてはこれからまたあのー、確認してレポートします。 

すごい音がした■■■（６：１４：４８）が準備■■■（６：１４：５２）。］

サイト保安班よりモニタリング結果についてご報告致します。９時４０分現在、変化は見られ

Ｓｖ／ｈ、えー、風向風速でございますが、南南東の風１．５ｍ／ｓでご

ざいます。ニュートロンについては確認されてございません。 

ちょっと，縦が。本当は横長の方がよかったんだけど，縦になっちゃった。

いやいや，いいです。いいです。大きい字で書いていただければ分かりやすい。あれ、あれ、

これベントの時間違うんじゃない？あーわかったわかった間違えた。８時と１８時間違えた。

。もうとうとう、とうとう俺頭おかしくなってきち

なんか、何号の話してんだか分かんなくなっちゃった。いけね。］ 

えー、警備誘導班より報告します。９時４７分、自衛隊車両１３台全て退構致しました。以上

ちょっと待って。（本店内での応答）あのー１Ｆさん？えっと・・ 

３号のドライウェル圧力の９時のデータ・・がでたら教えて下さい。 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

えーっと、自衛隊の４号への注水ですけれども、えーっと９時４０分にえー、１１台、えー、

全台が終了、終了しています。今、あのー、正門の方に向かっています。はい、で、プラント

すごい音がした■■■（６：１４：４８）が準備■■■（６：１４：５２）。］ 

サイト保安班よりモニタリング結果についてご報告致します。９時４０分現在、変化は見られ

Ｓｖ／ｈ、えー、風向風速でございますが、南南東の風１．５ｍ／ｓでご

ちょっと，縦が。本当は横長の方がよかったんだけど，縦になっちゃった。 

いやいや，いいです。いいです。大きい字で書いていただければ分かりやすい。あれ、あれ、

これベントの時間違うんじゃない？あーわかったわかった間違えた。８時と１８時間違えた。

。もうとうとう、とうとう俺頭おかしくなってきち

えー、警備誘導班より報告します。９時４７分、自衛隊車両１３台全て退構致しました。以上
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えーっと、自衛隊の４号への注水ですけれども、えーっと９時４０分にえー、１１台、えー、

全台が終了、終了しています。今、あのー、正門の方に向かっています。はい、で、プラント

サイト保安班よりモニタリング結果についてご報告致します。９時４０分現在、変化は見られ

Ｓｖ／ｈ、えー、風向風速でございますが、南南東の風１．５ｍ／ｓでご

いやいや，いいです。いいです。大きい字で書いていただければ分かりやすい。あれ、あれ、

これベントの時間違うんじゃない？あーわかったわかった間違えた。８時と１８時間違えた。

。もうとうとう、とうとう俺頭おかしくなってきち

えー、警備誘導班より報告します。９時４７分、自衛隊車両１３台全て退構致しました。以上
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3 月 20 日 （

 

えー、１Ｆ発電班です。えー、９時の３号機のデータですが、今データを採りに向かいました

ので、もう少々お待ち下さい。以上です。

はい、わかりました。ありがとうございます。

えーっと吉田さん？

はい、吉田です。

えーっとですね、こちらで決めた今日の行動予定について、えー・・今朝、確認したことから、

えー変更があります。先ほど申し上げたような事情を、えー踏まえての変更です。これについ

て今、あのー・・書いた物をデジカメで撮ってありますので、これをあのー、そちらに送りま

す。 

はい、お願い致します。

それが届いたら、あのー、打ち合わせを始めたいと思います。

はい。 

えっとオフサイトセンターの高津ですけれども、えーっと空いた時間でえー、ちょっと情報共

有を致します。えっとー、松下経産副大臣が、えー、Ｊヴィレッジのほうに、激励に向けてこ

のオフサイトセンターから自衛隊のヘリコプターで今、あー、向かっている最中です。１０時

４０分頃えー、Ｊエル、えー、Ｊヴィレッジに着く予定です。以上です。

はいありがとうございます。承知しました。えー今、あのー、小森常務はですね、小名浜のコ

ールセンターにいたんですが、えーＪヴィレッジに移動しているところです。

えー、福島第一の●●です。えっとー、物揚げ場の、おー、消防車の状況についてご報告致し

ます。えー、９時３８分にえー、再起動したんですが、えーっと、今まで使っていた、あー、

ポンプ車がですね、やはり起動できなかったということで予備車に切り替えました。で、えー、

予備車の圧力が０．７ということなんで、えーこれあのー、えー、今までの、おー

０．７なんですが、ま、ポンプの種類が変わったということで、えー、同じポンプの圧力０．

９に、ま、合わせるようにしてございます。ただし、流量計が付いてないんで、えー今確実に

どのぐらい入っているかというのがちょっとわからないんで、再度、えー、元の状態にですね、

えーこれから復帰させようということに試みたいと思います。以上です。

えーっとすみません、ちょっと教えて下さい。元の状態ってのは具体的にどういう事ですか？

えーとポンプ車２台、あー、２台あーあの、多段に、えー付けて、えー、２つのホースで送水

してたんですが、それの一体が起動できなかったということでもう１台の、えーっと、別ライ

ンの予備車でもってラインを切り替えてございます。ということで、えー、今までポンプ２台

の送水から現在１台のポンプの送水に切り替わりました。で、えー圧力については、１台、１

台の時は、だいたい０．９ですので、いま０．９に合わせているところという状況でございま

す。 

えー、今後も１台の送水で、えー行くことになるわけでしょうか？

えっとー、やろうと思えばいいんですが、流量がちょっと読めないポンプ車みたいなので、え、

流量がわからないと管理ができないと思いますので、えー、もう１台の予備車を、おー、飛ば

ない、あー、今起動がかからなかったというところに移し替えて、えー、前の２系列のタイラ

イン（「ライン」と言い直しているが、どちらか不明）ですね、復旧したらいいのかなぁと思

っているんですが。

すみません、どうもちょっとこんがらがっちゃってわからないんで、後であのー、ごく簡、申

し訳ないけど、あの、もう１回後で教えてもらえます？すみません。

はい。 

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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えー、１Ｆ発電班です。えー、９時の３号機のデータですが、今データを採りに向かいました

ので、もう少々お待ち下さい。以上です。

はい、わかりました。ありがとうございます。

えーっと吉田さん？ 

はい、吉田です。 

えーっとですね、こちらで決めた今日の行動予定について、えー・・今朝、確認したことから、

えー変更があります。先ほど申し上げたような事情を、えー踏まえての変更です。これについ

て今、あのー・・書いた物をデジカメで撮ってありますので、これをあのー、そちらに送りま

はい、お願い致します。 

それが届いたら、あのー、打ち合わせを始めたいと思います。

えっとオフサイトセンターの高津ですけれども、えーっと空いた時間でえー、ちょっと情報共

有を致します。えっとー、松下経産副大臣が、えー、Ｊヴィレッジのほうに、激励に向けてこ

のオフサイトセンターから自衛隊のヘリコプターで今、あー、向かっている最中です。１０時

４０分頃えー、Ｊエル、えー、Ｊヴィレッジに着く予定です。以上です。

はいありがとうございます。承知しました。えー今、あのー、小森常務はですね、小名浜のコ

ールセンターにいたんですが、えーＪヴィレッジに移動しているところです。

えー、福島第一の●●です。えっとー、物揚げ場の、おー、消防車の状況についてご報告致し

ます。えー、９時３８分にえー、再起動したんですが、えーっと、今まで使っていた、あー、

ポンプ車がですね、やはり起動できなかったということで予備車に切り替えました。で、えー、

予備車の圧力が０．７ということなんで、えーこれあのー、えー、今までの、おー

０．７なんですが、ま、ポンプの種類が変わったということで、えー、同じポンプの圧力０．

９に、ま、合わせるようにしてございます。ただし、流量計が付いてないんで、えー今確実に

どのぐらい入っているかというのがちょっとわからないんで、再度、えー、元の状態にですね、

えーこれから復帰させようということに試みたいと思います。以上です。

えーっとすみません、ちょっと教えて下さい。元の状態ってのは具体的にどういう事ですか？

えーとポンプ車２台、あー、２台あーあの、多段に、えー付けて、えー、２つのホースで送水

してたんですが、それの一体が起動できなかったということでもう１台の、えーっと、別ライ

ンの予備車でもってラインを切り替えてございます。ということで、えー、今までポンプ２台

の送水から現在１台のポンプの送水に切り替わりました。で、えー圧力については、１台、１

台の時は、だいたい０．９ですので、いま０．９に合わせているところという状況でございま

えー、今後も１台の送水で、えー行くことになるわけでしょうか？

えっとー、やろうと思えばいいんですが、流量がちょっと読めないポンプ車みたいなので、え、

流量がわからないと管理ができないと思いますので、えー、もう１台の予備車を、おー、飛ば

ない、あー、今起動がかからなかったというところに移し替えて、えー、前の２系列のタイラ

イン（「ライン」と言い直しているが、どちらか不明）ですね、復旧したらいいのかなぁと思

っているんですが。 

すみません、どうもちょっとこんがらがっちゃってわからないんで、後であのー、ごく簡、申

し訳ないけど、あの、もう１回後で教えてもらえます？すみません。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

えー、１Ｆ発電班です。えー、９時の３号機のデータですが、今データを採りに向かいました

ので、もう少々お待ち下さい。以上です。 

はい、わかりました。ありがとうございます。

えーっとですね、こちらで決めた今日の行動予定について、えー・・今朝、確認したことから、

えー変更があります。先ほど申し上げたような事情を、えー踏まえての変更です。これについ

て今、あのー・・書いた物をデジカメで撮ってありますので、これをあのー、そちらに送りま

それが届いたら、あのー、打ち合わせを始めたいと思います。

えっとオフサイトセンターの高津ですけれども、えーっと空いた時間でえー、ちょっと情報共

有を致します。えっとー、松下経産副大臣が、えー、Ｊヴィレッジのほうに、激励に向けてこ

のオフサイトセンターから自衛隊のヘリコプターで今、あー、向かっている最中です。１０時

４０分頃えー、Ｊエル、えー、Ｊヴィレッジに着く予定です。以上です。

はいありがとうございます。承知しました。えー今、あのー、小森常務はですね、小名浜のコ

ールセンターにいたんですが、えーＪヴィレッジに移動しているところです。

えー、福島第一の●●です。えっとー、物揚げ場の、おー、消防車の状況についてご報告致し

ます。えー、９時３８分にえー、再起動したんですが、えーっと、今まで使っていた、あー、

ポンプ車がですね、やはり起動できなかったということで予備車に切り替えました。で、えー、

予備車の圧力が０．７ということなんで、えーこれあのー、えー、今までの、おー

０．７なんですが、ま、ポンプの種類が変わったということで、えー、同じポンプの圧力０．

９に、ま、合わせるようにしてございます。ただし、流量計が付いてないんで、えー今確実に

どのぐらい入っているかというのがちょっとわからないんで、再度、えー、元の状態にですね、

えーこれから復帰させようということに試みたいと思います。以上です。

えーっとすみません、ちょっと教えて下さい。元の状態ってのは具体的にどういう事ですか？

えーとポンプ車２台、あー、２台あーあの、多段に、えー付けて、えー、２つのホースで送水

してたんですが、それの一体が起動できなかったということでもう１台の、えーっと、別ライ

ンの予備車でもってラインを切り替えてございます。ということで、えー、今までポンプ２台

の送水から現在１台のポンプの送水に切り替わりました。で、えー圧力については、１台、１

台の時は、だいたい０．９ですので、いま０．９に合わせているところという状況でございま

えー、今後も１台の送水で、えー行くことになるわけでしょうか？

えっとー、やろうと思えばいいんですが、流量がちょっと読めないポンプ車みたいなので、え、

流量がわからないと管理ができないと思いますので、えー、もう１台の予備車を、おー、飛ば

ない、あー、今起動がかからなかったというところに移し替えて、えー、前の２系列のタイラ

イン（「ライン」と言い直しているが、どちらか不明）ですね、復旧したらいいのかなぁと思

すみません、どうもちょっとこんがらがっちゃってわからないんで、後であのー、ごく簡、申

し訳ないけど、あの、もう１回後で教えてもらえます？すみません。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

えー、１Ｆ発電班です。えー、９時の３号機のデータですが、今データを採りに向かいました

 

はい、わかりました。ありがとうございます。 

えーっとですね、こちらで決めた今日の行動予定について、えー・・今朝、確認したことから、

えー変更があります。先ほど申し上げたような事情を、えー踏まえての変更です。これについ

て今、あのー・・書いた物をデジカメで撮ってありますので、これをあのー、そちらに送りま

それが届いたら、あのー、打ち合わせを始めたいと思います。

えっとオフサイトセンターの高津ですけれども、えーっと空いた時間でえー、ちょっと情報共

有を致します。えっとー、松下経産副大臣が、えー、Ｊヴィレッジのほうに、激励に向けてこ

のオフサイトセンターから自衛隊のヘリコプターで今、あー、向かっている最中です。１０時

４０分頃えー、Ｊエル、えー、Ｊヴィレッジに着く予定です。以上です。

はいありがとうございます。承知しました。えー今、あのー、小森常務はですね、小名浜のコ

ールセンターにいたんですが、えーＪヴィレッジに移動しているところです。

えー、福島第一の●●です。えっとー、物揚げ場の、おー、消防車の状況についてご報告致し

ます。えー、９時３８分にえー、再起動したんですが、えーっと、今まで使っていた、あー、

ポンプ車がですね、やはり起動できなかったということで予備車に切り替えました。で、えー、

予備車の圧力が０．７ということなんで、えーこれあのー、えー、今までの、おー

０．７なんですが、ま、ポンプの種類が変わったということで、えー、同じポンプの圧力０．

９に、ま、合わせるようにしてございます。ただし、流量計が付いてないんで、えー今確実に

どのぐらい入っているかというのがちょっとわからないんで、再度、えー、元の状態にですね、

えーこれから復帰させようということに試みたいと思います。以上です。

えーっとすみません、ちょっと教えて下さい。元の状態ってのは具体的にどういう事ですか？

えーとポンプ車２台、あー、２台あーあの、多段に、えー付けて、えー、２つのホースで送水

してたんですが、それの一体が起動できなかったということでもう１台の、えーっと、別ライ

ンの予備車でもってラインを切り替えてございます。ということで、えー、今までポンプ２台

の送水から現在１台のポンプの送水に切り替わりました。で、えー圧力については、１台、１

台の時は、だいたい０．９ですので、いま０．９に合わせているところという状況でございま

えー、今後も１台の送水で、えー行くことになるわけでしょうか？

えっとー、やろうと思えばいいんですが、流量がちょっと読めないポンプ車みたいなので、え、

流量がわからないと管理ができないと思いますので、えー、もう１台の予備車を、おー、飛ば

ない、あー、今起動がかからなかったというところに移し替えて、えー、前の２系列のタイラ

イン（「ライン」と言い直しているが、どちらか不明）ですね、復旧したらいいのかなぁと思

すみません、どうもちょっとこんがらがっちゃってわからないんで、後であのー、ごく簡、申

し訳ないけど、あの、もう１回後で教えてもらえます？すみません。
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3 月 20 日 （

 

情報班、本店からの何か入っ、入って来ないの？

ちょっと確認します。

まだね、情報班が送ろうとしているところ。

すいません、もうちょっとお待ち下さい。

はい。 

３号のプラントデータ今入ってきました。ちょっと落ち着いたみたいなので●●から報告しま

す。 

発電班からです。えー３号のプラントデータ９時５５分現在でえー、原子炉水位、原子炉圧力、

ドライウェル圧力、安定しています。気になっていたドライウェル圧力については４時３０分、

３４０ｋＰａ（

を継続します。以上です。

ありがとうございました。

えーっとあのー、データ、あ、写真で取った、あのー、画像を共用パソコン？共用なんだっけ？

えーなんとかフォルダに送ったというふうになってますので、えー確認して下さい。

はい、サイト技術班、確認して至急・・共有しましょう。

サイト保安班よりモニタリング結果についてご報告致します。１０時現在です。えー変化は見

られません。２７２６

については検出されてございません。以上です。

はい、了解。 

●●君 

先ほどの、えー、本店の情報班ですけれども、先ほどの情報を共有フォルダ、に共有ドライブ

の方に先ほどお送りしたそうです。確認をいただきたいと思います。

サイト技術班？ピックアップできたかどうかだけ確認して下さい。まずフォ、フォルダの中探

せた？ 

福一さん聞こえますか？福一さん聞こえますか？

はい、福島第一。

えー情報班●●ですけれども、先ほどお送りしたあの、データですが、共有ドライブのえー、

福一地震というやつに入れてあるそうですけど、開けたかどうかだけ確認いただけますでしょ

うか？ 

はい。サイト、サイト情報班？いま、本店からのあの、共通フォルダのやつピックアップでき

ました？まだ途中のようです。

本店情報班です。はい、●●にフォルダの場所をお伝えしております。

すみません、書画をお願いします。
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●●さん、書画の用意。ちゃんと開けられませんか、発電所？

開けられました。大丈夫です。

たった今開けられたとこのようです。あのー、フォルダをですね。

了解しました。

えーそれでは、あのー、えーと、開く、開くまでに、デー・・読めるようになるまでに時間が

かかるかもしれませんが、ちょっと全体的な、あー、状況の確認をしてそれから具体的にそれ

を見ながらの議論にしたいと思います。えー先ほど申し上げましたように、今現在４号への注

水と、んー、それから、これからは３号への注水、さらに３号機の原子炉状態の変化に伴って、

３号の格納容器のベントというこの３つの作業を同時並行して、えー行っていく必要がありま

す。これらを混乱しないようにするためにこれから情報共有をしていきたいと思っております。

それがこの、あの、ミーティングのえー、目的です。発電所よろしいですか？

はい。発電所了解です。

あのー、お手元に送ったあのー・・画像、見えるようになりましたですか？

あの、なんだ、書画で、書画で見ております。

書画でいい。 

いや、もう片づけた。ああ，かたづけちゃった。］

発電所いいですか？

はい。福島第一大丈夫ですよ。

どうですか、発電所は？

え、読めますよ。さっきから読んでますから。

なんだ待ってたんだ。返事を。

あ、読めましたと返事したんですが、すみませんでした。

ちょっとあのー、よく聞こえません。じゃあ始めます。えー、その図の、あの、内容を説明し

ます。これは海江田大臣が、自らお書きになったあのー、手書きの文書ですから皆さんもよく

見て下さい。えーっとですね、さっきも言いましたように、３つのミッションを同時に平行し

て行います。えー自衛隊は４号炉に向けての、４号の燃料プールに向けての第１回の、えー、

放水を先ほど終了して、９時４３分に終了して、撤収しました。で今後１２時までにはもう１

回行うことは不可能なので、えー、あの、１回給水に戻っていただくことになりました。そう

して、え、その間の時間を活用してケーブルについての現場調査を１１時。えー、１２時の予

定を１時間早めていただいて、あの、大変ご苦労ですが、１１時から１６時まででえー、お願

いしたいと思います。１８時まで、えー、合計６時間の予定を５時間に切り詰めるということ

で大変あのー、ご迷惑をおかけしますが全体工程を考えての措置なので是非ご理解をお願いし

たいと思います。で、その上で、１６時からまた自衛隊には放水を再開していただくというこ

とになっております。で、これはえー、自衛隊さんには、じゅう、１６時から明日の朝８時ま

でということなの

お願いしたいということを申し上げています。えー、自衛隊さんとしては大変難しいチャレン

ジだということですがお願いをしているところです。え、これが行われますと、１回８０ｔ入

るということなって５回行われますと、合計４００ｔ。歩留まりを考えても、えー、それなり

の量が入るので４号については、１日でだいたい５０、６０ｃｍ水位が下がると言われてます

ので、３，４日分は、あー、回復できるという期待を持ってます。従って４号については、こ

れで放水が終わるのでは

ー、あのー、電源復旧、本設の回復というまでは継続する必要があります。で一方、３号につ

いても昨日の、あのー、送水状況からすると、おー、まだ水が、えー、不足しているというふ
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あの、なんだ、書画で、書画で見ております。 

いや、もう片づけた。ああ，かたづけちゃった。］ 

え、読めますよ。さっきから読んでますから。 

あ、読めましたと返事したんですが、すみませんでした。 

ちょっとあのー、よく聞こえません。じゃあ始めます。えー、その図の、あの、内容を説明し

ます。これは海江田大臣が、自らお書きになったあのー、手書きの文書ですから皆さんもよく

見て下さい。えーっとですね、さっきも言いましたように、３つのミッションを同時に平行し

て行います。えー自衛隊は４号炉に向けての、４号の燃料プールに向けての第１回の、えー、

放水を先ほど終了して、９時４３分に終了して、撤収しました。で今後１２時までにはもう１

回行うことは不可能なので、えー、あの、１回給水に戻っていただくことになりました。そう

、その間の時間を活用してケーブルについての現場調査を１１時。えー、１２時の予

定を１時間早めていただいて、あの、大変ご苦労ですが、１１時から１６時まででえー、お願

いしたいと思います。１８時まで、えー、合計６時間の予定を５時間に切り詰めるということ

で大変あのー、ご迷惑をおかけしますが全体工程を考えての措置なので是非ご理解をお願いし

たいと思います。で、その上で、１６時からまた自衛隊には放水を再開していただくというこ

とになっております。で、これはえー、自衛隊さんには、じゅう、１６時から明日の朝８時ま

で、え、都合、１４時間ありますので、えー、できれば４回の放水を、えー、

お願いしたいということを申し上げています。えー、自衛隊さんとしては大変難しいチャレン

ジだということですがお願いをしているところです。え、これが行われますと、１回８０ｔ入

るということなって５回行われますと、合計４００ｔ。歩留まりを考えても、えー、それなり

の量が入るので４号については、１日でだいたい５０、６０ｃｍ水位が下がると言われてます

ので、３，４日分は、あー、回復できるという期待を持ってます。従って４号については、こ

なくて、えー、３，４日後にはまたもう１回行うといったことを、え

ー、あのー、電源復旧、本設の回復というまでは継続する必要があります。で一方、３号につ

いても昨日の、あのー、送水状況からすると、おー、まだ水が、えー、不足しているというふ
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うに考えられますのでこちらは、えー消防庁さんの方にもう一度同様の機材をもって、え、放

水をしていただく。これも同じ１６時からということを考えています。そのために昨日まで使

ったホースはそのままにして活用していただいて、えー、機材が新たに届けば、それを使って

放水をするということを３号につ

始を目途にしています。でえー、そうすると一方３号の原子炉、それから格納容器の状態から

すると、えー、遠からず格納容器のベント、その前に、えー、ほんとはサプレッションプール

のベントがあるわけですが、ま、これをしても、おー、必ずしも格納容器、ベントとして機能

するかどうかわかりませんので、えー・・ドライウェルベントまで考慮に入れているというこ

とです。そこ、そちらの方は現在、発電所で対応していただいているコンプレッサなどの状況

が、あー、進んでいれば１６時の自衛隊の

間、それから、あー、３号については消防による、うー、放水が安定して、人がいなくていい

時間帯、こうした時間帯の、おー、状況を見て格納容器ベントということの具体化をするとい

うふうに今考えているところです。えー、この、おー、計画について発電所でご意見があった

らお願いします。

基本的にこれで結構だと思います。

あ、すみません、発言をお願いします。あ、自衛隊の●●ですけどもが、よろしいでしょうか？

お願いします。

基本的にこれで結構だと思います。まず水を入れるということは重要なのでこれでお願いした

いと思います。

ちょっと・・、あ、自衛隊の●●さんからお話があります。

え、午後の消火作業でありますが、えー、１６００（ひとろくまるまる）ないし１７００（ひ

とななまるまる）頃から始めたいと思います。ただあのー、今まで、あのー、結構あのー、き

つくですね、消防車を使っている関係で整備も必要だということを部隊から少し意見がきてい

ます。よってさっき４回程度というお話があったんですが、そこはもう一度現状をよく確認さ

せて下さい。それが２回になるかわかりませんが、それで、もしそれで足らないようであれば、

また２１日以降ですね、給水をさらに続けると、そこまでその幅広いオプションで、えー、考

えて、えー、いて、い、いただければと思います。

わかりました。

よろしくお願いします。

えーあのー、水位の確保ということが重要ですから、え、自衛隊さんに大変何回も出動してい

ただくというのはご苦労おかけしますが、あー今のような、あの、オプションも状況の中で、

えー柔軟に対応したいと思います。え、発電所？ただ今のことよろしいでしょうか？

すみません、１点だけ現場から確認がありまして、あのー、消防、３号機について消防、消防

庁さん、消防庁さんの、東京消防さんの消防車がですね、アウトリガー出して今、あのー、が

っちりなっているんですよね、止まっている。これをちょっと今、うちの重機でいろいろやと

うとしているんですが、ガ、ガチガチなんだということで、ちょっと今うちの重機では動きづ

らい，というか動かない、そんな感じです。ここの１６時からのここの取替え、ここからの噴

水の事を考えればこれの取り替えが最優先になります。

はい、アウトリガーが、あ、収まらない？

ええ、アウトリガーが張っていて収まらないんで、結局もうただの置物になっちゃっているん

ですよ。車じゃなくて。

ああ・・そうすると、それをどけることができないとそれが頭越しというようなことになるん

ですか？ 

そうです。だからうつ場所がですね、あの、ずれちゃうんですよ、で、ずれちゃった、ずれち

ゃった場合にどれぐらい入るのかちょっと自信がないという状況です。
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え、アウトリガーを収めることについても・・おーまだ時間がありますので引き続き努力お願

いできればと思いますが、えーその状況をあのー、消防さんにもお伝えします。

本店さん、これが今の状況です。

発電所、あのー、この件はあのー・・今、申し上げた事で進めるということで・・よろしいで

すね？ 

はい、あの、努力しますが、うち重機で十分かわからない。

はい、わかりました。あのー、全体の。あ、消防さんからお話があります。

すいません。えーっと車の件なんですが、えっと先ほど、あのー、横にアウトリガーが張って

いるけれども地面に対してえー、ジャッキは浮いているという状況で車は引っ張れるという話

があったんですが、今の発言だと、完全にジャッキも地面に入っちゃってるってことですか？

はいあのー、その後の情報で、アウトリガーはかたっぽは地面についてしまっているという情

報がきています。

かたっぽ？ 

それじゃあ、あのー・・できれば、次の件、えー、共用プールについて、おー・・申し上げた

いと思います。えーこの件については●●さんからまずお願いします。

はい、まず全体的な考え方でありますけれども、共用プールもやはり同じように、あの、燃料

がいっぱい入っていて温度はまだ、あのー、５５℃ぐらいでしたっけ、であのー、そんなに高

くないですけれども、あのー、このまま放っておくと徐々に上がっていくということでありま

す。従って、これについては早く電源を復旧させて、それで、えっとー、エアフィンクーラで

部屋全体を冷ましてやるといった必要が、あ、部屋全体とプールを冷ましてやると必要があり

ますので、あのー、優先順位としては今までは後ろ側の優先順位でしたけれども、あの、前倒

しにしてあの、作業を進めるような方針を変更を致しました。でこれについては、工程表はあ

るんだっけ。どれだっけ。すいません、いま工程表を今出します。これにつきましてはあのー、

線量そのものも高くないということで、えっとー、え、ろ過水補給については継続して実施し

ておりますけれども、えー、外部電源の復旧作業ということで２１日、えっと明日ですね、１

日かけて行う。それから換気空調復旧についてはすでに、さ、昨日から着手しておりまして、

明日までかけてそれを行う。え、それからえっとー、これは念のための話ですけれども、え、

天井に穴開けと

不要になる可能性がある。それからえ、補機冷却系の復旧ということについてもえー、すでに

昨日から着手しておりまして、２４日までにすべて終了する予定になっております。こういう

ことで、あのー、共用プールも基本的には燃料が入っているということですから、優先して対

応するという方針にしております。

えー共用プールについては、使用済燃料の保管量が大変膨大でありますので、えー、この点、

えー、十分、えー、慎重に、いー・・安全の確保に、いー・・取り組むということで、今のよ

うなことを本店で考えて発電所に、えー、もお願いをしているところです。えーあのー、昨日、

確か、共用プールは、えー、上からあのー、１０・・通常の水位より１０から１５ｃｍ下のと

ころに、いー、水位が、あー、確保されてるということを、えー、発電所から報告を受けてお

りますけれども、この点については、えー昨日直接目視で確認していただいたということで、

え、特段、えー、施設の内部の状況に、えー大きな損傷等は見られなかったということも含め

て、えー、それであの、そういう認識でよろしいかどうか確認したいんですが、発電所いかが

でしょうか？ 

はい、福島第一です。えっとー、ご指摘の通り、えー、特段施設としての大きな損傷はないと

いう状況ですが、かなりやはり蒸気が立ち込めていたという関係で、えー、結露の水がポタポ

タと落ちているという状況で床面にも多少水がついていると状況であったと。それはスロッシ

ングの水かどうかはっきりしませんが、え、そんな状況だと

特に構造物に、えー、その、プールだとか建物、こういったものに、えー、損傷が見られてい

るということはないということですね？

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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え、アウトリガーを収めることについても・・おーまだ時間がありますので引き続き努力お願

いできればと思いますが、えーその状況をあのー、消防さんにもお伝えします。

本店さん、これが今の状況です。

発電所、あのー、この件はあのー・・今、申し上げた事で進めるということで・・よろしいで

はい、あの、努力しますが、うち重機で十分かわからない。

はい、わかりました。あのー、全体の。あ、消防さんからお話があります。

すいません。えーっと車の件なんですが、えっと先ほど、あのー、横にアウトリガーが張って

いるけれども地面に対してえー、ジャッキは浮いているという状況で車は引っ張れるという話

があったんですが、今の発言だと、完全にジャッキも地面に入っちゃってるってことですか？

はいあのー、その後の情報で、アウトリガーはかたっぽは地面についてしまっているという情

報がきています。 

それじゃあ、あのー・・できれば、次の件、えー、共用プールについて、おー・・申し上げた

いと思います。えーこの件については●●さんからまずお願いします。

はい、まず全体的な考え方でありますけれども、共用プールもやはり同じように、あの、燃料

がいっぱい入っていて温度はまだ、あのー、５５℃ぐらいでしたっけ、であのー、そんなに高

くないですけれども、あのー、このまま放っておくと徐々に上がっていくということでありま

す。従って、これについては早く電源を復旧させて、それで、えっとー、エアフィンクーラで

部屋全体を冷ましてやるといった必要が、あ、部屋全体とプールを冷ましてやると必要があり

ますので、あのー、優先順位としては今までは後ろ側の優先順位でしたけれども、あの、前倒

あの、作業を進めるような方針を変更を致しました。でこれについては、工程表はあ

るんだっけ。どれだっけ。すいません、いま工程表を今出します。これにつきましてはあのー、

線量そのものも高くないということで、えっとー、え、ろ過水補給については継続して実施し

ておりますけれども、えー、外部電源の復旧作業ということで２１日、えっと明日ですね、１

日かけて行う。それから換気空調復旧についてはすでに、さ、昨日から着手しておりまして、

明日までかけてそれを行う。え、それからえっとー、これは念のための話ですけれども、え、

天井に穴開けということは今検討しておりますけれども、あの、その他の工事の進捗によって

不要になる可能性がある。それからえ、補機冷却系の復旧ということについてもえー、すでに

昨日から着手しておりまして、２４日までにすべて終了する予定になっております。こういう

ことで、あのー、共用プールも基本的には燃料が入っているということですから、優先して対

応するという方針にしております。

えー共用プールについては、使用済燃料の保管量が大変膨大でありますので、えー、この点、

えー、十分、えー、慎重に、いー・・安全の確保に、いー・・取り組むということで、今のよ

うなことを本店で考えて発電所に、えー、もお願いをしているところです。えーあのー、昨日、

確か、共用プールは、えー、上からあのー、１０・・通常の水位より１０から１５ｃｍ下のと

ころに、いー、水位が、あー、確保されてるということを、えー、発電所から報告を受けてお

りますけれども、この点については、えー昨日直接目視で確認していただいたということで、

段、えー、施設の内部の状況に、えー大きな損傷等は見られなかったということも含め

て、えー、それであの、そういう認識でよろしいかどうか確認したいんですが、発電所いかが

 

はい、福島第一です。えっとー、ご指摘の通り、えー、特段施設としての大きな損傷はないと

いう状況ですが、かなりやはり蒸気が立ち込めていたという関係で、えー、結露の水がポタポ

タと落ちているという状況で床面にも多少水がついていると状況であったと。それはスロッシ

ングの水かどうかはっきりしませんが、え、そんな状況だと

特に構造物に、えー、その、プールだとか建物、こういったものに、えー、損傷が見られてい

るということはないということですね？
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発言内容

え、アウトリガーを収めることについても・・おーまだ時間がありますので引き続き努力お願

いできればと思いますが、えーその状況をあのー、消防さんにもお伝えします。

本店さん、これが今の状況です。 

発電所、あのー、この件はあのー・・今、申し上げた事で進めるということで・・よろしいで

はい、あの、努力しますが、うち重機で十分かわからない。

はい、わかりました。あのー、全体の。あ、消防さんからお話があります。

すいません。えーっと車の件なんですが、えっと先ほど、あのー、横にアウトリガーが張って

いるけれども地面に対してえー、ジャッキは浮いているという状況で車は引っ張れるという話

があったんですが、今の発言だと、完全にジャッキも地面に入っちゃってるってことですか？

はいあのー、その後の情報で、アウトリガーはかたっぽは地面についてしまっているという情

それじゃあ、あのー・・できれば、次の件、えー、共用プールについて、おー・・申し上げた

いと思います。えーこの件については●●さんからまずお願いします。

はい、まず全体的な考え方でありますけれども、共用プールもやはり同じように、あの、燃料

がいっぱい入っていて温度はまだ、あのー、５５℃ぐらいでしたっけ、であのー、そんなに高

くないですけれども、あのー、このまま放っておくと徐々に上がっていくということでありま

す。従って、これについては早く電源を復旧させて、それで、えっとー、エアフィンクーラで

部屋全体を冷ましてやるといった必要が、あ、部屋全体とプールを冷ましてやると必要があり

ますので、あのー、優先順位としては今までは後ろ側の優先順位でしたけれども、あの、前倒

あの、作業を進めるような方針を変更を致しました。でこれについては、工程表はあ

るんだっけ。どれだっけ。すいません、いま工程表を今出します。これにつきましてはあのー、

線量そのものも高くないということで、えっとー、え、ろ過水補給については継続して実施し

ておりますけれども、えー、外部電源の復旧作業ということで２１日、えっと明日ですね、１

日かけて行う。それから換気空調復旧についてはすでに、さ、昨日から着手しておりまして、

明日までかけてそれを行う。え、それからえっとー、これは念のための話ですけれども、え、

いうことは今検討しておりますけれども、あの、その他の工事の進捗によって

不要になる可能性がある。それからえ、補機冷却系の復旧ということについてもえー、すでに

昨日から着手しておりまして、２４日までにすべて終了する予定になっております。こういう

ことで、あのー、共用プールも基本的には燃料が入っているということですから、優先して対

応するという方針にしております。 

えー共用プールについては、使用済燃料の保管量が大変膨大でありますので、えー、この点、

えー、十分、えー、慎重に、いー・・安全の確保に、いー・・取り組むということで、今のよ

うなことを本店で考えて発電所に、えー、もお願いをしているところです。えーあのー、昨日、

確か、共用プールは、えー、上からあのー、１０・・通常の水位より１０から１５ｃｍ下のと

ころに、いー、水位が、あー、確保されてるということを、えー、発電所から報告を受けてお

りますけれども、この点については、えー昨日直接目視で確認していただいたということで、

段、えー、施設の内部の状況に、えー大きな損傷等は見られなかったということも含め

て、えー、それであの、そういう認識でよろしいかどうか確認したいんですが、発電所いかが

はい、福島第一です。えっとー、ご指摘の通り、えー、特段施設としての大きな損傷はないと

いう状況ですが、かなりやはり蒸気が立ち込めていたという関係で、えー、結露の水がポタポ

タと落ちているという状況で床面にも多少水がついていると状況であったと。それはスロッシ

ングの水かどうかはっきりしませんが、え、そんな状況だと

特に構造物に、えー、その、プールだとか建物、こういったものに、えー、損傷が見られてい

るということはないということですね？ 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

え、アウトリガーを収めることについても・・おーまだ時間がありますので引き続き努力お願

いできればと思いますが、えーその状況をあのー、消防さんにもお伝えします。

発電所、あのー、この件はあのー・・今、申し上げた事で進めるということで・・よろしいで

はい、あの、努力しますが、うち重機で十分かわからない。

はい、わかりました。あのー、全体の。あ、消防さんからお話があります。

すいません。えーっと車の件なんですが、えっと先ほど、あのー、横にアウトリガーが張って

いるけれども地面に対してえー、ジャッキは浮いているという状況で車は引っ張れるという話

があったんですが、今の発言だと、完全にジャッキも地面に入っちゃってるってことですか？

はいあのー、その後の情報で、アウトリガーはかたっぽは地面についてしまっているという情

それじゃあ、あのー・・できれば、次の件、えー、共用プールについて、おー・・申し上げた

いと思います。えーこの件については●●さんからまずお願いします。

はい、まず全体的な考え方でありますけれども、共用プールもやはり同じように、あの、燃料

がいっぱい入っていて温度はまだ、あのー、５５℃ぐらいでしたっけ、であのー、そんなに高

くないですけれども、あのー、このまま放っておくと徐々に上がっていくということでありま

す。従って、これについては早く電源を復旧させて、それで、えっとー、エアフィンクーラで

部屋全体を冷ましてやるといった必要が、あ、部屋全体とプールを冷ましてやると必要があり

ますので、あのー、優先順位としては今までは後ろ側の優先順位でしたけれども、あの、前倒

あの、作業を進めるような方針を変更を致しました。でこれについては、工程表はあ

るんだっけ。どれだっけ。すいません、いま工程表を今出します。これにつきましてはあのー、

線量そのものも高くないということで、えっとー、え、ろ過水補給については継続して実施し

ておりますけれども、えー、外部電源の復旧作業ということで２１日、えっと明日ですね、１

日かけて行う。それから換気空調復旧についてはすでに、さ、昨日から着手しておりまして、

明日までかけてそれを行う。え、それからえっとー、これは念のための話ですけれども、え、

いうことは今検討しておりますけれども、あの、その他の工事の進捗によって

不要になる可能性がある。それからえ、補機冷却系の復旧ということについてもえー、すでに

昨日から着手しておりまして、２４日までにすべて終了する予定になっております。こういう

ことで、あのー、共用プールも基本的には燃料が入っているということですから、優先して対

えー共用プールについては、使用済燃料の保管量が大変膨大でありますので、えー、この点、

えー、十分、えー、慎重に、いー・・安全の確保に、いー・・取り組むということで、今のよ

うなことを本店で考えて発電所に、えー、もお願いをしているところです。えーあのー、昨日、

確か、共用プールは、えー、上からあのー、１０・・通常の水位より１０から１５ｃｍ下のと

ころに、いー、水位が、あー、確保されてるということを、えー、発電所から報告を受けてお

りますけれども、この点については、えー昨日直接目視で確認していただいたということで、

段、えー、施設の内部の状況に、えー大きな損傷等は見られなかったということも含め

て、えー、それであの、そういう認識でよろしいかどうか確認したいんですが、発電所いかが

はい、福島第一です。えっとー、ご指摘の通り、えー、特段施設としての大きな損傷はないと

いう状況ですが、かなりやはり蒸気が立ち込めていたという関係で、えー、結露の水がポタポ

タと落ちているという状況で床面にも多少水がついていると状況であったと。それはスロッシ

ングの水かどうかはっきりしませんが、え、そんな状況だと

特に構造物に、えー、その、プールだとか建物、こういったものに、えー、損傷が見られてい
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え、アウトリガーを収めることについても・・おーまだ時間がありますので引き続き努力お願

いできればと思いますが、えーその状況をあのー、消防さんにもお伝えします。

発電所、あのー、この件はあのー・・今、申し上げた事で進めるということで・・よろしいで

はい、あの、努力しますが、うち重機で十分かわからない。 

はい、わかりました。あのー、全体の。あ、消防さんからお話があります。

すいません。えーっと車の件なんですが、えっと先ほど、あのー、横にアウトリガーが張って

いるけれども地面に対してえー、ジャッキは浮いているという状況で車は引っ張れるという話

があったんですが、今の発言だと、完全にジャッキも地面に入っちゃってるってことですか？

はいあのー、その後の情報で、アウトリガーはかたっぽは地面についてしまっているという情

それじゃあ、あのー・・できれば、次の件、えー、共用プールについて、おー・・申し上げた

いと思います。えーこの件については●●さんからまずお願いします。 

はい、まず全体的な考え方でありますけれども、共用プールもやはり同じように、あの、燃料

がいっぱい入っていて温度はまだ、あのー、５５℃ぐらいでしたっけ、であのー、そんなに高

くないですけれども、あのー、このまま放っておくと徐々に上がっていくということでありま

す。従って、これについては早く電源を復旧させて、それで、えっとー、エアフィンクーラで

部屋全体を冷ましてやるといった必要が、あ、部屋全体とプールを冷ましてやると必要があり

ますので、あのー、優先順位としては今までは後ろ側の優先順位でしたけれども、あの、前倒

あの、作業を進めるような方針を変更を致しました。でこれについては、工程表はあ

るんだっけ。どれだっけ。すいません、いま工程表を今出します。これにつきましてはあのー、

線量そのものも高くないということで、えっとー、え、ろ過水補給については継続して実施し

ておりますけれども、えー、外部電源の復旧作業ということで２１日、えっと明日ですね、１

日かけて行う。それから換気空調復旧についてはすでに、さ、昨日から着手しておりまして、

明日までかけてそれを行う。え、それからえっとー、これは念のための話ですけれども、え、

いうことは今検討しておりますけれども、あの、その他の工事の進捗によって

不要になる可能性がある。それからえ、補機冷却系の復旧ということについてもえー、すでに

昨日から着手しておりまして、２４日までにすべて終了する予定になっております。こういう

ことで、あのー、共用プールも基本的には燃料が入っているということですから、優先して対

えー共用プールについては、使用済燃料の保管量が大変膨大でありますので、えー、この点、

えー、十分、えー、慎重に、いー・・安全の確保に、いー・・取り組むということで、今のよ

うなことを本店で考えて発電所に、えー、もお願いをしているところです。えーあのー、昨日、

確か、共用プールは、えー、上からあのー、１０・・通常の水位より１０から１５ｃｍ下のと

ころに、いー、水位が、あー、確保されてるということを、えー、発電所から報告を受けてお

りますけれども、この点については、えー昨日直接目視で確認していただいたということで、

段、えー、施設の内部の状況に、えー大きな損傷等は見られなかったということも含め

て、えー、それであの、そういう認識でよろしいかどうか確認したいんですが、発電所いかが

はい、福島第一です。えっとー、ご指摘の通り、えー、特段施設としての大きな損傷はないと

いう状況ですが、かなりやはり蒸気が立ち込めていたという関係で、えー、結露の水がポタポ

タと落ちているという状況で床面にも多少水がついていると状況であったと。それはスロッシ

ングの水かどうかはっきりしませんが、え、そんな状況だということでございます。

特に構造物に、えー、その、プールだとか建物、こういったものに、えー、損傷が見られてい

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

え、アウトリガーを収めることについても・・おーまだ時間がありますので引き続き努力お願

いできればと思いますが、えーその状況をあのー、消防さんにもお伝えします。 

発電所、あのー、この件はあのー・・今、申し上げた事で進めるということで・・よろしいで

はい、わかりました。あのー、全体の。あ、消防さんからお話があります。 

すいません。えーっと車の件なんですが、えっと先ほど、あのー、横にアウトリガーが張って

いるけれども地面に対してえー、ジャッキは浮いているという状況で車は引っ張れるという話

があったんですが、今の発言だと、完全にジャッキも地面に入っちゃってるってことですか？

はいあのー、その後の情報で、アウトリガーはかたっぽは地面についてしまっているという情

それじゃあ、あのー・・できれば、次の件、えー、共用プールについて、おー・・申し上げた

はい、まず全体的な考え方でありますけれども、共用プールもやはり同じように、あの、燃料

がいっぱい入っていて温度はまだ、あのー、５５℃ぐらいでしたっけ、であのー、そんなに高

くないですけれども、あのー、このまま放っておくと徐々に上がっていくということでありま

す。従って、これについては早く電源を復旧させて、それで、えっとー、エアフィンクーラで

部屋全体を冷ましてやるといった必要が、あ、部屋全体とプールを冷ましてやると必要があり

ますので、あのー、優先順位としては今までは後ろ側の優先順位でしたけれども、あの、前倒

あの、作業を進めるような方針を変更を致しました。でこれについては、工程表はあ

るんだっけ。どれだっけ。すいません、いま工程表を今出します。これにつきましてはあのー、

線量そのものも高くないということで、えっとー、え、ろ過水補給については継続して実施し

ておりますけれども、えー、外部電源の復旧作業ということで２１日、えっと明日ですね、１

日かけて行う。それから換気空調復旧についてはすでに、さ、昨日から着手しておりまして、

明日までかけてそれを行う。え、それからえっとー、これは念のための話ですけれども、え、

いうことは今検討しておりますけれども、あの、その他の工事の進捗によって

不要になる可能性がある。それからえ、補機冷却系の復旧ということについてもえー、すでに

昨日から着手しておりまして、２４日までにすべて終了する予定になっております。こういう

ことで、あのー、共用プールも基本的には燃料が入っているということですから、優先して対

えー共用プールについては、使用済燃料の保管量が大変膨大でありますので、えー、この点、

えー、十分、えー、慎重に、いー・・安全の確保に、いー・・取り組むということで、今のよ

うなことを本店で考えて発電所に、えー、もお願いをしているところです。えーあのー、昨日、

確か、共用プールは、えー、上からあのー、１０・・通常の水位より１０から１５ｃｍ下のと

ころに、いー、水位が、あー、確保されてるということを、えー、発電所から報告を受けてお

りますけれども、この点については、えー昨日直接目視で確認していただいたということで、

段、えー、施設の内部の状況に、えー大きな損傷等は見られなかったということも含め

て、えー、それであの、そういう認識でよろしいかどうか確認したいんですが、発電所いかが

はい、福島第一です。えっとー、ご指摘の通り、えー、特段施設としての大きな損傷はないと

いう状況ですが、かなりやはり蒸気が立ち込めていたという関係で、えー、結露の水がポタポ

タと落ちているという状況で床面にも多少水がついていると状況であったと。それはスロッシ

いうことでございます。 

特に構造物に、えー、その、プールだとか建物、こういったものに、えー、損傷が見られてい
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て、えー、それであの、そういう認識でよろしいかどうか確認したいんですが、発電所いかが

はい、福島第一です。えっとー、ご指摘の通り、えー、特段施設としての大きな損傷はないと

いう状況ですが、かなりやはり蒸気が立ち込めていたという関係で、えー、結露の水がポタポ

タと落ちているという状況で床面にも多少水がついていると状況であったと。それはスロッシ
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はい、外観上の損傷は特段見られないということです。

はい。ありがとうございました。えー、それでは今の●●さんからの話の方針に基づいて、え

ー、今後進めたいと思いますのでよろしくお願いしいます。ではあのー、この件についての打

ち合わせはこれで一回ブレイクしますが、今後尚引き続き、えーっと、この後は、あー、消防

さん、自衛隊さんの、おー、放水が終わっておりますので、えー、今後、おー、自衛隊さんの

放水の再開、それから消防さんの３号に向けての、え、放水の準備等の状況について、えー、

密に連絡をしていきたいと思います。また３号の炉の方の状況についても、え、引き続きよろ

しくお願いします。

福島第一、了解致しました。

はい、了解です。］

えー、福島第一の●●です。えー先ほどの物揚げ場の注水系に関わる状況を、おー、ご説明致

します。えっとまず上半分は、あー、えー、従来の構成でございます。３号機につきましては、

№３という消防車と№４という消防車２台を使って圧力０．９で、えー、注入していました。

№３の流量があー、３８０Ｌ／

新しいデータでございます。ですから、次、えー、作業をやっていたときは、というか、№３

からあー、漏れていたということなんで、えー、№３の、張り替えをやったわけです。で、張

り替え終了後、えー、張り替えの最後、おー、繋ぎ込みだけですね、繋ぎ込みだけ消防車を停

止するわけですが、あーその時に、いー、流量は№４からは、あー、№４は落としてませんの

で半分程度は、あー、９時２０分から９時３８分の間にえー、入っていたと思われます。で、

えー、№３を止めてこれが起動できないということで、えー、予備に手配しておいた№５とい

う消防車があります。で№５、えー、を繋ぎ替えて起動しました。その結果、えー、起動後が

ですね、圧力０．７ということでありましたので０．９までえー、№４と№５を、おー、あわ

せまして、現在№４が４４０Ｌ／

５については、圧力計はあるんですが、あー、流量計がございませんということで、ＱＨカー

ブである程度推定はできるんですが、あー、そんなに大差ないかなとは考えてございます今チ

ェック中でございます。

これはあのー、前はタンデムだったのがパラになったということですか？

構成は、前と後も変わりません。

あ、そうですか。はい。

はい。 

すみません、今のに関連しまして、今、中操で、ＡＭ盤の注水量を確認致しました。えー、１

を指しておりましてこのポンプがトリップする前と後で、えー、流出率は変わってございませ

ん。 

一応、あのーおー、わずかであるけれども、原子炉の中に間違い無く水が入っている証拠だと

いうことですか？

その通りでございます。

えー、３号のかく、ドライウェルの圧力が、そのー、わずか下がったということは、あのー、

これはあの、別に・・えーなんか・・えー、状況が、えー、なん・・えー、改善されたとか、

あー・・いうこと、なの・・えー・・よりも、むしろ、おー、いろんなところからのリークも

あってこうなっているという可能性もあると思うので、えーあまり、あのー、これだけで、え

ー、なんかいい方向への変化があったというふうには、あのー、思わない方がいいんじゃない

かと思います。

あのーすみませんまったく、まったくおっし

ているというだけでございまして、ただホースが新品になってあのー、若干リークしていたも

のがなくなったという程度でございます。

はい、わかりました。今後のあのー、格納容器の圧力の変化もありますけれども、いずれにし

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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はい、外観上の損傷は特段見られないということです。

はい。ありがとうございました。えー、それでは今の●●さんからの話の方針に基づいて、え

ー、今後進めたいと思いますのでよろしくお願いしいます。ではあのー、この件についての打

ち合わせはこれで一回ブレイクしますが、今後尚引き続き、えーっと、この後は、あー、消防

さん、自衛隊さんの、おー、放水が終わっておりますので、えー、今後、おー、自衛隊さんの

放水の再開、それから消防さんの３号に向けての、え、放水の準備等の状況について、えー、

密に連絡をしていきたいと思います。また３号の炉の方の状況についても、え、引き続きよろ

いします。 

福島第一、了解致しました。 

はい、了解です。］ 

えー、福島第一の●●です。えー先ほどの物揚げ場の注水系に関わる状況を、おー、ご説明致

します。えっとまず上半分は、あー、えー、従来の構成でございます。３号機につきましては、

№３という消防車と№４という消防車２台を使って圧力０．９で、えー、注入していました。

№３の流量があー、３８０Ｌ／

新しいデータでございます。ですから、次、えー、作業をやっていたときは、というか、№３

からあー、漏れていたということなんで、えー、№３の、張り替えをやったわけです。で、張

り替え終了後、えー、張り替えの最後、おー、繋ぎ込みだけですね、繋ぎ込みだけ消防車を停

止するわけですが、あーその時に、いー、流量は№４からは、あー、№４は落としてませんの

で半分程度は、あー、９時２０分から９時３８分の間にえー、入っていたと思われます。で、

えー、№３を止めてこれが起動できないということで、えー、予備に手配しておいた№５とい

う消防車があります。で№５、えー、を繋ぎ替えて起動しました。その結果、えー、起動後が

ですね、圧力０．７ということでありましたので０．９までえー、№４と№５を、おー、あわ

、現在№４が４４０Ｌ／

５については、圧力計はあるんですが、あー、流量計がございませんということで、ＱＨカー

ブである程度推定はできるんですが、あー、そんなに大差ないかなとは考えてございます今チ

ェック中でございます。 

これはあのー、前はタンデムだったのがパラになったということですか？

構成は、前と後も変わりません。

あ、そうですか。はい。 

すみません、今のに関連しまして、今、中操で、ＡＭ盤の注水量を確認致しました。えー、１

を指しておりましてこのポンプがトリップする前と後で、えー、流出率は変わってございませ

一応、あのーおー、わずかであるけれども、原子炉の中に間違い無く水が入っている証拠だと

いうことですか？ 

その通りでございます。 

えー、３号のかく、ドライウェルの圧力が、そのー、わずか下がったということは、あのー、

これはあの、別に・・えーなんか・・えー、状況が、えー、なん・・えー、改善されたとか、

あー・・いうこと、なの・・えー・・よりも、むしろ、おー、いろんなところからのリークも

あってこうなっているという可能性もあると思うので、えーあまり、あのー、これだけで、え

ー、なんかいい方向への変化があったというふうには、あのー、思わない方がいいんじゃない

かと思います。 

あのーすみませんまったく、まったくおっし

ているというだけでございまして、ただホースが新品になってあのー、若干リークしていたも

のがなくなったという程度でございます。

はい、わかりました。今後のあのー、格納容器の圧力の変化もありますけれども、いずれにし
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はい、外観上の損傷は特段見られないということです。

はい。ありがとうございました。えー、それでは今の●●さんからの話の方針に基づいて、え

ー、今後進めたいと思いますのでよろしくお願いしいます。ではあのー、この件についての打

ち合わせはこれで一回ブレイクしますが、今後尚引き続き、えーっと、この後は、あー、消防

さん、自衛隊さんの、おー、放水が終わっておりますので、えー、今後、おー、自衛隊さんの
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密に連絡をしていきたいと思います。また３号の炉の方の状況についても、え、引き続きよろ

 

えー、福島第一の●●です。えー先ほどの物揚げ場の注水系に関わる状況を、おー、ご説明致

します。えっとまず上半分は、あー、えー、従来の構成でございます。３号機につきましては、

№３という消防車と№４という消防車２台を使って圧力０．９で、えー、注入していました。

№３の流量があー、３８０Ｌ／min、えー、№４の流量が４３０Ｌ／
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からあー、漏れていたということなんで、えー、№３の、張り替えをやったわけです。で、張

り替え終了後、えー、張り替えの最後、おー、繋ぎ込みだけですね、繋ぎ込みだけ消防車を停

止するわけですが、あーその時に、いー、流量は№４からは、あー、№４は落としてませんの

で半分程度は、あー、９時２０分から９時３８分の間にえー、入っていたと思われます。で、

えー、№３を止めてこれが起動できないということで、えー、予備に手配しておいた№５とい

う消防車があります。で№５、えー、を繋ぎ替えて起動しました。その結果、えー、起動後が

ですね、圧力０．７ということでありましたので０．９までえー、№４と№５を、おー、あわ
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５については、圧力計はあるんですが、あー、流量計がございませんということで、ＱＨカー

ブである程度推定はできるんですが、あー、そんなに大差ないかなとは考えてございます今チ

これはあのー、前はタンデムだったのがパラになったということですか？

構成は、前と後も変わりません。 

すみません、今のに関連しまして、今、中操で、ＡＭ盤の注水量を確認致しました。えー、１

を指しておりましてこのポンプがトリップする前と後で、えー、流出率は変わってございませ

一応、あのーおー、わずかであるけれども、原子炉の中に間違い無く水が入っている証拠だと

えー、３号のかく、ドライウェルの圧力が、そのー、わずか下がったということは、あのー、

これはあの、別に・・えーなんか・・えー、状況が、えー、なん・・えー、改善されたとか、

あー・・いうこと、なの・・えー・・よりも、むしろ、おー、いろんなところからのリークも

あってこうなっているという可能性もあると思うので、えーあまり、あのー、これだけで、え

ー、なんかいい方向への変化があったというふうには、あのー、思わない方がいいんじゃない

あのーすみませんまったく、まったくおっし

ているというだけでございまして、ただホースが新品になってあのー、若干リークしていたも

のがなくなったという程度でございます。 
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№３という消防車と№４という消防車２台を使って圧力０．９で、えー、注入していました。

、えー、№４の流量が４３０Ｌ／

新しいデータでございます。ですから、次、えー、作業をやっていたときは、というか、№３

からあー、漏れていたということなんで、えー、№３の、張り替えをやったわけです。で、張

り替え終了後、えー、張り替えの最後、おー、繋ぎ込みだけですね、繋ぎ込みだけ消防車を停

止するわけですが、あーその時に、いー、流量は№４からは、あー、№４は落としてませんの

で半分程度は、あー、９時２０分から９時３８分の間にえー、入っていたと思われます。で、
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う消防車があります。で№５、えー、を繋ぎ替えて起動しました。その結果、えー、起動後が

ですね、圧力０．７ということでありましたので０．９までえー、№４と№５を、おー、あわ

で、えー、注入されていると、おー、いうことです。№

５については、圧力計はあるんですが、あー、流量計がございませんということで、ＱＨカー

ブである程度推定はできるんですが、あー、そんなに大差ないかなとは考えてございます今チ

これはあのー、前はタンデムだったのがパラになったということですか？

すみません、今のに関連しまして、今、中操で、ＡＭ盤の注水量を確認致しました。えー、１

を指しておりましてこのポンプがトリップする前と後で、えー、流出率は変わってございませ
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ているというだけでございまして、ただホースが新品になってあのー、若干リークしていたも
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ろ、おー、今もうここまで圧力が３００ｋＰａ以上あるので、えー、準備が整ってタイミング

を考えてえー、ベントについて具体化するという方針は今はこのままにしておきたいと思いま

す。発電所はよろしいですか？

承知致しました。

はい。 

かなり、かなり大きい地震が福島、こちらに来ております。

はい、本店はまだきてません。

オフサイトセンターきてます。

今、来ました。

えーすいません、通報班からですけれども、今の地震えーと、地震の影響でですね、５，６の

方、もし１～４の方も人が中操に行ってる号機があれば状況を教えて下さいということですの

で、よろしく、各号機よろしくお願いします。

はい、もう一度ね、今の地震の影響について、各号機現場に行っている人から報告があれば迅

速にあげて下さい。

運転管理部から連絡します。１，２号、３，４号中操、今の時点では特に異常は出ていません。

それからラド中操の方も現時点では異常特にはありません。それから現場に行っている連中が

今現場の状況を確認中です。

本部了解。 

サイト保安班より連絡致します。モニターの指示値でございます。１０時３０分現在、変化は

みられません。２５９６

速ですが、ほくせ・・北東の風１．３ｍ／ｓです。

今の地震で津波の心配はないそうでーす。情報共有です。津波の心配はありませーん。

はい、了解。なんか、まぁそうだな。現場にも連絡して下さいね。

えっと総務班から一つお願いです。あの、この免震棟の出入口に関してなんですが、非常にで

すね、原子力のあの、防護上問題があってですね、防護というか、被ばく上の問題があります

ので、えー、プレハブを２つ建てる予定がございます。明日建てますので、今日中に免震棟の

入り口に一番近い車両達、具体的にいうと免震棟の壁にくっついている車両と、それから免震

棟からみて１列目の駐車場にある方、その車の移動をお願いしたいと思います。もし移動され

ない場合、こちらで強制的に撤去致します。車等に傷がついてもちょっと責任がなかなかあれ

なんで、先にその話をしておきます。これから会議毎にこの話をしていきますので必ず移動す

るようにお願い致します。以上です。

サイト保安班よりモニタリングの状況についてお知らせ致します。１０時４０分現在、えー、

γについては変化ございません。２５８９

れておりません。風向風速ですが、東風０．７ｍ／ｓでございます。

えーすみません、通報班からですけれども、あのー、先ほどお願いした１～６の方のプラント

のえー、先ほどの地震の確認はいかがでしょう？問題なしでよろしいですか？１～４､５，６号

のプラント状況、地震後の？

えっと発電班ですけど、異常は聞いておりません。

じゃ、取りあえず、現場は見れないんで、中操で見た限りは異常はないということでよろしい

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

  34 / 78 

ろ、おー、今もうここまで圧力が３００ｋＰａ以上あるので、えー、準備が整ってタイミング

を考えてえー、ベントについて具体化するという方針は今はこのままにしておきたいと思いま

す。発電所はよろしいですか？

承知致しました。 

かなり、かなり大きい地震が福島、こちらに来ております。

はい、本店はまだきてません。

オフサイトセンターきてます。

今、来ました。 

えーすいません、通報班からですけれども、今の地震えーと、地震の影響でですね、５，６の

方、もし１～４の方も人が中操に行ってる号機があれば状況を教えて下さいということですの

で、よろしく、各号機よろしくお願いします。

はい、もう一度ね、今の地震の影響について、各号機現場に行っている人から報告があれば迅

速にあげて下さい。 

運転管理部から連絡します。１，２号、３，４号中操、今の時点では特に異常は出ていません。

それからラド中操の方も現時点では異常特にはありません。それから現場に行っている連中が

今現場の状況を確認中です。 

サイト保安班より連絡致します。モニターの指示値でございます。１０時３０分現在、変化は

みられません。２５９６μＳｖ／ｈ、ニュートロンについては検出されておりません。風向風

速ですが、ほくせ・・北東の風１．３ｍ／ｓです。

今の地震で津波の心配はないそうでーす。情報共有です。津波の心配はありませーん。

はい、了解。なんか、まぁそうだな。現場にも連絡して下さいね。

えっと総務班から一つお願いです。あの、この免震棟の出入口に関してなんですが、非常にで

すね、原子力のあの、防護上問題があってですね、防護というか、被ばく上の問題があります
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ですか？ 

はい。 

そのように、あの、県の方へ説明しておきます。

えーっとかく、各班の皆さんあのーえっと、、自衛隊による、えー、消防、あ、消防じゃない

や、あのー、注水が終わりましたので、えー、作業開始は、えー、これで解除にしますのでよ

ろしくお願い致します。

了解しました。

本部、本部、本店本部、福島第一吉田です。

はい、お願い致します。

すみません、ちょっと私、かなり頭が、目まいがしてきましたので、ちょっと●●君に指揮権

を代わります。

はい、了解致しました。

えっと原子力安全保安院からあの、１点、情報の共有でございます。ま、すでに対応しており

ますので、あのー・・情報の共有だけでございますが、現在、あのー、保安院から２名Ｊヴィ

レッジに、えー、検査官を派遣しております。で、現地からのあの・・情報ですが、あー、放

水作業される方々に対する情報提供は必ずしも、あの、十分ではないということでございまし

た。１点は、えー、例えばあのー、現地の図面、あれはどこを狙うかといって点に対する情報、

事前の説明が十分なかったということでございます。それから、ろ、炉内、んー、炉内のパラ

メータ等の情報提供もありますが、意味がわからないということでございまして、えー、これ

につきましては、現在、現地で保安院の方で対応しておりますが、是非あの、東電本店の・・

方におかれましても情報班中心だと思いますけれども、きめ細やかなケアをお願い致します。

以上でございます。

本店本部よろしいですか？

はい、お願いします。

あのー、１１時のプラントデータを採取しましたので、発電班の方から報告致します。

はい、お願い致します。

はい、えっと１Ｆ発電班です。１Ｆ発電班です。３号のデータ１１時の採取が終わりました。

えー、原子炉水位、原子炉圧力、ドライウェル圧力、いずれも安定です。ドライウェル圧力に

ついては、えー、３１０ｋＰａ（

１つ、えー、原子炉への注水量ですが、えっと、ＡＭ盤（アクシデントマネジメント盤）で今

まで１立米／ｈ（立米

でこれあの、海から取っている消防のポンプの吐出流量は変わっておりませんので、えー、指

示値がおかしいのかもう少しトレンドを見ます。以上です。

はい、了解致しました。

２号の注水量、２号、いや３号か、３号の注水量。１立米だったのが急に４０立米になったと。

これでもまぁ、まともに入るようになったんじゃないかって気もするけどな。今まで入ってな

かったんじゃないかな。だから蒸発して圧力が上がって来てたんじゃないかな。たぶん。注水

量が少なくて、蒸発して圧が上がったっていうことだと思うんだけどな。］

復旧班●●です。えー、コンプレッサの作業は順調に進んでいるものと考えますが、今、あの

ーえー、タービンＧの２名が現場の方へトランシーバを持って向かっております。え、状況が

分かり次第、ご連絡を致したいと思います。
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本部、本部、本店本部、福島第一吉田です。

はい、お願い致します。 

すみません、ちょっと私、かなり頭が、目まいがしてきましたので、ちょっと●●君に指揮権

を代わります。 

はい、了解致しました。 

えっと原子力安全保安院からあの、１点、情報の共有でございます。ま、すでに対応しており

ますので、あのー・・情報の共有だけでございますが、現在、あのー、保安院から２名Ｊヴィ

レッジに、えー、検査官を派遣しております。で、現地からのあの・・情報ですが、あー、放

水作業される方々に対する情報提供は必ずしも、あの、十分ではないということでございまし

た。１点は、えー、例えばあのー、現地の図面、あれはどこを狙うかといって点に対する情報、

事前の説明が十分なかったということでございます。それから、ろ、炉内、んー、炉内のパラ

等の情報提供もありますが、意味がわからないということでございまして、えー、これ

につきましては、現在、現地で保安院の方で対応しておりますが、是非あの、東電本店の・・

方におかれましても情報班中心だと思いますけれども、きめ細やかなケアをお願い致します。

以上でございます。 

本店本部よろしいですか？ 

はい、お願いします。 

あのー、１１時のプラントデータを採取しましたので、発電班の方から報告致します。

はい、お願い致します。 

はい、えっと１Ｆ発電班です。１Ｆ発電班です。３号のデータ１１時の採取が終わりました。

えー、原子炉水位、原子炉圧力、ドライウェル圧力、いずれも安定です。ドライウェル圧力に

ついては、えー、３１０ｋＰａ（

１つ、えー、原子炉への注水量ですが、えっと、ＡＭ盤（アクシデントマネジメント盤）で今

まで１立米／ｈ（立米:ｍ3）を指していたんですが、急に４０立米／ｈに上がっております。

でこれあの、海から取っている消防のポンプの吐出流量は変わっておりませんので、えー、指

示値がおかしいのかもう少しトレンドを見ます。以上です。

はい、了解致しました。 

２号の注水量、２号、いや３号か、３号の注水量。１立米だったのが急に４０立米になったと。

これでもまぁ、まともに入るようになったんじゃないかって気もするけどな。今まで入ってな

かったんじゃないかな。だから蒸発して圧力が上がって来てたんじゃないかな。たぶん。注水

量が少なくて、蒸発して圧が上がったっていうことだと思うんだけどな。］

復旧班●●です。えー、コンプレッサの作業は順調に進んでいるものと考えますが、今、あの

ーえー、タービンＧの２名が現場の方へトランシーバを持って向かっております。え、状況が

分かり次第、ご連絡を致したいと思います。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

そのように、あの、県の方へ説明しておきます。

えーっとかく、各班の皆さんあのーえっと、、自衛隊による、えー、消防、あ、消防じゃない

や、あのー、注水が終わりましたので、えー、作業開始は、えー、これで解除にしますのでよ

本部、本部、本店本部、福島第一吉田です。

すみません、ちょっと私、かなり頭が、目まいがしてきましたので、ちょっと●●君に指揮権
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レッジに、えー、検査官を派遣しております。で、現地からのあの・・情報ですが、あー、放

水作業される方々に対する情報提供は必ずしも、あの、十分ではないということでございまし

た。１点は、えー、例えばあのー、現地の図面、あれはどこを狙うかといって点に対する情報、

事前の説明が十分なかったということでございます。それから、ろ、炉内、んー、炉内のパラ

等の情報提供もありますが、意味がわからないということでございまして、えー、これ

につきましては、現在、現地で保安院の方で対応しておりますが、是非あの、東電本店の・・

方におかれましても情報班中心だと思いますけれども、きめ細やかなケアをお願い致します。

 

あのー、１１時のプラントデータを採取しましたので、発電班の方から報告致します。

はい、えっと１Ｆ発電班です。１Ｆ発電班です。３号のデータ１１時の採取が終わりました。

えー、原子炉水位、原子炉圧力、ドライウェル圧力、いずれも安定です。ドライウェル圧力に

ついては、えー、３１０ｋＰａ（abs）まで若干下がっておりますが、安定した状態です。えー、

１つ、えー、原子炉への注水量ですが、えっと、ＡＭ盤（アクシデントマネジメント盤）で今

）を指していたんですが、急に４０立米／ｈに上がっております。

でこれあの、海から取っている消防のポンプの吐出流量は変わっておりませんので、えー、指

示値がおかしいのかもう少しトレンドを見ます。以上です。
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かったんじゃないかな。だから蒸発して圧力が上がって来てたんじゃないかな。たぶん。注水

量が少なくて、蒸発して圧が上がったっていうことだと思うんだけどな。］

復旧班●●です。えー、コンプレッサの作業は順調に進んでいるものと考えますが、今、あの

ーえー、タービンＧの２名が現場の方へトランシーバを持って向かっております。え、状況が

分かり次第、ご連絡を致したいと思います。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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そのように、あの、県の方へ説明しておきます。 

えーっとかく、各班の皆さんあのーえっと、、自衛隊による、えー、消防、あ、消防じゃない

や、あのー、注水が終わりましたので、えー、作業開始は、えー、これで解除にしますのでよ

本部、本部、本店本部、福島第一吉田です。 
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レッジに、えー、検査官を派遣しております。で、現地からのあの・・情報ですが、あー、放

水作業される方々に対する情報提供は必ずしも、あの、十分ではないということでございまし

た。１点は、えー、例えばあのー、現地の図面、あれはどこを狙うかといって点に対する情報、

事前の説明が十分なかったということでございます。それから、ろ、炉内、んー、炉内のパラ

等の情報提供もありますが、意味がわからないということでございまして、えー、これ

につきましては、現在、現地で保安院の方で対応しておりますが、是非あの、東電本店の・・

方におかれましても情報班中心だと思いますけれども、きめ細やかなケアをお願い致します。

あのー、１１時のプラントデータを採取しましたので、発電班の方から報告致します。

はい、えっと１Ｆ発電班です。１Ｆ発電班です。３号のデータ１１時の採取が終わりました。

えー、原子炉水位、原子炉圧力、ドライウェル圧力、いずれも安定です。ドライウェル圧力に

）まで若干下がっておりますが、安定した状態です。えー、

１つ、えー、原子炉への注水量ですが、えっと、ＡＭ盤（アクシデントマネジメント盤）で今

）を指していたんですが、急に４０立米／ｈに上がっております。

でこれあの、海から取っている消防のポンプの吐出流量は変わっておりませんので、えー、指

示値がおかしいのかもう少しトレンドを見ます。以上です。

２号の注水量、２号、いや３号か、３号の注水量。１立米だったのが急に４０立米になったと。

これでもまぁ、まともに入るようになったんじゃないかって気もするけどな。今まで入ってな

かったんじゃないかな。だから蒸発して圧力が上がって来てたんじゃないかな。たぶん。注水

量が少なくて、蒸発して圧が上がったっていうことだと思うんだけどな。］

復旧班●●です。えー、コンプレッサの作業は順調に進んでいるものと考えますが、今、あの

ーえー、タービンＧの２名が現場の方へトランシーバを持って向かっております。え、状況が

分かり次第、ご連絡を致したいと思います。 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

えーっとかく、各班の皆さんあのーえっと、、自衛隊による、えー、消防、あ、消防じゃない

や、あのー、注水が終わりましたので、えー、作業開始は、えー、これで解除にしますのでよ

すみません、ちょっと私、かなり頭が、目まいがしてきましたので、ちょっと●●君に指揮権

えっと原子力安全保安院からあの、１点、情報の共有でございます。ま、すでに対応しており

ますので、あのー・・情報の共有だけでございますが、現在、あのー、保安院から２名Ｊヴィ

レッジに、えー、検査官を派遣しております。で、現地からのあの・・情報ですが、あー、放

水作業される方々に対する情報提供は必ずしも、あの、十分ではないということでございまし

た。１点は、えー、例えばあのー、現地の図面、あれはどこを狙うかといって点に対する情報、

事前の説明が十分なかったということでございます。それから、ろ、炉内、んー、炉内のパラ

等の情報提供もありますが、意味がわからないということでございまして、えー、これ

につきましては、現在、現地で保安院の方で対応しておりますが、是非あの、東電本店の・・

方におかれましても情報班中心だと思いますけれども、きめ細やかなケアをお願い致します。

あのー、１１時のプラントデータを採取しましたので、発電班の方から報告致します。

はい、えっと１Ｆ発電班です。１Ｆ発電班です。３号のデータ１１時の採取が終わりました。

えー、原子炉水位、原子炉圧力、ドライウェル圧力、いずれも安定です。ドライウェル圧力に

）まで若干下がっておりますが、安定した状態です。えー、

１つ、えー、原子炉への注水量ですが、えっと、ＡＭ盤（アクシデントマネジメント盤）で今

）を指していたんですが、急に４０立米／ｈに上がっております。

でこれあの、海から取っている消防のポンプの吐出流量は変わっておりませんので、えー、指

示値がおかしいのかもう少しトレンドを見ます。以上です。 

２号の注水量、２号、いや３号か、３号の注水量。１立米だったのが急に４０立米になったと。

これでもまぁ、まともに入るようになったんじゃないかって気もするけどな。今まで入ってな

かったんじゃないかな。だから蒸発して圧力が上がって来てたんじゃないかな。たぶん。注水

量が少なくて、蒸発して圧が上がったっていうことだと思うんだけどな。］

復旧班●●です。えー、コンプレッサの作業は順調に進んでいるものと考えますが、今、あの

ーえー、タービンＧの２名が現場の方へトランシーバを持って向かっております。え、状況が

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

えーっとかく、各班の皆さんあのーえっと、、自衛隊による、えー、消防、あ、消防じゃない

や、あのー、注水が終わりましたので、えー、作業開始は、えー、これで解除にしますのでよ

すみません、ちょっと私、かなり頭が、目まいがしてきましたので、ちょっと●●君に指揮権

えっと原子力安全保安院からあの、１点、情報の共有でございます。ま、すでに対応しており

ますので、あのー・・情報の共有だけでございますが、現在、あのー、保安院から２名Ｊヴィ

レッジに、えー、検査官を派遣しております。で、現地からのあの・・情報ですが、あー、放

水作業される方々に対する情報提供は必ずしも、あの、十分ではないということでございまし

た。１点は、えー、例えばあのー、現地の図面、あれはどこを狙うかといって点に対する情報、

事前の説明が十分なかったということでございます。それから、ろ、炉内、んー、炉内のパラ

等の情報提供もありますが、意味がわからないということでございまして、えー、これ

につきましては、現在、現地で保安院の方で対応しておりますが、是非あの、東電本店の・・

方におかれましても情報班中心だと思いますけれども、きめ細やかなケアをお願い致します。

あのー、１１時のプラントデータを採取しましたので、発電班の方から報告致します。 

はい、えっと１Ｆ発電班です。１Ｆ発電班です。３号のデータ１１時の採取が終わりました。

えー、原子炉水位、原子炉圧力、ドライウェル圧力、いずれも安定です。ドライウェル圧力に

）まで若干下がっておりますが、安定した状態です。えー、

１つ、えー、原子炉への注水量ですが、えっと、ＡＭ盤（アクシデントマネジメント盤）で今

）を指していたんですが、急に４０立米／ｈに上がっております。

でこれあの、海から取っている消防のポンプの吐出流量は変わっておりませんので、えー、指

２号の注水量、２号、いや３号か、３号の注水量。１立米だったのが急に４０立米になったと。

これでもまぁ、まともに入るようになったんじゃないかって気もするけどな。今まで入ってな

かったんじゃないかな。だから蒸発して圧力が上がって来てたんじゃないかな。たぶん。注水
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えーっとかく、各班の皆さんあのーえっと、、自衛隊による、えー、消防、あ、消防じゃない

や、あのー、注水が終わりましたので、えー、作業開始は、えー、これで解除にしますのでよ

すみません、ちょっと私、かなり頭が、目まいがしてきましたので、ちょっと●●君に指揮権

えっと原子力安全保安院からあの、１点、情報の共有でございます。ま、すでに対応しており

ますので、あのー・・情報の共有だけでございますが、現在、あのー、保安院から２名Ｊヴィ

レッジに、えー、検査官を派遣しております。で、現地からのあの・・情報ですが、あー、放

水作業される方々に対する情報提供は必ずしも、あの、十分ではないということでございまし

た。１点は、えー、例えばあのー、現地の図面、あれはどこを狙うかといって点に対する情報、

事前の説明が十分なかったということでございます。それから、ろ、炉内、んー、炉内のパラ
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方におかれましても情報班中心だと思いますけれども、きめ細やかなケアをお願い致します。

 

はい、えっと１Ｆ発電班です。１Ｆ発電班です。３号のデータ１１時の採取が終わりました。

えー、原子炉水位、原子炉圧力、ドライウェル圧力、いずれも安定です。ドライウェル圧力に

）まで若干下がっておりますが、安定した状態です。えー、

１つ、えー、原子炉への注水量ですが、えっと、ＡＭ盤（アクシデントマネジメント盤）で今

）を指していたんですが、急に４０立米／ｈに上がっております。

でこれあの、海から取っている消防のポンプの吐出流量は変わっておりませんので、えー、指

２号の注水量、２号、いや３号か、３号の注水量。１立米だったのが急に４０立米になったと。

これでもまぁ、まともに入るようになったんじゃないかって気もするけどな。今まで入ってな

かったんじゃないかな。だから蒸発して圧力が上がって来てたんじゃないかな。たぶん。注水
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3 月 20 日 （

 

サイト保安班より、えー、モニターのデータについてお知らせ致します。えー、１１時現在、

えー、γについては変化ございません。２５７９

いては検出ございません。風向ですが、東北東の風１．４ｍでございます。

了解しました。

あのー、先ほど炉水の注入量が、えーと一時的にというか、１立米から４０立米に変わったと

いう報告がありましたが、その後、えっと、再び１立米に戻っています。さらに申し上げると、

あのーえっと、ＲＰＶ周りの温度もですね、えっと、前回の測定とほとんど変化ありませんの

で注入量としてはおそらく、あの、前回並の量しか注入されていないというふうに推定されま

す。 

はい、本店わかりました。

えーすいません、１Ｆ通報班です。至急、あのー各号機、えっと発電班さんと復旧班で確認い

ただきたいのですが、えっと県の方に入った情報で先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度

倒れたという情報が入ったということが、あの、県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。

えー至急現場の方確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。えーっと発電班さんと

復旧班さんにお願いです。県の方えーに先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度倒れたとい

う情報が入ったというのが。

どこの？（上記●●の発話と重なり

県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。

えーわかりました。何、何号機とか、そういうのを言ってもらえないと絞れないんだけど。

それは分からないので。

どこから入ったの？そういう情報が。

サイトからです。

いや、だから、福島県に聞いてよ。

えーわかりました、そこは聞きますけど、真偽のほど確認して下さい。あのー、ヤードでの報

告が有るかどうか。

だから、うん、そこ聞いてもらえれば行くから。

●●さん分かるけどさ、今、人もいないしさ、すごくそのー、色々な作業するのにマンパワー

とってしまうと大変なので、確度のある情報をもって具体的にどこの何だというとこまで確認

をしてもらえると有難い。

じゃ、まー県に入っている情報、はい、確認します。

お願いします。

ここ一歩出ればもう線量なんだから、お願いしますよ！

そうやってさ、お互い責め合わないの、それ。

本店さん聞こえますか？

はい、聞こえます。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

  36 / 78 

サイト保安班より、えー、モニターのデータについてお知らせ致します。えー、１１時現在、

については変化ございません。２５７９

いては検出ございません。風向ですが、東北東の風１．４ｍでございます。

了解しました。 

あのー、先ほど炉水の注入量が、えーと一時的にというか、１立米から４０立米に変わったと

いう報告がありましたが、その後、えっと、再び１立米に戻っています。さらに申し上げると、

あのーえっと、ＲＰＶ周りの温度もですね、えっと、前回の測定とほとんど変化ありませんの

で注入量としてはおそらく、あの、前回並の量しか注入されていないというふうに推定されま

はい、本店わかりました。 

えーすいません、１Ｆ通報班です。至急、あのー各号機、えっと発電班さんと復旧班で確認い

ただきたいのですが、えっと県の方に入った情報で先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度

倒れたという情報が入ったということが、あの、県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。

えー至急現場の方確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。えーっと発電班さんと

復旧班さんにお願いです。県の方えーに先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度倒れたとい

う情報が入ったというのが。 

どこの？（上記●●の発話と重なり

県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。

えーわかりました。何、何号機とか、そういうのを言ってもらえないと絞れないんだけど。

それは分からないので。 

どこから入ったの？そういう情報が。

サイトからです。 

いや、だから、福島県に聞いてよ。

えーわかりました、そこは聞きますけど、真偽のほど確認して下さい。あのー、ヤードでの報

告が有るかどうか。 

だから、うん、そこ聞いてもらえれば行くから。

●●さん分かるけどさ、今、人もいないしさ、すごくそのー、色々な作業するのにマンパワー

とってしまうと大変なので、確度のある情報をもって具体的にどこの何だというとこまで確認

をしてもらえると有難い。 

じゃ、まー県に入っている情報、はい、確認します。

お願いします。 

ここ一歩出ればもう線量なんだから、お願いしますよ！

そうやってさ、お互い責め合わないの、それ。

本店さん聞こえますか？ 

はい、聞こえます。 
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発言内容

サイト保安班より、えー、モニターのデータについてお知らせ致します。えー、１１時現在、

については変化ございません。２５７９

いては検出ございません。風向ですが、東北東の風１．４ｍでございます。

あのー、先ほど炉水の注入量が、えーと一時的にというか、１立米から４０立米に変わったと

いう報告がありましたが、その後、えっと、再び１立米に戻っています。さらに申し上げると、

あのーえっと、ＲＰＶ周りの温度もですね、えっと、前回の測定とほとんど変化ありませんの

で注入量としてはおそらく、あの、前回並の量しか注入されていないというふうに推定されま

 

えーすいません、１Ｆ通報班です。至急、あのー各号機、えっと発電班さんと復旧班で確認い

ただきたいのですが、えっと県の方に入った情報で先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度

倒れたという情報が入ったということが、あの、県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。

えー至急現場の方確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。えーっと発電班さんと

復旧班さんにお願いです。県の方えーに先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度倒れたとい

 

どこの？（上記●●の発話と重なり） 

県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。

えーわかりました。何、何号機とか、そういうのを言ってもらえないと絞れないんだけど。

どこから入ったの？そういう情報が。 

いや、だから、福島県に聞いてよ。 

えーわかりました、そこは聞きますけど、真偽のほど確認して下さい。あのー、ヤードでの報

だから、うん、そこ聞いてもらえれば行くから。

●●さん分かるけどさ、今、人もいないしさ、すごくそのー、色々な作業するのにマンパワー

とってしまうと大変なので、確度のある情報をもって具体的にどこの何だというとこまで確認

 

じゃ、まー県に入っている情報、はい、確認します。

ここ一歩出ればもう線量なんだから、お願いしますよ！

そうやってさ、お互い責め合わないの、それ。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

サイト保安班より、えー、モニターのデータについてお知らせ致します。えー、１１時現在、

については変化ございません。２５７９μＳｖ／ｈでございます。ニュートロンにつ

いては検出ございません。風向ですが、東北東の風１．４ｍでございます。

あのー、先ほど炉水の注入量が、えーと一時的にというか、１立米から４０立米に変わったと

いう報告がありましたが、その後、えっと、再び１立米に戻っています。さらに申し上げると、

あのーえっと、ＲＰＶ周りの温度もですね、えっと、前回の測定とほとんど変化ありませんの

で注入量としてはおそらく、あの、前回並の量しか注入されていないというふうに推定されま

えーすいません、１Ｆ通報班です。至急、あのー各号機、えっと発電班さんと復旧班で確認い

ただきたいのですが、えっと県の方に入った情報で先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度

倒れたという情報が入ったということが、あの、県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。

えー至急現場の方確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。えーっと発電班さんと

復旧班さんにお願いです。県の方えーに先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度倒れたとい

県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。 

えーわかりました。何、何号機とか、そういうのを言ってもらえないと絞れないんだけど。

えーわかりました、そこは聞きますけど、真偽のほど確認して下さい。あのー、ヤードでの報

だから、うん、そこ聞いてもらえれば行くから。 

●●さん分かるけどさ、今、人もいないしさ、すごくそのー、色々な作業するのにマンパワー

とってしまうと大変なので、確度のある情報をもって具体的にどこの何だというとこまで確認

じゃ、まー県に入っている情報、はい、確認します。 

ここ一歩出ればもう線量なんだから、お願いしますよ！ 

そうやってさ、お互い責め合わないの、それ。 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

サイト保安班より、えー、モニターのデータについてお知らせ致します。えー、１１時現在、

Ｓｖ／ｈでございます。ニュートロンにつ

いては検出ございません。風向ですが、東北東の風１．４ｍでございます。

あのー、先ほど炉水の注入量が、えーと一時的にというか、１立米から４０立米に変わったと

いう報告がありましたが、その後、えっと、再び１立米に戻っています。さらに申し上げると、

あのーえっと、ＲＰＶ周りの温度もですね、えっと、前回の測定とほとんど変化ありませんの

で注入量としてはおそらく、あの、前回並の量しか注入されていないというふうに推定されま

えーすいません、１Ｆ通報班です。至急、あのー各号機、えっと発電班さんと復旧班で確認い

ただきたいのですが、えっと県の方に入った情報で先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度

倒れたという情報が入ったということが、あの、県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。

えー至急現場の方確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。えーっと発電班さんと

復旧班さんにお願いです。県の方えーに先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度倒れたとい

えーわかりました。何、何号機とか、そういうのを言ってもらえないと絞れないんだけど。

えーわかりました、そこは聞きますけど、真偽のほど確認して下さい。あのー、ヤードでの報

●●さん分かるけどさ、今、人もいないしさ、すごくそのー、色々な作業するのにマンパワー

とってしまうと大変なので、確度のある情報をもって具体的にどこの何だというとこまで確認

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

サイト保安班より、えー、モニターのデータについてお知らせ致します。えー、１１時現在、

Ｓｖ／ｈでございます。ニュートロンにつ

いては検出ございません。風向ですが、東北東の風１．４ｍでございます。 

あのー、先ほど炉水の注入量が、えーと一時的にというか、１立米から４０立米に変わったと

いう報告がありましたが、その後、えっと、再び１立米に戻っています。さらに申し上げると、

あのーえっと、ＲＰＶ周りの温度もですね、えっと、前回の測定とほとんど変化ありませんの

で注入量としてはおそらく、あの、前回並の量しか注入されていないというふうに推定されま

えーすいません、１Ｆ通報班です。至急、あのー各号機、えっと発電班さんと復旧班で確認い

ただきたいのですが、えっと県の方に入った情報で先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度

倒れたという情報が入ったということが、あの、県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。

えー至急現場の方確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。えーっと発電班さんと

復旧班さんにお願いです。県の方えーに先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度倒れたとい

えーわかりました。何、何号機とか、そういうのを言ってもらえないと絞れないんだけど。

えーわかりました、そこは聞きますけど、真偽のほど確認して下さい。あのー、ヤードでの報

●●さん分かるけどさ、今、人もいないしさ、すごくそのー、色々な作業するのにマンパワー

とってしまうと大変なので、確度のある情報をもって具体的にどこの何だというとこまで確認

） 

 

サイト保安班より、えー、モニターのデータについてお知らせ致します。えー、１１時現在、

Ｓｖ／ｈでございます。ニュートロンにつ

あのー、先ほど炉水の注入量が、えーと一時的にというか、１立米から４０立米に変わったと

いう報告がありましたが、その後、えっと、再び１立米に戻っています。さらに申し上げると、

あのーえっと、ＲＰＶ周りの温度もですね、えっと、前回の測定とほとんど変化ありませんの

で注入量としてはおそらく、あの、前回並の量しか注入されていないというふうに推定されま

えーすいません、１Ｆ通報班です。至急、あのー各号機、えっと発電班さんと復旧班で確認い

ただきたいのですが、えっと県の方に入った情報で先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度

倒れたという情報が入ったということが、あの、県の方から逆にこちらに問い合わせ来てます。

えー至急現場の方確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。えーっと発電班さんと

復旧班さんにお願いです。県の方えーに先程の地震で水素ガスボンベが３０本程度倒れたとい

えーわかりました。何、何号機とか、そういうのを言ってもらえないと絞れないんだけど。 

えーわかりました、そこは聞きますけど、真偽のほど確認して下さい。あのー、ヤードでの報

●●さん分かるけどさ、今、人もいないしさ、すごくそのー、色々な作業するのにマンパワー

とってしまうと大変なので、確度のある情報をもって具体的にどこの何だというとこまで確認
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3 月 20 日 （

 

あのー、１Ｆ支援している業務部の●●ですが、あの、先程ですねＪビレッジに色々な資機材

があるけれども、それを持ち出す場合、どうすればよいのかというお願いをしましたが、何か

進展はございましたでしょうか？

えー本店資材班でございますけれども、それについて、えー現在１Ｆのほうの●●さんのほう

に資機材の窓口について連絡を取っております。Ｊビレッジ側の責任者は●●というものがや

っているということを１Ｆの資材の●●さんと確認をとりあっているはずでございます。ちょ

っと、ご確認いただけると助かるんですが。

はい、了解です。

サイト保安班よりモニタリングの報告をさせていただきます。１１時３０分現在、

変化はございません。２５７１

向風速、東北東１．４ｍ／ｓでございます。以上です。

了解しました。

えー、１Ｆ復旧班、●●でございます。えー、１０分程前ですが、えー今、現場から連絡があ

りまして、１０分程前に２号機、あ、すいません、３号機の、えー、

プレッサー起動いたしました。えー、圧力がたち次第、ＡＯ弁、えーウェットウェルのベント

開くものと考えられますが、あの、ひばくの関係で、えー午後に計装がバッテリーを中操に持

ちこむ際にリミットスイッチが確実に離れていることを確認したいと思います。

はい。了解しました。

えー、●●さん？

はい。 

えーウェットウェルのベントの方は、えー、機能をゆう、今でも有しているかどうかというと

ころは、えー、懐疑的な状況だと思います。

はい。あの、そのために午後、えーリミットスイッチが確実に・・・。

えーあのー、仮に開しても、かい・・ちゃんと開いても、おー、ベント機能が果たせるかどう

かは、あのー・・水が、水位が上がっていれば、えー、果たせないないかもしれませんですね？

はい。おっしゃる通りだと思います。

えー、その可能性が高いだろうというふうに今、あー、想定されていることだと思います。え

ー従って、しかもあそこは水を潜らせたベントということになるので、開をしても、その、そ

の、影響はある程度限定的だと思いますが、この情報はちゃんと、えー・・明確に伝えておか

なければならないところもありますので、今、想定される開時間ってのは何時頃ですか？

すいません、あのー、今度のコンプレッサーがですね、えー前のものよりも容量が大きいもの

ですから、ちょっと何分でということが言えないのですが。

そんな何分なんて言う必要はありません。

何時頃って言えばいいんじゃない。

えーっとですね、まあ、３０分もあればいくと思っています。

はい、分かりました。ありがとうございます。

官庁連絡班。 
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あのー、１Ｆ支援している業務部の●●ですが、あの、先程ですねＪビレッジに色々な資機材

があるけれども、それを持ち出す場合、どうすればよいのかというお願いをしましたが、何か

進展はございましたでしょうか？

えー本店資材班でございますけれども、それについて、えー現在１Ｆのほうの●●さんのほう

に資機材の窓口について連絡を取っております。Ｊビレッジ側の責任者は●●というものがや

っているということを１Ｆの資材の●●さんと確認をとりあっているはずでございます。ちょ

っと、ご確認いただけると助かるんですが。

はい、了解です。 

サイト保安班よりモニタリングの報告をさせていただきます。１１時３０分現在、

変化はございません。２５７１

向風速、東北東１．４ｍ／ｓでございます。以上です。

了解しました。 

えー、１Ｆ復旧班、●●でございます。えー、１０分程前ですが、えー今、現場から連絡があ

りまして、１０分程前に２号機、あ、すいません、３号機の、えー、

プレッサー起動いたしました。えー、圧力がたち次第、ＡＯ弁、えーウェットウェルのベント

開くものと考えられますが、あの、ひばくの関係で、えー午後に計装がバッテリーを中操に持

ちこむ際にリミットスイッチが確実に離れていることを確認したいと思います。

はい。了解しました。 

えー、●●さん？ 

えーウェットウェルのベントの方は、えー、機能をゆう、今でも有しているかどうかというと

ころは、えー、懐疑的な状況だと思います。

はい。あの、そのために午後、えーリミットスイッチが確実に・・・。

えーあのー、仮に開しても、かい・・ちゃんと開いても、おー、ベント機能が果たせるかどう

かは、あのー・・水が、水位が上がっていれば、えー、果たせないないかもしれませんですね？

はい。おっしゃる通りだと思います。

えー、その可能性が高いだろうというふうに今、あー、想定されていることだと思います。え

ー従って、しかもあそこは水を潜らせたベントということになるので、開をしても、その、そ

の、影響はある程度限定的だと思いますが、この情報はちゃんと、えー・・明確に伝えておか

なければならないところもありますので、今、想定される開時間ってのは何時頃ですか？

すいません、あのー、今度のコンプレッサーがですね、えー前のものよりも容量が大きいもの

ですから、ちょっと何分でということが言えないのですが。

そんな何分なんて言う必要はありません。

何時頃って言えばいいんじゃない。

えーっとですね、まあ、３０分もあればいくと思っています。

はい、分かりました。ありがとうございます。

 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

あのー、１Ｆ支援している業務部の●●ですが、あの、先程ですねＪビレッジに色々な資機材

があるけれども、それを持ち出す場合、どうすればよいのかというお願いをしましたが、何か

進展はございましたでしょうか？ 

えー本店資材班でございますけれども、それについて、えー現在１Ｆのほうの●●さんのほう

に資機材の窓口について連絡を取っております。Ｊビレッジ側の責任者は●●というものがや

っているということを１Ｆの資材の●●さんと確認をとりあっているはずでございます。ちょ

っと、ご確認いただけると助かるんですが。

サイト保安班よりモニタリングの報告をさせていただきます。１１時３０分現在、

変化はございません。２５７１μＳｖ／ｈ。中性子についてはまだ検出されておりません。風

向風速、東北東１．４ｍ／ｓでございます。以上です。

えー、１Ｆ復旧班、●●でございます。えー、１０分程前ですが、えー今、現場から連絡があ

りまして、１０分程前に２号機、あ、すいません、３号機の、えー、

プレッサー起動いたしました。えー、圧力がたち次第、ＡＯ弁、えーウェットウェルのベント

開くものと考えられますが、あの、ひばくの関係で、えー午後に計装がバッテリーを中操に持

ちこむ際にリミットスイッチが確実に離れていることを確認したいと思います。

えーウェットウェルのベントの方は、えー、機能をゆう、今でも有しているかどうかというと

ころは、えー、懐疑的な状況だと思います。

はい。あの、そのために午後、えーリミットスイッチが確実に・・・。

えーあのー、仮に開しても、かい・・ちゃんと開いても、おー、ベント機能が果たせるかどう

かは、あのー・・水が、水位が上がっていれば、えー、果たせないないかもしれませんですね？

はい。おっしゃる通りだと思います。 

えー、その可能性が高いだろうというふうに今、あー、想定されていることだと思います。え

ー従って、しかもあそこは水を潜らせたベントということになるので、開をしても、その、そ

の、影響はある程度限定的だと思いますが、この情報はちゃんと、えー・・明確に伝えておか

なければならないところもありますので、今、想定される開時間ってのは何時頃ですか？

すいません、あのー、今度のコンプレッサーがですね、えー前のものよりも容量が大きいもの

ですから、ちょっと何分でということが言えないのですが。

そんな何分なんて言う必要はありません。 

何時頃って言えばいいんじゃない。 

えーっとですね、まあ、３０分もあればいくと思っています。

はい、分かりました。ありがとうございます。
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3 月 20 日 （

 

あのー前回、チョット僕覚えていないんだけども、ここにいなかったから。あのー、ここの弁

開けた時に、そのーベントの開、開けた時に、あのー、発電所の構内の、おー、措置は何かし

た？ 

あの、特にえーっと構内にいる人に注意を喚起した云々の措置はやらなかったと記憶してます

けど。 

はい、ありがとう。

あのー、外部への通報連絡、についてはちょっと私、あのー連絡を外でもらったことは覚えて

いるんだけど、実際どういうふうにしたかチョット記憶がないので。覚えている方教えて下さ

い。 

通報したのか？

えっと、前回、前回と言いますのは丁度、あのー、過渡事象の最中にですね、あ、開く、開け

るという操作が入りましたので、その際は、あのー、お役所って言いますか、本店を通じて国

と、国に連絡しますとともにえーっと、プレスをうったと思うんですけども・・。事後的なも

のでした。 

はい、ありがとうございました。後はこちらで調べます。

あのー、情報班から一つよろしいでしょうか。本部情報班です。あのー、実はですね、えっと

Ｊビレッジがあのー、色々な、あのー、出先になっているのですが、先ほどあのー、保安院さ

んの方から現地のほうで的確な説明がなかなかできないというご指摘がありましたので、現地

と今、やりとりをしました。そでの結果、えー、ＦＡＸが全部詰まっているとか、あるいはあ

ー、Ｐメールが繋がっているが、それがあのー、出したとしてもですねー、あのー、プリンタ

ーと繋がってなくて、なかなかうまくいかないということでちょっと困っているようですので、

是非その辺の改善をですねーあのー、お願いしたいと思います。つ、通信復旧班さんだと思う

んですけれど。

通信復旧班です。プリンターですか？

プリンターは現地のほうだと思いますので、チョット違うと思うんですが。ＦＡＸがもう・・

ぜん・・詰まっちゃって・・

それは回線が細くてなかなか繋がらない？という意味ですか？

チョット詳細分かりませんけど。

そうですか…現状、チョット回線がそんなに詰まっているという話は聞いていないですけど、

一応、念のために確認します。

すみません。お願いします。

後…Ｊビレッジの見通しとしては今、あのー、光ファイバーをはってですね、えーっと、それ

なりの通信環境を作るべく、今、光ファイバーはってえっと、えーっと明日の夜ぐらいを目標

に今ですね、改善に向けていますので、そういった意味では、ちょっと今は使いづらいかもし

れません。いずれにしましても今の状況を確認して回答します。

はい、よろしくお願いします。

えーっとすいません、お騒がせしております、福島県からの問い合わせの件、水素ボンベの件

ですがよろしいでしょうか。えーっと、県に入った情報ですと、えー双葉消防署という言い方

をしておりましたけど、消防の方にですね、えー、電話で、えー福島第一に、えー、水素ボン

ベ、８キロ×３０本があるんだけれども、これが地震で倒れたので、別の場所に移動したいと、

それにあたって、えー、助言をいただきたいという電話が入ったというのが県の本部へ消防の

ほうからあのー、入電があったと。ということで、それの真偽についてどうなのかという問い

合わせです。とういうことで、そういう電話をした方って多分いないと思うんですが。もしか
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んの方から現地のほうで的確な説明がなかなかできないというご指摘がありましたので、現地

と今、やりとりをしました。そでの結果、えー、ＦＡＸが全部詰まっているとか、あるいはあ

ー、Ｐメールが繋がっているが、それがあのー、出したとしてもですねー、あのー、プリンタ

ーと繋がってなくて、なかなかうまくいかないということでちょっと困っているようですので、

の辺の改善をですねーあのー、お願いしたいと思います。つ、通信復旧班さんだと思う
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したら、あの、フェイクかも知れないです。

今のやつって、一番最初の地震のことかね。一週間前に起きた。

いや、でも、これはあの、今の地震の後にそういう電話があったらいしいんですよ。

今の地震であんまり倒れそうな雰囲気ないもんね。

ええ。なのでま、事実として我々としてね、この中には連絡した人はいないということでお答

えしたいと思いますけども。現場からも多分直接、電話をかけるのは、我々の方から外線、今

切れているので、ありえないと思いますので。一応そういうお答えをしておきます。

あの、どうしようかなぁ。見るか一応？その発電機のねぇ。発電班にチョットお願いなんだけ

ど、今、チョットえーっと、情報班の方からあった福島県への問い合わせ。ボンベ３０本とい

う数からいくと、あの多分、発電機の水素冷却用の水素ボンベしかないと思うんですよね。そ

ういったまとまった数、一応、あのー、今、まだ中操にいるのかな？人が。

１、２、３、４は居ますけど、えっと全部ボンベ室海側でボンベ室の周り人が行っていないの

で、そういう情報があがらないと思います。で、５、６はＰＰの近くにあるので、そ

します。でえっと、広報のほうでえっと、建屋に入る直前に●●みたいなボンベを沢山扱って、

水素ボンベ含んで扱っている会社があるのでそこから情報が行っている可能性があるので、ま

ず発電所の中にはないということは確認しますけど、そうじゃないんですか？と聞けます？

ただ、いずれにしても発電所から直接外線を掛けるルートが今、回線上ないので、直接入って

いるとしたら、多分発電所外からの情報じゃないんですか？ということは言えると思うんです

よね。なのでそこまではお答え、あの、とりあえず県の方にお答えしておこうと思いますけど

も。いわゆる発電所から直接連絡は、多分していないと思いますというのは。

あっ、はい。お願いします。

えー建設班の方、どなたかお願いします。

１Ｆ復旧班、●●でございます。えー２号機に続きまして１号機も。すいません、ちょっとず

いぶんふ、古い時間になってしまいましたが、１１時１０分に、えー、予備のコンプレッサー

の繋ぎ込み成功しまして、今、起動しております。ただ、あのーこちらウェットウェルベント

弁の開操作の、えー、プラグは、プラグでなく電気的なものは入っておりません。で、これを

実施すべきか否かについて、あの、本店とサイトで話し合って決めたいと思うですが、いかが

でしょうか。 

あの、本店はその方向でお願いしたいと思います。

すいません。通報班ですが、先程の水素ガスボンベの件ですが、えーっとよくよく回りまわっ

ていったら、どうも２Ｆでそういう問い合わせが、をしていたようです。ということが分かり

ました。お騒がせしました。

サイト保安班よりモニタリング結果についてお知らせ致します。１２時３０分現在、えー、

については変化ございません。２５５１

おりません。風向ですが、ん・・南東の風１．０ｍ／ｓでございます。

サイト保安班より、えー、各班にお願いします。えー保安班の方で集約しております個人線量

につきまして、えー、集約ができました。えー、皆様がお持ちの集約のものとあっているがど

うか、●●さんのほうにお回しいたしますので各班の、えー、被ばく線量について再度確認を

していただきたいと思います。一部、自衛消防隊を含まれる活動において、えー、プラスされ

ていないところがありますので、そこのところについては線量の高い方を選択させていただき

たいと思います。えー、保安班のほうで集約したＡＰＤの値をこれから各班のほうに配布し

すので赤ペンを入れていただきまして保安班までかく・・返送お願いします。

１Ｆ●●さん、１Ｆ●●さん。
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ういったまとまった数、一応、あのー、今、まだ中操にいるのかな？人が。

１、２、３、４は居ますけど、えっと全部ボンベ室海側でボンベ室の周り人が行っていないの

で、そういう情報があがらないと思います。で、５、６はＰＰの近くにあるので、そ

します。でえっと、広報のほうでえっと、建屋に入る直前に●●みたいなボンベを沢山扱って、

水素ボンベ含んで扱っている会社があるのでそこから情報が行っている可能性があるので、ま

ず発電所の中にはないということは確認しますけど、そうじゃないんですか？と聞けます？

ただ、いずれにしても発電所から直接外線を掛けるルートが今、回線上ないので、直接入って

いるとしたら、多分発電所外からの情報じゃないんですか？ということは言えると思うんです

よね。なのでそこまではお答え、あの、とりあえず県の方にお答えしておこうと思いますけど

も。いわゆる発電所から直接連絡は、多分していないと思いますというのは。

あっ、はい。お願いします。 

えー建設班の方、どなたかお願いします。

１Ｆ復旧班、●●でございます。えー２号機に続きまして１号機も。すいません、ちょっとず

いぶんふ、古い時間になってしまいましたが、１１時１０分に、えー、予備のコンプレッサー

の繋ぎ込み成功しまして、今、起動しております。ただ、あのーこちらウェットウェルベント

弁の開操作の、えー、プラグは、プラグでなく電気的なものは入っておりません。で、これを

実施すべきか否かについて、あの、本店とサイトで話し合って決めたいと思うですが、いかが

 

あの、本店はその方向でお願いしたいと思います。

すいません。通報班ですが、先程の水素ガスボンベの件ですが、えーっとよくよく回りまわっ

ていったら、どうも２Ｆでそういう問い合わせが、をしていたようです。ということが分かり

ました。お騒がせしました。 

サイト保安班よりモニタリング結果についてお知らせ致します。１２時３０分現在、えー、

については変化ございません。２５５１

おりません。風向ですが、ん・・南東の風１．０ｍ／ｓでございます。

サイト保安班より、えー、各班にお願いします。えー保安班の方で集約しております個人線量

につきまして、えー、集約ができました。えー、皆様がお持ちの集約のものとあっているがど

うか、●●さんのほうにお回しいたしますので各班の、えー、被ばく線量について再度確認を

していただきたいと思います。一部、自衛消防隊を含まれる活動において、えー、プラスされ

ていないところがありますので、そこのところについては線量の高い方を選択させていただき

たいと思います。えー、保安班のほうで集約したＡＰＤの値をこれから各班のほうに配布し

すので赤ペンを入れていただきまして保安班までかく・・返送お願いします。

１Ｆ●●さん、１Ｆ●●さん。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

したら、あの、フェイクかも知れないです。

今のやつって、一番最初の地震のことかね。一週間前に起きた。

いや、でも、これはあの、今の地震の後にそういう電話があったらいしいんですよ。

今の地震であんまり倒れそうな雰囲気ないもんね。

ええ。なのでま、事実として我々としてね、この中には連絡した人はいないということでお答

えしたいと思いますけども。現場からも多分直接、電話をかけるのは、我々の方から外線、今

切れているので、ありえないと思いますので。一応そういうお答えをしておきます。

あの、どうしようかなぁ。見るか一応？その発電機のねぇ。発電班にチョットお願いなんだけ

ど、今、チョットえーっと、情報班の方からあった福島県への問い合わせ。ボンベ３０本とい

う数からいくと、あの多分、発電機の水素冷却用の水素ボンベしかないと思うんですよね。そ

ういったまとまった数、一応、あのー、今、まだ中操にいるのかな？人が。

１、２、３、４は居ますけど、えっと全部ボンベ室海側でボンベ室の周り人が行っていないの

で、そういう情報があがらないと思います。で、５、６はＰＰの近くにあるので、そ

します。でえっと、広報のほうでえっと、建屋に入る直前に●●みたいなボンベを沢山扱って、

水素ボンベ含んで扱っている会社があるのでそこから情報が行っている可能性があるので、ま

ず発電所の中にはないということは確認しますけど、そうじゃないんですか？と聞けます？

ただ、いずれにしても発電所から直接外線を掛けるルートが今、回線上ないので、直接入って

いるとしたら、多分発電所外からの情報じゃないんですか？ということは言えると思うんです

よね。なのでそこまではお答え、あの、とりあえず県の方にお答えしておこうと思いますけど

も。いわゆる発電所から直接連絡は、多分していないと思いますというのは。

 

えー建設班の方、どなたかお願いします。 

１Ｆ復旧班、●●でございます。えー２号機に続きまして１号機も。すいません、ちょっとず

いぶんふ、古い時間になってしまいましたが、１１時１０分に、えー、予備のコンプレッサー

の繋ぎ込み成功しまして、今、起動しております。ただ、あのーこちらウェットウェルベント

弁の開操作の、えー、プラグは、プラグでなく電気的なものは入っておりません。で、これを

実施すべきか否かについて、あの、本店とサイトで話し合って決めたいと思うですが、いかが

あの、本店はその方向でお願いしたいと思います。

すいません。通報班ですが、先程の水素ガスボンベの件ですが、えーっとよくよく回りまわっ

ていったら、どうも２Ｆでそういう問い合わせが、をしていたようです。ということが分かり

 

サイト保安班よりモニタリング結果についてお知らせ致します。１２時３０分現在、えー、

については変化ございません。２５５１μＳｖ／ｈ。ニュートロンにつきましては検出されて

おりません。風向ですが、ん・・南東の風１．０ｍ／ｓでございます。

サイト保安班より、えー、各班にお願いします。えー保安班の方で集約しております個人線量

につきまして、えー、集約ができました。えー、皆様がお持ちの集約のものとあっているがど

うか、●●さんのほうにお回しいたしますので各班の、えー、被ばく線量について再度確認を

していただきたいと思います。一部、自衛消防隊を含まれる活動において、えー、プラスされ

ていないところがありますので、そこのところについては線量の高い方を選択させていただき

たいと思います。えー、保安班のほうで集約したＡＰＤの値をこれから各班のほうに配布し

すので赤ペンを入れていただきまして保安班までかく・・返送お願いします。

１Ｆ●●さん、１Ｆ●●さん。 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

したら、あの、フェイクかも知れないです。 

今のやつって、一番最初の地震のことかね。一週間前に起きた。

いや、でも、これはあの、今の地震の後にそういう電話があったらいしいんですよ。

今の地震であんまり倒れそうな雰囲気ないもんね。 

ええ。なのでま、事実として我々としてね、この中には連絡した人はいないということでお答

えしたいと思いますけども。現場からも多分直接、電話をかけるのは、我々の方から外線、今

切れているので、ありえないと思いますので。一応そういうお答えをしておきます。

あの、どうしようかなぁ。見るか一応？その発電機のねぇ。発電班にチョットお願いなんだけ

ど、今、チョットえーっと、情報班の方からあった福島県への問い合わせ。ボンベ３０本とい

う数からいくと、あの多分、発電機の水素冷却用の水素ボンベしかないと思うんですよね。そ

ういったまとまった数、一応、あのー、今、まだ中操にいるのかな？人が。

１、２、３、４は居ますけど、えっと全部ボンベ室海側でボンベ室の周り人が行っていないの

で、そういう情報があがらないと思います。で、５、６はＰＰの近くにあるので、そ

します。でえっと、広報のほうでえっと、建屋に入る直前に●●みたいなボンベを沢山扱って、

水素ボンベ含んで扱っている会社があるのでそこから情報が行っている可能性があるので、ま

ず発電所の中にはないということは確認しますけど、そうじゃないんですか？と聞けます？

ただ、いずれにしても発電所から直接外線を掛けるルートが今、回線上ないので、直接入って

いるとしたら、多分発電所外からの情報じゃないんですか？ということは言えると思うんです

よね。なのでそこまではお答え、あの、とりあえず県の方にお答えしておこうと思いますけど

も。いわゆる発電所から直接連絡は、多分していないと思いますというのは。

 

１Ｆ復旧班、●●でございます。えー２号機に続きまして１号機も。すいません、ちょっとず

いぶんふ、古い時間になってしまいましたが、１１時１０分に、えー、予備のコンプレッサー

の繋ぎ込み成功しまして、今、起動しております。ただ、あのーこちらウェットウェルベント

弁の開操作の、えー、プラグは、プラグでなく電気的なものは入っておりません。で、これを

実施すべきか否かについて、あの、本店とサイトで話し合って決めたいと思うですが、いかが

あの、本店はその方向でお願いしたいと思います。 

すいません。通報班ですが、先程の水素ガスボンベの件ですが、えーっとよくよく回りまわっ

ていったら、どうも２Ｆでそういう問い合わせが、をしていたようです。ということが分かり

サイト保安班よりモニタリング結果についてお知らせ致します。１２時３０分現在、えー、

Ｓｖ／ｈ。ニュートロンにつきましては検出されて

おりません。風向ですが、ん・・南東の風１．０ｍ／ｓでございます。

サイト保安班より、えー、各班にお願いします。えー保安班の方で集約しております個人線量

につきまして、えー、集約ができました。えー、皆様がお持ちの集約のものとあっているがど

うか、●●さんのほうにお回しいたしますので各班の、えー、被ばく線量について再度確認を

していただきたいと思います。一部、自衛消防隊を含まれる活動において、えー、プラスされ

ていないところがありますので、そこのところについては線量の高い方を選択させていただき

たいと思います。えー、保安班のほうで集約したＡＰＤの値をこれから各班のほうに配布し

すので赤ペンを入れていただきまして保安班までかく・・返送お願いします。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

今のやつって、一番最初の地震のことかね。一週間前に起きた。 

いや、でも、これはあの、今の地震の後にそういう電話があったらいしいんですよ。

ええ。なのでま、事実として我々としてね、この中には連絡した人はいないということでお答

えしたいと思いますけども。現場からも多分直接、電話をかけるのは、我々の方から外線、今

切れているので、ありえないと思いますので。一応そういうお答えをしておきます。

あの、どうしようかなぁ。見るか一応？その発電機のねぇ。発電班にチョットお願いなんだけ

ど、今、チョットえーっと、情報班の方からあった福島県への問い合わせ。ボンベ３０本とい

う数からいくと、あの多分、発電機の水素冷却用の水素ボンベしかないと思うんですよね。そ

ういったまとまった数、一応、あのー、今、まだ中操にいるのかな？人が。

１、２、３、４は居ますけど、えっと全部ボンベ室海側でボンベ室の周り人が行っていないの

で、そういう情報があがらないと思います。で、５、６はＰＰの近くにあるので、そ

します。でえっと、広報のほうでえっと、建屋に入る直前に●●みたいなボンベを沢山扱って、

水素ボンベ含んで扱っている会社があるのでそこから情報が行っている可能性があるので、ま

ず発電所の中にはないということは確認しますけど、そうじゃないんですか？と聞けます？

ただ、いずれにしても発電所から直接外線を掛けるルートが今、回線上ないので、直接入って

いるとしたら、多分発電所外からの情報じゃないんですか？ということは言えると思うんです

よね。なのでそこまではお答え、あの、とりあえず県の方にお答えしておこうと思いますけど

も。いわゆる発電所から直接連絡は、多分していないと思いますというのは。

１Ｆ復旧班、●●でございます。えー２号機に続きまして１号機も。すいません、ちょっとず

いぶんふ、古い時間になってしまいましたが、１１時１０分に、えー、予備のコンプレッサー

の繋ぎ込み成功しまして、今、起動しております。ただ、あのーこちらウェットウェルベント

弁の開操作の、えー、プラグは、プラグでなく電気的なものは入っておりません。で、これを

実施すべきか否かについて、あの、本店とサイトで話し合って決めたいと思うですが、いかが

すいません。通報班ですが、先程の水素ガスボンベの件ですが、えーっとよくよく回りまわっ

ていったら、どうも２Ｆでそういう問い合わせが、をしていたようです。ということが分かり

サイト保安班よりモニタリング結果についてお知らせ致します。１２時３０分現在、えー、

Ｓｖ／ｈ。ニュートロンにつきましては検出されて

おりません。風向ですが、ん・・南東の風１．０ｍ／ｓでございます。 

サイト保安班より、えー、各班にお願いします。えー保安班の方で集約しております個人線量

につきまして、えー、集約ができました。えー、皆様がお持ちの集約のものとあっているがど

うか、●●さんのほうにお回しいたしますので各班の、えー、被ばく線量について再度確認を

していただきたいと思います。一部、自衛消防隊を含まれる活動において、えー、プラスされ

ていないところがありますので、そこのところについては線量の高い方を選択させていただき

たいと思います。えー、保安班のほうで集約したＡＰＤの値をこれから各班のほうに配布し

すので赤ペンを入れていただきまして保安班までかく・・返送お願いします。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

いや、でも、これはあの、今の地震の後にそういう電話があったらいしいんですよ。 

ええ。なのでま、事実として我々としてね、この中には連絡した人はいないということでお答

えしたいと思いますけども。現場からも多分直接、電話をかけるのは、我々の方から外線、今

切れているので、ありえないと思いますので。一応そういうお答えをしておきます。 

あの、どうしようかなぁ。見るか一応？その発電機のねぇ。発電班にチョットお願いなんだけ

ど、今、チョットえーっと、情報班の方からあった福島県への問い合わせ。ボンベ３０本とい

う数からいくと、あの多分、発電機の水素冷却用の水素ボンベしかないと思うんですよね。そ

ういったまとまった数、一応、あのー、今、まだ中操にいるのかな？人が。 

１、２、３、４は居ますけど、えっと全部ボンベ室海側でボンベ室の周り人が行っていないの

で、そういう情報があがらないと思います。で、５、６はＰＰの近くにあるので、それは確認

します。でえっと、広報のほうでえっと、建屋に入る直前に●●みたいなボンベを沢山扱って、

水素ボンベ含んで扱っている会社があるのでそこから情報が行っている可能性があるので、ま

ず発電所の中にはないということは確認しますけど、そうじゃないんですか？と聞けます？

ただ、いずれにしても発電所から直接外線を掛けるルートが今、回線上ないので、直接入って

いるとしたら、多分発電所外からの情報じゃないんですか？ということは言えると思うんです

よね。なのでそこまではお答え、あの、とりあえず県の方にお答えしておこうと思いますけど

も。いわゆる発電所から直接連絡は、多分していないと思いますというのは。 

１Ｆ復旧班、●●でございます。えー２号機に続きまして１号機も。すいません、ちょっとず

いぶんふ、古い時間になってしまいましたが、１１時１０分に、えー、予備のコンプレッサー

の繋ぎ込み成功しまして、今、起動しております。ただ、あのーこちらウェットウェルベント

弁の開操作の、えー、プラグは、プラグでなく電気的なものは入っておりません。で、これを

実施すべきか否かについて、あの、本店とサイトで話し合って決めたいと思うですが、いかが

すいません。通報班ですが、先程の水素ガスボンベの件ですが、えーっとよくよく回りまわっ

ていったら、どうも２Ｆでそういう問い合わせが、をしていたようです。ということが分かり

サイト保安班よりモニタリング結果についてお知らせ致します。１２時３０分現在、えー、

Ｓｖ／ｈ。ニュートロンにつきましては検出されて

サイト保安班より、えー、各班にお願いします。えー保安班の方で集約しております個人線量

につきまして、えー、集約ができました。えー、皆様がお持ちの集約のものとあっているがど

うか、●●さんのほうにお回しいたしますので各班の、えー、被ばく線量について再度確認を

していただきたいと思います。一部、自衛消防隊を含まれる活動において、えー、プラスされ

ていないところがありますので、そこのところについては線量の高い方を選択させていただき

たいと思います。えー、保安班のほうで集約したＡＰＤの値をこれから各班のほうに配布し

すので赤ペンを入れていただきまして保安班までかく・・返送お願いします。 

） 

 

ええ。なのでま、事実として我々としてね、この中には連絡した人はいないということでお答

えしたいと思いますけども。現場からも多分直接、電話をかけるのは、我々の方から外線、今

あの、どうしようかなぁ。見るか一応？その発電機のねぇ。発電班にチョットお願いなんだけ

ど、今、チョットえーっと、情報班の方からあった福島県への問い合わせ。ボンベ３０本とい

う数からいくと、あの多分、発電機の水素冷却用の水素ボンベしかないと思うんですよね。そ

１、２、３、４は居ますけど、えっと全部ボンベ室海側でボンベ室の周り人が行っていないの

れは確認

します。でえっと、広報のほうでえっと、建屋に入る直前に●●みたいなボンベを沢山扱って、

水素ボンベ含んで扱っている会社があるのでそこから情報が行っている可能性があるので、ま

ず発電所の中にはないということは確認しますけど、そうじゃないんですか？と聞けます？ 

ただ、いずれにしても発電所から直接外線を掛けるルートが今、回線上ないので、直接入って

いるとしたら、多分発電所外からの情報じゃないんですか？ということは言えると思うんです

よね。なのでそこまではお答え、あの、とりあえず県の方にお答えしておこうと思いますけど

１Ｆ復旧班、●●でございます。えー２号機に続きまして１号機も。すいません、ちょっとず

いぶんふ、古い時間になってしまいましたが、１１時１０分に、えー、予備のコンプレッサー

の繋ぎ込み成功しまして、今、起動しております。ただ、あのーこちらウェットウェルベント
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はい、１Ｆ●●でございます。

ご苦労様。あのー、さっき話のあった、１Ｆ－３のサプレッションチェンバベントのＡＯ弁は

その後、開いたかどうかというのは、あのー、分かりますか？

はい、すいません。あのー、その後ですね、チョット私の勘違いがあったのか■■■（

信号が大弁のほうに入っていまして

はい。 

大弁のほうはですね、開いてございません。

開いてない？ 

これ、大弁は非常に大きいバルブで、尚かつ、今あのー、サプチャンの方は水没している可能

性が高いので。

そうだね。 

あのー、バタ弁の大弁は、まず、開くことは無いと思います。

はい。え、小弁の方は？

えー、小弁の方は、まだ、トライしておりません。ちょっと先程ですね、あのー、ご説明不足

してたんですが、現在、そのー、コンプレッサーにつないでいる配管がですね、非常に小口径

の配管でして、コンプレッサーこー・・わりと大きくしましたが、やはり蓄圧までには、えー、

２時間位かかるのではないかというふうに。

当分開きそうにもないね。小弁があいてもラプチャデスクその先についているでしょ？

あ、ラプチャデスクは開いております。これは過渡事象の時に圧が下がっているのを確認して

います。 

わかりました。じゃあ、小弁が開くとサプチャンのベントは小容量だけどもできる可能性があ

るけれど、実態は水没しているから機能しないであろうと、こういうことね。

ええ、全くその通りでございます。

しかしその小弁が開くまでに数時間かかるであろうと。

えーっとー、もう既にコンプレッサー起動してから２時間近くたっていますので、え、一回コ

ンプレッサーの起動状況をもう一度確認に行きまして、その上で小弁の開をトライしてみたい

と今、考えております。

じゃあまだ開をトライする段階になっていないということですね。

おっしゃるとおりです。

はい、分かりました。また結果が出たら教えて下さい。

承知致しました。

えっとー、じょ、情報共有させて下さい。えっと今、日立から、えー、連絡がありまして、え

ー、ＧＥが、１、１Ｆの津波時の画像データを、えー、ＮＲＣ、ＮＥＩ、ＭＥＴＩ、ＴＥＰＣ

Ｏに送ったというような、えー、情報が入っております。えー、東電は、あのー、東電にも送

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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っている、送ったという情報が入っています。はいえっとー、何で送ったかはちょっと分かり

ませんが、相澤常務のところじゃないかという話もありますけれど、ちょっと確認はとれてお

りません。えっとこの辺りは広報さんのほうで、対応お願いします。

えっと１Ｆ通報班●●です。ちょっとあの、意識あわせというか、認識あわせで少し発言させ

ていただきます。えっと１Ｆ－３のＤ／Ｗベントをやるにあたってのえー、県町の通報の対応

ですが、サプチャンのウェットベントについてもう既に宣言をしてやっていることになってい

ますので、小弁のトライについては、特に通報なしでいいかなと思います。で、その次のステ

ージとしてＤ／Ｗベントにいく場合には、これはあの、先例の２号機と同じように事前通報を

行う必要がありますので、意志決定をしましたら、速やかに情報共有をして通報したいと思い

ますのでよろしくお願い致します。以上です。

本店も全くその考えに異論ありません。え、ただ、その時期については、今後、様々な条件を

踏まえて、えー、し、よく検討したいと思います。またその節は発電所もよろしくお願いしま

す。 

よろしくお願いします。

承知致しました。

保安班、保安班。本部へ来てください。

１Ｆ通報班から情報共有です。よろしいでしょうか。１Ｆ－３のＤ／Ｗのベントもしやるよう

になった場合にですね、県の方からのリクエストですけれども、あの作業員の安全の為にきち

っと避難を確認した上でやって欲しいということと、えー、ベントの前後については環境モニ

タリング、あのー、放射線量率がですね…モニタリングをえー、きちんと確認していただきた

いと、えー、いうリクエストがありましたので、ま、時間的な問題があるかと思いますが、な

るべく、えー、そういった対応になるようによろしくお願い致します。以上です。

本店も了解しました。今の状況からすると、えー、急いでやるようなえー、段階ではないと思

っております。従って、えー、いろいろと関係方面との調整はしていただいていますが、それ

が、その、直ちに実施するものだという判断のもとではありませんので、えー、この点、今の、

おー、状況についての認識を、えー、誤解のないようにしていただきたいと思います。え、発

電所は何かそれについて、えー、別な考えありますか？

いいえ、あのー、同じ考えでございます。

ちょっとあのー、だいぶ、そこらへんの、なんかさきっぽ・・一人歩きしているところがある

ので、ちょっとお互いに状況についての認識を揃えておきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

はい、了解しました。

あのー、１Ｆ通報班です。その旨、あのー、県のほうにも情報共有させていただいて、一つ一

つ確認しながら落ち着いて対応していきたいというふうに考えていますというようなことでお

伝えしたいと思います。

よろしくお願いします。

えっとオフサイトセンターもそういう認識で、えっと副大臣まで共通認識です。

ありがとうございました。

チョットすいません。１Ｆ内の情報共有ですが、えーっと、ベントを行う場合には、あのー、

しかるべき判断をして、ま、ベントをやりますよということになると思うんですけど、え、そ

の場合、官公庁への連絡もありますが、えー勿論、作業で今来ていただいている方々に直接連

絡をして、避難をしなければいけないということがあります。それから、今後、また、あのー

えー、消防ですね、消防と自衛隊の方もお見えになるので、これ事務所の方も含めて、あの企

業さんの事務所と言ってもこの中に全部ありますけども、えっとー、消防と自衛隊さんの場合

はＪビレッジになりますので、こちらの方の連絡もきちんと取れるように体制を整えていただ
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ージとしてＤ／Ｗベントにいく場合には、これはあの、先例の２号機と同じように事前通報を

行う必要がありますので、意志決定をしましたら、速やかに情報共有をして通報したいと思い

でよろしくお願い致します。以上です。
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タリング、あのー、放射線量率がですね…モニタリングをえー、きちんと確認していただきた

いと、えー、いうリクエストがありましたので、ま、時間的な問題があるかと思いますが、な

るべく、えー、そういった対応になるようによろしくお願い致します。以上です。

本店も了解しました。今の状況からすると、えー、急いでやるようなえー、段階ではないと思
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の場合、官公庁への連絡もありますが、えー勿論、作業で今来ていただいている方々に直接連

絡をして、避難をしなければいけないということがあります。それから、今後、また、あのー

えー、消防ですね、消防と自衛隊の方もお見えになるので、これ事務所の方も含めて、あの企

業さんの事務所と言ってもこの中に全部ありますけども、えっとー、消防と自衛隊さんの場合
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えっとオフサイトセンターもそういう認識で、えっと副大臣まで共通認識です。

 

チョットすいません。１Ｆ内の情報共有ですが、えーっと、ベントを行う場合には、あのー、

しかるべき判断をして、ま、ベントをやりますよということになると思うんですけど、え、そ

の場合、官公庁への連絡もありますが、えー勿論、作業で今来ていただいている方々に直接連

絡をして、避難をしなければいけないということがあります。それから、今後、また、あのー

えー、消防ですね、消防と自衛隊の方もお見えになるので、これ事務所の方も含めて、あの企

業さんの事務所と言ってもこの中に全部ありますけども、えっとー、消防と自衛隊さんの場合
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りません。えっとこの辺りは広報さんのほうで、対応お願いします。

えっと１Ｆ通報班●●です。ちょっとあの、意識あわせというか、認識あわせで少し発言させ

ていただきます。えっと１Ｆ－３のＤ／Ｗベントをやるにあたってのえー、県町の通報の対応

ですが、サプチャンのウェットベントについてもう既に宣言をしてやっていることになってい

ますので、小弁のトライについては、特に通報なしでいいかなと思います。で、その次のステ

ージとしてＤ／Ｗベントにいく場合には、これはあの、先例の２号機と同じように事前通報を

行う必要がありますので、意志決定をしましたら、速やかに情報共有をして通報したいと思い

でよろしくお願い致します。以上です。 
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になった場合にですね、県の方からのリクエストですけれども、あの作業員の安全の為にきち

っと避難を確認した上でやって欲しいということと、えー、ベントの前後については環境モニ

タリング、あのー、放射線量率がですね…モニタリングをえー、きちんと確認していただきた

いと、えー、いうリクエストがありましたので、ま、時間的な問題があるかと思いますが、な

るべく、えー、そういった対応になるようによろしくお願い致します。以上です。

本店も了解しました。今の状況からすると、えー、急いでやるようなえー、段階ではないと思

っております。従って、えー、いろいろと関係方面との調整はしていただいていますが、それ

が、その、直ちに実施するものだという判断のもとではありませんので、えー、この点、今の、
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ませんが、相澤常務のところじゃないかという話もありますけれど、ちょっと確認はとれてお

えっと１Ｆ通報班●●です。ちょっとあの、意識あわせというか、認識あわせで少し発言させ

ていただきます。えっと１Ｆ－３のＤ／Ｗベントをやるにあたってのえー、県町の通報の対応

ですが、サプチャンのウェットベントについてもう既に宣言をしてやっていることになってい

ますので、小弁のトライについては、特に通報なしでいいかなと思います。で、その次のステ

ージとしてＤ／Ｗベントにいく場合には、これはあの、先例の２号機と同じように事前通報を

行う必要がありますので、意志決定をしましたら、速やかに情報共有をして通報したいと思い

本店も全くその考えに異論ありません。え、ただ、その時期については、今後、様々な条件を

踏まえて、えー、し、よく検討したいと思います。またその節は発電所もよろしくお願いしま

１Ｆ通報班から情報共有です。よろしいでしょうか。１Ｆ－３のＤ／Ｗのベントもしやるよう

になった場合にですね、県の方からのリクエストですけれども、あの作業員の安全の為にきち

っと避難を確認した上でやって欲しいということと、えー、ベントの前後については環境モニ

タリング、あのー、放射線量率がですね…モニタリングをえー、きちんと確認していただきた

いと、えー、いうリクエストがありましたので、ま、時間的な問題があるかと思いますが、な

本店も了解しました。今の状況からすると、えー、急いでやるようなえー、段階ではないと思

っております。従って、えー、いろいろと関係方面との調整はしていただいていますが、それ

が、その、直ちに実施するものだという判断のもとではありませんので、えー、この点、今の、

おー、状況についての認識を、えー、誤解のないようにしていただきたいと思います。え、発

ちょっとあのー、だいぶ、そこらへんの、なんかさきっぽ・・一人歩きしているところがある

ので、ちょっとお互いに状況についての認識を揃えておきたいと思います。よろしくお願いし

あのー、１Ｆ通報班です。その旨、あのー、県のほうにも情報共有させていただいて、一つ一

つ確認しながら落ち着いて対応していきたいというふうに考えていますというようなことでお

チョットすいません。１Ｆ内の情報共有ですが、えーっと、ベントを行う場合には、あのー、

しかるべき判断をして、ま、ベントをやりますよということになると思うんですけど、え、そ

の場合、官公庁への連絡もありますが、えー勿論、作業で今来ていただいている方々に直接連

絡をして、避難をしなければいけないということがあります。それから、今後、また、あのー

えー、消防ですね、消防と自衛隊の方もお見えになるので、これ事務所の方も含めて、あの企

業さんの事務所と言ってもこの中に全部ありますけども、えっとー、消防と自衛隊さんの場合

ッジになりますので、こちらの方の連絡もきちんと取れるように体制を整えていただ
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3 月 20 日 （

 

きたいと思います。

じて、そのベント等がある場合には連絡が必ずいくように、これ●●さんでいいよね？よろし

くお願いします。

広報班お願いします。広報班お願いします。

えっと、すいません。オフサイトセンターから、ちょっとご相談があります。よろしいですか？

はいどうぞ。 

えっと自衛隊のあのー、こちらの司令のほうが、えー現地司令が、あー、あるんですけれど、

そちらの情報でですね、え、先程の、その、ベントをするということで、えー、いろいろな自

衛隊の部隊とか、あー、いろんなところが、あー、直ぐ退避する必要があるのではないかと言

っているのはですね、少し錯綜した状況になっております。で、私のほうから説明してござい

ますが、全般にどうもそのー、危機感といいますか、えー、誤解といいますかですね、そうい

う状況にあるようでございます。えー、報道の関係で少し工夫が必要かと思います。以上です。

はい、ありがとうございました。よく承知するように徹底致します。

発電班から、えっと５号機のプラント情報です。５号機については、えーっと、ＲＨＲ（

によります、え、プール冷却、これをある程度、目途が立ちましたのでシャットダウンクーリ

ングを入れて炉水温度の、て、低下に努めています。げ、現在、えっとー、１３時現在で炉水

温度が１２５℃。またプール温度３５．２℃と、非常に、えっと下がり傾向になっております。

以上です。 

はい。ありがとうございました。

サイト保安班より、えー、モニタリングについてご報告致します。１３時３０分現在、えー

線量率変化みられません。２５９３

りません。風向、南東の風１．７ｍでございます。

工務班からお伝えします。えー、５・６Ｇの、おー、えー、外部電源、夜ノ森線Ｎｏ．２７の

復旧作業、現場作業終了しました。Ａ接地外します。

ありがとうございます。

本店本部よろしいでしょうか。

はい、聞こえます。お願いします。

えーっと、今、３号機の今、海水を炉に注入していますけれど、その海水注入に変わる代替手

段として、えーっとＭＵＷＣの、えーーと、系統が生かせないかという検討をして参りました

が、えーっと、今、あのーえー、電源車をつないで生かしているＰ／Ｃの４Ｄ、これまー、４

号機側にありますが、えーっと、そのＰ／Ｃの４ＤとＭＵＷＣのえーっと、モーターを結ぶ仮

設ケーブルを、えーっと、引くことができましたので、えーっと、電気的にはえーっとＭＵＷ

Ｃのポンプを回せる状態になっています。後、あの、注入ラインも今、海水を注入しているラ

インの途中からＭＵＷＣの系統のラインが入るということなので、ラインナップ上も特に問題

ありません。で、えーっとネックの一つは、その水源になるＣＳＴが今、殆ど空っぽの状態で、

このままだとポンプが回せないということになっていますので、えー、ＣＳＴにえーっと水を

補給してもらえば試運転等えー、これから順次進めることができるというふうな状態にまで今

なっています。

わかりました。ＣＳＴの水の補給について、えー、早急に対応を本店でします。

はい。宜しくお願いします。

福島第一復旧班の●●です。えー、土木グループの方から連絡がありまして、坂下ダムからえ、

原水タンクまでの原水配管の健全性確認をやった結果、この結果に、えー、特に大きな問題点

はみつからず、えー、坂下ダムの水は順調に原水タンクに、え、供給されているということは

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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きたいと思います。Jビレッジのほうは、今、連絡体制作ってもらっているので、その人を通

じて、そのベント等がある場合には連絡が必ずいくように、これ●●さんでいいよね？よろし

くお願いします。 

広報班お願いします。広報班お願いします。

えっと、すいません。オフサイトセンターから、ちょっとご相談があります。よろしいですか？

 

えっと自衛隊のあのー、こちらの司令のほうが、えー現地司令が、あー、あるんですけれど、

そちらの情報でですね、え、先程の、その、ベントをするということで、えー、いろいろな自

衛隊の部隊とか、あー、いろんなところが、あー、直ぐ退避する必要があるのではないかと言

っているのはですね、少し錯綜した状況になっております。で、私のほうから説明してござい

ますが、全般にどうもそのー、危機感といいますか、えー、誤解といいますかですね、そうい

う状況にあるようでございます。えー、報道の関係で少し工夫が必要かと思います。以上です。

はい、ありがとうございました。よく承知するように徹底致します。

発電班から、えっと５号機のプラント情報です。５号機については、えーっと、ＲＨＲ（

によります、え、プール冷却、これをある程度、目途が立ちましたのでシャットダウンクーリ

ングを入れて炉水温度の、て、低下に努めています。げ、現在、えっとー、１３時現在で炉水

温度が１２５℃。またプール温度３５．２℃と、非常に、えっと下がり傾向になっております。

はい。ありがとうございました。

サイト保安班より、えー、モニタリングについてご報告致します。１３時３０分現在、えー

線量率変化みられません。２５９３

りません。風向、南東の風１．７ｍでございます。

工務班からお伝えします。えー、５・６Ｇの、おー、えー、外部電源、夜ノ森線Ｎｏ．２７の

復旧作業、現場作業終了しました。Ａ接地外します。

ありがとうございます。 

本店本部よろしいでしょうか。

はい、聞こえます。お願いします。

えーっと、今、３号機の今、海水を炉に注入していますけれど、その海水注入に変わる代替手

段として、えーっとＭＵＷＣの、えーーと、系統が生かせないかという検討をして参りました

が、えーっと、今、あのーえー、電源車をつないで生かしているＰ／Ｃの４Ｄ、これまー、４

号機側にありますが、えーっと、そのＰ／Ｃの４ＤとＭＵＷＣのえーっと、モーターを結ぶ仮

設ケーブルを、えーっと、引くことができましたので、えーっと、電気的にはえーっとＭＵＷ

Ｃのポンプを回せる状態になっています。後、あの、注入ラインも今、海水を注入しているラ

中からＭＵＷＣの系統のラインが入るということなので、ラインナップ上も特に問題

ありません。で、えーっとネックの一つは、その水源になるＣＳＴが今、殆ど空っぽの状態で、

このままだとポンプが回せないということになっていますので、えー、ＣＳＴにえーっと水を

補給してもらえば試運転等えー、これから順次進めることができるというふうな状態にまで今

なっています。 

わかりました。ＣＳＴの水の補給について、えー、早急に対応を本店でします。

はい。宜しくお願いします。 

福島第一復旧班の●●です。えー、土木グループの方から連絡がありまして、坂下ダムからえ、

原水タンクまでの原水配管の健全性確認をやった結果、この結果に、えー、特に大きな問題点

はみつからず、えー、坂下ダムの水は順調に原水タンクに、え、供給されているということは

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

ビレッジのほうは、今、連絡体制作ってもらっているので、その人を通

じて、そのベント等がある場合には連絡が必ずいくように、これ●●さんでいいよね？よろし

広報班お願いします。広報班お願いします。

えっと、すいません。オフサイトセンターから、ちょっとご相談があります。よろしいですか？

えっと自衛隊のあのー、こちらの司令のほうが、えー現地司令が、あー、あるんですけれど、

そちらの情報でですね、え、先程の、その、ベントをするということで、えー、いろいろな自

衛隊の部隊とか、あー、いろんなところが、あー、直ぐ退避する必要があるのではないかと言

っているのはですね、少し錯綜した状況になっております。で、私のほうから説明してござい

ますが、全般にどうもそのー、危機感といいますか、えー、誤解といいますかですね、そうい

う状況にあるようでございます。えー、報道の関係で少し工夫が必要かと思います。以上です。

はい、ありがとうございました。よく承知するように徹底致します。

発電班から、えっと５号機のプラント情報です。５号機については、えーっと、ＲＨＲ（

によります、え、プール冷却、これをある程度、目途が立ちましたのでシャットダウンクーリ

ングを入れて炉水温度の、て、低下に努めています。げ、現在、えっとー、１３時現在で炉水

温度が１２５℃。またプール温度３５．２℃と、非常に、えっと下がり傾向になっております。

はい。ありがとうございました。 

サイト保安班より、えー、モニタリングについてご報告致します。１３時３０分現在、えー

線量率変化みられません。２５９３μＳｖ／ｈでございます。中性子については検出されてお

りません。風向、南東の風１．７ｍでございます。

工務班からお伝えします。えー、５・６Ｇの、おー、えー、外部電源、夜ノ森線Ｎｏ．２７の

復旧作業、現場作業終了しました。Ａ接地外します。

本店本部よろしいでしょうか。 

はい、聞こえます。お願いします。 

えーっと、今、３号機の今、海水を炉に注入していますけれど、その海水注入に変わる代替手

段として、えーっとＭＵＷＣの、えーーと、系統が生かせないかという検討をして参りました

が、えーっと、今、あのーえー、電源車をつないで生かしているＰ／Ｃの４Ｄ、これまー、４

号機側にありますが、えーっと、そのＰ／Ｃの４ＤとＭＵＷＣのえーっと、モーターを結ぶ仮

設ケーブルを、えーっと、引くことができましたので、えーっと、電気的にはえーっとＭＵＷ

Ｃのポンプを回せる状態になっています。後、あの、注入ラインも今、海水を注入しているラ

中からＭＵＷＣの系統のラインが入るということなので、ラインナップ上も特に問題

ありません。で、えーっとネックの一つは、その水源になるＣＳＴが今、殆ど空っぽの状態で、

このままだとポンプが回せないということになっていますので、えー、ＣＳＴにえーっと水を

補給してもらえば試運転等えー、これから順次進めることができるというふうな状態にまで今

わかりました。ＣＳＴの水の補給について、えー、早急に対応を本店でします。

 

福島第一復旧班の●●です。えー、土木グループの方から連絡がありまして、坂下ダムからえ、

原水タンクまでの原水配管の健全性確認をやった結果、この結果に、えー、特に大きな問題点

はみつからず、えー、坂下ダムの水は順調に原水タンクに、え、供給されているということは

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

ビレッジのほうは、今、連絡体制作ってもらっているので、その人を通

じて、そのベント等がある場合には連絡が必ずいくように、これ●●さんでいいよね？よろし

広報班お願いします。広報班お願いします。 

えっと、すいません。オフサイトセンターから、ちょっとご相談があります。よろしいですか？

えっと自衛隊のあのー、こちらの司令のほうが、えー現地司令が、あー、あるんですけれど、

そちらの情報でですね、え、先程の、その、ベントをするということで、えー、いろいろな自

衛隊の部隊とか、あー、いろんなところが、あー、直ぐ退避する必要があるのではないかと言

っているのはですね、少し錯綜した状況になっております。で、私のほうから説明してござい

ますが、全般にどうもそのー、危機感といいますか、えー、誤解といいますかですね、そうい

う状況にあるようでございます。えー、報道の関係で少し工夫が必要かと思います。以上です。

はい、ありがとうございました。よく承知するように徹底致します。

発電班から、えっと５号機のプラント情報です。５号機については、えーっと、ＲＨＲ（

によります、え、プール冷却、これをある程度、目途が立ちましたのでシャットダウンクーリ

ングを入れて炉水温度の、て、低下に努めています。げ、現在、えっとー、１３時現在で炉水

温度が１２５℃。またプール温度３５．２℃と、非常に、えっと下がり傾向になっております。

サイト保安班より、えー、モニタリングについてご報告致します。１３時３０分現在、えー

Ｓｖ／ｈでございます。中性子については検出されてお

りません。風向、南東の風１．７ｍでございます。 

工務班からお伝えします。えー、５・６Ｇの、おー、えー、外部電源、夜ノ森線Ｎｏ．２７の

復旧作業、現場作業終了しました。Ａ接地外します。 

えーっと、今、３号機の今、海水を炉に注入していますけれど、その海水注入に変わる代替手

段として、えーっとＭＵＷＣの、えーーと、系統が生かせないかという検討をして参りました

が、えーっと、今、あのーえー、電源車をつないで生かしているＰ／Ｃの４Ｄ、これまー、４

号機側にありますが、えーっと、そのＰ／Ｃの４ＤとＭＵＷＣのえーっと、モーターを結ぶ仮

設ケーブルを、えーっと、引くことができましたので、えーっと、電気的にはえーっとＭＵＷ

Ｃのポンプを回せる状態になっています。後、あの、注入ラインも今、海水を注入しているラ

中からＭＵＷＣの系統のラインが入るということなので、ラインナップ上も特に問題

ありません。で、えーっとネックの一つは、その水源になるＣＳＴが今、殆ど空っぽの状態で、

このままだとポンプが回せないということになっていますので、えー、ＣＳＴにえーっと水を

補給してもらえば試運転等えー、これから順次進めることができるというふうな状態にまで今

わかりました。ＣＳＴの水の補給について、えー、早急に対応を本店でします。

福島第一復旧班の●●です。えー、土木グループの方から連絡がありまして、坂下ダムからえ、

原水タンクまでの原水配管の健全性確認をやった結果、この結果に、えー、特に大きな問題点

はみつからず、えー、坂下ダムの水は順調に原水タンクに、え、供給されているということは

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

ビレッジのほうは、今、連絡体制作ってもらっているので、その人を通

じて、そのベント等がある場合には連絡が必ずいくように、これ●●さんでいいよね？よろし

えっと、すいません。オフサイトセンターから、ちょっとご相談があります。よろしいですか？

えっと自衛隊のあのー、こちらの司令のほうが、えー現地司令が、あー、あるんですけれど、

そちらの情報でですね、え、先程の、その、ベントをするということで、えー、いろいろな自

衛隊の部隊とか、あー、いろんなところが、あー、直ぐ退避する必要があるのではないかと言

っているのはですね、少し錯綜した状況になっております。で、私のほうから説明してござい

ますが、全般にどうもそのー、危機感といいますか、えー、誤解といいますかですね、そうい

う状況にあるようでございます。えー、報道の関係で少し工夫が必要かと思います。以上です。

はい、ありがとうございました。よく承知するように徹底致します。 

発電班から、えっと５号機のプラント情報です。５号機については、えーっと、ＲＨＲ（

によります、え、プール冷却、これをある程度、目途が立ちましたのでシャットダウンクーリ

ングを入れて炉水温度の、て、低下に努めています。げ、現在、えっとー、１３時現在で炉水

温度が１２５℃。またプール温度３５．２℃と、非常に、えっと下がり傾向になっております。

サイト保安班より、えー、モニタリングについてご報告致します。１３時３０分現在、えー

Ｓｖ／ｈでございます。中性子については検出されてお

工務班からお伝えします。えー、５・６Ｇの、おー、えー、外部電源、夜ノ森線Ｎｏ．２７の

えーっと、今、３号機の今、海水を炉に注入していますけれど、その海水注入に変わる代替手

段として、えーっとＭＵＷＣの、えーーと、系統が生かせないかという検討をして参りました

が、えーっと、今、あのーえー、電源車をつないで生かしているＰ／Ｃの４Ｄ、これまー、４

号機側にありますが、えーっと、そのＰ／Ｃの４ＤとＭＵＷＣのえーっと、モーターを結ぶ仮

設ケーブルを、えーっと、引くことができましたので、えーっと、電気的にはえーっとＭＵＷ

Ｃのポンプを回せる状態になっています。後、あの、注入ラインも今、海水を注入しているラ

中からＭＵＷＣの系統のラインが入るということなので、ラインナップ上も特に問題

ありません。で、えーっとネックの一つは、その水源になるＣＳＴが今、殆ど空っぽの状態で、

このままだとポンプが回せないということになっていますので、えー、ＣＳＴにえーっと水を

補給してもらえば試運転等えー、これから順次進めることができるというふうな状態にまで今

わかりました。ＣＳＴの水の補給について、えー、早急に対応を本店でします。

福島第一復旧班の●●です。えー、土木グループの方から連絡がありまして、坂下ダムからえ、

原水タンクまでの原水配管の健全性確認をやった結果、この結果に、えー、特に大きな問題点

はみつからず、えー、坂下ダムの水は順調に原水タンクに、え、供給されているということは
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ビレッジのほうは、今、連絡体制作ってもらっているので、その人を通

じて、そのベント等がある場合には連絡が必ずいくように、これ●●さんでいいよね？よろし

えっと、すいません。オフサイトセンターから、ちょっとご相談があります。よろしいですか？
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確認できましたので、今後、この原水タンクの水をいかに利用していくかというか真水を利用

していくということの、えー、鍵になるかと考えております。ちょっとここから先のところは

本店さんを含めてどういうパスで、

はい、あのー、本店でも同じ事を考えています。えー、既に、えー、その検討を進めていると

ころです。えー、一番いいのはヘッドで下へ落とすことだと思うけど、えー、仮配管も含めて、

今、あの、こちらで検討しています。

宜しくお願いいたします。

本店本部よろしいでしょうか…

はいどうぞ。 

えーっと今度は１号機なんですけど、えーっと、今ほどの３号機の話も、あのー電源が復旧を

して、圧力容器廻りの温度データがえっと見えるようになってから、かなり温度が上がってい

るという話が発端になっていますけれども、えーっと同じくあのー、電源はまだ回復していな

いんですが１号機について同じようにあのー、圧力容器廻りの温度データを、えー、実際に温

度センサーに直接、えー、電圧計を当てて、発生している起電力から換算をして測定しました。

えーっとその結果、１号機もノズルの温度、えーっとベッセルのボトムヘッドの温度、或いは、

そのー、安全弁の排気管の温度、のきなみ、４００℃近くまでえっと上昇しているということ

が分かりました。えっと時刻を違えてえっと２回測定しましたが２回ともほぼ同じような値が

出ています。ということでえっとー、１号についても、注入量、原子炉への海水の注入量を増

やして、えー、冷却の、えー、機能を強める必要があるというふうに考えています。このデー

タ本店の方にお送りいたしますので、あのー、評価をお願いしたいと思います。

わかりました。早速対応させます。

給電班より報告致します。すいません、えー先程工務さんの方から、えー、夜ノ森線の作業終

了のお話がありましたけれども、えー夜ノ森線の受電側の設備の健全性確認作業、こちらの方

が、若干遅れておりまして、現在のところ、作業終了見込み１６時となっておりますので、え

ー、試充電が若干遅れて１６時頃から試充電開始となると思います。以上です。

福島第一了解です。よろしくお願いします。

サイト保安班よりモニタリングの結果についてお知らせいたします。１４時現在、

は変化ございません。２７６８

風向風速につきましては南東の風１．６ｍ／ｓでございます。

了解しました。

宮城県沖で緊急地震速報です。

今、福島本部は地震がきましたが、それほど大きな揺れではありませんでした。

了解、よかったです。

すみません。資材班からお願いです。えっとー、４ｔ車のユニック車・・のですね、鍵がこち

らの方に戻っていませんので、えーお持ちの方いらっしゃいましたら、えーこちらの方に持っ

てきて下さい。えー、ナンバーが●●です。えーユニック車です。えー、鍵をお持ちの方こち

らの方に返却の方お願いします。以上です。

すいません、えー、１Ｆ復旧班●●です。先程、あのー、え、１号機の温度のデータありまし

たけれども、今、出来る、ま、一番簡易な措置として、１号機に送水していますポンプの吐出

圧を０．９メガパスカルから１．０メガパスカルまで上げたいと思います。その心は、１．０

メガパスカルであれば、えー、過去、十分安定して運転したという、えー、記録が残っていま

すので１．０まで、まず上げて、えー、その後のポンプの組み換え等は改めて検討したいと思

います。 

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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わかりました。本店了解しました。落ち着いて、えー、操作して、えー、その後の状況につい

てもよく見極めるようにして下さい。

●●承知致しました。

発電班からプラント情報です。５号機ですが、えー、原子炉冷却水温度１００℃切りまして、

冷温・・冷温状態停止しました。＜拍手＞９９．３℃です。

オフサイトセンターから、ご相談があります。え、武黒さんよろしいでしょうか。

はい。 

えーっとですね。こちらでの合同会議の中ででた重要な案件をちょっとお知らせいたします。

えっと今、あのー、放水を沢山してまして、えっとー、その水がですね、えっと海洋の方に、

海の方に流れた場合に、えー色々問題が起きるだろうということで、えー、現時点でえー、水

が海に流れないような方策について、えー、できる限りの事をすべきではないかという提案が

なされております。えー、かなり重要な、えー、ご指摘かと思いますので検討していただけま

せんでしょうか？

えー、まず検討の前に、あのーおー・・実態としてどういう風に海水との関係がなっているか

ということを、ま、整理して、で、それの内流れないようにというのは、えー例えば、どうい

うことを指すかっていうと、「ザーザー」と、そのイメージとしてね。「ザーザー」とこう、

海水が、海水が海へまた流れていくということなのか・・であればね。我々こうわかり易いと

思うんだけど、お・・厳密なことを言うとこの間、うち…色んな形で、今、今もそうですけど、

注水していると、えっと飛沫のようなものになって、えーあるいは、おー・・そういう飛滴の

ようなものになってこれが地中に飛び散る。で或いは、もうちょっと水、水滴となって地中

に、・・地面に降る。これがまー、地下水に浸み込んで海に行くかもしれない。そこまで考え

る話なのか、どこらへんで線引きすればいいのか？

いえいえ。あのですね、今、あのー、結構放水が大量になって参りましたので、水の水路がで

きて、えー、あるルートから、どんどん海の方に流れるというのが、あのー、非常に危ないで

あろうと思われます。ですから、あの、表面のところで止めること、どこかでピットを設ける

とか、あー、スポンジのような物で吸い取るとかですね、何らかの、おー、お、大きな量を行

かないようにする。という、あのー、当面の処理の問題でございます。

そうすると、現状がそういう可能性が、あ、あのー、おー、あのー、空から、或いは地上から

の放水によって、そういう可能性が、状況があるかどうかという、まず実態調査と、その実態

調査を踏まえて、え、そういう必要があるかどうかの検討と。この２本立てということになり

ますね。 

おっしゃる通りです。

はい、これは、あのー、すぐに、今、・・至近のうちにはちょっと・・えー出来る、できない

がありますのでちょっと時間下さい。あのー、ど、どうできるか、どうしたら良いかというこ

とを発電所と一緒に考える必要があると思います。

はい、あのー、バックヤードの方でしっかり考えていただければいいとと思います。

はい。 
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えー今、あのー、建設部の、おー、研究所の方で、何か、あー、対応する手段があるかどうか

ということは検討してもらうということで、えー、●●が動いてくれてはいるんですが、発電

所の方で、えー、現状について、えー・・ま、あのー、誰がやったらいいかってことはそちら

で考えていただいて、できるかできないかってことをあとで返事くれればいいんですが、え

ー・・これまでも、瓦礫の除去なんかについては除去状況の写真を撮ったりしていますので、

同じように、えー、ま、海水の・・放水した３号と４号の周辺について、え、放水後の、或い

は直後でもいいし、・・なるだけ直後の写真でも撮って、ま、なんかここう・・特段のみずみ

ちのようなものが海に向かって、えー、存在しているのか、大きな水溜りのようなものが、そ

のあるのかというような確認作業は可能でしょうか？

ちょっと検討させていただきますが、あのー、今のような形で少しパトロールをして放水の前

後、前後といいますか、後になるかと思いますが、えー今、お話がありましたような「みずみ

ち」が出来ていないかってことの調査になろうかと思います。ただ、チョット現場まだあのー

瓦礫の山が凄いので、えーきちんとした土の上であれば「みずみち」が見えるんですが、瓦礫

の方に入っちゃうとですね、かなり確認は苦しいところがあります。

それはしょうがないね。ただ、あの、だいぶ建設部のほうで、あのー、建設さん頑張ってくれ

て私が写真で見ている限りでは、だいぶそういったもの、発電所・・建物の周辺はあのー、整

理されてきているというふうに思っているんですが。昨日までの写真だと。

それも含めまして、ちょっと、はい。あのー、放水の状況の後に、えー少し確認ができるよう

な手段を考えたいと思います。

いずれ、こういうことが問われるから。

すいません。すいません。あのー、１Ｆ復旧班の●●ですけど、えー２号機の使用済み燃料プ

ールにつきまして海水を投入するラインナップ全て、えー、準備が完了しました。後、１弁開

けると、えー、海水の投入が行われる状況になりましたので、これから投入作業実施したいと

思います。 

はい、えー、ちょっと待って下さい。確認します。復旧班、●●さん。

あの、復旧班の●●です。武黒さんの先程の、おー、ご質問の回答になろうかと思いますが、

３号機で集中して放水した結果、ヤードのほうがかなり。

●●さん、もう一度最初からお願いします。すいません。

えっと、先程の、おー、３号機の場合の、集中して放水した場合ですが、ヤードにはその水溜

りとか、そういったものは、今のところ、大きな水溜りとかそういったものはありません。た

だ、建屋の中にかなり入っていますので、建屋の中はまだ確認されていませんので、逆に言え

ば、建屋の中、地下を通して外に出て、出て行く可能性がありますが、ヤード１階のオペレ・・

グランドフロアには、溜りがないことは言えます。以上です。

分かりました。あのー、今すぐ手が打てるものが、あ、打てる範囲の中でしか対応

ので、え、そういう意味で、えー、手を拱いているということのないようにということも一つ

あると思います。えー、従って、その範囲でまず見てもらって、そして何らかの手段が必要か

どうか、あー、講じられるかどうかってことを考えるというふうにアプローチを、おーえー・・

することを今、考えています。もっと他にいいアイデア、ご意見があれば、またそれについて

は話を聞きたいというふうに思います。え、それから、えっとー、●●さん２号への海水投入

ラインの準備が出来たということですが、そのー、問題は、えー、２号の燃料プールの水

わからないのですが、オーバーフローしてしまうっていうことについての対応は何かありうる

んでしょうか？

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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あのー、燃料グループと協力しまして、とりあえず３５ｔ程度あのー、入れればですね、問題

なく、オーバーフローすることなく止めれるということなので、流量見ながら３５ｔ程度で一

旦とめるということを考えてございます。

えーっと非常に少ない量ということですね、他と比べると。

その通りでございます。

そうですねぇ。あのー、当然のことながら、スキマサージタンクのほうの水位計なんてまだ生

きているわけじゃないから、えー、分かる方法は無いと。量でやるしかないと。

はい。量でやるしか今のところございません。

それで、あのー・・うんっと・・その３５ｔって、計算上の数字でしょ？

あ、すいません。４５ｔだそうです。計算上の数字です。

そうですよね。それがそもそも前提があっているかどうかということが・・だけですね。あと

は。 

すいません。スキマサージタンクは水位見れるそうです。

あっそう。分かった。それ間違いないね？

はい、間違いないです。生かしてあります。

であれば、ゆっくりと入れて、ゆっくりと入れてスキマサージタンクのところの、え、水位を

確認した段階で止めるというのは可能ですね？

はい。 

えーそれを、おー、まずしっかりと考えて、落ち着いてやって下さい。

はい、ゆっくりとと言うのは、だいたい１時間に約１０ｔ程度、つまり１６６ℓ／ｍｉｎぐらい

で、ゆっくり入れていきたいと思います。

で、スキマサージタンクの水位が、あ・・水位って何？ＯＮかＯＦＦかそれともあのー、あ、

アナログ値かなにかで出るんですか？

●●ちょっと今確認します。ちょっとお待ち下さい。

すいません、指示計で分かります。

分かりました。それじゃ、その指示計の・・を見て上昇傾向があるところで止めるとか、なん

か工夫の余地があると思いますから、まず、その手順をそちらで考えて、えー共有して、それ

から確認をしてやるということでどうでしょうか？

承知致しました。

えっとオフサイトセンターです。武黒さん、武黒さん。

今、あの、席を外しておりますんで、少々お待ち下さい。あ、すいません、今、武黒フェロー

は席を外されておりますが、どのようなご用でしょうか？
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ええ、先程のあのー、報道で、えっと自衛隊が展開している人たち・・あ、展開している自衛

隊の人たちが、え、作業を全部ストップして、え、待避のような状況になってしまってます。

えーっと、なかなか判断難しいかと思いますが、ベントをするかしないかというジャッジがで

すね、今の現時点で見通しがつくのかどうか、そこを督促をされております。

高津さん、ちょっと私、席を外していたので、すいません。えー確認をさせてください。

えっと先程のベントに関する報道によりまして、えー、この周辺に展開している１２旅団の、

おー、自衛隊の方々が作業ストップしております。で、このストップをあのー、することによ

って、色んな救援作業等も含めて随分、あの、停滞することにもなりますので、出来る限りジ

ャッジを・・して貰って、いつごろになれば展開できるかと、あー、展開といいますか再開で

きるのかということをえー、教えてもらえないかという要請がきているんですね。で、あのー、

ベントについての見通し、現時点でですね、判断は可能でしょうか？

あのー、データを見る限り、えーその・・ここ・・至近のデータは、えーと・・昼位のデータ

ですが、そのデータだとむしろ低下傾向を示しているんですね、圧力は。ですから、えーこの

状態が継続されるのであれば、あ、ベントが必要となるような状況には至らないと思っていま

す。で、これは、原子炉への水を送る流量の調整の結果生まれた、過渡的な現象だと考えてお

りまして、その過渡的な現象が、えー、いつ頃どう、その変動おー、するかというのは必ずし

も全部読みきれているわけじゃありませんけれども、ひところ上昇した、あー、Ｄ／

いうのがやや低下傾向を示してしているので、今後もえー、上昇低下をしばらく繰り返しなが

ら推移するんではないかというふうに想定していますが、直ちにベントということ、割合早い

段階でベントということを想定しなければならない状態だとは思っておりません。

そうしますと、全体への影響ですね。あっ地震がきましたねぇ。えーっと、判断を出来るだけ

早くいただいてベントを、まあ、当面しないというそういう判断をいただいてこちらから自衛

隊のほうに連絡するとこういうことにしたいと思っております。

その点で言えばですね、え、当面、ベントをするあの、必要はないと思っております。

では、そのように自衛隊のほうに伝えます。

そして、そして、わたしの隣に海江田大臣がおられますが、ベントをするにあたっては、必ず

事前に国と綿密な協議をし、そして国、専門家の助言を得て、えー、最終的には大臣の、おー、

ご判断も踏まえ対応しますので、えー、その時点で必ず、それもある時間的な猶予の中でいた

しますので必ずその時点でご連絡差し上げます。

はい、承知致しました。お願い致します。

オフサイトセンター高津です。えっと参考までに、今、ＮＨＫでベントするという報道がなさ

れて、えー、関係者退避するといったような報道がありました。えー多分、タイムラグがある

ものだと思います。以上です。

オフサイト海江田ですが、実はですねその、ＮＨＫの報道の前提として、え、午後２時現在の

記者発表をあの、東京電力が行ったわけであります。それでその３号機の、おー、状況を説明

するにあたってですね、いいですか、よく聞いて下さい。安全に万全を期すため原子炉格納容

器内の圧力を降下させる

いましたが、現在の状態は直ちに放出を必要とする状況ではないため、今後、圧力の状態など

を注視して参ります。とこういう記者発表をしているわけです。

はい。 

あ、あ、３時にこれを、これを３時に行うんです。正式な表現はそういう言いっぷりです。３

時に行います。ですから恐らくこれが何らかの形で事前にこの情報が漏れてそういう報道にな

ったんだと思いますこれは。

あ、わかりました。あの、承知致しました。
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状態が継続されるのであれば、あ、ベントが必要となるような状況には至らないと思っていま

す。で、これは、原子炉への水を送る流量の調整の結果生まれた、過渡的な現象だと考えてお

りまして、その過渡的な現象が、えー、いつ頃どう、その変動おー、するかというのは必ずし

も全部読みきれているわけじゃありませんけれども、ひところ上昇した、あー、Ｄ／

いうのがやや低下傾向を示してしているので、今後もえー、上昇低下をしばらく繰り返しなが

ら推移するんではないかというふうに想定していますが、直ちにベントということ、割合早い

段階でベントということを想定しなければならない状態だとは思っておりません。

そうしますと、全体への影響ですね。あっ地震がきましたねぇ。えーっと、判断を出来るだけ

早くいただいてベントを、まあ、当面しないというそういう判断をいただいてこちらから自衛

隊のほうに連絡するとこういうことにしたいと思っております。 

その点で言えばですね、え、当面、ベントをするあの、必要はないと思っております。

そして、そして、わたしの隣に海江田大臣がおられますが、ベントをするにあたっては、必ず

事前に国と綿密な協議をし、そして国、専門家の助言を得て、えー、最終的には大臣の、おー、

ご判断も踏まえ対応しますので、えー、その時点で必ず、それもある時間的な猶予の中でいた

オフサイトセンター高津です。えっと参考までに、今、ＮＨＫでベントするという報道がなさ

れて、えー、関係者退避するといったような報道がありました。えー多分、タイムラグがある

オフサイト海江田ですが、実はですねその、ＮＨＫの報道の前提として、え、午後２時現在の

記者発表をあの、東京電力が行ったわけであります。それでその３号機の、おー、状況を説明

するにあたってですね、いいですか、よく聞いて下さい。安全に万全を期すため原子炉格納容

措置（放射性物質を含む空気の一部外出への放出を行う準備を進めて

いましたが、現在の状態は直ちに放出を必要とする状況ではないため、今後、圧力の状態など

を注視して参ります。とこういう記者発表をしているわけです。 

あ、あ、３時にこれを、これを３時に行うんです。正式な表現はそういう言いっぷりです。３

時に行います。ですから恐らくこれが何らかの形で事前にこの情報が漏れてそういう報道にな
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サイト保安班、保安班より、いー、お願いがございます。入り口の、おー、タイベック、マス

ク等の使用済みの、おー、保護衣がかなり溜まってきましたので倉庫のほうに運搬したいと思

います。えー、各班１名程度、６名で作業したいと思いますので、是非、いー、入り口の協力

をお願いしたいと思います。入り口脇のえー、タイベック等の整理をしたいと思います。雨の

降る前にやりたいと思いますので、各班ご協力お願いします。宜しくお願い致します。

再度、保安班よりお願い致します。今、保安班の●●さんの方が中心とな

と、下に溜まってますタイベック、タイラック、えー合羽等の整理をしたいと思いますので是

非、えー、保安班のほうに、えー、お集まりいただきたいと思います。協力できる方、保安班

のほうにお願いしたいと思います。

サイト保安班より、えー、モニタリング結果についてお知らせします。１５時１０分現在、え

ー、線量ですが、えー、スタート時期の、えー、１１時頃スタートといたしますと、えー、若

干ながら上昇が確認されております。えー、数値は３０７１

１１時の時点でにせんななひゃく・・・２５７９ですので約、えーっと、４００

昇、わずかに、じわっというような形で、え、上昇傾向がみられている現状にあります。えー、

中性子につきましては確認されておりません。風向でございますが、南風１．９ｍ／ｓ。以上

でございます。

了解しました。

えっと、資材班からお知らせします。えっと本日投光機のほうが３２台ほど到着しております。

で、燃料を詰めた状態で、あの、体育館前においてありますので夜間作業等で使用する場合に

は、あー、ご利用下さい。以上です。

福島第一の本部のみなさん、聞いて下さい。福島第一本部のみなさんよろしいですか？えっと

予定ではえー、１６時から放水作業が始まる可能性があるということで当初お話を伺っており

ます。今、即座にそういう動きになるかどうかはというのはよく分かりませんが、えー、一応

各班ごとに現場の作業が終わっているか、終わっていないか、え、どの程度、後、時間が必要

か、メンバーが何人位出ているかというところの把握をまずしてく、して下さい。時間がある

程度確定した時点で、えー、必要なところについては、え、退避命令を出したいと思いますの

で、まず各班ごとに現状の把握に努めて下さい。よろしくお願いします。で、内容については

総務班の方に、えー、またお伝えいただいて、総務班のほうから本部に報告をして下さい。よ

ろしいですか？お願いします。

本店本部。本店本部。えーっと３号機についての１５時のデータが収集できましたので報告い

たします。 

はい。 

はい、えーっと、発電班です。えー、３号機１５時のデータで炉水位はえー、１１時のデータ、

マイナス１９５０に対して、えー、約４００

えっと、炉圧も若干回復して、０、あ、若干低くなりまして０．１２８メガパスカル。それか

らＤ／Ｗ圧力は殆ど変わりませんが、えー、下がる方向で３００ｋＰａ（ａｂｓ）です。それ

から温度データは、えー、給水ノズル前回１１時で２１０℃だったものが１４０℃。えー、そ

の他も下がり傾向で、えー、概ねＲＰＶ廻り、えー、Ｄ／Ｗ内は２００℃。最高で２００℃程

度と思われます。以上です。

はい、ありがとうございました。

本店本部さんお願いします。福島第一●●です。

はい。 

えーっと今、あのー、放水のほうの動きが出て参りました。１５時３５分、１５時３５分に、

３号のポンプを交換するために、６台の車が５５人の消防の方を乗せてこちらに向かっており

ます。正門で当社と待ち合わせをするというような状況になっておりますが、え、この５５人

の方は全員が発電所に入るわけではなくて、具体的に発電所に入ってポンプの修理を行うメン

バーは、合計８人というような情報をいただいております。以上です。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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ー、線量ですが、えー、スタート時期の、えー、１１時頃スタートといたしますと、えー、若

干ながら上昇が確認されております。えー、数値は３０７１

１１時の時点でにせんななひゃく・・・２５７９ですので約、えーっと、４００

昇、わずかに、じわっというような形で、え、上昇傾向がみられている現状にあります。えー、

中性子につきましては確認されておりません。風向でございますが、南風１．９ｍ／ｓ。以上

えっと、資材班からお知らせします。えっと本日投光機のほうが３２台ほど到着しております。

で、燃料を詰めた状態で、あの、体育館前においてありますので夜間作業等で使用する場合に

は、あー、ご利用下さい。以上です。 

福島第一の本部のみなさん、聞いて下さい。福島第一本部のみなさんよろしいですか？えっと

予定ではえー、１６時から放水作業が始まる可能性があるということで当初お話を伺っており

ます。今、即座にそういう動きになるかどうかはというのはよく分かりませんが、えー、一応

各班ごとに現場の作業が終わっているか、終わっていないか、え、どの程度、後、時間が必要

か、メンバーが何人位出ているかというところの把握をまずしてく、して下さい。時間がある

程度確定した時点で、えー、必要なところについては、え、退避命令を出したいと思いますの

各班ごとに現状の把握に努めて下さい。よろしくお願いします。で、内容については

総務班の方に、えー、またお伝えいただいて、総務班のほうから本部に報告をして下さい。よ

ろしいですか？お願いします。 

本店本部。本店本部。えーっと３号機についての１５時のデータが収集できましたので報告い

はい、えーっと、発電班です。えー、３号機１５時のデータで炉水位はえー、１１時のデータ、

マイナス１９５０に対して、えー、約４００

えっと、炉圧も若干回復して、０、あ、若干低くなりまして０．１２８メガパスカル。それか

らＤ／Ｗ圧力は殆ど変わりませんが、えー、下がる方向で３００ｋＰａ（ａｂｓ）です。それ

から温度データは、えー、給水ノズル前回１１時で２１０℃だったものが１４０℃。えー、そ

の他も下がり傾向で、えー、概ねＲＰＶ廻り、えー、Ｄ／Ｗ内は２００℃。最高で２００℃程

 

はい、ありがとうございました。 

本店本部さんお願いします。福島第一●●です。

えーっと今、あのー、放水のほうの動きが出て参りました。１５時３５分、１５時３５分に、

３号のポンプを交換するために、６台の車が５５人の消防の方を乗せてこちらに向かっており

ます。正門で当社と待ち合わせをするというような状況になっておりますが、え、この５５人

の方は全員が発電所に入るわけではなくて、具体的に発電所に入ってポンプの修理を行うメン

バーは、合計８人というような情報をいただいております。以上です。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

サイト保安班、保安班より、いー、お願いがございます。入り口の、おー、タイベック、マス

ク等の使用済みの、おー、保護衣がかなり溜まってきましたので倉庫のほうに運搬したいと思

います。えー、各班１名程度、６名で作業したいと思いますので、是非、いー、入り口の協力

をお願いしたいと思います。入り口脇のえー、タイベック等の整理をしたいと思います。雨の

降る前にやりたいと思いますので、各班ご協力お願いします。宜しくお願い致します。

再度、保安班よりお願い致します。今、保安班の●●さんの方が中心とな

と、下に溜まってますタイベック、タイラック、えー合羽等の整理をしたいと思いますので是

非、えー、保安班のほうに、えー、お集まりいただきたいと思います。協力できる方、保安班

サイト保安班より、えー、モニタリング結果についてお知らせします。１５時１０分現在、え

ー、線量ですが、えー、スタート時期の、えー、１１時頃スタートといたしますと、えー、若

干ながら上昇が確認されております。えー、数値は３０７１

１１時の時点でにせんななひゃく・・・２５７９ですので約、えーっと、４００

昇、わずかに、じわっというような形で、え、上昇傾向がみられている現状にあります。えー、

中性子につきましては確認されておりません。風向でございますが、南風１．９ｍ／ｓ。以上

えっと、資材班からお知らせします。えっと本日投光機のほうが３２台ほど到着しております。

で、燃料を詰めた状態で、あの、体育館前においてありますので夜間作業等で使用する場合に

福島第一の本部のみなさん、聞いて下さい。福島第一本部のみなさんよろしいですか？えっと

予定ではえー、１６時から放水作業が始まる可能性があるということで当初お話を伺っており

ます。今、即座にそういう動きになるかどうかはというのはよく分かりませんが、えー、一応

各班ごとに現場の作業が終わっているか、終わっていないか、え、どの程度、後、時間が必要

か、メンバーが何人位出ているかというところの把握をまずしてく、して下さい。時間がある

程度確定した時点で、えー、必要なところについては、え、退避命令を出したいと思いますの

各班ごとに現状の把握に努めて下さい。よろしくお願いします。で、内容については

総務班の方に、えー、またお伝えいただいて、総務班のほうから本部に報告をして下さい。よ

本店本部。本店本部。えーっと３号機についての１５時のデータが収集できましたので報告い

はい、えーっと、発電班です。えー、３号機１５時のデータで炉水位はえー、１１時のデータ、

マイナス１９５０に対して、えー、約４００mm 回復して、え、マイナス１６００

えっと、炉圧も若干回復して、０、あ、若干低くなりまして０．１２８メガパスカル。それか

らＤ／Ｗ圧力は殆ど変わりませんが、えー、下がる方向で３００ｋＰａ（ａｂｓ）です。それ

から温度データは、えー、給水ノズル前回１１時で２１０℃だったものが１４０℃。えー、そ

の他も下がり傾向で、えー、概ねＲＰＶ廻り、えー、Ｄ／Ｗ内は２００℃。最高で２００℃程

本店本部さんお願いします。福島第一●●です。 

えーっと今、あのー、放水のほうの動きが出て参りました。１５時３５分、１５時３５分に、

３号のポンプを交換するために、６台の車が５５人の消防の方を乗せてこちらに向かっており

ます。正門で当社と待ち合わせをするというような状況になっておりますが、え、この５５人

の方は全員が発電所に入るわけではなくて、具体的に発電所に入ってポンプの修理を行うメン

バーは、合計８人というような情報をいただいております。以上です。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

サイト保安班、保安班より、いー、お願いがございます。入り口の、おー、タイベック、マス

ク等の使用済みの、おー、保護衣がかなり溜まってきましたので倉庫のほうに運搬したいと思

います。えー、各班１名程度、６名で作業したいと思いますので、是非、いー、入り口の協力

をお願いしたいと思います。入り口脇のえー、タイベック等の整理をしたいと思います。雨の

降る前にやりたいと思いますので、各班ご協力お願いします。宜しくお願い致します。

再度、保安班よりお願い致します。今、保安班の●●さんの方が中心となってですね、えーっ

と、下に溜まってますタイベック、タイラック、えー合羽等の整理をしたいと思いますので是

非、えー、保安班のほうに、えー、お集まりいただきたいと思います。協力できる方、保安班

サイト保安班より、えー、モニタリング結果についてお知らせします。１５時１０分現在、え

ー、線量ですが、えー、スタート時期の、えー、１１時頃スタートといたしますと、えー、若

干ながら上昇が確認されております。えー、数値は３０７１μＳｖ／ｈでございます。えー、

１１時の時点でにせんななひゃく・・・２５７９ですので約、えーっと、４００

昇、わずかに、じわっというような形で、え、上昇傾向がみられている現状にあります。えー、

中性子につきましては確認されておりません。風向でございますが、南風１．９ｍ／ｓ。以上

えっと、資材班からお知らせします。えっと本日投光機のほうが３２台ほど到着しております。

で、燃料を詰めた状態で、あの、体育館前においてありますので夜間作業等で使用する場合に

福島第一の本部のみなさん、聞いて下さい。福島第一本部のみなさんよろしいですか？えっと

予定ではえー、１６時から放水作業が始まる可能性があるということで当初お話を伺っており

ます。今、即座にそういう動きになるかどうかはというのはよく分かりませんが、えー、一応

各班ごとに現場の作業が終わっているか、終わっていないか、え、どの程度、後、時間が必要

か、メンバーが何人位出ているかというところの把握をまずしてく、して下さい。時間がある

程度確定した時点で、えー、必要なところについては、え、退避命令を出したいと思いますの

各班ごとに現状の把握に努めて下さい。よろしくお願いします。で、内容については

総務班の方に、えー、またお伝えいただいて、総務班のほうから本部に報告をして下さい。よ

本店本部。本店本部。えーっと３号機についての１５時のデータが収集できましたので報告い

はい、えーっと、発電班です。えー、３号機１５時のデータで炉水位はえー、１１時のデータ、

回復して、え、マイナス１６００

えっと、炉圧も若干回復して、０、あ、若干低くなりまして０．１２８メガパスカル。それか

らＤ／Ｗ圧力は殆ど変わりませんが、えー、下がる方向で３００ｋＰａ（ａｂｓ）です。それ

から温度データは、えー、給水ノズル前回１１時で２１０℃だったものが１４０℃。えー、そ

の他も下がり傾向で、えー、概ねＲＰＶ廻り、えー、Ｄ／Ｗ内は２００℃。最高で２００℃程

えーっと今、あのー、放水のほうの動きが出て参りました。１５時３５分、１５時３５分に、

３号のポンプを交換するために、６台の車が５５人の消防の方を乗せてこちらに向かっており

ます。正門で当社と待ち合わせをするというような状況になっておりますが、え、この５５人

の方は全員が発電所に入るわけではなくて、具体的に発電所に入ってポンプの修理を行うメン

バーは、合計８人というような情報をいただいております。以上です。 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

サイト保安班、保安班より、いー、お願いがございます。入り口の、おー、タイベック、マス

ク等の使用済みの、おー、保護衣がかなり溜まってきましたので倉庫のほうに運搬したいと思

います。えー、各班１名程度、６名で作業したいと思いますので、是非、いー、入り口の協力

をお願いしたいと思います。入り口脇のえー、タイベック等の整理をしたいと思います。雨の

降る前にやりたいと思いますので、各班ご協力お願いします。宜しくお願い致します。 

ってですね、えーっ

と、下に溜まってますタイベック、タイラック、えー合羽等の整理をしたいと思いますので是

非、えー、保安班のほうに、えー、お集まりいただきたいと思います。協力できる方、保安班

サイト保安班より、えー、モニタリング結果についてお知らせします。１５時１０分現在、え

ー、線量ですが、えー、スタート時期の、えー、１１時頃スタートといたしますと、えー、若

Ｓｖ／ｈでございます。えー、

１１時の時点でにせんななひゃく・・・２５７９ですので約、えーっと、４００μＳｖほど上

昇、わずかに、じわっというような形で、え、上昇傾向がみられている現状にあります。えー、

中性子につきましては確認されておりません。風向でございますが、南風１．９ｍ／ｓ。以上

えっと、資材班からお知らせします。えっと本日投光機のほうが３２台ほど到着しております。

で、燃料を詰めた状態で、あの、体育館前においてありますので夜間作業等で使用する場合に

福島第一の本部のみなさん、聞いて下さい。福島第一本部のみなさんよろしいですか？えっと

予定ではえー、１６時から放水作業が始まる可能性があるということで当初お話を伺っており

ます。今、即座にそういう動きになるかどうかはというのはよく分かりませんが、えー、一応

各班ごとに現場の作業が終わっているか、終わっていないか、え、どの程度、後、時間が必要

か、メンバーが何人位出ているかというところの把握をまずしてく、して下さい。時間がある

程度確定した時点で、えー、必要なところについては、え、退避命令を出したいと思いますの

各班ごとに現状の把握に努めて下さい。よろしくお願いします。で、内容については

総務班の方に、えー、またお伝えいただいて、総務班のほうから本部に報告をして下さい。よ

本店本部。本店本部。えーっと３号機についての１５時のデータが収集できましたので報告い

はい、えーっと、発電班です。えー、３号機１５時のデータで炉水位はえー、１１時のデータ、

回復して、え、マイナス１６００mm。それから

えっと、炉圧も若干回復して、０、あ、若干低くなりまして０．１２８メガパスカル。それか

らＤ／Ｗ圧力は殆ど変わりませんが、えー、下がる方向で３００ｋＰａ（ａｂｓ）です。それ

から温度データは、えー、給水ノズル前回１１時で２１０℃だったものが１４０℃。えー、そ

の他も下がり傾向で、えー、概ねＲＰＶ廻り、えー、Ｄ／Ｗ内は２００℃。最高で２００℃程

えーっと今、あのー、放水のほうの動きが出て参りました。１５時３５分、１５時３５分に、

３号のポンプを交換するために、６台の車が５５人の消防の方を乗せてこちらに向かっており

ます。正門で当社と待ち合わせをするというような状況になっておりますが、え、この５５人

の方は全員が発電所に入るわけではなくて、具体的に発電所に入ってポンプの修理を行うメン

） 

 

サイト保安班、保安班より、いー、お願いがございます。入り口の、おー、タイベック、マス

ク等の使用済みの、おー、保護衣がかなり溜まってきましたので倉庫のほうに運搬したいと思

います。えー、各班１名程度、６名で作業したいと思いますので、是非、いー、入り口の協力

をお願いしたいと思います。入り口脇のえー、タイベック等の整理をしたいと思います。雨の

 

ってですね、えーっ

と、下に溜まってますタイベック、タイラック、えー合羽等の整理をしたいと思いますので是

非、えー、保安班のほうに、えー、お集まりいただきたいと思います。協力できる方、保安班

サイト保安班より、えー、モニタリング結果についてお知らせします。１５時１０分現在、え

ー、線量ですが、えー、スタート時期の、えー、１１時頃スタートといたしますと、えー、若

Ｓｖ／ｈでございます。えー、

Ｓｖほど上

昇、わずかに、じわっというような形で、え、上昇傾向がみられている現状にあります。えー、

中性子につきましては確認されておりません。風向でございますが、南風１．９ｍ／ｓ。以上

えっと、資材班からお知らせします。えっと本日投光機のほうが３２台ほど到着しております。

で、燃料を詰めた状態で、あの、体育館前においてありますので夜間作業等で使用する場合に

福島第一の本部のみなさん、聞いて下さい。福島第一本部のみなさんよろしいですか？えっと

予定ではえー、１６時から放水作業が始まる可能性があるということで当初お話を伺っており

ます。今、即座にそういう動きになるかどうかはというのはよく分かりませんが、えー、一応

各班ごとに現場の作業が終わっているか、終わっていないか、え、どの程度、後、時間が必要

か、メンバーが何人位出ているかというところの把握をまずしてく、して下さい。時間がある

程度確定した時点で、えー、必要なところについては、え、退避命令を出したいと思いますの

各班ごとに現状の把握に努めて下さい。よろしくお願いします。で、内容については

総務班の方に、えー、またお伝えいただいて、総務班のほうから本部に報告をして下さい。よ

本店本部。本店本部。えーっと３号機についての１５時のデータが収集できましたので報告い

はい、えーっと、発電班です。えー、３号機１５時のデータで炉水位はえー、１１時のデータ、

。それから

えっと、炉圧も若干回復して、０、あ、若干低くなりまして０．１２８メガパスカル。それか

らＤ／Ｗ圧力は殆ど変わりませんが、えー、下がる方向で３００ｋＰａ（ａｂｓ）です。それ

から温度データは、えー、給水ノズル前回１１時で２１０℃だったものが１４０℃。えー、そ

の他も下がり傾向で、えー、概ねＲＰＶ廻り、えー、Ｄ／Ｗ内は２００℃。最高で２００℃程

えーっと今、あのー、放水のほうの動きが出て参りました。１５時３５分、１５時３５分に、

３号のポンプを交換するために、６台の車が５５人の消防の方を乗せてこちらに向かっており

ます。正門で当社と待ち合わせをするというような状況になっておりますが、え、この５５人

の方は全員が発電所に入るわけではなくて、具体的に発電所に入ってポンプの修理を行うメン
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3 月 20 日 （

 

はい。正門についたら報告下さい。

了解しました。

自衛隊についても、おー、動きがあったらまた報告下さい。

了解いたしました。今のところまだ情報は何もございません。

１Ｆ復旧班●●です。１５時４６分Ｐ／Ｃ２Ｃ受電に成功致しました。皆様のご協力に大変感

謝致します。＜拍手＞

えー、２Ｃの受電、えー・・了解しました。

サイト保安班より、えーっと、１６時のモニタリング結果についてお知らせします。え、線量

ですが、えー、３１７１

速ですが南風１．８ｍ／ｓです。以上です。

了解しました。

福島第一●●さん。

はい、●●です。すいません、ちょっと、マスクかぶっていて。

あのー、３・４号のケーブルの、おー、引き回しについての現調・・現地調査の、おー、部隊

は、えー、本店では、あー、調査を終えて全員退出したというふうに聞いていますが、そちら

では確認していま、いますか？

はい、こちらで確認しております。

ケーブル調査のほうの作業は終了しております。

はい、他にまだ、あのー、１６時からの、おー・・放水ということに備えて、えー・・退出が

確認されてない・・え・・人はいますか？まだ確認は終了していないということですか？

まだです。確認します。

はい、宜しくお願いします。

よろしいですか？復旧班さんとか発電班さん、如何でしょうか？

保安班いかがですか？作業状況は？

保安班につきましては、外回りの、えー、消防の方につく２名以外を除いて全員ＯＫです。

了解しました。

１Ｆ●●さん。

はい、●●です。

えっとー、おー、その放水に備えた、あ、退出状況の確認が終わったら連絡を下さい。

分かりました。
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はい。正門についたら報告下さい。

了解しました。 

自衛隊についても、おー、動きがあったらまた報告下さい。

了解いたしました。今のところまだ情報は何もございません。

１Ｆ復旧班●●です。１５時４６分Ｐ／Ｃ２Ｃ受電に成功致しました。皆様のご協力に大変感

謝致します。＜拍手＞ 

えー、２Ｃの受電、えー・・了解しました。

サイト保安班より、えーっと、１６時のモニタリング結果についてお知らせします。え、線量

ですが、えー、３１７１μＳｖ／ｈ。えー、中性子については確認されておりません。風向風

速ですが南風１．８ｍ／ｓです。以上です。

了解しました。 

福島第一●●さん。 

はい、●●です。すいません、ちょっと、マスクかぶっていて。

あのー、３・４号のケーブルの、おー、引き回しについての現調・・現地調査の、おー、部隊

は、えー、本店では、あー、調査を終えて全員退出したというふうに聞いていますが、そちら

では確認していま、いますか？

はい、こちらで確認しております。

ケーブル調査のほうの作業は終了しております。

はい、他にまだ、あのー、１６時からの、おー・・放水ということに備えて、えー・・退出が

確認されてない・・え・・人はいますか？まだ確認は終了していないということですか？

まだです。確認します。 

はい、宜しくお願いします。 

よろしいですか？復旧班さんとか発電班さん、如何でしょうか？

保安班いかがですか？作業状況は？

保安班につきましては、外回りの、えー、消防の方につく２名以外を除いて全員ＯＫです。

了解しました。 

１Ｆ●●さん。 

はい、●●です。 

えっとー、おー、その放水に備えた、あ、退出状況の確認が終わったら連絡を下さい。

分かりました。 
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発言内容

はい。正門についたら報告下さい。 

自衛隊についても、おー、動きがあったらまた報告下さい。

了解いたしました。今のところまだ情報は何もございません。

１Ｆ復旧班●●です。１５時４６分Ｐ／Ｃ２Ｃ受電に成功致しました。皆様のご協力に大変感

えー、２Ｃの受電、えー・・了解しました。

サイト保安班より、えーっと、１６時のモニタリング結果についてお知らせします。え、線量

Ｓｖ／ｈ。えー、中性子については確認されておりません。風向風

速ですが南風１．８ｍ／ｓです。以上です。

はい、●●です。すいません、ちょっと、マスクかぶっていて。

あのー、３・４号のケーブルの、おー、引き回しについての現調・・現地調査の、おー、部隊

は、えー、本店では、あー、調査を終えて全員退出したというふうに聞いていますが、そちら

では確認していま、いますか？ 

はい、こちらで確認しております。 

ケーブル調査のほうの作業は終了しております。

はい、他にまだ、あのー、１６時からの、おー・・放水ということに備えて、えー・・退出が

確認されてない・・え・・人はいますか？まだ確認は終了していないということですか？

 

よろしいですか？復旧班さんとか発電班さん、如何でしょうか？

保安班いかがですか？作業状況は？ 

保安班につきましては、外回りの、えー、消防の方につく２名以外を除いて全員ＯＫです。

えっとー、おー、その放水に備えた、あ、退出状況の確認が終わったら連絡を下さい。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

自衛隊についても、おー、動きがあったらまた報告下さい。

了解いたしました。今のところまだ情報は何もございません。

１Ｆ復旧班●●です。１５時４６分Ｐ／Ｃ２Ｃ受電に成功致しました。皆様のご協力に大変感

えー、２Ｃの受電、えー・・了解しました。 

サイト保安班より、えーっと、１６時のモニタリング結果についてお知らせします。え、線量

Ｓｖ／ｈ。えー、中性子については確認されておりません。風向風

速ですが南風１．８ｍ／ｓです。以上です。 

はい、●●です。すいません、ちょっと、マスクかぶっていて。

あのー、３・４号のケーブルの、おー、引き回しについての現調・・現地調査の、おー、部隊

は、えー、本店では、あー、調査を終えて全員退出したというふうに聞いていますが、そちら

ケーブル調査のほうの作業は終了しております。 

はい、他にまだ、あのー、１６時からの、おー・・放水ということに備えて、えー・・退出が

確認されてない・・え・・人はいますか？まだ確認は終了していないということですか？

よろしいですか？復旧班さんとか発電班さん、如何でしょうか？

保安班につきましては、外回りの、えー、消防の方につく２名以外を除いて全員ＯＫです。

えっとー、おー、その放水に備えた、あ、退出状況の確認が終わったら連絡を下さい。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

自衛隊についても、おー、動きがあったらまた報告下さい。 

了解いたしました。今のところまだ情報は何もございません。 

１Ｆ復旧班●●です。１５時４６分Ｐ／Ｃ２Ｃ受電に成功致しました。皆様のご協力に大変感

サイト保安班より、えーっと、１６時のモニタリング結果についてお知らせします。え、線量

Ｓｖ／ｈ。えー、中性子については確認されておりません。風向風

はい、●●です。すいません、ちょっと、マスクかぶっていて。 

あのー、３・４号のケーブルの、おー、引き回しについての現調・・現地調査の、おー、部隊

は、えー、本店では、あー、調査を終えて全員退出したというふうに聞いていますが、そちら

はい、他にまだ、あのー、１６時からの、おー・・放水ということに備えて、えー・・退出が

確認されてない・・え・・人はいますか？まだ確認は終了していないということですか？

よろしいですか？復旧班さんとか発電班さん、如何でしょうか？ 

保安班につきましては、外回りの、えー、消防の方につく２名以外を除いて全員ＯＫです。

えっとー、おー、その放水に備えた、あ、退出状況の確認が終わったら連絡を下さい。
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１Ｆ復旧班●●です。１５時４６分Ｐ／Ｃ２Ｃ受電に成功致しました。皆様のご協力に大変感

サイト保安班より、えーっと、１６時のモニタリング結果についてお知らせします。え、線量

Ｓｖ／ｈ。えー、中性子については確認されておりません。風向風

あのー、３・４号のケーブルの、おー、引き回しについての現調・・現地調査の、おー、部隊

は、えー、本店では、あー、調査を終えて全員退出したというふうに聞いていますが、そちら

はい、他にまだ、あのー、１６時からの、おー・・放水ということに備えて、えー・・退出が

確認されてない・・え・・人はいますか？まだ確認は終了していないということですか？

保安班につきましては、外回りの、えー、消防の方につく２名以外を除いて全員ＯＫです。

えっとー、おー、その放水に備えた、あ、退出状況の確認が終わったら連絡を下さい。 
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１Ｆ復旧班●●です。１５時４６分Ｐ／Ｃ２Ｃ受電に成功致しました。皆様のご協力に大変感

サイト保安班より、えーっと、１６時のモニタリング結果についてお知らせします。え、線量

Ｓｖ／ｈ。えー、中性子については確認されておりません。風向風

あのー、３・４号のケーブルの、おー、引き回しについての現調・・現地調査の、おー、部隊

は、えー、本店では、あー、調査を終えて全員退出したというふうに聞いていますが、そちら

はい、他にまだ、あのー、１６時からの、おー・・放水ということに備えて、えー・・退出が

確認されてない・・え・・人はいますか？まだ確認は終了していないということですか？ 

保安班につきましては、外回りの、えー、消防の方につく２名以外を除いて全員ＯＫです。 
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細野首相補佐  

 

細野首相補佐  

 

細野首相補佐  

 

3 月 20 日 （

 

どんな仕事というと復旧と発電のほうですか？

サイト保安班よりモニタリングについてお知らせいたします。１６時３０分現在、

られません。２８３０

が南南西の風２．２ｍ／ｓでございます。

はい。了解しました。

えー、総務班からですね、えー、１６時３０分現在の退避状況ということでご報告いたします。

現状では発電班の６名のみ退避の移動中で他の班については、全て退避を終了し、もしくは現

場がないという状態になっています。以上報告します。

了解いたしました。

●●君？ 

はい、総務班からお知らせ致します。えー、１６時５５分時点で発電の方も上がりましたので、

これで全員退避完了でございます。以上でございます。

本店了解しました。

給電班より報告致します。夜ノ森線の２号ですけれども受電側の、えー、設備の健全性の確認

作業が終了いたしましたので、これから試充電の操作に入っております。

えーっとー、今のー、えー、情報はですね。えーっとー・・。今、今、今話します。

じゃあすいません。ちょっと情報共有したいと思いますけれども、えーよろしいでしょうか。

えーっと今、あのー、Ｊビレッジからの情報によるとですねー、えー、自衛隊がえーっと、１

６時５５分にえー、Ｊビレッジを、おー、出発してます。えー、２９人で、えー、消防車、２

０・・あ、１２台です。で、えーっとまあ、３０分ないし４０分位で正門のほうで、えー、待

ち合わせということで、えー、４号機の、おー、えー、注水に入るということになっています。

で一方、消防のほうですけれども、えーっと先程１５時３５分に出発予定ということでいまし

たが、結果的にまだ、出発できない状況にいるということです。えー、ということなので、え

ー、消防とそれから自衛隊の、おー、が一緒に現場に混在しないということからすると、えー、

先に自衛隊の消火活動がえー、始まってですね、自衛隊の消火が終わった後に消防が入ると。

こういう見込みでいるようです。

あ、あの、細野ですけれども【

では、自衛隊が１７時３０分に到着。１８時放水開始。一時間程度かかります。続きまして東

京消防庁が１８

下さい。 

ありがとうございます。あの、今のような話であればスケジュール的には、あのー今、現状で

確認しているものとマッチしていると考えられます。

はい。そして一つ是非お願いをしたいのが、え、東京消防庁の皆さんの放水場所が、え、昨日

と今日とで変わるという形になります。あのー、責任を持ってですねーあのー、東京電力の方

が、え、しっかり案内をして、安全な場所で放水ができるように万全の手配をして下さい。よ

ろしいですね。

はい、現場のほうは放管員をつけて、きちんとしたサーベイのもとに、あのー、その状況をお

知らせできるようにしております。

はい。あの、隊員の皆さんの安全がありますので、事前のサーベイも含めて、あのー、できる

だけですね、丁寧な対応お願いします。

了解いたしました。
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どんな仕事というと復旧と発電のほうですか？

サイト保安班よりモニタリングについてお知らせいたします。１６時３０分現在、

られません。２８３０μＳｖ／ｈ。ニュートロンにつきましては検出はありません。風向です

が南南西の風２．２ｍ／ｓでございます。

はい。了解しました。 

えー、総務班からですね、えー、１６時３０分現在の退避状況ということでご報告いたします。

現状では発電班の６名のみ退避の移動中で他の班については、全て退避を終了し、もしくは現

場がないという状態になっています。以上報告します。

了解いたしました。 

はい、総務班からお知らせ致します。えー、１６時５５分時点で発電の方も上がりましたので、

これで全員退避完了でございます。以上でございます。

本店了解しました。 

給電班より報告致します。夜ノ森線の２号ですけれども受電側の、えー、設備の健全性の確認

作業が終了いたしましたので、これから試充電の操作に入っております。

えーっとー、今のー、えー、情報はですね。えーっとー・・。今、今、今話します。

じゃあすいません。ちょっと情報共有したいと思いますけれども、えーよろしいでしょうか。

えーっと今、あのー、Ｊビレッジからの情報によるとですねー、えー、自衛隊がえーっと、１

６時５５分にえー、Ｊビレッジを、おー、出発してます。えー、２９人で、えー、消防車、２

０・・あ、１２台です。で、えーっとまあ、３０分ないし４０分位で正門のほうで、えー、待

ち合わせということで、えー、４号機の、おー、えー、注水に入るということになっています。

で一方、消防のほうですけれども、えーっと先程１５時３５分に出発予定ということでいまし

結果的にまだ、出発できない状況にいるということです。えー、ということなので、え

ー、消防とそれから自衛隊の、おー、が一緒に現場に混在しないということからすると、えー、

先に自衛隊の消火活動がえー、始まってですね、自衛隊の消火が終わった後に消防が入ると。

こういう見込みでいるようです。

あ、あの、細野ですけれども【

では、自衛隊が１７時３０分に到着。１８時放水開始。一時間程度かかります。続きまして東

京消防庁が１８時半から準備に入り１９時半以降に放水開始となっております。え、確認して

ありがとうございます。あの、今のような話であればスケジュール的には、あのー今、現状で

確認しているものとマッチしていると考えられます。

はい。そして一つ是非お願いをしたいのが、え、東京消防庁の皆さんの放水場所が、え、昨日

と今日とで変わるという形になります。あのー、責任を持ってですねーあのー、東京電力の方

が、え、しっかり案内をして、安全な場所で放水ができるように万全の手配をして下さい。よ

ろしいですね。 

はい、現場のほうは放管員をつけて、きちんとしたサーベイのもとに、あのー、その状況をお

知らせできるようにしております。

はい。あの、隊員の皆さんの安全がありますので、事前のサーベイも含めて、あのー、できる

だけですね、丁寧な対応お願いします。

了解いたしました。 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

どんな仕事というと復旧と発電のほうですか？

サイト保安班よりモニタリングについてお知らせいたします。１６時３０分現在、

Ｓｖ／ｈ。ニュートロンにつきましては検出はありません。風向です

が南南西の風２．２ｍ／ｓでございます。 

えー、総務班からですね、えー、１６時３０分現在の退避状況ということでご報告いたします。

現状では発電班の６名のみ退避の移動中で他の班については、全て退避を終了し、もしくは現

場がないという状態になっています。以上報告します。

はい、総務班からお知らせ致します。えー、１６時５５分時点で発電の方も上がりましたので、

これで全員退避完了でございます。以上でございます。

給電班より報告致します。夜ノ森線の２号ですけれども受電側の、えー、設備の健全性の確認

作業が終了いたしましたので、これから試充電の操作に入っております。

えーっとー、今のー、えー、情報はですね。えーっとー・・。今、今、今話します。

じゃあすいません。ちょっと情報共有したいと思いますけれども、えーよろしいでしょうか。

えーっと今、あのー、Ｊビレッジからの情報によるとですねー、えー、自衛隊がえーっと、１

６時５５分にえー、Ｊビレッジを、おー、出発してます。えー、２９人で、えー、消防車、２

０・・あ、１２台です。で、えーっとまあ、３０分ないし４０分位で正門のほうで、えー、待

ち合わせということで、えー、４号機の、おー、えー、注水に入るということになっています。

で一方、消防のほうですけれども、えーっと先程１５時３５分に出発予定ということでいまし

結果的にまだ、出発できない状況にいるということです。えー、ということなので、え

ー、消防とそれから自衛隊の、おー、が一緒に現場に混在しないということからすると、えー、

先に自衛隊の消火活動がえー、始まってですね、自衛隊の消火が終わった後に消防が入ると。

こういう見込みでいるようです。 

あ、あの、細野ですけれども【17:02】。今、あのー、こちらの東京の方で調整しているところ

では、自衛隊が１７時３０分に到着。１８時放水開始。一時間程度かかります。続きまして東

時半から準備に入り１９時半以降に放水開始となっております。え、確認して

ありがとうございます。あの、今のような話であればスケジュール的には、あのー今、現状で

確認しているものとマッチしていると考えられます。

はい。そして一つ是非お願いをしたいのが、え、東京消防庁の皆さんの放水場所が、え、昨日

と今日とで変わるという形になります。あのー、責任を持ってですねーあのー、東京電力の方

が、え、しっかり案内をして、安全な場所で放水ができるように万全の手配をして下さい。よ

はい、現場のほうは放管員をつけて、きちんとしたサーベイのもとに、あのー、その状況をお

知らせできるようにしております。 

はい。あの、隊員の皆さんの安全がありますので、事前のサーベイも含めて、あのー、できる

だけですね、丁寧な対応お願いします。 
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3 月 20 日 （

 

えー、●●さん。

はい。 

あの、照明の方の準備、どうですか？

はい、投光機のほうは・・・現場のほうは再度確認しておきますが。宜しくお願いします。

それでは投光機のほうも宜しくお願いします。えー後、今、細野、えー、細野補佐官から発表

のあったスケジュールについては、サイトのほうにはペーパーで今ＦＡＸ送っておりますので、

ご参照下さい。お願いします。

ありがとうございます。

サイトの保安班より、えー、モニタリング結果についてお知らせいたします。１７時現在、え

ー・・線量率については変化ありません。２７７３

れておりません。風向でございますが、南風２．１ｍ／ｓとなっております。

すいません現場ですが、あ、１Ｆの現場ですが、えーっと先程の状況ですと、消防庁さんのほ

うが先に入ってくるという状況で、えー、３号機系のほうの準備を中心にやっておりましたけ

ども、今の状況ですとあの、今度は自衛隊さんのほうが先にくるということですの

４号機になるということで現場の方、少し、あのー、えー、モデルチェンジをしなければなら

ないところが出るかもしれませんが、それ今、至急やるように致します。

本店了解です。

ご連絡が遅くなりましたが現場の方の退避は全て済んでおります。

本店了解です。

給電班より報告致します。夜ノ森線１号ですが１７時１２分、新福島側の遮断機投入しまして、

試充電開始となりました。これから１０分間えー、試充電になります。以上です。

給電班より報告致します。先程実施しておりました夜の森線２号の試充電ですが１７時、１７

時２２分まで試充電を実施致しまして、結果良好となりました。この結果、えー、新福島から

福島第一発電所まで、えー、送電線を使った電力供給ができるようになっております。現在、

福島第一発電所の受電設備の健全性確認を実施しておりますので、健

えー、トランスまで試充電を実施する予定でございます。以上でございます。

はい、どうもご苦労様。＜拍手＞

配電班、工務班の方、大変ありがとうございました。

大変ありがとうございました。

えー、保安班より連絡します。え、先程、あのー、えー、この・・緊対室のわきのですね、防

護具、ＰＣＢとかあの、合羽とかですね、タイベック、これ片付けをお願いしてですね、あの、

６名お願いしたんですが１０数名のかた応援していただいて、えー、４ｔトラックで９台、で

あのー、今までのやつを全て倉庫のほうへ入れ終えました。本当に協力ありがとうございまし

た。＜拍手＞ 

サイト保安班よりえー、１７時３０分のモニタリング結果についてご報告致します。

ては変化ございません。２７２９

えー、風向きですが南東の風、１．７ｍ／ｓとなっております。以上です。

すいません。１Ｆ復旧班●●でございます。えー、今ほど、あのー、１７時２０分、２号の使

用済み燃料プールに注水してました海水系止めました。えー、計算によりますと約４０ｔ、え

ー、の注水が行われたことになります。この後、８時にえー、当直の関係者が中操に行った際
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に、えー、温度計の方、測ってくる予定ですが、先程、あのー、事務本館といいますか、免震

重要棟の横から２号機見た様子が、えー、この・・写真でございます。ちょっと見にくいんで

すが湯気の出方は前よりはだいぶ少なくなっているような印象がございまして、えー、一定の

効果はあったのではないかと考えてございます。で、明日以降どうするかはちょっとあのー、

真剣にもう少し関係者で詰めたいと思います。

●●さん、どうもご苦労様でした。今、あの、あれですか、注水を続けている状態ですか？

注水は止めております。

止めてある。 

いや…４０ｔの注水で止めました。

何ｔ？ 

４０ｔでございます。

えーそれで、何らかの形で水位は、わかっ・・あの、オーバーフローとか水位が分かったでし

ょうか？それともその・・量だけで、え、管理しているのでしょうか？

まだ流量だけで管理してございます。あの、スキマサージタンクのレベルが非常に高いという

ことが判明しましたので、え、今回、慎重に慎重で、かなり早めに止めるということで、えー、

対処してございます。

はい、わかりました。ご苦労様でした。

●●さん？ 

はい。●●でございます。

えっとー、今の方法というのは２号については今後、そのー、蒸発による水位減少分を補う方

法として、えー、断続的なんでしょうが、あー、継続して行うというのを基本にすると、当面

は。そういう考え方ですか？
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ご苦労様です。あのー、お医者様の指示を守って、えー、ちゃん・・無理をなさらないように。

くれぐれも、みんなが心配してますから。どうぞ、おー、くれぐれも無理をしないで、まだま

だあのー、長丁場ですからえー・・体調管理しながらやっていきましょう。大変ご苦労さまで

す。 

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

  52 / 78 

に、えー、温度計の方、測ってくる予定ですが、先程、あのー、事務本館といいますか、免震

重要棟の横から２号機見た様子が、えー、この・・写真でございます。ちょっと見にくいんで

すが湯気の出方は前よりはだいぶ少なくなっているような印象がございまして、えー、一定の

ったのではないかと考えてございます。で、明日以降どうするかはちょっとあのー、

真剣にもう少し関係者で詰めたいと思います。

●●さん、どうもご苦労様でした。今、あの、あれですか、注水を続けている状態ですか？

注水は止めております。 

 

いや…４０ｔの注水で止めました。

４０ｔでございます。 
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はい、どうもご迷惑かけました。すみません。

全く迷惑かかってません。

吉田さん。細野です。先程、総理のところにもご報告をしましたけれども、あのー、吉田所長

がちょっと体調崩されたということで大変心配をしておりました。あのー厳しい環境ですけれ

ども、政府としても兎に角全面的にバックアップをしますので、あのー、本当に、あのー、頑

張っていただけますように、心よりお願い申し上げます。

はい。よろしくお願いします。

サイト保安班よりモニタリングのじ、報告をいたします。１８時現在、

れません。２６９３

ですが、南南西の風１．６ｍ／ｓです。

保安班、保安班了解しました。

警備誘導班より報告します。只今、自衛隊車両１８時０９分正門到着。えー、先頭車１台。消

防車１１台。計１２名、１２台でございます。これから入構させます。

はい、了解しました。えっと同乗する人は？自衛隊に誰か乗るんだっけ？誰が行く？誰？［マ

イク外：乗ります。●●、●●。］●●さん、●●さんが自衛隊の車に同乗して、えー、構内

に入る段、段取りでお願いします。

繰り返します。自衛隊の車は１８時０９分、えー、正門を通過いたしました。当社の人間が２

名、えー、同乗致します。

現場の投光機のほうのセッティングは終了しています。

あっちはね、殆ど書き直ししなくていい。

えーっと、続いてですね、えーと、Ｊビレッジから消防の動きの方の連絡がありました。えー

っと、１７時５０分に、えーっと、お、消防が、あー、６台。えー、５５名で、えーあのー、

Ｊビレッジを出発してます。それで、えーっと、ま、当所の正門のところで、え、待機という

形になります。えー、自衛隊のほうが出てくるまで、そこで待機という形になるということで

す。 

オフサイトセンターから、あー、本店と第一の方に確認の、えー、お話を致します。よろしい

でしょうか？ 

はいどうぞ。 

えーっと、Ｊビレッジにいる、うー、小森常務のほうから連絡がありまして、えーっと、消防

が１７時５０分にＪビレッジを出発したという、これはあのー、両方とも確認かと思いますが、

えーっと、当初、連続運転を３時間ということで考えていたんだけれども、えー、放水車等の、

えー、フィルター等を綺麗に、いー、清掃したということで６時間は可能になったということ

を、私の方に連絡してきました。それで、えっと

有ということでよろしいでしょうか？

はい、既に共有いたしております。えーそれで６時間については、現地に消防が到着した時点

で、もう一度、おー、確認をさせていただいて、えーそれで、えー・・消防の方の、おー・・

時間できる、ということであれば、こちらとしてはそれに対応するということで、え、そこの

対応の可否については、現地の所長が・・あの、消防の・・到着した現地の方と確認をして最

終判断するということにいたしております。

はい、承知しました。小森さんから確認依頼があってもんですから行いました。以上です。
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が１７時５０分にＪビレッジを出発したという、これはあのー、両方とも確認かと思いますが、

えーっと、当初、連続運転を３時間ということで考えていたんだけれども、えー、放水車等の、

えー、フィルター等を綺麗に、いー、清掃したということで６時間は可能になったということ

を、私の方に連絡してきました。それで、えっと

有ということでよろしいでしょうか？

はい、既に共有いたしております。えーそれで６時間については、現地に消防が到着した時点

で、もう一度、おー、確認をさせていただいて、えーそれで、えー・・消防の方の、おー・・

時間できる、ということであれば、こちらとしてはそれに対応するということで、え、そこの

対応の可否については、現地の所長が・・あの、消防の・・到着した現地の方と確認をして最

終判断するということにいたしております。

はい、承知しました。小森さんから確認依頼があってもんですから行いました。以上です。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

はい、どうもご迷惑かけました。すみません。

 

吉田さん。細野です。先程、総理のところにもご報告をしましたけれども、あのー、吉田所長

がちょっと体調崩されたということで大変心配をしておりました。あのー厳しい環境ですけれ

ども、政府としても兎に角全面的にバックアップをしますので、あのー、本当に、あのー、頑

張っていただけますように、心よりお願い申し上げます。

はい。よろしくお願いします。 

サイト保安班よりモニタリングのじ、報告をいたします。１８時現在、

Ｓｖ／ｈ。中性子については依然変化・・検出されておりません。風向

ですが、南南西の風１．６ｍ／ｓです。 

保安班、保安班了解しました。 

警備誘導班より報告します。只今、自衛隊車両１８時０９分正門到着。えー、先頭車１台。消

防車１１台。計１２名、１２台でございます。これから入構させます。

はい、了解しました。えっと同乗する人は？自衛隊に誰か乗るんだっけ？誰が行く？誰？［マ

イク外：乗ります。●●、●●。］●●さん、●●さんが自衛隊の車に同乗して、えー、構内

に入る段、段取りでお願いします。 

繰り返します。自衛隊の車は１８時０９分、えー、正門を通過いたしました。当社の人間が２

 

現場の投光機のほうのセッティングは終了しています。

あっちはね、殆ど書き直ししなくていい。 

えーっと、続いてですね、えーと、Ｊビレッジから消防の動きの方の連絡がありました。えー

っと、１７時５０分に、えーっと、お、消防が、あー、６台。えー、５５名で、えーあのー、

Ｊビレッジを出発してます。それで、えーっと、ま、当所の正門のところで、え、待機という

形になります。えー、自衛隊のほうが出てくるまで、そこで待機という形になるということで

オフサイトセンターから、あー、本店と第一の方に確認の、えー、お話を致します。よろしい

えーっと、Ｊビレッジにいる、うー、小森常務のほうから連絡がありまして、えーっと、消防

が１７時５０分にＪビレッジを出発したという、これはあのー、両方とも確認かと思いますが、

えーっと、当初、連続運転を３時間ということで考えていたんだけれども、えー、放水車等の、

えー、フィルター等を綺麗に、いー、清掃したということで６時間は可能になったということ

を、私の方に連絡してきました。それで、えっと

有ということでよろしいでしょうか？ 

はい、既に共有いたしております。えーそれで６時間については、現地に消防が到着した時点

で、もう一度、おー、確認をさせていただいて、えーそれで、えー・・消防の方の、おー・・

時間できる、ということであれば、こちらとしてはそれに対応するということで、え、そこの

対応の可否については、現地の所長が・・あの、消防の・・到着した現地の方と確認をして最

終判断するということにいたしております。

はい、承知しました。小森さんから確認依頼があってもんですから行いました。以上です。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

はい、どうもご迷惑かけました。すみません。 

吉田さん。細野です。先程、総理のところにもご報告をしましたけれども、あのー、吉田所長

がちょっと体調崩されたということで大変心配をしておりました。あのー厳しい環境ですけれ

ども、政府としても兎に角全面的にバックアップをしますので、あのー、本当に、あのー、頑

張っていただけますように、心よりお願い申し上げます。 

サイト保安班よりモニタリングのじ、報告をいたします。１８時現在、

Ｓｖ／ｈ。中性子については依然変化・・検出されておりません。風向

警備誘導班より報告します。只今、自衛隊車両１８時０９分正門到着。えー、先頭車１台。消

防車１１台。計１２名、１２台でございます。これから入構させます。

はい、了解しました。えっと同乗する人は？自衛隊に誰か乗るんだっけ？誰が行く？誰？［マ

イク外：乗ります。●●、●●。］●●さん、●●さんが自衛隊の車に同乗して、えー、構内

繰り返します。自衛隊の車は１８時０９分、えー、正門を通過いたしました。当社の人間が２

現場の投光機のほうのセッティングは終了しています。 

 

えーっと、続いてですね、えーと、Ｊビレッジから消防の動きの方の連絡がありました。えー

っと、１７時５０分に、えーっと、お、消防が、あー、６台。えー、５５名で、えーあのー、

Ｊビレッジを出発してます。それで、えーっと、ま、当所の正門のところで、え、待機という

形になります。えー、自衛隊のほうが出てくるまで、そこで待機という形になるということで

オフサイトセンターから、あー、本店と第一の方に確認の、えー、お話を致します。よろしい

えーっと、Ｊビレッジにいる、うー、小森常務のほうから連絡がありまして、えーっと、消防

が１７時５０分にＪビレッジを出発したという、これはあのー、両方とも確認かと思いますが、

えーっと、当初、連続運転を３時間ということで考えていたんだけれども、えー、放水車等の、

えー、フィルター等を綺麗に、いー、清掃したということで６時間は可能になったということ

を、私の方に連絡してきました。それで、えっとこの情報につきましては、本店、第一とも共

はい、既に共有いたしております。えーそれで６時間については、現地に消防が到着した時点

で、もう一度、おー、確認をさせていただいて、えーそれで、えー・・消防の方の、おー・・

時間できる、ということであれば、こちらとしてはそれに対応するということで、え、そこの

対応の可否については、現地の所長が・・あの、消防の・・到着した現地の方と確認をして最

終判断するということにいたしております。 

はい、承知しました。小森さんから確認依頼があってもんですから行いました。以上です。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

吉田さん。細野です。先程、総理のところにもご報告をしましたけれども、あのー、吉田所長

がちょっと体調崩されたということで大変心配をしておりました。あのー厳しい環境ですけれ

ども、政府としても兎に角全面的にバックアップをしますので、あのー、本当に、あのー、頑

 

サイト保安班よりモニタリングのじ、報告をいたします。１８時現在、γについては変化みら

Ｓｖ／ｈ。中性子については依然変化・・検出されておりません。風向

警備誘導班より報告します。只今、自衛隊車両１８時０９分正門到着。えー、先頭車１台。消

防車１１台。計１２名、１２台でございます。これから入構させます。 

はい、了解しました。えっと同乗する人は？自衛隊に誰か乗るんだっけ？誰が行く？誰？［マ

イク外：乗ります。●●、●●。］●●さん、●●さんが自衛隊の車に同乗して、えー、構内

繰り返します。自衛隊の車は１８時０９分、えー、正門を通過いたしました。当社の人間が２

えーっと、続いてですね、えーと、Ｊビレッジから消防の動きの方の連絡がありました。えー

っと、１７時５０分に、えーっと、お、消防が、あー、６台。えー、５５名で、えーあのー、

Ｊビレッジを出発してます。それで、えーっと、ま、当所の正門のところで、え、待機という

形になります。えー、自衛隊のほうが出てくるまで、そこで待機という形になるということで

オフサイトセンターから、あー、本店と第一の方に確認の、えー、お話を致します。よろしい

えーっと、Ｊビレッジにいる、うー、小森常務のほうから連絡がありまして、えーっと、消防

が１７時５０分にＪビレッジを出発したという、これはあのー、両方とも確認かと思いますが、

えーっと、当初、連続運転を３時間ということで考えていたんだけれども、えー、放水車等の、

えー、フィルター等を綺麗に、いー、清掃したということで６時間は可能になったということ

この情報につきましては、本店、第一とも共

はい、既に共有いたしております。えーそれで６時間については、現地に消防が到着した時点

で、もう一度、おー、確認をさせていただいて、えーそれで、えー・・消防の方の、おー・・

時間できる、ということであれば、こちらとしてはそれに対応するということで、え、そこの

対応の可否については、現地の所長が・・あの、消防の・・到着した現地の方と確認をして最

はい、承知しました。小森さんから確認依頼があってもんですから行いました。以上です。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

吉田さん。細野です。先程、総理のところにもご報告をしましたけれども、あのー、吉田所長

がちょっと体調崩されたということで大変心配をしておりました。あのー厳しい環境ですけれ

ども、政府としても兎に角全面的にバックアップをしますので、あのー、本当に、あのー、頑

については変化みら

Ｓｖ／ｈ。中性子については依然変化・・検出されておりません。風向

警備誘導班より報告します。只今、自衛隊車両１８時０９分正門到着。えー、先頭車１台。消

はい、了解しました。えっと同乗する人は？自衛隊に誰か乗るんだっけ？誰が行く？誰？［マ

イク外：乗ります。●●、●●。］●●さん、●●さんが自衛隊の車に同乗して、えー、構内

繰り返します。自衛隊の車は１８時０９分、えー、正門を通過いたしました。当社の人間が２

えーっと、続いてですね、えーと、Ｊビレッジから消防の動きの方の連絡がありました。えー

っと、１７時５０分に、えーっと、お、消防が、あー、６台。えー、５５名で、えーあのー、

Ｊビレッジを出発してます。それで、えーっと、ま、当所の正門のところで、え、待機という

形になります。えー、自衛隊のほうが出てくるまで、そこで待機という形になるということで

オフサイトセンターから、あー、本店と第一の方に確認の、えー、お話を致します。よろしい

えーっと、Ｊビレッジにいる、うー、小森常務のほうから連絡がありまして、えーっと、消防

が１７時５０分にＪビレッジを出発したという、これはあのー、両方とも確認かと思いますが、

えーっと、当初、連続運転を３時間ということで考えていたんだけれども、えー、放水車等の、

えー、フィルター等を綺麗に、いー、清掃したということで６時間は可能になったということ

この情報につきましては、本店、第一とも共

はい、既に共有いたしております。えーそれで６時間については、現地に消防が到着した時点

で、もう一度、おー、確認をさせていただいて、えーそれで、えー・・消防の方の、おー・・

時間できる、ということであれば、こちらとしてはそれに対応するということで、え、そこの

対応の可否については、現地の所長が・・あの、消防の・・到着した現地の方と確認をして最

はい、承知しました。小森さんから確認依頼があってもんですから行いました。以上です。

） 

 

吉田さん。細野です。先程、総理のところにもご報告をしましたけれども、あのー、吉田所長

がちょっと体調崩されたということで大変心配をしておりました。あのー厳しい環境ですけれ

ども、政府としても兎に角全面的にバックアップをしますので、あのー、本当に、あのー、頑

については変化みら

Ｓｖ／ｈ。中性子については依然変化・・検出されておりません。風向

警備誘導班より報告します。只今、自衛隊車両１８時０９分正門到着。えー、先頭車１台。消

はい、了解しました。えっと同乗する人は？自衛隊に誰か乗るんだっけ？誰が行く？誰？［マ

イク外：乗ります。●●、●●。］●●さん、●●さんが自衛隊の車に同乗して、えー、構内

繰り返します。自衛隊の車は１８時０９分、えー、正門を通過いたしました。当社の人間が２

えーっと、続いてですね、えーと、Ｊビレッジから消防の動きの方の連絡がありました。えー

っと、１７時５０分に、えーっと、お、消防が、あー、６台。えー、５５名で、えーあのー、

Ｊビレッジを出発してます。それで、えーっと、ま、当所の正門のところで、え、待機という

形になります。えー、自衛隊のほうが出てくるまで、そこで待機という形になるということで

オフサイトセンターから、あー、本店と第一の方に確認の、えー、お話を致します。よろしい

えーっと、Ｊビレッジにいる、うー、小森常務のほうから連絡がありまして、えーっと、消防

が１７時５０分にＪビレッジを出発したという、これはあのー、両方とも確認かと思いますが、

えーっと、当初、連続運転を３時間ということで考えていたんだけれども、えー、放水車等の、

えー、フィルター等を綺麗に、いー、清掃したということで６時間は可能になったということ

この情報につきましては、本店、第一とも共

はい、既に共有いたしております。えーそれで６時間については、現地に消防が到着した時点

で、もう一度、おー、確認をさせていただいて、えーそれで、えー・・消防の方の、おー・・6

時間できる、ということであれば、こちらとしてはそれに対応するということで、え、そこの

対応の可否については、現地の所長が・・あの、消防の・・到着した現地の方と確認をして最

はい、承知しました。小森さんから確認依頼があってもんですから行いました。以上です。 
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3 月 20 日 （

 

福島第一吉田ですが、その、その方向で対応させていきだいます。以上です。

お願いします。

サイト保安班より１８時３０分現在のモニタリング結果についてお知らせ致します。

いては変化はみられません。２６５８

りません。えー、風向でございますが、南西の風２．４ｍ／ｓとなっております。

了解しました。

今、あのー、自衛隊のほうはですね、えっと３台目を注入中です。えーと、注入状況について

は別途あのー、またご報告致します。

はい、あ、あの、発電班よりプラント情報です。６号機ですが、げ、現在シャットダウンクー

リングをこれ、えー、１８時４８分に開始しました。そし・・あ・・これまで、か、関係する、

そ、操作ですね、炉水温度が１１６度まで落ちてますので、１００度以下になるのは、あの・・

至近と思われます。以上です。

はい、了解しました。

えーっと、４号機の自衛隊による放水状況です。えーっと４台目終了で、えー、ほぼほぼ順調

に進んでいるという情報が入ってきました。

本店了解です。お疲れ様です。

えーっとー、４号機の自衛隊による、えー、注水ですけれども、えーっと、５台目終了です。

えーっと、ほぼほぼ狙い通りに入っているようです。

本店了解しました。

サイト保安班からの連絡です。１９時現在のモニタリングの結果でございます。

僅かながら微少低下中です。２６２３

おりません。風向風速ですが、えー、西風１．４ｍ／ｓとなっております。

はい。了解しました。

えー、警備誘導班より報告します。只今正門に、いー、消防車両６台。えー現在待機中となっ

ております。えー・・以上でございます。

消防車両６台待機、了解しました。

すいません、ちょっとよろしいですか？あのー、通信復・・、復旧班からご連絡がございます。

あのー今、Ｊビレッジと小名浜コールセンターの通信インフラの整備をしております。で、小

名浜コールセンターにつきましては、えー保安電話４５台、テレビ会議１台が既に使用可能に

なってございます。で、Ｊビレッジにつきましては、今テレビ会議１台が使用可能になってお

りまして、マリーゼのショールームに設置してございますので、必要があれば本部と連絡を取

ることもできます。また、保安電話６５台、今、えー設置の工事の最中でございまして、今日

中に、いー、使用可能にする予定でございます。以上でございます。

発電班よりプラント情報をお伝えします。６号機ですが１９時２７分冷温停止になりました。

ご苦労様です。ご苦労様です。

サイト保安班よりー１９時３０分のえーっと調子悪い。え、すいませんでした。えーサイト保

安班よりー１９時３０分のモニタリングデータについてお知らせ致します。えガンマについて

は変化ございませんでした。２６０２
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福島第一吉田ですが、その、その方向で対応させていきだいます。以上です。

お願いします。 

サイト保安班より１８時３０分現在のモニタリング結果についてお知らせ致します。

いては変化はみられません。２６５８

りません。えー、風向でございますが、南西の風２．４ｍ／ｓとなっております。

了解しました。 

今、あのー、自衛隊のほうはですね、えっと３台目を注入中です。えーと、注入状況について

は別途あのー、またご報告致します。

はい、あ、あの、発電班よりプラント情報です。６号機ですが、げ、現在シャットダウンクー

リングをこれ、えー、１８時４８分に開始しました。そし・・あ・・これまで、か、関係する、

そ、操作ですね、炉水温度が１１６度まで落ちてますので、１００度以下になるのは、あの・・

至近と思われます。以上です。

はい、了解しました。 

えーっと、４号機の自衛隊による放水状況です。えーっと４台目終了で、えー、ほぼほぼ順調

に進んでいるという情報が入ってきました。

本店了解です。お疲れ様です。

えーっとー、４号機の自衛隊による、えー、注水ですけれども、えーっと、５台目終了です。

えーっと、ほぼほぼ狙い通りに入っているようです。

本店了解しました。 

サイト保安班からの連絡です。１９時現在のモニタリングの結果でございます。

僅かながら微少低下中です。２６２３

おりません。風向風速ですが、えー、西風１．４ｍ／ｓとなっております。

はい。了解しました。 

えー、警備誘導班より報告します。只今正門に、いー、消防車両６台。えー現在待機中となっ

ております。えー・・以上でございます。

消防車両６台待機、了解しました。

すいません、ちょっとよろしいですか？あのー、通信復・・、復旧班からご連絡がございます。

あのー今、Ｊビレッジと小名浜コールセンターの通信インフラの整備をしております。で、小

名浜コールセンターにつきましては、えー保安電話４５台、テレビ会議１台が既に使用可能に

なってございます。で、Ｊビレッジにつきましては、今テレビ会議１台が使用可能になってお

りまして、マリーゼのショールームに設置してございますので、必要があれば本部と連絡を取

ることもできます。また、保安電話６５台、今、えー設置の工事の最中でございまして、今日

いー、使用可能にする予定でございます。以上でございます。

発電班よりプラント情報をお伝えします。６号機ですが１９時２７分冷温停止になりました。

ご苦労様です。ご苦労様です。

サイト保安班よりー１９時３０分のえーっと調子悪い。え、すいませんでした。えーサイト保

安班よりー１９時３０分のモニタリングデータについてお知らせ致します。えガンマについて

は変化ございませんでした。２６０２
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3 月 20 日 （

 

ふぅ風向きについてでございますが、えー南西の風１．８ｍ／ｓとなっております。

はい。了解しました。

こちらは本店本部です。ちょっとテストの発声をします。Ｊヴィレッジの小森さん。音声は届

いてますか。 

え、小森です。（通じた？Ｊヴィレッジ）聞こえますか。

こちらは聞こえてます。はい。こちらはよーく聞こえてます。そちらはいかがでしょうか。

Ｊヴィレッジ小森です。あの音声も見えております。十分見えてます。

そうですか。わかりました。ありがとうございます。あの以上にいたします。ありがとうござ

いました。 

とりあえずちょっと今、自衛隊のかたとか、いろいろ連絡係として●●がやってもらってます

ので、ちょっと場所は若干離れてますけど。これで連絡出来ると非常にあの、あの通信が改善

されたと思います。よろしくお願いします。

よろしくお願い致します。ありがとうございました。通信さんご努力ありがとうございました。

お疲れ様でした。

本当に通信さんのおかげであのこの画面も柏崎以外は全部出ることになっちゃいましたけど。

まぁ。 

ありがとうございました。（ありがとうございました。）

小森さん。小森さん。１Ｆの声も聞こえますか。

あ聞こえます。吉田所長。

はい。ありがとうございます。通信さん。本当にありがとうございました。

はい、ありがとうございました。

とんでもございません。あり、ありがとうございました。（一同拍手）

あの小名浜のコールセンターも同じようにあの光ケーブルを引いて頂いていて、ただま画像を

出すことはないということなんで、あの光ファイバーが通じると、社内ＬＡＮも通じるのでで

すね。画像だけでなくて非常にあのこの物流関係も含めて改善出来る基盤が出来たなと思って

ます。以上です。

ありがとうございました。

えーと４号機の注水状況ですけれども。えーと９台、え、

台となってます。

本店。了解です。

やろうと思えばできるんだから、な。もやる気になれば・・

うやる気になればできるんだ。

あすいません、えっと情報です。えっと自衛隊による放水作業ですけども。え消防車両１１台

全て完了しました。１９時４６分に完了しています。自衛隊の皆さんはえーＪヴィレッジに向
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ふぅ風向きについてでございますが、えー南西の風１．８ｍ／ｓとなっております。

はい。了解しました。 

こちらは本店本部です。ちょっとテストの発声をします。Ｊヴィレッジの小森さん。音声は届

 

え、小森です。（通じた？Ｊヴィレッジ）聞こえますか。

こちらは聞こえてます。はい。こちらはよーく聞こえてます。そちらはいかがでしょうか。

Ｊヴィレッジ小森です。あの音声も見えております。十分見えてます。

そうですか。わかりました。ありがとうございます。あの以上にいたします。ありがとうござ

とりあえずちょっと今、自衛隊のかたとか、いろいろ連絡係として●●がやってもらってます

ので、ちょっと場所は若干離れてますけど。これで連絡出来ると非常にあの、あの通信が改善

されたと思います。よろしくお願いします。

よろしくお願い致します。ありがとうございました。通信さんご努力ありがとうございました。

お疲れ様でした。 

本当に通信さんのおかげであのこの画面も柏崎以外は全部出ることになっちゃいましたけど。

ありがとうございました。（ありがとうございました。）

小森さん。小森さん。１Ｆの声も聞こえますか。

あ聞こえます。吉田所長。 
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とんでもございません。あり、ありがとうございました。（一同拍手）
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うやる気になればできるんだ。

あすいません、えっと情報です。えっと自衛隊による放水作業ですけども。え消防車両１１台

全て完了しました。１９時４６分に完了しています。自衛隊の皆さんはえーＪヴィレッジに向
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3 月 20 日 （

 

けて、えー今、えー戻るところというところになってます。以上です。

はい。本店了解しました。

すいません。給電班よりご連絡致します。ご報告致します。（咳払い）本日、夜ノ森線の２号

のえー主受電を行っておりましたが、最終１９時５２分。１９時５２分で、えー５号スターテ

ィングトランスＡ系の２次側まで主受電が完了致しました。これを持って、えー外部電源がえ

ー確保されたということになりまして、あとはえー原子炉地下の内部電源のえー方にえー作業

に移れるという状況までえーきましたので、ご報告致します。（一同拍手）

はい、夜ノ森線１号線の受電完了ありがとうございます。ご苦労様でした。

１Ｆさん。了解でしょうか。

了解の大拍手しました。ありがとうございました。

よかったですね。おめでとうございます。

あーすいません。福島第一からですが。えー消防隊のほうの活動の状況についてご報告します。

現状をご報告します。え消防隊、東京消防庁消防隊、ハイパーえー隊はですね。えー７時６分

にえーこちらの正門玄関前に着いております。えー当社関係者との打ち合わせを継続して実施

しているところです。えっと今後の作業の予定について確認したところ、え、まずは今、あの

３号機の横にありますその今まで使っていました、えーちょっと作動不能となっている、えは

しご車に対して、えーアウトリガーをたたんでですね、え少し前へ動かすということをすると

いうのが１つ目のステップです。えその後、えー今回持ち込んできました新しいそのポンプ車

を、新しいはしご車をその後ろにつける形でセッティングする、これが２つ目です。すいませ

ん。ちょっと地震があります、すいません。はい、続けます。えっと３番目がえーと物揚場の

ほうの海水ポンプの、え点検準備。で、４番目で、え起動して流量の設定という一連の流れで

作業してきます。でその後、え６時間のえー運転維持になりますので、その間はですね、えー

と消防隊のかたの一部、え７、８名のかたには、えこちらのほう、重要免震棟のほうに来て頂

いて待機をいた

最後、最終停止判断はえー東京電力のほうからえー指示を出すということであのお願いをされ

ております。え今の状況はこんなところで、もう少し、まだえじ、事前の打ち合わせを続けて

いるところでございます。えなお、じえ自衛隊のほうの活動が終わって、これから退域をされ

ると思いますが、退域がされた後に、この消防隊に入域していただくということで、そこはあ

のしっかりえーえぶつからないようにしたいと思います。え入域の許可についてはえーと本部

のほうの、東京の本部の

許可を頂くということでよろしいですか。ここは確認です。お願いします。

あの特にこちらから許可をするということは考えておりません。えー基本的にそちらで、えー

今の手順に従ってやって頂くということになっているという風に理解しております。え従って、

ちょっとすいません。ちょっとですね。ご、ご２、３分前にあのかなり大きいじ、振動があっ

て。地震かと思ったんですが、あまりそのあとの揺れがないんです。ちょっと、なんか現場の

ほうのですね。［マイク外：特に今のところ何もない］ない？状況を確認してますので、ちょ

っとお待ち下さい。今んとこ、特にない？

はい、はい、じゃさ、はい、先に確認お願いします。

今、モニター等の情報を集めましたが、特段あの外のほうの異常はないということでございま

す。現状。 

えっとーＪヴィレッジも揺れました。

あ、じゃあ、大丈夫だ。（あ、じゃあ大丈夫です。）

Ｊヴィレッジも地震がたがたしました。

福島第二。福島第二。福島第二。福島第二。福島第二、揺れがあったかどうか確認を。
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けて、えー今、えー戻るところというところになってます。以上です。

はい。本店了解しました。 

すいません。給電班よりご連絡致します。ご報告致します。（咳払い）本日、夜ノ森線の２号

のえー主受電を行っておりましたが、最終１９時５２分。１９時５２分で、えー５号スターテ

ィングトランスＡ系の２次側まで主受電が完了致しました。これを持って、えー外部電源がえ

ー確保されたということになりまして、あとはえー原子炉地下の内部電源のえー方にえー作業

に移れるという状況までえーきましたので、ご報告致します。（一同拍手）

はい、夜ノ森線１号線の受電完了ありがとうございます。ご苦労様でした。

１Ｆさん。了解でしょうか。 

了解の大拍手しました。ありがとうございました。

よかったですね。おめでとうございます。

あーすいません。福島第一からですが。えー消防隊のほうの活動の状況についてご報告します。

現状をご報告します。え消防隊、東京消防庁消防隊、ハイパーえー隊はですね。えー７時６分

にえーこちらの正門玄関前に着いております。えー当社関係者との打ち合わせを継続して実施

しているところです。えっと今後の作業の予定について確認したところ、え、まずは今、あの

３号機の横にありますその今まで使っていました、えーちょっと作動不能となっている、えは

しご車に対して、えーアウトリガーをたたんでですね、え少し前へ動かすということをすると

が１つ目のステップです。えその後、えー今回持ち込んできました新しいそのポンプ車

を、新しいはしご車をその後ろにつける形でセッティングする、これが２つ目です。すいませ

ん。ちょっと地震があります、すいません。はい、続けます。えっと３番目がえーと物揚場の

ほうの海水ポンプの、え点検準備。で、４番目で、え起動して流量の設定という一連の流れで

作業してきます。でその後、え６時間のえー運転維持になりますので、その間はですね、えー

と消防隊のかたの一部、え７、８名のかたには、えこちらのほう、重要免震棟のほうに来て頂

いて待機をいただくと。待機していただくというのがあの全体のスケジュールでございます。

最後、最終停止判断はえー東京電力のほうからえー指示を出すということであのお願いをされ

ております。え今の状況はこんなところで、もう少し、まだえじ、事前の打ち合わせを続けて

いるところでございます。えなお、じえ自衛隊のほうの活動が終わって、これから退域をされ

ると思いますが、退域がされた後に、この消防隊に入域していただくということで、そこはあ

のしっかりえーえぶつからないようにしたいと思います。え入域の許可についてはえーと本部

のほうの、東京の本部のほうのご指示を頂いて、え入域の許可を、消防隊の発電所内の入域の

許可を頂くということでよろしいですか。ここは確認です。お願いします。

あの特にこちらから許可をするということは考えておりません。えー基本的にそちらで、えー

今の手順に従ってやって頂くということになっているという風に理解しております。え従って、

ちょっとすいません。ちょっとですね。ご、ご２、３分前にあのかなり大きいじ、振動があっ

て。地震かと思ったんですが、あまりそのあとの揺れがないんです。ちょっと、なんか現場の

ほうのですね。［マイク外：特に今のところ何もない］ない？状況を確認してますので、ちょ

っとお待ち下さい。今んとこ、特にない？

はい、はい、じゃさ、はい、先に確認お願いします。

今、モニター等の情報を集めましたが、特段あの外のほうの異常はないということでございま

えっとーＪヴィレッジも揺れました。

あ、じゃあ、大丈夫だ。（あ、じゃあ大丈夫です。）

Ｊヴィレッジも地震がたがたしました。

福島第二。福島第二。福島第二。福島第二。福島第二、揺れがあったかどうか確認を。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

けて、えー今、えー戻るところというところになってます。以上です。

 

すいません。給電班よりご連絡致します。ご報告致します。（咳払い）本日、夜ノ森線の２号

のえー主受電を行っておりましたが、最終１９時５２分。１９時５２分で、えー５号スターテ

ィングトランスＡ系の２次側まで主受電が完了致しました。これを持って、えー外部電源がえ

ー確保されたということになりまして、あとはえー原子炉地下の内部電源のえー方にえー作業

に移れるという状況までえーきましたので、ご報告致します。（一同拍手）

はい、夜ノ森線１号線の受電完了ありがとうございます。ご苦労様でした。

 

了解の大拍手しました。ありがとうございました。

よかったですね。おめでとうございます。 

あーすいません。福島第一からですが。えー消防隊のほうの活動の状況についてご報告します。

現状をご報告します。え消防隊、東京消防庁消防隊、ハイパーえー隊はですね。えー７時６分

にえーこちらの正門玄関前に着いております。えー当社関係者との打ち合わせを継続して実施

しているところです。えっと今後の作業の予定について確認したところ、え、まずは今、あの

３号機の横にありますその今まで使っていました、えーちょっと作動不能となっている、えは

しご車に対して、えーアウトリガーをたたんでですね、え少し前へ動かすということをすると

が１つ目のステップです。えその後、えー今回持ち込んできました新しいそのポンプ車

を、新しいはしご車をその後ろにつける形でセッティングする、これが２つ目です。すいませ

ん。ちょっと地震があります、すいません。はい、続けます。えっと３番目がえーと物揚場の

ほうの海水ポンプの、え点検準備。で、４番目で、え起動して流量の設定という一連の流れで

作業してきます。でその後、え６時間のえー運転維持になりますので、その間はですね、えー

と消防隊のかたの一部、え７、８名のかたには、えこちらのほう、重要免震棟のほうに来て頂

だくと。待機していただくというのがあの全体のスケジュールでございます。

最後、最終停止判断はえー東京電力のほうからえー指示を出すということであのお願いをされ

ております。え今の状況はこんなところで、もう少し、まだえじ、事前の打ち合わせを続けて

いるところでございます。えなお、じえ自衛隊のほうの活動が終わって、これから退域をされ

ると思いますが、退域がされた後に、この消防隊に入域していただくということで、そこはあ

のしっかりえーえぶつからないようにしたいと思います。え入域の許可についてはえーと本部

ほうのご指示を頂いて、え入域の許可を、消防隊の発電所内の入域の

許可を頂くということでよろしいですか。ここは確認です。お願いします。

あの特にこちらから許可をするということは考えておりません。えー基本的にそちらで、えー

今の手順に従ってやって頂くということになっているという風に理解しております。え従って、

ちょっとすいません。ちょっとですね。ご、ご２、３分前にあのかなり大きいじ、振動があっ

て。地震かと思ったんですが、あまりそのあとの揺れがないんです。ちょっと、なんか現場の

ほうのですね。［マイク外：特に今のところ何もない］ない？状況を確認してますので、ちょ

っとお待ち下さい。今んとこ、特にない？ 

はい、はい、じゃさ、はい、先に確認お願いします。

今、モニター等の情報を集めましたが、特段あの外のほうの異常はないということでございま

えっとーＪヴィレッジも揺れました。 

あ、じゃあ、大丈夫だ。（あ、じゃあ大丈夫です。）

Ｊヴィレッジも地震がたがたしました。 

福島第二。福島第二。福島第二。福島第二。福島第二、揺れがあったかどうか確認を。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

けて、えー今、えー戻るところというところになってます。以上です。

すいません。給電班よりご連絡致します。ご報告致します。（咳払い）本日、夜ノ森線の２号

のえー主受電を行っておりましたが、最終１９時５２分。１９時５２分で、えー５号スターテ

ィングトランスＡ系の２次側まで主受電が完了致しました。これを持って、えー外部電源がえ

ー確保されたということになりまして、あとはえー原子炉地下の内部電源のえー方にえー作業

に移れるという状況までえーきましたので、ご報告致します。（一同拍手）

はい、夜ノ森線１号線の受電完了ありがとうございます。ご苦労様でした。

了解の大拍手しました。ありがとうございました。 

 

あーすいません。福島第一からですが。えー消防隊のほうの活動の状況についてご報告します。

現状をご報告します。え消防隊、東京消防庁消防隊、ハイパーえー隊はですね。えー７時６分

にえーこちらの正門玄関前に着いております。えー当社関係者との打ち合わせを継続して実施

しているところです。えっと今後の作業の予定について確認したところ、え、まずは今、あの

３号機の横にありますその今まで使っていました、えーちょっと作動不能となっている、えは

しご車に対して、えーアウトリガーをたたんでですね、え少し前へ動かすということをすると

が１つ目のステップです。えその後、えー今回持ち込んできました新しいそのポンプ車

を、新しいはしご車をその後ろにつける形でセッティングする、これが２つ目です。すいませ

ん。ちょっと地震があります、すいません。はい、続けます。えっと３番目がえーと物揚場の

ほうの海水ポンプの、え点検準備。で、４番目で、え起動して流量の設定という一連の流れで

作業してきます。でその後、え６時間のえー運転維持になりますので、その間はですね、えー

と消防隊のかたの一部、え７、８名のかたには、えこちらのほう、重要免震棟のほうに来て頂

だくと。待機していただくというのがあの全体のスケジュールでございます。

最後、最終停止判断はえー東京電力のほうからえー指示を出すということであのお願いをされ

ております。え今の状況はこんなところで、もう少し、まだえじ、事前の打ち合わせを続けて

いるところでございます。えなお、じえ自衛隊のほうの活動が終わって、これから退域をされ

ると思いますが、退域がされた後に、この消防隊に入域していただくということで、そこはあ

のしっかりえーえぶつからないようにしたいと思います。え入域の許可についてはえーと本部

ほうのご指示を頂いて、え入域の許可を、消防隊の発電所内の入域の

許可を頂くということでよろしいですか。ここは確認です。お願いします。

あの特にこちらから許可をするということは考えておりません。えー基本的にそちらで、えー

今の手順に従ってやって頂くということになっているという風に理解しております。え従って、

ちょっとすいません。ちょっとですね。ご、ご２、３分前にあのかなり大きいじ、振動があっ

て。地震かと思ったんですが、あまりそのあとの揺れがないんです。ちょっと、なんか現場の

ほうのですね。［マイク外：特に今のところ何もない］ない？状況を確認してますので、ちょ

 

はい、はい、じゃさ、はい、先に確認お願いします。 

今、モニター等の情報を集めましたが、特段あの外のほうの異常はないということでございま

あ、じゃあ、大丈夫だ。（あ、じゃあ大丈夫です。） 

福島第二。福島第二。福島第二。福島第二。福島第二、揺れがあったかどうか確認を。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

けて、えー今、えー戻るところというところになってます。以上です。 

すいません。給電班よりご連絡致します。ご報告致します。（咳払い）本日、夜ノ森線の２号

のえー主受電を行っておりましたが、最終１９時５２分。１９時５２分で、えー５号スターテ

ィングトランスＡ系の２次側まで主受電が完了致しました。これを持って、えー外部電源がえ

ー確保されたということになりまして、あとはえー原子炉地下の内部電源のえー方にえー作業

に移れるという状況までえーきましたので、ご報告致します。（一同拍手）

はい、夜ノ森線１号線の受電完了ありがとうございます。ご苦労様でした。

あーすいません。福島第一からですが。えー消防隊のほうの活動の状況についてご報告します。

現状をご報告します。え消防隊、東京消防庁消防隊、ハイパーえー隊はですね。えー７時６分

にえーこちらの正門玄関前に着いております。えー当社関係者との打ち合わせを継続して実施

しているところです。えっと今後の作業の予定について確認したところ、え、まずは今、あの

３号機の横にありますその今まで使っていました、えーちょっと作動不能となっている、えは

しご車に対して、えーアウトリガーをたたんでですね、え少し前へ動かすということをすると

が１つ目のステップです。えその後、えー今回持ち込んできました新しいそのポンプ車

を、新しいはしご車をその後ろにつける形でセッティングする、これが２つ目です。すいませ

ん。ちょっと地震があります、すいません。はい、続けます。えっと３番目がえーと物揚場の

ほうの海水ポンプの、え点検準備。で、４番目で、え起動して流量の設定という一連の流れで

作業してきます。でその後、え６時間のえー運転維持になりますので、その間はですね、えー

と消防隊のかたの一部、え７、８名のかたには、えこちらのほう、重要免震棟のほうに来て頂

だくと。待機していただくというのがあの全体のスケジュールでございます。

最後、最終停止判断はえー東京電力のほうからえー指示を出すということであのお願いをされ

ております。え今の状況はこんなところで、もう少し、まだえじ、事前の打ち合わせを続けて

いるところでございます。えなお、じえ自衛隊のほうの活動が終わって、これから退域をされ

ると思いますが、退域がされた後に、この消防隊に入域していただくということで、そこはあ

のしっかりえーえぶつからないようにしたいと思います。え入域の許可についてはえーと本部

ほうのご指示を頂いて、え入域の許可を、消防隊の発電所内の入域の

許可を頂くということでよろしいですか。ここは確認です。お願いします。

あの特にこちらから許可をするということは考えておりません。えー基本的にそちらで、えー

今の手順に従ってやって頂くということになっているという風に理解しております。え従って、

ちょっとすいません。ちょっとですね。ご、ご２、３分前にあのかなり大きいじ、振動があっ

て。地震かと思ったんですが、あまりそのあとの揺れがないんです。ちょっと、なんか現場の

ほうのですね。［マイク外：特に今のところ何もない］ない？状況を確認してますので、ちょ

今、モニター等の情報を集めましたが、特段あの外のほうの異常はないということでございま

福島第二。福島第二。福島第二。福島第二。福島第二、揺れがあったかどうか確認を。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

すいません。給電班よりご連絡致します。ご報告致します。（咳払い）本日、夜ノ森線の２号

のえー主受電を行っておりましたが、最終１９時５２分。１９時５２分で、えー５号スターテ

ィングトランスＡ系の２次側まで主受電が完了致しました。これを持って、えー外部電源がえ

ー確保されたということになりまして、あとはえー原子炉地下の内部電源のえー方にえー作業

に移れるという状況までえーきましたので、ご報告致します。（一同拍手） 

はい、夜ノ森線１号線の受電完了ありがとうございます。ご苦労様でした。 

あーすいません。福島第一からですが。えー消防隊のほうの活動の状況についてご報告します。

現状をご報告します。え消防隊、東京消防庁消防隊、ハイパーえー隊はですね。えー７時６分

にえーこちらの正門玄関前に着いております。えー当社関係者との打ち合わせを継続して実施

しているところです。えっと今後の作業の予定について確認したところ、え、まずは今、あの

３号機の横にありますその今まで使っていました、えーちょっと作動不能となっている、えは

しご車に対して、えーアウトリガーをたたんでですね、え少し前へ動かすということをすると

が１つ目のステップです。えその後、えー今回持ち込んできました新しいそのポンプ車

を、新しいはしご車をその後ろにつける形でセッティングする、これが２つ目です。すいませ

ん。ちょっと地震があります、すいません。はい、続けます。えっと３番目がえーと物揚場の

ほうの海水ポンプの、え点検準備。で、４番目で、え起動して流量の設定という一連の流れで

作業してきます。でその後、え６時間のえー運転維持になりますので、その間はですね、えー

と消防隊のかたの一部、え７、８名のかたには、えこちらのほう、重要免震棟のほうに来て頂

だくと。待機していただくというのがあの全体のスケジュールでございます。

最後、最終停止判断はえー東京電力のほうからえー指示を出すということであのお願いをされ

ております。え今の状況はこんなところで、もう少し、まだえじ、事前の打ち合わせを続けて

いるところでございます。えなお、じえ自衛隊のほうの活動が終わって、これから退域をされ

ると思いますが、退域がされた後に、この消防隊に入域していただくということで、そこはあ

のしっかりえーえぶつからないようにしたいと思います。え入域の許可についてはえーと本部

ほうのご指示を頂いて、え入域の許可を、消防隊の発電所内の入域の

許可を頂くということでよろしいですか。ここは確認です。お願いします。 

あの特にこちらから許可をするということは考えておりません。えー基本的にそちらで、えー

今の手順に従ってやって頂くということになっているという風に理解しております。え従って、

ちょっとすいません。ちょっとですね。ご、ご２、３分前にあのかなり大きいじ、振動があっ

て。地震かと思ったんですが、あまりそのあとの揺れがないんです。ちょっと、なんか現場の

ほうのですね。［マイク外：特に今のところ何もない］ない？状況を確認してますので、ちょ

今、モニター等の情報を集めましたが、特段あの外のほうの異常はないということでございま

福島第二。福島第二。福島第二。福島第二。福島第二、揺れがあったかどうか確認を。 

） 

 

すいません。給電班よりご連絡致します。ご報告致します。（咳払い）本日、夜ノ森線の２号

のえー主受電を行っておりましたが、最終１９時５２分。１９時５２分で、えー５号スターテ

ィングトランスＡ系の２次側まで主受電が完了致しました。これを持って、えー外部電源がえ

ー確保されたということになりまして、あとはえー原子炉地下の内部電源のえー方にえー作業

あーすいません。福島第一からですが。えー消防隊のほうの活動の状況についてご報告します。

現状をご報告します。え消防隊、東京消防庁消防隊、ハイパーえー隊はですね。えー７時６分

にえーこちらの正門玄関前に着いております。えー当社関係者との打ち合わせを継続して実施

しているところです。えっと今後の作業の予定について確認したところ、え、まずは今、あの

３号機の横にありますその今まで使っていました、えーちょっと作動不能となっている、えは

しご車に対して、えーアウトリガーをたたんでですね、え少し前へ動かすということをすると

が１つ目のステップです。えその後、えー今回持ち込んできました新しいそのポンプ車

を、新しいはしご車をその後ろにつける形でセッティングする、これが２つ目です。すいませ

ん。ちょっと地震があります、すいません。はい、続けます。えっと３番目がえーと物揚場の

ほうの海水ポンプの、え点検準備。で、４番目で、え起動して流量の設定という一連の流れで

作業してきます。でその後、え６時間のえー運転維持になりますので、その間はですね、えー

と消防隊のかたの一部、え７、８名のかたには、えこちらのほう、重要免震棟のほうに来て頂

だくと。待機していただくというのがあの全体のスケジュールでございます。

最後、最終停止判断はえー東京電力のほうからえー指示を出すということであのお願いをされ

ております。え今の状況はこんなところで、もう少し、まだえじ、事前の打ち合わせを続けて

いるところでございます。えなお、じえ自衛隊のほうの活動が終わって、これから退域をされ

ると思いますが、退域がされた後に、この消防隊に入域していただくということで、そこはあ

のしっかりえーえぶつからないようにしたいと思います。え入域の許可についてはえーと本部

ほうのご指示を頂いて、え入域の許可を、消防隊の発電所内の入域の

あの特にこちらから許可をするということは考えておりません。えー基本的にそちらで、えー

今の手順に従ってやって頂くということになっているという風に理解しております。え従って、 

ちょっとすいません。ちょっとですね。ご、ご２、３分前にあのかなり大きいじ、振動があっ

て。地震かと思ったんですが、あまりそのあとの揺れがないんです。ちょっと、なんか現場の

ほうのですね。［マイク外：特に今のところ何もない］ない？状況を確認してますので、ちょ

今、モニター等の情報を集めましたが、特段あの外のほうの異常はないということでございま
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増田所長  

 

警備誘導班  

3 月 20 日 （

 

オフサイトは揺れてません。

揺れてない？揺れてないですか？

オフサイトはあの揺れてません。

はい。わかりました。福島第二は。

はい。福島第二です。

え、揺れを感じましたか？今頃、なにか揺れを感じませんでしたか？

はい。福島第二です。

福島第二聞こえますか。

はい。福島第二聞こえてます。

さ、い、あの先ほど揺れを感じませんでしたか。

あ揺れ、今の揺れですね。あ感じました。ちょっと下から突き上げるような感じでしたけど。

あっじゃあ、同じ揺れだ。はい、了解。了解。

はい。 

じゃあ、地震、地震だと思います。はい。

はい。すいません。え、最後のあの、消防隊があの現場に入る、え判断についてはこちらの、

サイトのほうの、発電所の本部のほうで判断をして、指示を出していくということにします。

はい。お願いします。

じゃあ準備が整ったら、私の、「マイク外：吉田所長：●●が行ってんだろ？○○（

●●です。］もうあの準備が整えば、ゴーして下さいということであのお願いす。はい。

はい。わかりました。

すいません。本日は追加で自衛隊さんのほうに運んで頂いた投光機をえー現場のほうで使わせ

て頂いています。ありがとうございました。

あ、それはどうもありがとうございます。

えっと発電班よりご連絡します。えー先ほどの地震のえープラントの状況は号から、えー１号

から４号、ラドウェストとも特に異常はありません。以上です。

はい。本部了解しました。お疲れ様でした。

本店も了解です。

えー警備誘導班より報告します。えー２０時ちょうど自衛隊車両、全車両退構完了しました。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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オフサイトは揺れてません。 

揺れてない？揺れてないですか？

オフサイトはあの揺れてません。

はい。わかりました。福島第二は。

はい。福島第二です。 

え、揺れを感じましたか？今頃、なにか揺れを感じませんでしたか？

はい。福島第二です。 

福島第二聞こえますか。 

はい。福島第二聞こえてます。

さ、い、あの先ほど揺れを感じませんでしたか。

あ揺れ、今の揺れですね。あ感じました。ちょっと下から突き上げるような感じでしたけど。

あっじゃあ、同じ揺れだ。はい、了解。了解。

じゃあ、地震、地震だと思います。はい。

はい。すいません。え、最後のあの、消防隊があの現場に入る、え判断についてはこちらの、

サイトのほうの、発電所の本部のほうで判断をして、指示を出していくということにします。

はい。お願いします。 

じゃあ準備が整ったら、私の、「マイク外：吉田所長：●●が行ってんだろ？○○（

●●です。］もうあの準備が整えば、ゴーして下さいということであのお願いす。はい。

はい。わかりました。 

すいません。本日は追加で自衛隊さんのほうに運んで頂いた投光機をえー現場のほうで使わせ

て頂いています。ありがとうございました。

あ、それはどうもありがとうございます。

えっと発電班よりご連絡します。えー先ほどの地震のえープラントの状況は号から、えー１号

から４号、ラドウェストとも特に異常はありません。以上です。

はい。本部了解しました。お疲れ様でした。

本店も了解です。 

えー警備誘導班より報告します。えー２０時ちょうど自衛隊車両、全車両退構完了しました。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

 

揺れてない？揺れてないですか？ 

オフサイトはあの揺れてません。 

はい。わかりました。福島第二は。 

え、揺れを感じましたか？今頃、なにか揺れを感じませんでしたか？

はい。福島第二聞こえてます。 

さ、い、あの先ほど揺れを感じませんでしたか。

あ揺れ、今の揺れですね。あ感じました。ちょっと下から突き上げるような感じでしたけど。

あっじゃあ、同じ揺れだ。はい、了解。了解。

じゃあ、地震、地震だと思います。はい。 

はい。すいません。え、最後のあの、消防隊があの現場に入る、え判断についてはこちらの、

サイトのほうの、発電所の本部のほうで判断をして、指示を出していくということにします。

じゃあ準備が整ったら、私の、「マイク外：吉田所長：●●が行ってんだろ？○○（

●●です。］もうあの準備が整えば、ゴーして下さいということであのお願いす。はい。

すいません。本日は追加で自衛隊さんのほうに運んで頂いた投光機をえー現場のほうで使わせ

て頂いています。ありがとうございました。

あ、それはどうもありがとうございます。 

えっと発電班よりご連絡します。えー先ほどの地震のえープラントの状況は号から、えー１号

から４号、ラドウェストとも特に異常はありません。以上です。

はい。本部了解しました。お疲れ様でした。

えー警備誘導班より報告します。えー２０時ちょうど自衛隊車両、全車両退構完了しました。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

え、揺れを感じましたか？今頃、なにか揺れを感じませんでしたか？

さ、い、あの先ほど揺れを感じませんでしたか。 

あ揺れ、今の揺れですね。あ感じました。ちょっと下から突き上げるような感じでしたけど。

あっじゃあ、同じ揺れだ。はい、了解。了解。 

 

はい。すいません。え、最後のあの、消防隊があの現場に入る、え判断についてはこちらの、

サイトのほうの、発電所の本部のほうで判断をして、指示を出していくということにします。

じゃあ準備が整ったら、私の、「マイク外：吉田所長：●●が行ってんだろ？○○（

●●です。］もうあの準備が整えば、ゴーして下さいということであのお願いす。はい。

すいません。本日は追加で自衛隊さんのほうに運んで頂いた投光機をえー現場のほうで使わせ

て頂いています。ありがとうございました。 

 

えっと発電班よりご連絡します。えー先ほどの地震のえープラントの状況は号から、えー１号

から４号、ラドウェストとも特に異常はありません。以上です。

はい。本部了解しました。お疲れ様でした。 

えー警備誘導班より報告します。えー２０時ちょうど自衛隊車両、全車両退構完了しました。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

え、揺れを感じましたか？今頃、なにか揺れを感じませんでしたか？ 

あ揺れ、今の揺れですね。あ感じました。ちょっと下から突き上げるような感じでしたけど。

はい。すいません。え、最後のあの、消防隊があの現場に入る、え判断についてはこちらの、

サイトのほうの、発電所の本部のほうで判断をして、指示を出していくということにします。

じゃあ準備が整ったら、私の、「マイク外：吉田所長：●●が行ってんだろ？○○（

●●です。］もうあの準備が整えば、ゴーして下さいということであのお願いす。はい。

すいません。本日は追加で自衛隊さんのほうに運んで頂いた投光機をえー現場のほうで使わせ

えっと発電班よりご連絡します。えー先ほどの地震のえープラントの状況は号から、えー１号

から４号、ラドウェストとも特に異常はありません。以上です。 

えー警備誘導班より報告します。えー２０時ちょうど自衛隊車両、全車両退構完了しました。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

あ揺れ、今の揺れですね。あ感じました。ちょっと下から突き上げるような感じでしたけど。

はい。すいません。え、最後のあの、消防隊があの現場に入る、え判断についてはこちらの、

サイトのほうの、発電所の本部のほうで判断をして、指示を出していくということにします。

じゃあ準備が整ったら、私の、「マイク外：吉田所長：●●が行ってんだろ？○○（00:30:08

●●です。］もうあの準備が整えば、ゴーして下さいということであのお願いす。はい。

すいません。本日は追加で自衛隊さんのほうに運んで頂いた投光機をえー現場のほうで使わせ

えっと発電班よりご連絡します。えー先ほどの地震のえープラントの状況は号から、えー１号

えー警備誘導班より報告します。えー２０時ちょうど自衛隊車両、全車両退構完了しました。

） 

 

あ揺れ、今の揺れですね。あ感じました。ちょっと下から突き上げるような感じでしたけど。 

はい。すいません。え、最後のあの、消防隊があの現場に入る、え判断についてはこちらの、

サイトのほうの、発電所の本部のほうで判断をして、指示を出していくということにします。 

00:30:08）：

●●です。］もうあの準備が整えば、ゴーして下さいということであのお願いす。はい。 

すいません。本日は追加で自衛隊さんのほうに運んで頂いた投光機をえー現場のほうで使わせ

えっと発電班よりご連絡します。えー先ほどの地震のえープラントの状況は号から、えー１号

えー警備誘導班より報告します。えー２０時ちょうど自衛隊車両、全車両退構完了しました。
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保安班  
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小森常務  
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3 月 20 日 （

 

えー消防車両の入構についてご判断を仰ぎたいと思います。よろしくお願い致します。

消防車両の入構は、えー自衛隊が全員退域した状態で入域、あのごめんなさい。自衛隊の車両

がぜん、全部退域した状態で消防車の入域を許可します。お願いします。

了解致しました。全車両の退域を確認いたしましたので、えー消防車両の入構を開始したいと

思います。よろしくお願いします。

了解しました。

●●。あのーモニタリングの測定の時に併せて、そろそろなんか雨が降るんじゃないかってい

うような気温だと、あの天候だと思うので、状況だけ併せて教えて下さい。

はい。えーと今確認して来ましたのが。雨はまだ降っておりません。えーとプラントのほうを

見てもちょっと暗くてですね、煙とかなんかについてはよくわからないというのが状況（？）

です。モニタのほうの値については若干変動はあったものの、上昇と判断するような値ではな

いということで、今、整理中です。

了解しました。

サイト保安班より、えー２０時のモニタリング結果が出ましたので、ご報告致します。ガンマ

につきましては大きな変動は確認されてませんが、前回値より若干上昇しております。２８２

８μSv。前回値、１０分前が２６００ですので、約２００カウントぐらい上がってございます。

中性子のほうですが、けん、検出はされておりません。えー風向、風速ですが西風１．２メー

トルということで。あのもう少しすると雨が降ってくるんじゃないかと思われます。以上です。

あの、あ１Ｆです。今あの当社のですね。え雨情報、まいわ

ー福島県で降ってるのは只見近辺、あと、まあ、新潟県がだいぶ降ってますが、中通り、浜通

り等ですね、えー雨が降っているという情報ありません。ここ１、２時間ちょっとわかりませ

んけれども、少なくとも中通り、浜通り、雨の気配はありません。以上。

了解しました。

保安班。了解しました。

えー警備誘導班より報告します。えー消防し、えー消防隊の内５名、先発隊として当社車両に

分乗し、重要免震棟に向かっているという情報がありました。え消防車両はそのまま正門に、

で待機中ということでございます。

高津さん。携帯に出てくれますか。

本店了解です。

えっと１Ｆさん。聞こえますか。

はい。１Ｆ、聞こえます。

えっと今、消防のＪヴィレッジにいる本部の人からですね。ちょっと確認の話がきてます。え

っと人員をＪヴィレッジに戻すための消防の赤い車がですね、片道分ディ、軽油がない可能性

があるので、発電所の手持ち分でまぁタンクに少し軽油を分けてもらいたいというような話は

発電所にリクエストがありますか。

まだね。そういう、その、あの話はありませんけれども。今、これからあがってくんだよな。

これから隊員がですね、のかたがー。

所長。所長。ガソリン、ガソリンを少しくれっていうオーダーはありました。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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えー消防車両の入構についてご判断を仰ぎたいと思います。よろしくお願い致します。

消防車両の入構は、えー自衛隊が全員退域した状態で入域、あのごめんなさい。自衛隊の車両

がぜん、全部退域した状態で消防車の入域を許可します。お願いします。

了解致しました。全車両の退域を確認いたしましたので、えー消防車両の入構を開始したいと

思います。よろしくお願いします。

了解しました。 

●●。あのーモニタリングの測定の時に併せて、そろそろなんか雨が降るんじゃないかってい

うような気温だと、あの天候だと思うので、状況だけ併せて教えて下さい。

はい。えーと今確認して来ましたのが。雨はまだ降っておりません。えーとプラントのほうを

見てもちょっと暗くてですね、煙とかなんかについてはよくわからないというのが状況（？）

です。モニタのほうの値については若干変動はあったものの、上昇と判断するような値ではな

いということで、今、整理中です。

了解しました。 

サイト保安班より、えー２０時のモニタリング結果が出ましたので、ご報告致します。ガンマ

につきましては大きな変動は確認されてませんが、前回値より若干上昇しております。２８２

。前回値、１０分前が２６００ですので、約２００カウントぐらい上がってございます。

中性子のほうですが、けん、検出はされておりません。えー風向、風速ですが西風１．２メー

トルということで。あのもう少しすると雨が降ってくるんじゃないかと思われます。以上です。

あの、あ１Ｆです。今あの当社のですね。え雨情報、まいわ

ー福島県で降ってるのは只見近辺、あと、まあ、新潟県がだいぶ降ってますが、中通り、浜通

り等ですね、えー雨が降っているという情報ありません。ここ１、２時間ちょっとわかりませ

んけれども、少なくとも中通り、浜通り、雨の気配はありません。以上。

了解しました。 

保安班。了解しました。 

えー警備誘導班より報告します。えー消防し、えー消防隊の内５名、先発隊として当社車両に

分乗し、重要免震棟に向かっているという情報がありました。え消防車両はそのまま正門に、

で待機中ということでございます。

高津さん。携帯に出てくれますか。

本店了解です。 

えっと１Ｆさん。聞こえますか。

はい。１Ｆ、聞こえます。 

えっと今、消防のＪヴィレッジにいる本部の人からですね。ちょっと確認の話がきてます。え

っと人員をＪヴィレッジに戻すための消防の赤い車がですね、片道分ディ、軽油がない可能性

があるので、発電所の手持ち分でまぁタンクに少し軽油を分けてもらいたいというような話は

発電所にリクエストがありますか。

まだね。そういう、その、あの話はありませんけれども。今、これからあがってくんだよな。

これから隊員がですね、のかたがー。

所長。所長。ガソリン、ガソリンを少しくれっていうオーダーはありました。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

えー消防車両の入構についてご判断を仰ぎたいと思います。よろしくお願い致します。

消防車両の入構は、えー自衛隊が全員退域した状態で入域、あのごめんなさい。自衛隊の車両

がぜん、全部退域した状態で消防車の入域を許可します。お願いします。

了解致しました。全車両の退域を確認いたしましたので、えー消防車両の入構を開始したいと

思います。よろしくお願いします。 

●●。あのーモニタリングの測定の時に併せて、そろそろなんか雨が降るんじゃないかってい

うような気温だと、あの天候だと思うので、状況だけ併せて教えて下さい。

はい。えーと今確認して来ましたのが。雨はまだ降っておりません。えーとプラントのほうを

見てもちょっと暗くてですね、煙とかなんかについてはよくわからないというのが状況（？）

です。モニタのほうの値については若干変動はあったものの、上昇と判断するような値ではな

いということで、今、整理中です。 

サイト保安班より、えー２０時のモニタリング結果が出ましたので、ご報告致します。ガンマ

につきましては大きな変動は確認されてませんが、前回値より若干上昇しております。２８２

。前回値、１０分前が２６００ですので、約２００カウントぐらい上がってございます。

中性子のほうですが、けん、検出はされておりません。えー風向、風速ですが西風１．２メー

トルということで。あのもう少しすると雨が降ってくるんじゃないかと思われます。以上です。

あの、あ１Ｆです。今あの当社のですね。え雨情報、まいわ

ー福島県で降ってるのは只見近辺、あと、まあ、新潟県がだいぶ降ってますが、中通り、浜通

り等ですね、えー雨が降っているという情報ありません。ここ１、２時間ちょっとわかりませ

んけれども、少なくとも中通り、浜通り、雨の気配はありません。以上。

えー警備誘導班より報告します。えー消防し、えー消防隊の内５名、先発隊として当社車両に

分乗し、重要免震棟に向かっているという情報がありました。え消防車両はそのまま正門に、
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っと人員をＪヴィレッジに戻すための消防の赤い車がですね、片道分ディ、軽油がない可能性

があるので、発電所の手持ち分でまぁタンクに少し軽油を分けてもらいたいというような話は

発電所にリクエストがありますか。 

まだね。そういう、その、あの話はありませんけれども。今、これからあがってくんだよな。

これから隊員がですね、のかたがー。 

所長。所長。ガソリン、ガソリンを少しくれっていうオーダーはありました。
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え。 

ガソリンを少しくれというオーダーはありました。

ガソリンですか。

け、軽油って聞いてますけど。

あ、なんかね。あの隊員のかたからはガソリンが欲しいって話は聞いてます。

やっぱり片道の、片道のガソリンがないので、帰りのガソリンが欲しいって。

帰りのガソリンが欲しいっていう、いう話になってます。こっちは。

どうもその、その車は軽油で動くディーゼルみたいなんだけど。

あ、まいずれにしましても、あのガソリンであろうが軽油であろうが、とこちらで間違いなく

手当しますので、ご安心下さいって言っといて下さい。

そうですか、ええ。そんな大量じゃないんですけど、あのこっちから持って行くのには時間が

かかってしまうので。あの是非少し協力をお願いできればと思います。

大丈夫です。大丈夫です。はい、はいもちろん、もちろん、全面的に対応します。はい。

ガ、ガソリンか軽油かはもう一回確認します。ガソリンか軽油か。

あの種類は確認して下さい。

はい。 

じゃあ、悪いんだけどさ。●●、そこのさ、燃料補給、ま間違いないように手当してもらえま

すか。はい。【マイク外：ちょっとガソリンか経由か確認してみて

すいませんあの、本店の資材班ですが、えーあの本日ですね、軽油の動きでいいますと、えー

３９キロリッター、え１Ｆさんのほうに持ち込まれております。ちょっとあの免震棟とか軽油

タンクとかの、ちょっと内訳、今つかめませんけども。確実に今３９キロリッターはえ１Ｆさ

んに入っております。

はい。ありがとうございます。

警備誘導班より報告します。消防車両の内、先導車両及びはしご車、計２台入構したとの連絡

がありました。報告します。

はい。もう一度確認します。消防車、先頭車？、先導者１台。それから、はしご車、何台？、

２台が入構。はい、了解。

えっと１Ｆさん。Ｊ，Ｊヴィレッジです。

はい、１Ｆです。どうぞ。

ガソリン、ガソリンでした。

ガソリンでいいんですね。
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あ、なんかね。あの隊員のかたからはガソリンが欲しいって話は聞いてます。

やっぱり片道の、片道のガソリンがないので、帰りのガソリンが欲しいって。

帰りのガソリンが欲しいっていう、いう話になってます。こっちは。

どうもその、その車は軽油で動くディーゼルみたいなんだけど。

あ、まいずれにしましても、あのガソリンであろうが軽油であろうが、とこちらで間違いなく

手当しますので、ご安心下さいって言っといて下さい。

そうですか、ええ。そんな大量じゃないんですけど、あのこっちから持って行くのには時間が

かかってしまうので。あの是非少し協力をお願いできればと思います。

大丈夫です。大丈夫です。はい、はいもちろん、もちろん、全面的に対応します。はい。

ガ、ガソリンか軽油かはもう一回確認します。ガソリンか軽油か。

 

じゃあ、悪いんだけどさ。●●、そこのさ、燃料補給、ま間違いないように手当してもらえま

すか。はい。【マイク外：ちょっとガソリンか経由か確認してみて

すいませんあの、本店の資材班ですが、えーあの本日ですね、軽油の動きでいいますと、えー

３９キロリッター、え１Ｆさんのほうに持ち込まれております。ちょっとあの免震棟とか軽油

タンクとかの、ちょっと内訳、今つかめませんけども。確実に今３９キロリッターはえ１Ｆさ

はい。ありがとうございます。 

警備誘導班より報告します。消防車両の内、先導車両及びはしご車、計２台入構したとの連絡

 

はい。もう一度確認します。消防車、先頭車？、先導者１台。それから、はしご車、何台？、

 

えっと１Ｆさん。Ｊ，Ｊヴィレッジです。 
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発言内容 

ガソリンを少しくれというオーダーはありました。 

あ、なんかね。あの隊員のかたからはガソリンが欲しいって話は聞いてます。

やっぱり片道の、片道のガソリンがないので、帰りのガソリンが欲しいって。

帰りのガソリンが欲しいっていう、いう話になってます。こっちは。

どうもその、その車は軽油で動くディーゼルみたいなんだけど。

あ、まいずれにしましても、あのガソリンであろうが軽油であろうが、とこちらで間違いなく

手当しますので、ご安心下さいって言っといて下さい。 

そうですか、ええ。そんな大量じゃないんですけど、あのこっちから持って行くのには時間が

かかってしまうので。あの是非少し協力をお願いできればと思います。

大丈夫です。大丈夫です。はい、はいもちろん、もちろん、全面的に対応します。はい。

ガ、ガソリンか軽油かはもう一回確認します。ガソリンか軽油か。

じゃあ、悪いんだけどさ。●●、そこのさ、燃料補給、ま間違いないように手当してもらえま

すか。はい。【マイク外：ちょっとガソリンか経由か確認してみて

すいませんあの、本店の資材班ですが、えーあの本日ですね、軽油の動きでいいますと、えー

３９キロリッター、え１Ｆさんのほうに持ち込まれております。ちょっとあの免震棟とか軽油

タンクとかの、ちょっと内訳、今つかめませんけども。確実に今３９キロリッターはえ１Ｆさ

警備誘導班より報告します。消防車両の内、先導車両及びはしご車、計２台入構したとの連絡

はい。もう一度確認します。消防車、先頭車？、先導者１台。それから、はしご車、何台？、
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あ、なんかね。あの隊員のかたからはガソリンが欲しいって話は聞いてます。

やっぱり片道の、片道のガソリンがないので、帰りのガソリンが欲しいって。

帰りのガソリンが欲しいっていう、いう話になってます。こっちは。 

どうもその、その車は軽油で動くディーゼルみたいなんだけど。 

あ、まいずれにしましても、あのガソリンであろうが軽油であろうが、とこちらで間違いなく

そうですか、ええ。そんな大量じゃないんですけど、あのこっちから持って行くのには時間が

かかってしまうので。あの是非少し協力をお願いできればと思います。 

大丈夫です。大丈夫です。はい、はいもちろん、もちろん、全面的に対応します。はい。

ガ、ガソリンか軽油かはもう一回確認します。ガソリンか軽油か。 

じゃあ、悪いんだけどさ。●●、そこのさ、燃料補給、ま間違いないように手当してもらえま

すか。はい。【マイク外：ちょっとガソリンか経由か確認してみて/いや経由でいいん

すいませんあの、本店の資材班ですが、えーあの本日ですね、軽油の動きでいいますと、えー

３９キロリッター、え１Ｆさんのほうに持ち込まれております。ちょっとあの免震棟とか軽油

タンクとかの、ちょっと内訳、今つかめませんけども。確実に今３９キロリッターはえ１Ｆさ

警備誘導班より報告します。消防車両の内、先導車両及びはしご車、計２台入構したとの連絡

はい。もう一度確認します。消防車、先頭車？、先導者１台。それから、はしご車、何台？、
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やっぱり片道の、片道のガソリンがないので、帰りのガソリンが欲しいって。 

あ、まいずれにしましても、あのガソリンであろうが軽油であろうが、とこちらで間違いなく

そうですか、ええ。そんな大量じゃないんですけど、あのこっちから持って行くのには時間が

大丈夫です。大丈夫です。はい、はいもちろん、もちろん、全面的に対応します。はい。

じゃあ、悪いんだけどさ。●●、そこのさ、燃料補給、ま間違いないように手当してもらえま

いや経由でいいん/経由で】
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タンクとかの、ちょっと内訳、今つかめませんけども。確実に今３９キロリッターはえ１Ｆさ

警備誘導班より報告します。消防車両の内、先導車両及びはしご車、計２台入構したとの連絡

はい。もう一度確認します。消防車、先頭車？、先導者１台。それから、はしご車、何台？、
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大丈夫です。大丈夫です。はい、はいもちろん、もちろん、全面的に対応します。はい。 

じゃあ、悪いんだけどさ。●●、そこのさ、燃料補給、ま間違いないように手当してもらえま

経由で】 

すいませんあの、本店の資材班ですが、えーあの本日ですね、軽油の動きでいいますと、えー

３９キロリッター、え１Ｆさんのほうに持ち込まれております。ちょっとあの免震棟とか軽油

タンクとかの、ちょっと内訳、今つかめませんけども。確実に今３９キロリッターはえ１Ｆさ

警備誘導班より報告します。消防車両の内、先導車両及びはしご車、計２台入構したとの連絡

はい。もう一度確認します。消防車、先頭車？、先導者１台。それから、はしご車、何台？、
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3 月 20 日 （

 

ガソリンでオーケーです。

はい。了解。了解。

はい。よろしく、はい、お願いします。

サイト保安班より、えーモニタリングの結果についてお知らせ致します。２０時３０分、えガ

ンマは、ですけれども。若干下がっておりまして、２５８６

子については依然検出されておりません。風向ですが西風１．６ｍ／ｓとなっております。

すいませんあの、資材班です。えー使ってない車両ありましたら、至急資材のほうに連絡お願

いします。至急、車両１台必要なのでお願い致します。

え福島第一から、え情報ですが、えー消防、消防のハイパーレスキュー隊がえー物揚場に着い

たということで作業を開始されるそうです。以上です。

本店。了解しました。

了解しました。

えっと福島第一。●●。

はい。●●です。

あお疲れ様です。えっとあのちょっと、昨日かな、テレビ会議ーでおお伝えしたんですけど。

えっと、えーじ、自衛隊のですね、えっと戦車がえ２台、あの、えーっとあの現場のですね、

えっとガレキを除去するためにあの現場に入ってくれるという風なことになってますけれど

も、えっと先ほどあの新聞記事にそれが記載されました。で明日の、なんなんだっけ、コンク

リート注入車でえっとまぁあの４号に注水するってなことで計画を立ててもらってるんですけ

ども、えっとそのー前にガレキを戦車で除去するとか、えコンクリート注入車によってえっと

まぁ訓練するとかですね、そういった段取りについては、あの●●がそちらに行かれてるんで

すけども。どんな、どの程度あの話し合いが出来てるでしょうか。ちょっと教えて下さい。

全然知らないんですけど。すいませんあの、具体的な話は、あの昨日ちょっとそのテレビ会議

であったというぐらいしか、ちょっとこちらのほうは認識してませんけども。

あーそうですか。えっといずれにしても明日はあのケーブル引きが朝８時からありますので。

で、１６時からのスタートというこ、いうことになりますから。えっとー事前にですね、じっ

くり、たっぷり時間かけて、えっとーまぁあのコンクリート注入車を置く場所ですとか、その

ためにガレキをどういう風にどかすとかいうところをあのえー綿密な打ち合わせをお願いでき

ればと思いますけれども。●●からそちらのほうに。

えっと、（はい、どうぞ）あのね。まあ、いいんだけど。だから具体、具体的な仕様だとか何

ももらってなければ検討出来ないから（そうですね）、早くそういう具体的な仕様をまとめて

こっち側送って下さいよ。（はい、わかりました。）それと、その戦車、戦車にしてもどうい

うどういう大きさでね、どういう形してもらえるか、それによってだから、どれくらいのエリ

ア、あのーきを基礎を固めるかとか、検討できない、すく、少なくとも検討出来る基礎資料全

部ねー、集めて、下さい。

はい、あのこちらで集めていたつもりだったんですけども。そちらに届いていないようなので、

あのきちっと入れたいと思います。

だから。そういう話でどんどん進んでんだけど。リアルタイムでデータだなんだくれないと全

然対応出来ませんからね。

はい。わかっております。
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ガソリンでオーケーです。 

はい。了解。了解。 

はい。よろしく、はい、お願いします。

サイト保安班より、えーモニタリングの結果についてお知らせ致します。２０時３０分、えガ

ンマは、ですけれども。若干下がっておりまして、２５８６

子については依然検出されておりません。風向ですが西風１．６ｍ／ｓとなっております。

すいませんあの、資材班です。えー使ってない車両ありましたら、至急資材のほうに連絡お願

いします。至急、車両１台必要なのでお願い致します。

え福島第一から、え情報ですが、えー消防、消防のハイパーレスキュー隊がえー物揚場に着い

たということで作業を開始されるそうです。以上です。

本店。了解しました。 

了解しました。 

えっと福島第一。●●。 

はい。●●です。 

あお疲れ様です。えっとあのちょっと、昨日かな、テレビ会議ーでおお伝えしたんですけど。

えっと、えーじ、自衛隊のですね、えっと戦車がえ２台、あの、えーっとあの現場のですね、

えっとガレキを除去するためにあの現場に入ってくれるという風なことになってますけれど

も、えっと先ほどあの新聞記事にそれが記載されました。で明日の、なんなんだっけ、コンク

リート注入車でえっとまぁあの４号に注水するってなことで計画を立ててもらってるんですけ

ども、えっとそのー前にガレキを戦車で除去するとか、えコンクリート注入車によってえっと

るとかですね、そういった段取りについては、あの●●がそちらに行かれてるんで

すけども。どんな、どの程度あの話し合いが出来てるでしょうか。ちょっと教えて下さい。

全然知らないんですけど。すいませんあの、具体的な話は、あの昨日ちょっとそのテレビ会議

であったというぐらいしか、ちょっとこちらのほうは認識してませんけども。

あーそうですか。えっといずれにしても明日はあのケーブル引きが朝８時からありますので。

で、１６時からのスタートというこ、いうことになりますから。えっとー事前にですね、じっ

くり、たっぷり時間かけて、えっとーまぁあのコンクリート注入車を置く場所ですとか、その

ためにガレキをどういう風にどかすとかいうところをあのえー綿密な打ち合わせをお願いでき

ればと思いますけれども。●●からそちらのほうに。

えっと、（はい、どうぞ）あのね。まあ、いいんだけど。だから具体、具体的な仕様だとか何

らってなければ検討出来ないから（そうですね）、早くそういう具体的な仕様をまとめて

こっち側送って下さいよ。（はい、わかりました。）それと、その戦車、戦車にしてもどうい

うどういう大きさでね、どういう形してもらえるか、それによってだから、どれくらいのエリ

ア、あのーきを基礎を固めるかとか、検討できない、すく、少なくとも検討出来る基礎資料全

部ねー、集めて、下さい。 

はい、あのこちらで集めていたつもりだったんですけども。そちらに届いていないようなので、

あのきちっと入れたいと思います。

だから。そういう話でどんどん進んでんだけど。リアルタイムでデータだなんだくれないと全

然対応出来ませんからね。 

はい。わかっております。 
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発言内容

 

はい。よろしく、はい、お願いします。 

サイト保安班より、えーモニタリングの結果についてお知らせ致します。２０時３０分、えガ

ンマは、ですけれども。若干下がっておりまして、２５８６

子については依然検出されておりません。風向ですが西風１．６ｍ／ｓとなっております。

すいませんあの、資材班です。えー使ってない車両ありましたら、至急資材のほうに連絡お願

いします。至急、車両１台必要なのでお願い致します。

え福島第一から、え情報ですが、えー消防、消防のハイパーレスキュー隊がえー物揚場に着い

たということで作業を開始されるそうです。以上です。

あお疲れ様です。えっとあのちょっと、昨日かな、テレビ会議ーでおお伝えしたんですけど。

えっと、えーじ、自衛隊のですね、えっと戦車がえ２台、あの、えーっとあの現場のですね、

えっとガレキを除去するためにあの現場に入ってくれるという風なことになってますけれど

も、えっと先ほどあの新聞記事にそれが記載されました。で明日の、なんなんだっけ、コンク

リート注入車でえっとまぁあの４号に注水するってなことで計画を立ててもらってるんですけ

ども、えっとそのー前にガレキを戦車で除去するとか、えコンクリート注入車によってえっと

るとかですね、そういった段取りについては、あの●●がそちらに行かれてるんで

すけども。どんな、どの程度あの話し合いが出来てるでしょうか。ちょっと教えて下さい。

全然知らないんですけど。すいませんあの、具体的な話は、あの昨日ちょっとそのテレビ会議

であったというぐらいしか、ちょっとこちらのほうは認識してませんけども。

あーそうですか。えっといずれにしても明日はあのケーブル引きが朝８時からありますので。

で、１６時からのスタートというこ、いうことになりますから。えっとー事前にですね、じっ

くり、たっぷり時間かけて、えっとーまぁあのコンクリート注入車を置く場所ですとか、その

ためにガレキをどういう風にどかすとかいうところをあのえー綿密な打ち合わせをお願いでき

ればと思いますけれども。●●からそちらのほうに。

えっと、（はい、どうぞ）あのね。まあ、いいんだけど。だから具体、具体的な仕様だとか何

らってなければ検討出来ないから（そうですね）、早くそういう具体的な仕様をまとめて

こっち側送って下さいよ。（はい、わかりました。）それと、その戦車、戦車にしてもどうい

うどういう大きさでね、どういう形してもらえるか、それによってだから、どれくらいのエリ

ア、あのーきを基礎を固めるかとか、検討できない、すく、少なくとも検討出来る基礎資料全

 

はい、あのこちらで集めていたつもりだったんですけども。そちらに届いていないようなので、

あのきちっと入れたいと思います。 

だから。そういう話でどんどん進んでんだけど。リアルタイムでデータだなんだくれないと全
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発言内容 

サイト保安班より、えーモニタリングの結果についてお知らせ致します。２０時３０分、えガ

ンマは、ですけれども。若干下がっておりまして、２５８６

子については依然検出されておりません。風向ですが西風１．６ｍ／ｓとなっております。

すいませんあの、資材班です。えー使ってない車両ありましたら、至急資材のほうに連絡お願

いします。至急、車両１台必要なのでお願い致します。 

え福島第一から、え情報ですが、えー消防、消防のハイパーレスキュー隊がえー物揚場に着い

たということで作業を開始されるそうです。以上です。 

あお疲れ様です。えっとあのちょっと、昨日かな、テレビ会議ーでおお伝えしたんですけど。

えっと、えーじ、自衛隊のですね、えっと戦車がえ２台、あの、えーっとあの現場のですね、

えっとガレキを除去するためにあの現場に入ってくれるという風なことになってますけれど

も、えっと先ほどあの新聞記事にそれが記載されました。で明日の、なんなんだっけ、コンク

リート注入車でえっとまぁあの４号に注水するってなことで計画を立ててもらってるんですけ

ども、えっとそのー前にガレキを戦車で除去するとか、えコンクリート注入車によってえっと

るとかですね、そういった段取りについては、あの●●がそちらに行かれてるんで

すけども。どんな、どの程度あの話し合いが出来てるでしょうか。ちょっと教えて下さい。

全然知らないんですけど。すいませんあの、具体的な話は、あの昨日ちょっとそのテレビ会議

であったというぐらいしか、ちょっとこちらのほうは認識してませんけども。

あーそうですか。えっといずれにしても明日はあのケーブル引きが朝８時からありますので。

で、１６時からのスタートというこ、いうことになりますから。えっとー事前にですね、じっ

くり、たっぷり時間かけて、えっとーまぁあのコンクリート注入車を置く場所ですとか、その

ためにガレキをどういう風にどかすとかいうところをあのえー綿密な打ち合わせをお願いでき

ればと思いますけれども。●●からそちらのほうに。 

えっと、（はい、どうぞ）あのね。まあ、いいんだけど。だから具体、具体的な仕様だとか何

らってなければ検討出来ないから（そうですね）、早くそういう具体的な仕様をまとめて

こっち側送って下さいよ。（はい、わかりました。）それと、その戦車、戦車にしてもどうい

うどういう大きさでね、どういう形してもらえるか、それによってだから、どれくらいのエリ

ア、あのーきを基礎を固めるかとか、検討できない、すく、少なくとも検討出来る基礎資料全

はい、あのこちらで集めていたつもりだったんですけども。そちらに届いていないようなので、

だから。そういう話でどんどん進んでんだけど。リアルタイムでデータだなんだくれないと全
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3 月 20 日 （

 

すいません。えー１Ｆ復旧班●●です。本店の方聞こえますでしょうか。

はい。聞こえております。

あ、すいません。あ、もまた、ちょっと厚かましいお願いなんですがえー、明日の夕方ぐらい

にですね、あのパワーセンターのえー４Ｄが今、電源車から受けてますが、あのいわゆる、え

ー送電線のほうからの系統との切り替えになります。そこであの、いわゆる電源車のですね、

え切り離しの作業なんですが、これまたちょっと我々ど素人なものですから、是非、配電部門

のかたのですね、あの助勢をお願いしたいというのが今回のお願いでございます。

はい。わかりました。どんな助勢ですか。もう少し具体的に教えてくれますか。

す、すいません。ちょっと今、あのＧＭを呼んできますんで。少々お待ち下さい。具体的な内

容は私もちょっと弱いもので。

わかった。具体的なことは個別調整してもらうけども、配電部さんに可能かどうか、えお願い

をして。何人ですか。

【マイク外：何人？

うことで、よ４人の、

設置の時のチームのかた。電源車の設置の時の４人のチームの、同じ人でなくてもいいの？【同

じ人でなくてもいいの？】

あ、それは関係ないです。

設置の時の４人、相当のかたをお願いしたいということね？

はい。その通りです。

わかった。 

よろしくお願い致します。

●●。 

はい。 

えーと配電部のほうで快く引き受けて頂きました。え●●というかたがコンタクトポイントで

すから。ほ本店の本部に詰めています。このかたと直接、具体的な個別のやりとりをして下さ

い。 

わかりました。はい。ありがとうございました。

えっと３号機のあの消防、あレスキューのですね、注水ですけれども、えーと今あの水をです

ね、あ準備を整え、て、水を出し始めて、え角度と、角度とか、そういったことを今、調整し

ているところです。だから、あのえーなんだ、その注水の角度等がき、あの、え決まっていく

とそのまま注水に移行すると、こういう段階です。

本店本部。了解しました。ありがとうございました。

本店本部の中の発話です。本店本部の中の発話です。えっと今資料をお配りになったのは広報

班でしょうか。情報班が配ったけど、これ資料は広報班、ですね。（時間が空く）こ、広報班

ですね。あのあ、時間をみて、時間というか、タイミングをみてですね、中でご紹介を頂けま

すか。それから、あサイトのほうにもこれお送りしたほうがいいかなと思いますんで。サイト

のほうにもお送りしたほうがいいかな。あの、抜本的って言葉なんかも参考になるんでですね。

ちょっとお送りしたほうがいいと思います。お願いします。ああ、そうですか。じゃあのご紹
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すか。それから、あサイトのほうにもこれお送りしたほうがいいかなと思いますんで。サイト

のほうにもお送りしたほうがいいかな。あの、抜本的って言葉なんかも参考になるんでですね。

ちょっとお送りしたほうがいいと思います。お願いします。ああ、そうですか。じゃあのご紹
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介のほうお願いします。

ごめんな、ごめんなさい。書、書画に映しましょうか。あのサ、サイトにも見えるので、書画

に映しましょうか。書画カメラ。

じゃあ今、ちょっとご紹介ということなんで、もしも１Ｆから連絡が入れば中断ってことで手

短にお願いをします。すいません。

えっと立地班のほうから、えー関係の方々に、えーちょっと情報共有ということでお話をさし

て頂きます。えーただ今、画面のほうに出ている文書でございますが、えー本日３月２０日の

ー１９時１５分、えー新潟県の●●からえー私どものー新潟●●が、あーこの文書を受領して

ございます。えー受領した、あ場はプレスオープンの場ではございませんで、えー直接●●の

ほうから、うち●●のほうに、えー東電の状況は察するところであるけれども、おー現地は大

変な状況であり、また、放射性物質が新潟県内でも検出される状況でもあり、ま立地地域の自

治体さん、組長から、まー東京電力に対し取り組みを求めるということで、えー本日、こちら

の文書を受領したということでございます。えー一応、こちらのほうにつきまして、えー本日

の９時１０分に、午後９時１０分にえプレスをさして頂くということになっております。一応、

本部内情報共有ということでお知らせをさして頂きました。

ありがとうございました。

と福島第一ですけども。え先ほどのえ消防隊のですね。えーよ、３号機への注入については、

え角度調整等が終わって、え注入を開始しました。以上です。

３号機へ、えー消防による注入の開始、本店、了解致しました。

１Ｆ。１Ｆ。 

はい。１Ｆです。

あのー先ほど消防さんが３号への注水を始めたという連絡頂いてますが。実際の注入状況とい

うのは、あの昨日の始まりの段階と比べてどうかという、あの、報告は、も来てますか。

はい。えっと、まだちょっと報告はきていません。今、消防のかたと、えー正門前で打ち合わ

せをしてますので、その後、情報を入手したいと思います。

はい。じゃあそれが、あのーどうかということも、えー今後のことを考える上で重要な情報に

なりますので、是非よろしくお願い致します。

はい。わかりました。

あ、あの福島第一から、えー３号機の注入の、え状況ですが。えっとまだ、現場からあがって

きてません。えっと消防さんと会議してますが、えーと、レシーバーで情報を聞いたところ、

えー昨日よりはえー注入の状況はいいということ。それから、え、ある程度、えー建物の奥ま

で届いていて、えーあのま白煙、え水蒸気だと思いますが、これが少し出ているというような

状況だということです。詳しくはまたあの、えーと行ってる人間戻ってから確認してお伝えし

たいと思います。以上です。

はい。本店了解しました。お疲れ様でした。

えっとーＪヴィレッジですけど。自衛隊、消防とのミーティングの状況について、ちょっとお

話したいんですけど。ほ本店と福一、さん。よろしいでしょうか。

はい。福島第一、オーケーです。

本店、オーケーです。

えっとそれでは、（＊＊オッケーです）はい。それではえーっと、今日の、まぁ放水の実績等

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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はい。えっと、まだちょっと報告はきていません。今、消防のかたと、えー正門前で打ち合わ

せをしてますので、その後、情報を入手したいと思います。

はい。じゃあそれが、あのーどうかということも、えー今後のことを考える上で重要な情報に

なりますので、是非よろしくお願い致します。

あ、あの福島第一から、えー３号機の注入の、え状況ですが。えっとまだ、現場からあがって

きてません。えっと消防さんと会議してますが、えーと、レシーバーで情報を聞いたところ、

えー昨日よりはえー注入の状況はいいということ。それから、え、ある程度、えー建物の奥ま

で届いていて、えーあのま白煙、え水蒸気だと思いますが、これが少し出ているというような

状況だということです。詳しくはまたあの、えーと行ってる人間戻ってから確認してお伝えし
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えっとーＪヴィレッジですけど。自衛隊、消防とのミーティングの状況について、ちょっとお

話したいんですけど。ほ本店と福一、さん。よろしいでしょうか。
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えっとそれでは、（＊＊オッケーです）はい。それではえーっと、今日の、まぁ放水の実績等
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については、えっとー省きたいと思いますが。えー今、消防のほうの送水、えっと放水が２１

時３０分に開始したという風に聞いています。これから、計画では６時間と、いうことであり

ます。それから明日の作業としては、４号機の、えケーブル関係の工事が８時から１６時まで

あるということですので、その８時の東電の作業開始前に消防のほうが、あ、すいません。自

衛隊のほうが、え放水を４号機に向けてするということが大枠であります。それから、１６時

以降についても、え放水を考えると、自衛隊としては。まあ、そういうことで準備は進めると

いうことになっています。で、少し話題が、あるいは情報提供をいろいろ、えお願いされたの

はですね。その４、

車っていうんですかね、その設置うんぬんの話の情報提供をしておりますが、えーまず、スペ

ックとしてどのくらいの注水量であるかとかですね、えー取水はどういう風にするのかとか。

あるいは、え接合、ホースとの接合等については、えーどういう形式のものであるかとか、え

消防さんのほうか

んな協力が出来るので、もしあの取水ということで何かあった場合には、消防のほうも協力出

来ないかとかですね、そういう話をされていますので、あのま、なるべく情報提供をしてです

ね、何かあった場合には消防さんの手助けも得られるというのが、えー可能になるということ

で、ちょっと私自身はあんまり勉強しておりませんでしたので、是非、ちょっと教えて頂いて、

早めの情報提供を明日の午前中にはしておきたいなと。それから自衛隊のほうは、それ、その

設置してですね、その通

かどうか。もしそれが、えうまくいくんであれば、４号機の１６時以降の放水というのは必要

なくなる可能性があるのかどうか。えまあ、そういう話。それからもう少し、えーまぁあの先

の話としては、それが非常に有効なのであれば、え３号機にもやるのか。あるいはもうそれが

出来ていけばですね、えー放水というのはもうだんだん、え不要になっていくのかどうか。ま

あ、ちょっとそ、そういうちょっと先走ってますけど、そういうような、え感じで、もしわか

ることがあれば教えて欲しいと。

私自身があのこのテレビ会議でなくても結構ですけど、ちょっと後ほど、えスペック等々教え

て頂ければなあと思います。あと、●●ほうで調整して補足する？時間とかなんか。このまま

しゃべればいい。

はい。えっと今あの小森さんからお話された通りでございます。で、あの、１回目の、あのー

まず自衛隊さんの１回目の注水につきましては、先ほど●●にもお話しましたけど。こちらを

５時に出発します。で、うちの今、予定は●●がえー誘導していつもの通り正門で引き渡しと

いうことで、１４台、３３名を予定しております。まあ、１４両と言ったほうがいいのかもし

れませんけど。１４台、３３名でございます。で、一応８時前には完全にお終わらすというこ

とで６時を今、設定しております。あと、コンクリート型水車、注水車については、まーあの、

テレビ等で知ってる方もおられて、大変皆さん専門家の方が興味を持っておられてですね、非

常に質問攻めがありましたので、是非、その辺は本店さんのサポートをお願いします。明日、

午前中に私のほうで説明することになっておりますので、是非、これから教えて頂きたいなと

思っております。

Ｊ・・、はい、どうぞ。

あの、ふくし、あの福島第一の吉田ですけども。けっこう、結構だからコンクリート型なんで

したか、注水機、注水車に興味がみんないってるんで、ま我々サイトもそうなんですが。本当

に何も今わかんない状態なんですよ。それで、これ●●のプロジェクトのやつだと思っていい

んですよね？本店さん。

そうです。そういう位置づけとして●●

●●ですよね。でこれは今、今、ブツはどこにあるんですか。だいたい。

えっとあの、小名浜ＣＣにあります。で、そこでオ、オペレーション。

小名浜にまだ。

ええ。でそこで今日一日、一回のく

小名浜まで着いてんのね。

はい。着いて訓練をして、

まず、まずブツは、ブツは小名浜カントリーに着いて、あ、あのコールセンター着いてると。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

  63 / 78 

については、えっとー省きたいと思いますが。えー今、消防のほうの送水、えっと放水が２１

時３０分に開始したという風に聞いています。これから、計画では６時間と、いうことであり

ます。それから明日の作業としては、４号機の、えケーブル関係の工事が８時から１６時まで

あるということですので、その８時の東電の作業開始前に消防のほうが、あ、すいません。自

衛隊のほうが、え放水を４号機に向けてするということが大枠であります。それから、１６時
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あ、ちょっとそ、そういうちょっと先走ってますけど、そういうような、え感じで、もしわか

ることがあれば教えて欲しいと。

私自身があのこのテレビ会議でなくても結構ですけど、ちょっと後ほど、えスペック等々教え

て頂ければなあと思います。あと、●●ほうで調整して補足する？時間とかなんか。このまま

しゃべればいい。 

はい。えっと今あの小森さんからお話された通りでございます。で、あの、１回目の、あのー

まず自衛隊さんの１回目の注水につきましては、先ほど●●にもお話しましたけど。こちらを

５時に出発します。で、うちの今、予定は●●がえー誘導していつもの通り正門で引き渡しと

いうことで、１４台、３３名を予定しております。まあ、１４両と言ったほうがいいのかもし

れませんけど。１４台、３３名でございます。で、一応８時前には完全にお終わらすというこ

とで６時を今、設定しております。あと、コンクリート型水車、注水車については、まーあの、

等で知ってる方もおられて、大変皆さん専門家の方が興味を持っておられてですね、非

常に質問攻めがありましたので、是非、その辺は本店さんのサポートをお願いします。明日、

午前中に私のほうで説明することになっておりますので、是非、これから教えて頂きたいなと
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車っていうんですかね、その設置うんぬんの話の情報提供をしておりますが、えーまず、スペ
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常に質問攻めがありましたので、是非、その辺は本店さんのサポートをお願いします。明日、

午前中に私のほうで説明することになっておりますので、是非、これから教えて頂きたいなと

あの、ふくし、あの福島第一の吉田ですけども。けっこう、結構だからコンクリート型なんで

したか、注水機、注水車に興味がみんないってるんで、ま我々サイトもそうなんですが。本当

に何も今わかんない状態なんですよ。それで、これ●●のプロジェクトのやつだと思っていい

●●ですよね。でこれは今、今、ブツはどこにあるんですか。だいたい。

えっとあの、小名浜ＣＣにあります。で、そこでオ、オペレーション。

まず、まずブツは、ブツは小名浜カントリーに着いて、あ、あのコールセンター着いてると。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

については、えっとー省きたいと思いますが。えー今、消防のほうの送水、えっと放水が２１

時３０分に開始したという風に聞いています。これから、計画では６時間と、いうことであり

ます。それから明日の作業としては、４号機の、えケーブル関係の工事が８時から１６時まで

あるということですので、その８時の東電の作業開始前に消防のほうが、あ、すいません。自

衛隊のほうが、え放水を４号機に向けてするということが大枠であります。それから、１６時

いても、え放水を考えると、自衛隊としては。まあ、そういうことで準備は進めると

いうことになっています。で、少し話題が、あるいは情報提供をいろいろ、えお願いされたの

号機の作業の中にですね、ケーブル工事以外に、えコンクリートの注水

車っていうんですかね、その設置うんぬんの話の情報提供をしておりますが、えーまず、スペ

ックとしてどのくらいの注水量であるかとかですね、えー取水はどういう風にするのかとか。

あるいは、え接合、ホースとの接合等については、えーどういう形式のものであるかとか、え

らはかなりいろんな質問が出ました。えーその理由は、え消防としてはいろ

んな協力が出来るので、もしあの取水ということで何かあった場合には、消防のほうも協力出

来ないかとかですね、そういう話をされていますので、あのま、なるべく情報提供をしてです

ね、何かあった場合には消防さんの手助けも得られるというのが、えー可能になるということ

で、ちょっと私自身はあんまり勉強しておりませんでしたので、是非、ちょっと教えて頂いて、

早めの情報提供を明日の午前中にはしておきたいなと。それから自衛隊のほうは、それ、その

水までいくのかどうか。あるいは、時間がかかるようなことになるの

かどうか。もしそれが、えうまくいくんであれば、４号機の１６時以降の放水というのは必要

なくなる可能性があるのかどうか。えまあ、そういう話。それからもう少し、えーまぁあの先

の話としては、それが非常に有効なのであれば、え３号機にもやるのか。あるいはもうそれが

出来ていけばですね、えー放水というのはもうだんだん、え不要になっていくのかどうか。ま

あ、ちょっとそ、そういうちょっと先走ってますけど、そういうような、え感じで、もしわか

えーそんな話のやり取りがありましたので、ここはちょっと

私自身があのこのテレビ会議でなくても結構ですけど、ちょっと後ほど、えスペック等々教え

て頂ければなあと思います。あと、●●ほうで調整して補足する？時間とかなんか。このまま

はい。えっと今あの小森さんからお話された通りでございます。で、あの、１回目の、あのー

まず自衛隊さんの１回目の注水につきましては、先ほど●●にもお話しましたけど。こちらを

５時に出発します。で、うちの今、予定は●●がえー誘導していつもの通り正門で引き渡しと

いうことで、１４台、３３名を予定しております。まあ、１４両と言ったほうがいいのかもし

れませんけど。１４台、３３名でございます。で、一応８時前には完全にお終わらすというこ

とで６時を今、設定しております。あと、コンクリート型水車、注水車については、まーあの、

等で知ってる方もおられて、大変皆さん専門家の方が興味を持っておられてですね、非

常に質問攻めがありましたので、是非、その辺は本店さんのサポートをお願いします。明日、

午前中に私のほうで説明することになっておりますので、是非、これから教えて頂きたいなと

あの、ふくし、あの福島第一の吉田ですけども。けっこう、結構だからコンクリート型なんで

したか、注水機、注水車に興味がみんないってるんで、ま我々サイトもそうなんですが。本当

に何も今わかんない状態なんですよ。それで、これ●●のプロジェクトのやつだと思っていい

●●ですよね。でこれは今、今、ブツはどこにあるんですか。だいたい。 

えっとあの、小名浜ＣＣにあります。で、そこでオ、オペレーション。 

まず、まずブツは、ブツは小名浜カントリーに着いて、あ、あのコールセンター着いてると。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

については、えっとー省きたいと思いますが。えー今、消防のほうの送水、えっと放水が２１

時３０分に開始したという風に聞いています。これから、計画では６時間と、いうことであり

ます。それから明日の作業としては、４号機の、えケーブル関係の工事が８時から１６時まで

あるということですので、その８時の東電の作業開始前に消防のほうが、あ、すいません。自

衛隊のほうが、え放水を４号機に向けてするということが大枠であります。それから、１６時

いても、え放水を考えると、自衛隊としては。まあ、そういうことで準備は進めると

いうことになっています。で、少し話題が、あるいは情報提供をいろいろ、えお願いされたの

号機の作業の中にですね、ケーブル工事以外に、えコンクリートの注水

車っていうんですかね、その設置うんぬんの話の情報提供をしておりますが、えーまず、スペ

ックとしてどのくらいの注水量であるかとかですね、えー取水はどういう風にするのかとか。

あるいは、え接合、ホースとの接合等については、えーどういう形式のものであるかとか、え

らはかなりいろんな質問が出ました。えーその理由は、え消防としてはいろ

んな協力が出来るので、もしあの取水ということで何かあった場合には、消防のほうも協力出

来ないかとかですね、そういう話をされていますので、あのま、なるべく情報提供をしてです

ね、何かあった場合には消防さんの手助けも得られるというのが、えー可能になるということ

で、ちょっと私自身はあんまり勉強しておりませんでしたので、是非、ちょっと教えて頂いて、

早めの情報提供を明日の午前中にはしておきたいなと。それから自衛隊のほうは、それ、その

水までいくのかどうか。あるいは、時間がかかるようなことになるの

かどうか。もしそれが、えうまくいくんであれば、４号機の１６時以降の放水というのは必要

なくなる可能性があるのかどうか。えまあ、そういう話。それからもう少し、えーまぁあの先

の話としては、それが非常に有効なのであれば、え３号機にもやるのか。あるいはもうそれが

出来ていけばですね、えー放水というのはもうだんだん、え不要になっていくのかどうか。ま

あ、ちょっとそ、そういうちょっと先走ってますけど、そういうような、え感じで、もしわか

えーそんな話のやり取りがありましたので、ここはちょっと

私自身があのこのテレビ会議でなくても結構ですけど、ちょっと後ほど、えスペック等々教え

て頂ければなあと思います。あと、●●ほうで調整して補足する？時間とかなんか。このまま

はい。えっと今あの小森さんからお話された通りでございます。で、あの、１回目の、あのー

まず自衛隊さんの１回目の注水につきましては、先ほど●●にもお話しましたけど。こちらを

５時に出発します。で、うちの今、予定は●●がえー誘導していつもの通り正門で引き渡しと

いうことで、１４台、３３名を予定しております。まあ、１４両と言ったほうがいいのかもし

れませんけど。１４台、３３名でございます。で、一応８時前には完全にお終わらすというこ

とで６時を今、設定しております。あと、コンクリート型水車、注水車については、まーあの、

等で知ってる方もおられて、大変皆さん専門家の方が興味を持っておられてですね、非

常に質問攻めがありましたので、是非、その辺は本店さんのサポートをお願いします。明日、

午前中に私のほうで説明することになっておりますので、是非、これから教えて頂きたいなと

あの、ふくし、あの福島第一の吉田ですけども。けっこう、結構だからコンクリート型なんで

したか、注水機、注水車に興味がみんないってるんで、ま我々サイトもそうなんですが。本当

に何も今わかんない状態なんですよ。それで、これ●●のプロジェクトのやつだと思っていい

 

まず、まずブツは、ブツは小名浜カントリーに着いて、あ、あのコールセンター着いてると。

） 

 

については、えっとー省きたいと思いますが。えー今、消防のほうの送水、えっと放水が２１

時３０分に開始したという風に聞いています。これから、計画では６時間と、いうことであり

ます。それから明日の作業としては、４号機の、えケーブル関係の工事が８時から１６時まで

あるということですので、その８時の東電の作業開始前に消防のほうが、あ、すいません。自

衛隊のほうが、え放水を４号機に向けてするということが大枠であります。それから、１６時

いても、え放水を考えると、自衛隊としては。まあ、そういうことで準備は進めると

いうことになっています。で、少し話題が、あるいは情報提供をいろいろ、えお願いされたの

号機の作業の中にですね、ケーブル工事以外に、えコンクリートの注水

車っていうんですかね、その設置うんぬんの話の情報提供をしておりますが、えーまず、スペ

ックとしてどのくらいの注水量であるかとかですね、えー取水はどういう風にするのかとか。

あるいは、え接合、ホースとの接合等については、えーどういう形式のものであるかとか、え

らはかなりいろんな質問が出ました。えーその理由は、え消防としてはいろ

んな協力が出来るので、もしあの取水ということで何かあった場合には、消防のほうも協力出

来ないかとかですね、そういう話をされていますので、あのま、なるべく情報提供をしてです

ね、何かあった場合には消防さんの手助けも得られるというのが、えー可能になるということ

で、ちょっと私自身はあんまり勉強しておりませんでしたので、是非、ちょっと教えて頂いて、

早めの情報提供を明日の午前中にはしておきたいなと。それから自衛隊のほうは、それ、その

水までいくのかどうか。あるいは、時間がかかるようなことになるの

かどうか。もしそれが、えうまくいくんであれば、４号機の１６時以降の放水というのは必要

なくなる可能性があるのかどうか。えまあ、そういう話。それからもう少し、えーまぁあの先

の話としては、それが非常に有効なのであれば、え３号機にもやるのか。あるいはもうそれが

出来ていけばですね、えー放水というのはもうだんだん、え不要になっていくのかどうか。ま

あ、ちょっとそ、そういうちょっと先走ってますけど、そういうような、え感じで、もしわか

えーそんな話のやり取りがありましたので、ここはちょっと

私自身があのこのテレビ会議でなくても結構ですけど、ちょっと後ほど、えスペック等々教え

て頂ければなあと思います。あと、●●ほうで調整して補足する？時間とかなんか。このまま

はい。えっと今あの小森さんからお話された通りでございます。で、あの、１回目の、あのー

まず自衛隊さんの１回目の注水につきましては、先ほど●●にもお話しましたけど。こちらを

５時に出発します。で、うちの今、予定は●●がえー誘導していつもの通り正門で引き渡しと

いうことで、１４台、３３名を予定しております。まあ、１４両と言ったほうがいいのかもし

れませんけど。１４台、３３名でございます。で、一応８時前には完全にお終わらすというこ

とで６時を今、設定しております。あと、コンクリート型水車、注水車については、まーあの、

等で知ってる方もおられて、大変皆さん専門家の方が興味を持っておられてですね、非

常に質問攻めがありましたので、是非、その辺は本店さんのサポートをお願いします。明日、

午前中に私のほうで説明することになっておりますので、是非、これから教えて頂きたいなと

あの、ふくし、あの福島第一の吉田ですけども。けっこう、結構だからコンクリート型なんで

したか、注水機、注水車に興味がみんないってるんで、ま我々サイトもそうなんですが。本当

に何も今わかんない状態なんですよ。それで、これ●●のプロジェクトのやつだと思っていい

まず、まずブツは、ブツは小名浜カントリーに着いて、あ、あのコールセンター着いてると。 
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着いてます。 

で、えーとこれの、これの操作を行う人がキュウドウさんでしたっけ。

東電工業さんです。

と、と、東電工業さんの人も、えーそこで。

訓練をしました。

訓練してる。はい。

で、ただしあのインストラクターの人もいてですね。であの、この人のほうが若干腕がいいの

で、この人もついてきてくれるといったあのことになってます。

はい。これは移動型なんですね、これ。

そうです。自走で移動します。

自走移動ね。 

はい。そうです。

はい。これは、だから下の道通って福島第一まで来れるわけですね。

はい。警察の先導のもとに、あのー、移動します。

はい。はい、わかりました。ほんでそこでさっきの自衛隊さんの、あの、なんだ。自衛隊さん

の。 

えっと、１Ｆさん、１Ｆさん。吉田さん。ちょちょっとストップ。

吉田さんね、あの海江田ですが。この機材のね、愛称をね、さっきから考えてたんですよ。こ

れとかあれじゃわかりにくいんで。ほれでね例えばキリンっていうのはどうですか。キリン。

愛称キリン。キリンで決めましょう。キリン１号ね。はい、キリンでやりましょう。はい。ど

うぞ。以上です。

はい。わかりました。キリンで決めましょう。

ちょっと塗装を直す暇がなかった。

ちょっと恥ずかしがってんですね。赤い顔して。へへへへ。

と、あのーあと、あとで、これも含めた明日の全体的な予定については、今、調整してる最中

ですが、その結果をえー皆さんにお伝えして、えーご議論頂きます。

はい。わかりました。

えーっと。あれ、替わらなくなっちゃった。あのー、Ｊヴィレッジですけども。あのー気にし

ていたのはですね。その機能もさることながら、えっとーこの機材がですね。その４号の。

また地震来ました。ちょっと待って下さいね。また、地震、ちょっと待って。あー、かなりで

かい。 

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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東京はまだです。

Ｊヴィレッジ揺れてます。

東京も揺れてます。

オフサイト揺れてません。あ、揺れ始めました。今。

あ東京まだかな。（少し時間が空く）あ、まだですね。えーとあともう少し。（少し時間が空

く）あ、えーっと、そこ、い、マグニチュード４．７って出てますね。福島県沖マグニチュー

ド４．７。 

で、や、どこ、どこまでいきましたっけ。お話しが。

じゃあ、よろしいですか。えーとあの、この、これの機能に対することもさることながら、こ

れを設置してしまう、しまうあるいは設置しようとしたときに。例えば自衛隊さんの、その消

防、あのー、放水の邪魔になるのかならないかとかですね。ちょっとその辺りを、先に。

えー、そういうことは後ほど。あのー、はい、わかってます。えーそういったことの、を踏ま

えた、あーあのスケジュールの議論は後ほどしたいと思います。

あーそうですか。はい、わかりました。

大体皆さんおそろいの様なので、え、ぜん自動的に全体会議ということになるんですが。ちょ

っと明日のえーその注水作業、え、ぜん、工事計画との関係の調整を今してたところなので、

まだあの、紙としてまとまってないので、あと数分あのいただきたいと思います。えしたがっ

てその間、えーともったいないので、えー各部さん、各あの班から、え今日の状況についての

結果報告を先に頂くのと、それから、えーまちょっとばらばらになってしまいますので、明日

の明日の作業についてはそのあ、とで、全体計画の中で話すようにして、まずは今日の結果に

ついて各班から報告をいただきたいと思います。よろしいですか。それでは、それでは工務班

からお願いします。

え工務班からご報告致します。え工務班は今日ですね、えー鉄塔倒壊しておりましたえ夜ノ森

線のナンバー２７、このバイパス工事をえー１３時２５分、作業終了しております。主充電も

オーケーでございます。えーこれによりまして、外部電源工事の工務の担当分は全て終了致し

ましたけれども。まだ、未送電箇所については引き続きご支援をしたいという風に思っており

ます。併せてですね、えー損傷しております新福島変電所の改修工事、えそれと外部電源工事

の信頼度向上ということで、ま２ループ化と、こういったことを関係箇所と検討をして参りた

いという風に思っております。え工務は以上でございます。

はい。どうもありがとうございました。特にえー今回、今日いろいろな工事をまとめて頂きま

して本当にありがとうございます。続いてえー配電班お願いします。

はいはい、配電班です。えっと配電班はですね、外部電源の関係では、昨日のえーじゅう、１

１時に全ての工事を完了しております。ただ今はですね、えーと３号、あ、４号機、あと５号

機６号機、ここをあの電源車対応を引き続き行っております。

あ、す、すいません。配電班さん、どうも失礼しました。えーっとそれじゃあ、続いて火力部

さん。火力班さんお願いします。

えー火力部ですが、えー本日あの、広野火力からですね、純水の払い出しを実施してございま

す。ローリー２台分の出荷をしてございます。

はい。ありがとうございました。建設班さん。

えっと本日の作業としては、坂下ダムから下流までのチェック。まあ、そのへんは解決済みな

ので。あと、ええっと３、４号のえーとケーブル引くためのえー養生関係で、あのその辺も全

部済んでます。一点、一点済んでない話、済んでないっていうか話、ですね。あの、１７時ぐ

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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東京はまだです。 

Ｊヴィレッジ揺れてます。 

東京も揺れてます。 

オフサイト揺れてません。あ、揺れ始めました。今。

あ東京まだかな。（少し時間が空く）あ、まだですね。えーとあともう少し。（少し時間が空

く）あ、えーっと、そこ、い、マグニチュード４．７って出てますね。福島県沖マグニチュー

で、や、どこ、どこまでいきましたっけ。お話しが。

じゃあ、よろしいですか。えーとあの、この、これの機能に対することもさることながら、こ

れを設置してしまう、しまうあるいは設置しようとしたときに。例えば自衛隊さんの、その消

防、あのー、放水の邪魔になるのかならないかとかですね。ちょっとその辺りを、先に。

えー、そういうことは後ほど。あのー、はい、わかってます。えーそういったことの、を踏ま

えた、あーあのスケジュールの議論は後ほどしたいと思います。

あーそうですか。はい、わかりました。

大体皆さんおそろいの様なので、え、ぜん自動的に全体会議ということになるんですが。ちょ

っと明日のえーその注水作業、え、ぜん、工事計画との関係の調整を今してたところなので、

まだあの、紙としてまとまってないので、あと数分あのいただきたいと思います。えしたがっ

てその間、えーともったいないので、えー各部さん、各あの班から、え今日の状況についての

結果報告を先に頂くのと、それから、えーまちょっとばらばらになってしまいますので、明日

についてはそのあ、とで、全体計画の中で話すようにして、まずは今日の結果に

ついて各班から報告をいただきたいと思います。よろしいですか。それでは、それでは工務班

からお願いします。 

え工務班からご報告致します。え工務班は今日ですね、えー鉄塔倒壊しておりましたえ夜ノ森

線のナンバー２７、このバイパス工事をえー１３時２５分、作業終了しております。主充電も

オーケーでございます。えーこれによりまして、外部電源工事の工務の担当分は全て終了致し

ましたけれども。まだ、未送電箇所については引き続きご支援をしたいという風に思っており

ます。併せてですね、えー損傷しております新福島変電所の改修工事、えそれと外部電源工事

の信頼度向上ということで、ま２ループ化と、こういったことを関係箇所と検討をして参りた

風に思っております。え工務は以上でございます。

はい。どうもありがとうございました。特にえー今回、今日いろいろな工事をまとめて頂きま

して本当にありがとうございます。続いてえー配電班お願いします。

はいはい、配電班です。えっと配電班はですね、外部電源の関係では、昨日のえーじゅう、１

１時に全ての工事を完了しております。ただ今はですね、えーと３号、あ、４号機、あと５号

機６号機、ここをあの電源車対応を引き続き行っております。

あ、す、すいません。配電班さん、どうも失礼しました。えーっとそれじゃあ、続いて火力部

さん。火力班さんお願いします。

えー火力部ですが、えー本日あの、広野火力からですね、純水の払い出しを実施してございま

す。ローリー２台分の出荷をしてございます。

はい。ありがとうございました。建設班さん。

えっと本日の作業としては、坂下ダムから下流までのチェック。まあ、そのへんは解決済みな

ので。あと、ええっと３、４号のえーとケーブル引くためのえー養生関係で、あのその辺も全

部済んでます。一点、一点済んでない話、済んでないっていうか話、ですね。あの、１７時ぐ

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

 

オフサイト揺れてません。あ、揺れ始めました。今。

あ東京まだかな。（少し時間が空く）あ、まだですね。えーとあともう少し。（少し時間が空

く）あ、えーっと、そこ、い、マグニチュード４．７って出てますね。福島県沖マグニチュー

で、や、どこ、どこまでいきましたっけ。お話しが。

じゃあ、よろしいですか。えーとあの、この、これの機能に対することもさることながら、こ

れを設置してしまう、しまうあるいは設置しようとしたときに。例えば自衛隊さんの、その消

防、あのー、放水の邪魔になるのかならないかとかですね。ちょっとその辺りを、先に。

えー、そういうことは後ほど。あのー、はい、わかってます。えーそういったことの、を踏ま

えた、あーあのスケジュールの議論は後ほどしたいと思います。

あーそうですか。はい、わかりました。 

大体皆さんおそろいの様なので、え、ぜん自動的に全体会議ということになるんですが。ちょ

っと明日のえーその注水作業、え、ぜん、工事計画との関係の調整を今してたところなので、

まだあの、紙としてまとまってないので、あと数分あのいただきたいと思います。えしたがっ

てその間、えーともったいないので、えー各部さん、各あの班から、え今日の状況についての

結果報告を先に頂くのと、それから、えーまちょっとばらばらになってしまいますので、明日

についてはそのあ、とで、全体計画の中で話すようにして、まずは今日の結果に

ついて各班から報告をいただきたいと思います。よろしいですか。それでは、それでは工務班

え工務班からご報告致します。え工務班は今日ですね、えー鉄塔倒壊しておりましたえ夜ノ森

線のナンバー２７、このバイパス工事をえー１３時２５分、作業終了しております。主充電も

オーケーでございます。えーこれによりまして、外部電源工事の工務の担当分は全て終了致し

ましたけれども。まだ、未送電箇所については引き続きご支援をしたいという風に思っており

ます。併せてですね、えー損傷しております新福島変電所の改修工事、えそれと外部電源工事

の信頼度向上ということで、ま２ループ化と、こういったことを関係箇所と検討をして参りた

風に思っております。え工務は以上でございます。

はい。どうもありがとうございました。特にえー今回、今日いろいろな工事をまとめて頂きま

して本当にありがとうございます。続いてえー配電班お願いします。

はいはい、配電班です。えっと配電班はですね、外部電源の関係では、昨日のえーじゅう、１

１時に全ての工事を完了しております。ただ今はですね、えーと３号、あ、４号機、あと５号

機６号機、ここをあの電源車対応を引き続き行っております。

あ、す、すいません。配電班さん、どうも失礼しました。えーっとそれじゃあ、続いて火力部

さん。火力班さんお願いします。 

えー火力部ですが、えー本日あの、広野火力からですね、純水の払い出しを実施してございま

す。ローリー２台分の出荷をしてございます。

はい。ありがとうございました。建設班さん。

えっと本日の作業としては、坂下ダムから下流までのチェック。まあ、そのへんは解決済みな

ので。あと、ええっと３、４号のえーとケーブル引くためのえー養生関係で、あのその辺も全

部済んでます。一点、一点済んでない話、済んでないっていうか話、ですね。あの、１７時ぐ

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

オフサイト揺れてません。あ、揺れ始めました。今。 

あ東京まだかな。（少し時間が空く）あ、まだですね。えーとあともう少し。（少し時間が空

く）あ、えーっと、そこ、い、マグニチュード４．７って出てますね。福島県沖マグニチュー

で、や、どこ、どこまでいきましたっけ。お話しが。 

じゃあ、よろしいですか。えーとあの、この、これの機能に対することもさることながら、こ

れを設置してしまう、しまうあるいは設置しようとしたときに。例えば自衛隊さんの、その消

防、あのー、放水の邪魔になるのかならないかとかですね。ちょっとその辺りを、先に。

えー、そういうことは後ほど。あのー、はい、わかってます。えーそういったことの、を踏ま

えた、あーあのスケジュールの議論は後ほどしたいと思います。

大体皆さんおそろいの様なので、え、ぜん自動的に全体会議ということになるんですが。ちょ

っと明日のえーその注水作業、え、ぜん、工事計画との関係の調整を今してたところなので、

まだあの、紙としてまとまってないので、あと数分あのいただきたいと思います。えしたがっ

てその間、えーともったいないので、えー各部さん、各あの班から、え今日の状況についての

結果報告を先に頂くのと、それから、えーまちょっとばらばらになってしまいますので、明日

についてはそのあ、とで、全体計画の中で話すようにして、まずは今日の結果に

ついて各班から報告をいただきたいと思います。よろしいですか。それでは、それでは工務班

え工務班からご報告致します。え工務班は今日ですね、えー鉄塔倒壊しておりましたえ夜ノ森

線のナンバー２７、このバイパス工事をえー１３時２５分、作業終了しております。主充電も

オーケーでございます。えーこれによりまして、外部電源工事の工務の担当分は全て終了致し

ましたけれども。まだ、未送電箇所については引き続きご支援をしたいという風に思っており

ます。併せてですね、えー損傷しております新福島変電所の改修工事、えそれと外部電源工事

の信頼度向上ということで、ま２ループ化と、こういったことを関係箇所と検討をして参りた

風に思っております。え工務は以上でございます。

はい。どうもありがとうございました。特にえー今回、今日いろいろな工事をまとめて頂きま

して本当にありがとうございます。続いてえー配電班お願いします。

はいはい、配電班です。えっと配電班はですね、外部電源の関係では、昨日のえーじゅう、１

１時に全ての工事を完了しております。ただ今はですね、えーと３号、あ、４号機、あと５号

機６号機、ここをあの電源車対応を引き続き行っております。

あ、す、すいません。配電班さん、どうも失礼しました。えーっとそれじゃあ、続いて火力部

えー火力部ですが、えー本日あの、広野火力からですね、純水の払い出しを実施してございま

す。ローリー２台分の出荷をしてございます。 

はい。ありがとうございました。建設班さん。 

えっと本日の作業としては、坂下ダムから下流までのチェック。まあ、そのへんは解決済みな

ので。あと、ええっと３、４号のえーとケーブル引くためのえー養生関係で、あのその辺も全

部済んでます。一点、一点済んでない話、済んでないっていうか話、ですね。あの、１７時ぐ

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

あ東京まだかな。（少し時間が空く）あ、まだですね。えーとあともう少し。（少し時間が空

く）あ、えーっと、そこ、い、マグニチュード４．７って出てますね。福島県沖マグニチュー

じゃあ、よろしいですか。えーとあの、この、これの機能に対することもさることながら、こ

れを設置してしまう、しまうあるいは設置しようとしたときに。例えば自衛隊さんの、その消

防、あのー、放水の邪魔になるのかならないかとかですね。ちょっとその辺りを、先に。

えー、そういうことは後ほど。あのー、はい、わかってます。えーそういったことの、を踏ま

えた、あーあのスケジュールの議論は後ほどしたいと思います。 

大体皆さんおそろいの様なので、え、ぜん自動的に全体会議ということになるんですが。ちょ

っと明日のえーその注水作業、え、ぜん、工事計画との関係の調整を今してたところなので、

まだあの、紙としてまとまってないので、あと数分あのいただきたいと思います。えしたがっ

てその間、えーともったいないので、えー各部さん、各あの班から、え今日の状況についての

結果報告を先に頂くのと、それから、えーまちょっとばらばらになってしまいますので、明日

についてはそのあ、とで、全体計画の中で話すようにして、まずは今日の結果に

ついて各班から報告をいただきたいと思います。よろしいですか。それでは、それでは工務班

え工務班からご報告致します。え工務班は今日ですね、えー鉄塔倒壊しておりましたえ夜ノ森

線のナンバー２７、このバイパス工事をえー１３時２５分、作業終了しております。主充電も

オーケーでございます。えーこれによりまして、外部電源工事の工務の担当分は全て終了致し

ましたけれども。まだ、未送電箇所については引き続きご支援をしたいという風に思っており

ます。併せてですね、えー損傷しております新福島変電所の改修工事、えそれと外部電源工事

の信頼度向上ということで、ま２ループ化と、こういったことを関係箇所と検討をして参りた

風に思っております。え工務は以上でございます。 

はい。どうもありがとうございました。特にえー今回、今日いろいろな工事をまとめて頂きま

して本当にありがとうございます。続いてえー配電班お願いします。 

はいはい、配電班です。えっと配電班はですね、外部電源の関係では、昨日のえーじゅう、１

１時に全ての工事を完了しております。ただ今はですね、えーと３号、あ、４号機、あと５号

機６号機、ここをあの電源車対応を引き続き行っております。 

あ、す、すいません。配電班さん、どうも失礼しました。えーっとそれじゃあ、続いて火力部

えー火力部ですが、えー本日あの、広野火力からですね、純水の払い出しを実施してございま

えっと本日の作業としては、坂下ダムから下流までのチェック。まあ、そのへんは解決済みな

ので。あと、ええっと３、４号のえーとケーブル引くためのえー養生関係で、あのその辺も全

部済んでます。一点、一点済んでない話、済んでないっていうか話、ですね。あの、１７時ぐ

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

あ東京まだかな。（少し時間が空く）あ、まだですね。えーとあともう少し。（少し時間が空

く）あ、えーっと、そこ、い、マグニチュード４．７って出てますね。福島県沖マグニチュー

じゃあ、よろしいですか。えーとあの、この、これの機能に対することもさることながら、こ

れを設置してしまう、しまうあるいは設置しようとしたときに。例えば自衛隊さんの、その消

防、あのー、放水の邪魔になるのかならないかとかですね。ちょっとその辺りを、先に。

えー、そういうことは後ほど。あのー、はい、わかってます。えーそういったことの、を踏ま

大体皆さんおそろいの様なので、え、ぜん自動的に全体会議ということになるんですが。ちょ

っと明日のえーその注水作業、え、ぜん、工事計画との関係の調整を今してたところなので、

まだあの、紙としてまとまってないので、あと数分あのいただきたいと思います。えしたがっ

てその間、えーともったいないので、えー各部さん、各あの班から、え今日の状況についての

結果報告を先に頂くのと、それから、えーまちょっとばらばらになってしまいますので、明日

についてはそのあ、とで、全体計画の中で話すようにして、まずは今日の結果に

ついて各班から報告をいただきたいと思います。よろしいですか。それでは、それでは工務班

え工務班からご報告致します。え工務班は今日ですね、えー鉄塔倒壊しておりましたえ夜ノ森

線のナンバー２７、このバイパス工事をえー１３時２５分、作業終了しております。主充電も

オーケーでございます。えーこれによりまして、外部電源工事の工務の担当分は全て終了致し

ましたけれども。まだ、未送電箇所については引き続きご支援をしたいという風に思っており

ます。併せてですね、えー損傷しております新福島変電所の改修工事、えそれと外部電源工事

の信頼度向上ということで、ま２ループ化と、こういったことを関係箇所と検討をして参りた

はい。どうもありがとうございました。特にえー今回、今日いろいろな工事をまとめて頂きま

はいはい、配電班です。えっと配電班はですね、外部電源の関係では、昨日のえーじゅう、１

１時に全ての工事を完了しております。ただ今はですね、えーと３号、あ、４号機、あと５号

あ、す、すいません。配電班さん、どうも失礼しました。えーっとそれじゃあ、続いて火力部

えー火力部ですが、えー本日あの、広野火力からですね、純水の払い出しを実施してございま

えっと本日の作業としては、坂下ダムから下流までのチェック。まあ、そのへんは解決済みな

ので。あと、ええっと３、４号のえーとケーブル引くためのえー養生関係で、あのその辺も全

部済んでます。一点、一点済んでない話、済んでないっていうか話、ですね。あの、１７時ぐ

） 

 

あ東京まだかな。（少し時間が空く）あ、まだですね。えーとあともう少し。（少し時間が空

く）あ、えーっと、そこ、い、マグニチュード４．７って出てますね。福島県沖マグニチュー

じゃあ、よろしいですか。えーとあの、この、これの機能に対することもさることながら、こ

れを設置してしまう、しまうあるいは設置しようとしたときに。例えば自衛隊さんの、その消

防、あのー、放水の邪魔になるのかならないかとかですね。ちょっとその辺りを、先に。 

えー、そういうことは後ほど。あのー、はい、わかってます。えーそういったことの、を踏ま

大体皆さんおそろいの様なので、え、ぜん自動的に全体会議ということになるんですが。ちょ

っと明日のえーその注水作業、え、ぜん、工事計画との関係の調整を今してたところなので、

まだあの、紙としてまとまってないので、あと数分あのいただきたいと思います。えしたがっ

てその間、えーともったいないので、えー各部さん、各あの班から、え今日の状況についての

結果報告を先に頂くのと、それから、えーまちょっとばらばらになってしまいますので、明日

についてはそのあ、とで、全体計画の中で話すようにして、まずは今日の結果に
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らいにありました、あの１Ｆの１、２側の海側の部分を、その消火配管を使ってあのえーと純

水を通すためにえーとガレキうんぬんということで、あそこきれいにできないかという話。で、

あそこはですね。ガレキではなくて、ホースがかなり縦横無尽に走ってて、あれを養生するの

は事実上かなり難しい。それで、原子力の機械と調整をして、まずあの、現地で消火配管の健

全かどうかはですね、目視でわかると思われるので、それをまず見てもらうことにしています。

ですので、あそこに養生をかける、するっていうのはですね、かなり難しいのであのそこの話

はあの原子力と調整の結果、今そういうことになってます。

あの、実際はね。そのー、道路そのものよりも、あの脇にある、あのー。

消化、消火配管ですよね。

ピッいや。ピットだとかね。ああいうところにいっぱいそのガレキが入ってて、ピットとして

は使えない状況なんですよ。ああいうもののガレキの撤去も一緒にして頂きたいですね。

あのそういうことで。あのまずですね、あのーどこがっていうところを、もうちょっとポイン

ト絞った形で、見た上で指定、指定して頂いた形で、それを受けて土木側で動こうという話で

先ほど原子力と調整を致しました。

ああ、そうですか。

はい。以上です。

でそれは原子力では誰が。

えーと、と、と、あの。えーっと。あの、●●とやってます。

はい。わかりました。えーっと。通信班さん。なんかありますか。

はい。えっと本日はあの小名浜とＪヴィレッジの通信環境の構築で。ま小名浜は先ほどもあり

ました通り、電話とテレビ会議生きております。Ｊヴィレッジは今、電話について構築中でお

ります。あと、午前中にあの情報班のほうからご指摘がございました、ＪヴィレッジのＦＡＸ

が詰まってるとか、プリンターがないという話なんですけど。まＦＡＸ詰まってるのは衛生経

由ですのでなかなか難しいということで、今あの通信環境整い次第スムーズにいくものと思わ

れます。またあのプリンターにつきましては今、えーシステム復旧班さんのほうで明日あの持

参すると、あのも運搬するというお話ありますので、まそちらで解消するものという風に思っ

ております。以上でございます。

はい。えー厚生班。

はい、あのーえーと物資関係の、あの特に食料品を中心とする動きにつきましては、あの従来

に比べますと、だいぶ、こう、滞りが少なく、少なくなってきたかなっていう風なことを確認

しておりまして。１Ｆ、２Ｆともストックがある程度確保出来てるという状況でございます。

ただ、まだですね。えー始まったばかりの小名浜、それからＪヴィレッジ、えここの体制がも

う少し整備を必要とする状況だという風に認識しておりまして。えー今後、あのもう少しその

人的評価も含めてですね、検討していきたいなという風に思っております。以上です。

はい。えー続いて、えーっと。そちらよく見えないな、シス、システムですか。

システム復旧班でございます。えーだんだん事態のしんたいにと進展に伴いまして、えパソコ

ンをですね、資料作成等で必要ということが１ＦさんですとかＪヴィレッジさんからきており

まして、その手配をしましてですね。えー２０日中にはあの先方に必要量を送ってます。例え

ば、１Ｆですと２０台、パソコンの要請がありました。これを送り届けております。

はい。ありがとうございました。えー資材班さん。

はい。あの資材班でございますけども。えー色々ご心配かけました軽油とガソリンの供給につ

きまして、えー本日あの、軽油につきましては、えローリーで３９０００リッター。それから

ドラム缶で１００００リッター。えガソリンのほうも１００００リッター入りました。えー軽

油につきましてはあの今後とも約４００００リッターで、毎日、確保出来る供給ルートを確保

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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上かなり難しい。それで、原子力の機械と調整をして、まずあの、現地で消火配管の健

全かどうかはですね、目視でわかると思われるので、それをまず見てもらうことにしています。

ですので、あそこに養生をかける、するっていうのはですね、かなり難しいのであのそこの話

はあの原子力と調整の結果、今そういうことになってます。 

あの、実際はね。そのー、道路そのものよりも、あの脇にある、あのー。 

ピッいや。ピットだとかね。ああいうところにいっぱいそのガレキが入ってて、ピットとして

は使えない状況なんですよ。ああいうもののガレキの撤去も一緒にして頂きたいですね。

あのそういうことで。あのまずですね、あのーどこがっていうところを、もうちょっとポイン

ト絞った形で、見た上で指定、指定して頂いた形で、それを受けて土木側で動こうという話で

えーと、と、と、あの。えーっと。あの、●●とやってます。 

はい。わかりました。えーっと。通信班さん。なんかありますか。 

はい。えっと本日はあの小名浜とＪヴィレッジの通信環境の構築で。ま小名浜は先ほどもあり

ました通り、電話とテレビ会議生きております。Ｊヴィレッジは今、電話について構築中でお

ります。あと、午前中にあの情報班のほうからご指摘がございました、ＪヴィレッジのＦＡＸ

が詰まってるとか、プリンターがないという話なんですけど。まＦＡＸ詰まってるのは衛生経

由ですのでなかなか難しいということで、今あの通信環境整い次第スムーズにいくものと思わ

れます。またあのプリンターにつきましては今、えーシステム復旧班さんのほうで明日あの持

、あのも運搬するというお話ありますので、まそちらで解消するものという風に思っ

はい、あのーえーと物資関係の、あの特に食料品を中心とする動きにつきましては、あの従来

に比べますと、だいぶ、こう、滞りが少なく、少なくなってきたかなっていう風なことを確認

しておりまして。１Ｆ、２Ｆともストックがある程度確保出来てるという状況でございます。

ただ、まだですね。えー始まったばかりの小名浜、それからＪヴィレッジ、えここの体制がも

う少し整備を必要とする状況だという風に認識しておりまして。えー今後、あのもう少しその

人的評価も含めてですね、検討していきたいなという風に思っております。以上です。

はい。えー続いて、えーっと。そちらよく見えないな、シス、システムですか。

システム復旧班でございます。えーだんだん事態のしんたいにと進展に伴いまして、えパソコ

ンをですね、資料作成等で必要ということが１ＦさんですとかＪヴィレッジさんからきており

まして、その手配をしましてですね。えー２０日中にはあの先方に必要量を送ってます。例え

ば、１Ｆですと２０台、パソコンの要請がありました。これを送り届けております。

はい。あの資材班でございますけども。えー色々ご心配かけました軽油とガソリンの供給につ

きまして、えー本日あの、軽油につきましては、えローリーで３９０００リッター。それから

ドラム缶で１００００リッター。えガソリンのほうも１００００リッター入りました。えー軽

油につきましてはあの今後とも約４００００リッターで、毎日、確保出来る供給ルートを確保
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しました。えー以上でございます。

わかりました。えーっと。それからじゃあちょっとあの、最後になりますが、給電班さんは。

はい。給電班です。え本日は、最大は２９４５万という実績でございました。明日の見通しで

すが、明日も、明日の最大はですねえ、曇りのち雨ということで、最高気温１１度。３４００

万の需要を見込んでおりまして。供給力も３４００万ということで、ま、ちょうど予備力０と

いうような予想をしてございます。で需要動向によりましては、午後の、えー２グループ分で

すね、えーを計画停電するかどうかは明日の１１時にもう一

定するということでございます。以上でございます。

はい。ありがとうございます。そ

はい。あの本日はですね。ケーブルのあの現調ということでえっと１１時から１６時、あの自

衛隊殿と、それから、えっとハイパーさんの間をぬってですねさせて頂きました。えっとこの

時間中にあのしっかりと現地調査が出来まして、あの引き回しのルートもですね。当初は４号

機の南側をぐるーっと回っていくような予定だったんですけども、あの３号、４号の真ん中の

ラド建屋の中をずっと抜けていくコースが見つかりまして、ケーブル調合、元々はロク６、７

00 メートルだったやつが、うんと半分以下ぐらいの長さに収めることが出来ることが見通しが

立ちまして、早速、明日朝８時から１６時までの間でケーブルあの引き回しと、それから接続

といったことで予定をしております。えっと人数もですね。日立さんの協力を得てあの１００

人程度集めて、一気な勢いでやっていきたいと思います。あのケーブルの引き回しは以上です。

あと、え注水の件については現場のほうから紹介頂ければと思いますけど。

ええ。それはのちほどやりましょう。えその他、あの他の班でなにか特にございますか。はい、

どうぞ。 

はい、それでは保安班からです。えっとー昨日ご紹介始めましたあのー１Ｆ、２Ｆ、新福島変

電所への入退域の運用についてでございます。で－こちらのほうなんですが、えっと事前に資

料、お配りしているかと思うんですが、こちらのほうでございます。

えっと１Ｆへは資料いってますか。保安さん、保安さん。

と思います。 

そうですか。じゃあ、書画カメラもちょっと映してやりましょうか。

よろしいですか。では、えっとー下のほうなんですが。まず入域ですが。１Ｆ、２Ｆにて作業

を行う場合には必ずＪヴィレッジを通って入域して下さい。

必要なえっと防護服等を提供したい、と考えてございます。で、また、退域なんですが。１Ｆ、

２Ｆ、新福島変電所にて作業を行ったさぎょ、かたにつきましては、作業後にＪヴィレッジに

てそのひょ、体表面の測定を行います。で、基準を満足していることを確認したい、という風

に考えてございます。で車両のほうなんですが、入域については特に制限ございません。また、

退域なんですが、１Ｆ、２Ｆ、新福島変電所から退域する車両につきましては、まず、Ｊヴィ

レッジにてそく、除染を行います。で、除染を行ったその車が広野グラウンドへ移動して頂き

まして表面測定を行います。で、この結果、基準を満足することを確認すると、いうことを考

えてございます。でー、消防ですとか自衛隊さんその緊急車両を優先したいと、いう風に考え

てございます。また、あのＪヴィレッジに停止していた車、これそのー単にその中に入ってな

い車で＊＊Ｊヴィレッジに止めといたという車を移動する場合につきましても、広野グラウン

ドにてそく表面測定を行いまして、基準を満足することを確認したい、という風に考えてござ

います。ただし、Ｊヴィレッジで資材搬入など、資材の搬入ですとか、人の輸送ですとか、単

にＪヴィレッジに寄って戻るというだけの場合につきましては、短時間の停止という場合につ

きましては車両の測定は不要とします。なお、Ｊヴィレッジ内に位置する場所へ、Ｊヴィレッ

ジの内側のその場所、１Ｆですとか２Ｆに入域した車両につきましては、退域時に基準を満足

してないと、除染を行いましても基準を満足してないという可能性が高くなりますので、この

場合は退域出来ないということになります。したがいまして、出来るだけ入域する車両を少な

くするということをお願いしたいと考えてございます。また、最後に本日の実績ですが、その

ー車のほうその３８台

はい。ありがとうございました。それでは、あのーこれまでの今日の状況は、えー概略ご報告

いただいたと思いますので、えー明日のスケジュールについて、うち、あの協議をしたい、と

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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してないと、除染を行いましても基準を満足してないという可能性が高くなりますので、この

場合は退域出来ないということになります。したがいまして、出来るだけ入域する車両を少な

くするということをお願いしたいと考えてございます。また、最後に本日の実績ですが、その
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いう風に思います。書画カメラ。

あ、あの。すいません。本部、本部、本部さん。福島第一ですけども。すいません。また、ち

ょっと。急遽ですね。お願いがありまして。あのー、ちょっと割り込ませて頂けますか。

はい、どうぞ。

あのー、消防車、消防車なんですけども、今、いろんな形で使っております。現時点で可動可

能な、ま、もちろん可動している消防車数、１１台あります。で、これは、あの原子炉の注水

へ利用しているのが４台、そこの予備が１台、これは５台そこで使っております。それから、

えー共用プールの水抜き用、それから、で１台。２号機のスペントフューエルプールの冷却用、

これで１台。えーいうことで、えー２台使っております。それから、減、えなんだ、減染、減

染タンクですね。減染水タンクからろ過水タンクへの移送、これに１台使っております。うん。

で、そういう状態で今８台使用中なんですが、またこれから先ですね、先ほどのあのーＣＳＴ

から、あのー、あサプレッションプールからＣＳＴへの移送だとかいろんなところでまだ使用

予定がありますので、予備を今後使っていかないといけなくなりますので、あと３台ですね。

出来れば、この消防車の手配を大至急行って頂きたいというのが福島第一からのお願いござい

ます。よろしくお願い致します。

はい。わかりました。この点、資材部で検討頂くことでよろしいですか。

はい。あのー、検討させて頂きます。

はい。それでは是非よろしくお願い致します。

えーじゃああの、資材班と福島第一とで協議をして頂くということになりますので、福島第一

のほうもよろしくお願いします。それでは、あの、明日のスケジュールについて。

すいません。い今の件、今の件は福島第一は●●が全部、その消防車の台数管理しております

ので、●●のほうと細かいところの調整お願いします。すいません。以上です。

●●さん。●●ですね。了解しました。

●●です。はい。

よろしくお願いします。それではあの２１日のスケジュールについて、えーこれからちょっと

協議、調整をしたいという風に思います。えっと、ご承知のように今日は、え今た、た、あ、

今現在はえー自衛隊さんの夜の部での第一回の放水が１９時４５分に終了しておりまして。え

ー一方、これは４号炉向けですね。３号炉向けには、今、消防さんのほうで、えー注水が継続

している、という状況。これは、えー２１時半頃開始したと思いますので、それから６時間と

いう予定に今、なってるとこです。えーそこでえー、いずれにしろ明朝８時には、これあの終

了するという予定なので、今、私どものほうで自衛隊さんとの調整の中ではえー４号炉の下の

ところを見ていただきたいんですが、えー明日６時から自衛隊さんが第３回目の放水を行うと

いうことで計画されております。そして、その後、８時から屋外工事に引き渡して１６時まで

に終了していただくということになります。その上で、えーそれらの干渉がなくなった上でえ

ーキリンが４号炉に寄りついて、えーカメラで内部を見るという作業を、試運用をかねて行う。

その上でさらにキリンがどのくらいの水量出来るかは今後の詳細調整でありますが、えー可能

な通水試験を行

てはえー屋外工事との干渉を避けつつ、えー注水作業、あるいはカメラ撮りを行う。えー一方、

３号炉については今も継続していただいている消防さんの注水活動というのが、一応よ、予定

では３時半に終了するということになります。えしたがって、ま朝の８時までの、には余裕を

持って終了されるので、８時からの、え屋外工事ということについては特段の支障なく続、や

っていただける、もちろん、この間その他の屋内、内線工事その他の作業はこれと平行してや

っていただくというこ

消防庁さんには深夜、あるいは早朝にもかかわらず、えーこうした注水活動を実行して頂くと

いうことで、大変、えーご苦労をいただいてるわけでありますが、えー屋外工事との干渉を避

けるということも含めてご理解をいただいて、え今、調整しているスケジュールであります。

えーこれについて皆さんのご意見がありましたらお願い致します。まず、福島第一からどうぞ。

はい、あのー一応、内容につきましては一応理解しました。えー検討さして、あの、その方向

でいいと思いますけど。やっぱ、あの、キリン、キリンの足場の片づけ。要するにあの場所は

かなりちょっと。写真見ますとですね。キリンの足場ってけっこう広く取らないといけないん

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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えーこれについて皆さんのご意見がありましたらお願い致します。まず、福島第一からどうぞ。
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かなりちょっと。写真見ますとですね。キリンの足場ってけっこう広く取らないといけないん
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3 月 20 日 （

 

で。えー今のガレキだとかですね。

そこのとの干渉というのが、かなりこれ、かかると思うんですね。あの、片づけに、ですね。

それと、おーその配電の電源工事との干渉がまたないか、とかですね。ちょっとその辺が非常

に気がかりで、なので

ちょっと、今のところなんとも言い難いものがあるんで、もうちょっと仕様を固めてからかな、

という風に思っております。

わかりました。この点は、あーの、本店サイドは、キリンプロジェクトは●●があ、あの担当

しております。えーもちろん、あのその他の片づけとの関係は、あの建設さんにもあのご協力

頂く必要があるかもしれませんが、えー福島第一との連絡調整の窓口は●●でいいですね。

はい。 

はい。お願い致します。えーその他なにかご意見、ご質問はありませんか。

えっとＪヴィレッジのほうも作業としては了解しました。えっと、４号機の１６時以降の自衛

隊の消火活動っていうのを、ま、どうするのかはちょっと、この後教えて頂ければと思います。

すいません。消火じゃなくて自衛隊の通水活動。

えーっと。一応、あの。

ちょっとお待ち下さい。すいません。

ちょっと待って下さい。今の答えを致します。えー４号については１６時以降、えー自衛隊さ

ん、あの一応念のため、緊急時に備えてスタンバイはして頂きますが、えー１６時以降の明日

の作業としては、今この表にあるようなものを考えているということであります。

はい。あの本店側から一点。あの、さ、んー今日の朝のオペレーションと同じですけども、自

衛隊さんが朝６時に入られることについて、えー本店の復旧班の中で、昨日は●●が窓口をさ

れましたけれども、自衛隊さんと諸調整のための窓口を立てたいと思います。●●、今日はど

なたになりましょうか。朝６時から開始する自衛隊のやつでですね、あの本店側の窓口を自衛

隊さんと決めとかなくちゃ、昨日と同じで、今朝と同じです。今日は誰にしましょうか。

はい、あの、えーっとですね、お待ち下さい。

あ、あの最後のほうで。じゃあ、決まったらば教えて、決まったらばこの会議で発話して下さ

い。 

●●でお願いします。

●●で。了解です。じゃああの自衛隊さんと後でお引き合わせ等々、あの事務局のほうでいた

しますし。サイトのほうにもお知らせ致します。

失礼しました。あのちょっと私のほうで先走った言い方になったかもしれませんので、あの自

衛隊さんに明日の予定についてお話を頂きます。よろしくお願いします。

あ、自衛隊の●●でございますが。明日は６時から。だい、本日から数えますと第３回目の放

水を考えております。８時までには撤収をお願いしようと考えております。それから、１６時

以降の行動でございますが、明日、まあ、あの、車両もですね、だいぶ痛んできていると聞い

ております。よって車両等整備がございますので、まぁあの８時の給水が終わりましたら、水

を満タンにして準備はしておくんですが、え１６時以降については、もしなにかある場合は、

あの必要に応じて対応致します。まあ、車

はい。わかりました。ありがとうございました。ちょっと私の説明が中途半端でしたので、失

礼致しました。はい。他に。はい。●●。
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あ、あの最後のほうで。じゃあ、決まったらば教えて、決まったらばこの会議で発話して下さ

●●で。了解です。じゃああの自衛隊さんと後でお引き合わせ等々、あの事務局のほうでいた

失礼しました。あのちょっと私のほうで先走った言い方になったかもしれませんので、あの自
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以降の行動でございますが、明日、まあ、あの、車両もですね、だいぶ痛んできていると聞い

ております。よって車両等整備がございますので、まぁあの８時の給水が終わりましたら、水

を満タンにして準備はしておくんですが、え１６時以降については、もしなにかある場合は、

両整備等を優先したいと考えております。 

はい。わかりました。ありがとうございました。ちょっと私の説明が中途半端でしたので、失
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えーとキリンの通水については、ちょっと補足説明をさせて頂きます。キリンはですね、えー

と本日早朝、えー小名浜、えーに着いております。そこで当社の社員４名。それから東電工業

の社員６名。えー操作等について研修を行いました。その後ですね、えー三重県からですね、

失礼、岐阜県からですね、えーとこのキリンの操作に習熟した人が今あの現在向かっておりま

す。 

したがって、明朝のですね。キリンのオペレーションはこの装置に成熟した人が現場で行いま

す。ちなみにあの水源ですけれども。えーコンクリートミキサー車、約４リューベの水を同伴

していって、その水で通水を行う予定です。淡水です。以上です。

はい。 

はい、すいません。福島第一の吉田ですけども。えっと、コンクリートミキサー車。今、４ト

ンですよね。 

そうです。 

す、水源。 

そうです。 

これをこれをどんどん補給しないといけないですよね。

ええ。あの、明日はですね。あのーまず、通水が出来ることをきちっと確認するということで。

ああ。そういうことね。

はい。その通りです。

あー試用そういう意味。試運転ね。はい。

その通りです。

そ、あの先々これ本、本格運用する場合は、やっぱり淡水でいくとすると。淡水源を。ちゃん

とろ過水タンク、これを確保する必要があるということなんですね。海水いやなんですね。

えーと、将来的に通水が連続的に安定して出来るという見通しが立った時点でですね、明朝、

当社のスタッフが行きますので、えーそちらのほうで相談させて頂きたいと思います。是非よ

ろしくお願いします。

ええ。あのやることいいんですけど。要するにね条件として、海水ならまぁいかんともどこか

らでも取ってくることは出来るんだけど。淡水をですね。ある量、注入量確保するというのは、

こちらで無理なんでですね。海水を使うのがだめだって言うんだったら、そこちょっと大きい

条件になる、なるんですが。そこだけの確認なんですよ。

あの、淡水でも海水でも結構です。コンクリートでも結構です。（ん？ん？ん？ん？）

わけのわからんこと言わんといて下さいよ。

失礼しました。

要するにまぁ海水でもいいってことね。

はい。結構です。
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の社員６名。えー操作等について研修を行いました。その後ですね、えー三重県からですね、
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していって、その水で通水を行う予定です。淡水です。以上です。

はい、すいません。福島第一の吉田ですけども。えっと、コンクリートミキサー車。今、４ト

これをこれをどんどん補給しないといけないですよね。
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あー試用そういう意味。試運転ね。はい。 

そ、あの先々これ本、本格運用する場合は、やっぱり淡水でいくとすると。淡水源を。ちゃん

とろ過水タンク、これを確保する必要があるということなんですね。海水いやなんですね。
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●●さん。●●ですが。（すいません）

すいません。あ、ちょっと

ンと聞いてるんですが。コンクリートミキサー車４トンということは通水試験は１分程度って

いうことですか。

ええとですね。あの実際には１６００リューベ／ｈのえー通水能力を持っておりますけれども、

えー今回の場合、ようていがかなり高うございますので、流量はさほど取れないと思ってます。

したがってあの、多分３、４０リューベ／ｈぐらいではないかと思いますので。えー４リュー

ベの流量というのは５分ないし１０分ぐらいの流量に相当するかと思います。えー試験通水と

しては十分な量かなという風に判断しております。

●●。●●。あのあれですか。その、三重から来るのは、あの、あのすでに熟練したオペレー

ターだけですか。

はい。あの三重から今、向かってるのはですね、あのあるし、企業のですね。社長さんの息子

さんで、この機械をずっと使ってる人です。８時過ぎに出てますが、えー運転員はそのオペレ

ーター１人です。一方あのー当社ロク、４人、それから東電工業６人の人間は今日１日、それ

から明日の午前中、この機械の、えー操作についてあの訓練をしております。えースタッフ、

現場のスタッフはですね、あの班長、●●が行っ

をあの指名して頂いて本店のメンバーであのやらせて、本店と東電工業のメンバーでやらして

頂きたいという風に考えてます。

いや。●●、あの三重から来るのは、重機は抜きでオペレーターのかただけ来るんですか。

えーその点ですね、えーと三重からはですね。えー今回のキリンはですね。ようてい５８メー

トルですけど。三重のその、えーオペレーターはですね。５２メートルのキリンを持ってます。

で、え移動はですね、５２メートルのキリンで移動しております。ただし、えー福島第二には

あの直接乗り付けずにですね、えー小名浜コールセンターのほうにあのいったん車を止めて、

そこからみんなと合流して福島のほうに入ります。

だから、あれですね。えその、キリンが２匹いると困りますんで。５８メートルはキ

２メートルで小名浜で待機するのはシマウマぐらいにしといていただけますか。

ああ。了解しました。じゃあ、あの、コードネームはあのキリンとシマウマということで。

で、シマウマは基本的に待機をしているということですね。いざという時に、えー走ってくる

と。 

はい。おっしゃる通りです。

じゃ、よろしくお願いします。

えーだいぶあの、いろいろな動物園に近づいてきてますけれども。え他に、どなたかご意見は

ありますか。 

また、再確認だけど。あの●●。そこのキリン、キリンプロジェクトのサイトの、そのあれは

●●だ、えーだということでいいんですね。

そうです。あのー今朝から●●がですね、小名浜コールセンターのほうに行って、現場の訓練

のあのトレイニーとして、１日やっておりますので、えーとそちらのプロジェクトは●●に任

せたいと思います。えーメンバー

キリンの●●でいいんですね。キリンの●●ね。

はい。体型はあんまり違いますけど。はい。
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から明日の午前中、この機械の、えー操作についてあの訓練をしております。えースタッフ、

現場のスタッフはですね、あの班長、●●が行っ
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えーその点ですね、えーと三重からはですね。えー今回のキリンはですね。ようてい５８メー

トルですけど。三重のその、えーオペレーターはですね。５２メートルのキリンを持ってます。

で、え移動はですね、５２メートルのキリンで移動しております。ただし、えー福島第二には

あの直接乗り付けずにですね、えー小名浜コールセンターのほうにあのいったん車を止めて、

そこからみんなと合流して福島のほうに入ります。

だから、あれですね。えその、キリンが２匹いると困りますんで。５８メートルはキ

２メートルで小名浜で待機するのはシマウマぐらいにしといていただけますか。

ああ。了解しました。じゃあ、あの、コードネームはあのキリンとシマウマということで。

で、シマウマは基本的に待機をしているということですね。いざという時に、えー走ってくる

はい。おっしゃる通りです。 
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えーだいぶあの、いろいろな動物園に近づいてきてますけれども。え他に、どなたかご意見は
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また、再確認だけど。あの●●。そこのキリン、キリンプロジェクトのサイトの、そのあれは
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そうです。あのー今朝から●●がですね、小名浜コールセンターのほうに行って、現場の訓練

のあのトレイニーとして、１日やっておりますので、えーとそちらのプロジェクトは●●に任

せたいと思います。えーメンバー

キリンの●●でいいんですね。キリンの●●ね。

はい。体型はあんまり違いますけど。はい。
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そうです。あのー今朝から●●がですね、小名浜コールセンターのほうに行って、現場の訓練

のあのトレイニーとして、１日やっておりますので、えーとそちらのプロジェクトは●●に任
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キリンの●●でいいんですね。キリンの●●ね。

はい。体型はあんまり違いますけど。はい。
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ンと聞いてるんですが。コンクリートミキサー車４トンということは通水試験は１分程度って

ええとですね。あの実際には１６００リューベ／ｈのえー通水能力を持っておりますけれども、
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さんで、この機械をずっと使ってる人です。８時過ぎに出てますが、えー運転員はそのオペレ

ーター１人です。一方あのー当社ロク、４人、それから東電工業６人の人間は今日１日、それ

から明日の午前中、この機械の、えー操作についてあの訓練をしております。えースタッフ、
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をあの指名して頂いて本店のメンバーであのやらせて、本店と東電工業のメンバーでやらして

いや。●●、あの三重から来るのは、重機は抜きでオペレーターのかただけ来るんですか。

えーその点ですね、えーと三重からはですね。えー今回のキリンはですね。ようてい５８メー

トルですけど。三重のその、えーオペレーターはですね。５２メートルのキリンを持ってます。

で、え移動はですね、５２メートルのキリンで移動しております。ただし、えー福島第二には

あの直接乗り付けずにですね、えー小名浜コールセンターのほうにあのいったん車を止めて、

そこからみんなと合流して福島のほうに入ります。 

だから、あれですね。えその、キリンが２匹いると困りますんで。５８メートルはキ

２メートルで小名浜で待機するのはシマウマぐらいにしといていただけますか。

ああ。了解しました。じゃあ、あの、コードネームはあのキリンとシマウマということで。

で、シマウマは基本的に待機をしているということですね。いざという時に、えー走ってくる

えーだいぶあの、いろいろな動物園に近づいてきてますけれども。え他に、どなたかご意見は

また、再確認だけど。あの●●。そこのキリン、キリンプロジェクトのサイトの、そのあれは

●●だ、えーだということでいいんですね。 

そうです。あのー今朝から●●がですね、小名浜コールセンターのほうに行って、現場の訓練

のあのトレイニーとして、１日やっておりますので、えーとそちらのプロジェクトは●●に任
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をあの指名して頂いて本店のメンバーであのやらせて、本店と東電工業のメンバーでやらして

いや。●●、あの三重から来るのは、重機は抜きでオペレーターのかただけ来るんですか。 

えーその点ですね、えーと三重からはですね。えー今回のキリンはですね。ようてい５８メー

トルですけど。三重のその、えーオペレーターはですね。５２メートルのキリンを持ってます。

で、え移動はですね、５２メートルのキリンで移動しております。ただし、えー福島第二には

あの直接乗り付けずにですね、えー小名浜コールセンターのほうにあのいったん車を止めて、

リン。５

ああ。了解しました。じゃあ、あの、コードネームはあのキリンとシマウマということで。 

で、シマウマは基本的に待機をしているということですね。いざという時に、えー走ってくる

えーだいぶあの、いろいろな動物園に近づいてきてますけれども。え他に、どなたかご意見は

また、再確認だけど。あの●●。そこのキリン、キリンプロジェクトのサイトの、そのあれは

そうです。あのー今朝から●●がですね、小名浜コールセンターのほうに行って、現場の訓練

のあのトレイニーとして、１日やっておりますので、えーとそちらのプロジェクトは●●に任
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えっとすいません。細かいことですが、えっとこの機械非常に大きいので、Ｊヴィレッジに入

ることがやや難しいということで、着替え等のことに関して、えっとー放管関係者と少し相談

をさせて頂きたいと思っております。間違いなくやりたいと思っております。

はい。 

えーっとねー。Ｊヴィレッジに入るのが難しいっていうことは、Ｊヴィレッジから１Ｆに行く

道っていうのが通れるかどうかっていうことになるんだけど。あの、通行があの６号線は通れ

ないので。段差もあるし。えっとどのくらいの大きさかっていうのはちょっとわからないけど

も。ちょちょっと回転半径も含めて、そこがネックになるような気がしますけども。

えっとですね。すいません。後輪のほうもステアリングする形になってますし、車幅自体は２．

５メートルということですので、普通の大型トラック並という風に考えております。で２８８

を通って、（それでいい？）はい。で通路も一応確認済みということで。２８８を中心に考え

てます。 

ん、いや２８８じゃ違うとこ行っちゃうんだけども。

２８８？ 

２８８だと郡山行っちゃうからあれだけども。（あ、すいませんあの通路）Ｊヴィレッジから

１Ｆに行く間は、だ、だいぶ道が悪いところもあるので（あ、あの）■■■■■（

（武黒フェロー発言と重なり発言内容聞き取れず）。

ちょっと、あの、そういうね、あのやや詳細に渡ること後でですね、あの、ちょっと、確認を

詳、お互いにする。特にこのプロジェクトに大きな支障がなければ、あの、かどうかあるかど

うかということなんですが。それはすでに事務局で確認してあるんであれば、のちほ

明をするようにして頂きたいと思うんですが、それでいいですか。

はい。結構です。

あの、すいません。じゃあ一言だけ。はいあの細野ですけれども。あの（咳）失礼しました。

あの道路はですね、国土交通省のほうともかなり頻繁に打ち合わせをしておりまして。

自動、大丈夫ですか？聞こえますか？あ、地震か。

１Ｆさん聞こえますか。

はい。聞こえます。

聞こえます。ちょっとボリュームが小さいんで少し調節をかけます。１Ｆさん、聞こえますか。

はい。聞こえます。

はい、２Ｆさん。いかがですか。

はい。２Ｆ。・・・はい、

大丈夫ですか。Ｊヴィレッジ大丈夫ですね。

Ｊヴィレッジオッケーです。

ごめんなさい。２Ｆです。２Ｆ聞こえます。もしもし、２Ｆ聞こえます。

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧
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えっとすいません。細かいことですが、えっとこの機械非常に大きいので、Ｊヴィレッジに入

ることがやや難しいということで、着替え等のことに関して、えっとー放管関係者と少し相談

をさせて頂きたいと思っております。間違いなくやりたいと思っております。

えーっとねー。Ｊヴィレッジに入るのが難しいっていうことは、Ｊヴィレッジから１Ｆに行く

道っていうのが通れるかどうかっていうことになるんだけど。あの、通行があの６号線は通れ

ないので。段差もあるし。えっとどのくらいの大きさかっていうのはちょっとわからないけど

も。ちょちょっと回転半径も含めて、そこがネックになるような気がしますけども。

えっとですね。すいません。後輪のほうもステアリングする形になってますし、車幅自体は２．

５メートルということですので、普通の大型トラック並という風に考えております。で２８８

を通って、（それでいい？）はい。で通路も一応確認済みということで。２８８を中心に考え

ん、いや２８８じゃ違うとこ行っちゃうんだけども。

２８８だと郡山行っちゃうからあれだけども。（あ、すいませんあの通路）Ｊヴィレッジから

１Ｆに行く間は、だ、だいぶ道が悪いところもあるので（あ、あの）■■■■■（

（武黒フェロー発言と重なり発言内容聞き取れず）。

ちょっと、あの、そういうね、あのやや詳細に渡ること後でですね、あの、ちょっと、確認を

詳、お互いにする。特にこのプロジェクトに大きな支障がなければ、あの、かどうかあるかど

うかということなんですが。それはすでに事務局で確認してあるんであれば、のちほ

明をするようにして頂きたいと思うんですが、それでいいですか。

はい。結構です。 

あの、すいません。じゃあ一言だけ。はいあの細野ですけれども。あの（咳）失礼しました。

あの道路はですね、国土交通省のほうともかなり頻繁に打ち合わせをしておりまして。

自動、大丈夫ですか？聞こえますか？あ、地震か。

１Ｆさん聞こえますか。 

はい。聞こえます。 

聞こえます。ちょっとボリュームが小さいんで少し調節をかけます。１Ｆさん、聞こえますか。

はい。聞こえます。 

はい、２Ｆさん。いかがですか。

はい。２Ｆ。・・・はい、2、え

大丈夫ですか。Ｊヴィレッジ大丈夫ですね。

Ｊヴィレッジオッケーです。 

ごめんなさい。２Ｆです。２Ｆ聞こえます。もしもし、２Ｆ聞こえます。
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発言内容

えっとすいません。細かいことですが、えっとこの機械非常に大きいので、Ｊヴィレッジに入

ることがやや難しいということで、着替え等のことに関して、えっとー放管関係者と少し相談

をさせて頂きたいと思っております。間違いなくやりたいと思っております。

えーっとねー。Ｊヴィレッジに入るのが難しいっていうことは、Ｊヴィレッジから１Ｆに行く

道っていうのが通れるかどうかっていうことになるんだけど。あの、通行があの６号線は通れ

ないので。段差もあるし。えっとどのくらいの大きさかっていうのはちょっとわからないけど

も。ちょちょっと回転半径も含めて、そこがネックになるような気がしますけども。

えっとですね。すいません。後輪のほうもステアリングする形になってますし、車幅自体は２．

５メートルということですので、普通の大型トラック並という風に考えております。で２８８

を通って、（それでいい？）はい。で通路も一応確認済みということで。２８８を中心に考え

ん、いや２８８じゃ違うとこ行っちゃうんだけども。

２８８だと郡山行っちゃうからあれだけども。（あ、すいませんあの通路）Ｊヴィレッジから

１Ｆに行く間は、だ、だいぶ道が悪いところもあるので（あ、あの）■■■■■（

（武黒フェロー発言と重なり発言内容聞き取れず）。

ちょっと、あの、そういうね、あのやや詳細に渡ること後でですね、あの、ちょっと、確認を

詳、お互いにする。特にこのプロジェクトに大きな支障がなければ、あの、かどうかあるかど

うかということなんですが。それはすでに事務局で確認してあるんであれば、のちほ

明をするようにして頂きたいと思うんですが、それでいいですか。

あの、すいません。じゃあ一言だけ。はいあの細野ですけれども。あの（咳）失礼しました。

あの道路はですね、国土交通省のほうともかなり頻繁に打ち合わせをしておりまして。

自動、大丈夫ですか？聞こえますか？あ、地震か。

聞こえます。ちょっとボリュームが小さいんで少し調節をかけます。１Ｆさん、聞こえますか。

はい、２Ｆさん。いかがですか。 

、え 

大丈夫ですか。Ｊヴィレッジ大丈夫ですね。

 

ごめんなさい。２Ｆです。２Ｆ聞こえます。もしもし、２Ｆ聞こえます。
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発言内容 

えっとすいません。細かいことですが、えっとこの機械非常に大きいので、Ｊヴィレッジに入

ることがやや難しいということで、着替え等のことに関して、えっとー放管関係者と少し相談

をさせて頂きたいと思っております。間違いなくやりたいと思っております。

えーっとねー。Ｊヴィレッジに入るのが難しいっていうことは、Ｊヴィレッジから１Ｆに行く

道っていうのが通れるかどうかっていうことになるんだけど。あの、通行があの６号線は通れ

ないので。段差もあるし。えっとどのくらいの大きさかっていうのはちょっとわからないけど

も。ちょちょっと回転半径も含めて、そこがネックになるような気がしますけども。

えっとですね。すいません。後輪のほうもステアリングする形になってますし、車幅自体は２．

５メートルということですので、普通の大型トラック並という風に考えております。で２８８

を通って、（それでいい？）はい。で通路も一応確認済みということで。２８８を中心に考え

ん、いや２８８じゃ違うとこ行っちゃうんだけども。 

２８８だと郡山行っちゃうからあれだけども。（あ、すいませんあの通路）Ｊヴィレッジから

１Ｆに行く間は、だ、だいぶ道が悪いところもあるので（あ、あの）■■■■■（

（武黒フェロー発言と重なり発言内容聞き取れず）。 

ちょっと、あの、そういうね、あのやや詳細に渡ること後でですね、あの、ちょっと、確認を

詳、お互いにする。特にこのプロジェクトに大きな支障がなければ、あの、かどうかあるかど

うかということなんですが。それはすでに事務局で確認してあるんであれば、のちほ

明をするようにして頂きたいと思うんですが、それでいいですか。

あの、すいません。じゃあ一言だけ。はいあの細野ですけれども。あの（咳）失礼しました。

あの道路はですね、国土交通省のほうともかなり頻繁に打ち合わせをしておりまして。

自動、大丈夫ですか？聞こえますか？あ、地震か。 

聞こえます。ちょっとボリュームが小さいんで少し調節をかけます。１Ｆさん、聞こえますか。

大丈夫ですか。Ｊヴィレッジ大丈夫ですね。 

ごめんなさい。２Ｆです。２Ｆ聞こえます。もしもし、２Ｆ聞こえます。

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

えっとすいません。細かいことですが、えっとこの機械非常に大きいので、Ｊヴィレッジに入

ることがやや難しいということで、着替え等のことに関して、えっとー放管関係者と少し相談

をさせて頂きたいと思っております。間違いなくやりたいと思っております。

えーっとねー。Ｊヴィレッジに入るのが難しいっていうことは、Ｊヴィレッジから１Ｆに行く

道っていうのが通れるかどうかっていうことになるんだけど。あの、通行があの６号線は通れ

ないので。段差もあるし。えっとどのくらいの大きさかっていうのはちょっとわからないけど

も。ちょちょっと回転半径も含めて、そこがネックになるような気がしますけども。

えっとですね。すいません。後輪のほうもステアリングする形になってますし、車幅自体は２．

５メートルということですので、普通の大型トラック並という風に考えております。で２８８

を通って、（それでいい？）はい。で通路も一応確認済みということで。２８８を中心に考え

２８８だと郡山行っちゃうからあれだけども。（あ、すいませんあの通路）Ｊヴィレッジから

１Ｆに行く間は、だ、だいぶ道が悪いところもあるので（あ、あの）■■■■■（

ちょっと、あの、そういうね、あのやや詳細に渡ること後でですね、あの、ちょっと、確認を

詳、お互いにする。特にこのプロジェクトに大きな支障がなければ、あの、かどうかあるかど

うかということなんですが。それはすでに事務局で確認してあるんであれば、のちほ

明をするようにして頂きたいと思うんですが、それでいいですか。 

あの、すいません。じゃあ一言だけ。はいあの細野ですけれども。あの（咳）失礼しました。

あの道路はですね、国土交通省のほうともかなり頻繁に打ち合わせをしておりまして。

聞こえます。ちょっとボリュームが小さいんで少し調節をかけます。１Ｆさん、聞こえますか。

ごめんなさい。２Ｆです。２Ｆ聞こえます。もしもし、２Ｆ聞こえます。 

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧）

えっとすいません。細かいことですが、えっとこの機械非常に大きいので、Ｊヴィレッジに入

ることがやや難しいということで、着替え等のことに関して、えっとー放管関係者と少し相談

をさせて頂きたいと思っております。間違いなくやりたいと思っております。 

えーっとねー。Ｊヴィレッジに入るのが難しいっていうことは、Ｊヴィレッジから１Ｆに行く

道っていうのが通れるかどうかっていうことになるんだけど。あの、通行があの６号線は通れ

ないので。段差もあるし。えっとどのくらいの大きさかっていうのはちょっとわからないけど

も。ちょちょっと回転半径も含めて、そこがネックになるような気がしますけども。 

えっとですね。すいません。後輪のほうもステアリングする形になってますし、車幅自体は２．

５メートルということですので、普通の大型トラック並という風に考えております。で２８８

を通って、（それでいい？）はい。で通路も一応確認済みということで。２８８を中心に考え

２８８だと郡山行っちゃうからあれだけども。（あ、すいませんあの通路）Ｊヴィレッジから

１Ｆに行く間は、だ、だいぶ道が悪いところもあるので（あ、あの）■■■■■（03:09:53

ちょっと、あの、そういうね、あのやや詳細に渡ること後でですね、あの、ちょっと、確認を

詳、お互いにする。特にこのプロジェクトに大きな支障がなければ、あの、かどうかあるかど

うかということなんですが。それはすでに事務局で確認してあるんであれば、のちほどよく説

あの、すいません。じゃあ一言だけ。はいあの細野ですけれども。あの（咳）失礼しました。

あの道路はですね、国土交通省のほうともかなり頻繁に打ち合わせをしておりまして。 

聞こえます。ちょっとボリュームが小さいんで少し調節をかけます。１Ｆさん、聞こえますか。

 

） 

 

えっとすいません。細かいことですが、えっとこの機械非常に大きいので、Ｊヴィレッジに入

ることがやや難しいということで、着替え等のことに関して、えっとー放管関係者と少し相談

えーっとねー。Ｊヴィレッジに入るのが難しいっていうことは、Ｊヴィレッジから１Ｆに行く

道っていうのが通れるかどうかっていうことになるんだけど。あの、通行があの６号線は通れ

ないので。段差もあるし。えっとどのくらいの大きさかっていうのはちょっとわからないけど

えっとですね。すいません。後輪のほうもステアリングする形になってますし、車幅自体は２．

５メートルということですので、普通の大型トラック並という風に考えております。で２８８

を通って、（それでいい？）はい。で通路も一応確認済みということで。２８８を中心に考え

２８８だと郡山行っちゃうからあれだけども。（あ、すいませんあの通路）Ｊヴィレッジから

03:09:53）

ちょっと、あの、そういうね、あのやや詳細に渡ること後でですね、あの、ちょっと、確認を

詳、お互いにする。特にこのプロジェクトに大きな支障がなければ、あの、かどうかあるかど

どよく説

あの、すいません。じゃあ一言だけ。はいあの細野ですけれども。あの（咳）失礼しました。

 

聞こえます。ちょっとボリュームが小さいんで少し調節をかけます。１Ｆさん、聞こえますか。 
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２Ｆ了解しました。オフサイトセンターさん、聞こえますね。

よく聞こえます。

大丈夫ですね。先生、すいません。お願いします。

すいません。細野が続けます。あの自衛隊の放水、えー放水車とほぼ同サイズということです

ので。これまで通れてる道であれば問題ないという風に判断をしております。よろしくお願い

します。 

了解しました。

え、ええーその他よろしいですか。えそれではあのー最後になりますので、その前に、えーオ

フサイトセンターに松下副大臣お見えになってるようですので、よろしければ、お察し仕えな

ければ、お話を賜りたいと存じます。

ご苦労様でございます。松下でございます。あの、オフサイトセンターとして、今日９時半に

Ｊヴィレッジを訪問致しました。午前中、１２時過ぎまで時間かけまして、現地で第一線で指

揮を取っておられる自衛隊の皆さん方、そして、●●始め激励をして参りました。同時に、東

京消防庁や大阪消防庁からもお見えになっておられまして、警察関係の人たちも含めて、みん

なで東電関係者力を合わせてやってるという姿を見て参りまして、大変、力を頂きました。あ

とは電気系統がしっかりと回復して、起動することを同時並行に

そして復興をしっかりと取り組んでいかなきゃいかんと。そう思ってここで指揮をしておりま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。一緒にやりましょう。

えー松下副大臣ありがとうございました。それではあの今日の全体会議の最後に海江田大臣か

らお言葉を頂きたいと存じます。

えー皆さん本当にご苦労様でございます。え東京消防庁の皆さんは、まだ現場で大奮闘されて

いるわけでございますけれども、どうぞ、本当にみんなが力を合わせて、えこの難局に乗り切

っていこうではありませんか。まあ、明日はいよいよー春分の日でございます。まあ、私ども

は本当に建物の中にいて、春の息吹を感じることが出来ないわけでございます。それから、多

くのこのおー被災者の方々もなかなか春はまだ遠いという思いだろうと思いますが、冬来たり

なば春遠からじの言葉もございます。本当に春を信じて、みんなで力を合わせて頑張りましょ

う。以上でございます。ありがとうございました。

え、ありがとうございました。今日も、皆さんご承知の様に、６号機が冷温停止したり、えー、

あのー、え、いろいろな電源関係の復旧が相次いだりと、徐々に前を向いた成果が出始めてる

と思います。明日もまた色々と、今晩、それから明日にかけて、まだ、多々業務がありますが、

今の海江田大臣の言葉に対して取り組んで参りたいと思います。ありがとうございました。そ

れではこれでいったんブレイク致します。

ありがとうございました。ご安全に。

ご安全に。 

えーっと本店、本店本部の中、ちょっと打ち合わせをしたいと思いますので、ちょっと５分ほ

どお残り下さい。本店の本部のあの各班だけで結構です。・・・ちょっとサイトの、サイトの

ほうの音量を少し調節してください。本店本部だけで結構です。皆さんお疲れ様です。あの５

分ほどで終わらせたいと思いますので、お願いします。えっとー明日、明日なんですが、ええ

ー、どうしましょうね。９時、

時間はもう一度、後に致します。えーとー班の。ちょ、ちょっと５分待ちましょうか。５分待

って少し引けてからにします。申し訳ない。もうもう５分待って下さい。すいません。

えっとオフサイトセンターの高津ですけど。小森さん。小森さん。

はい。小森です。
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なで東電関係者力を合わせてやってるという姿を見て参りまして、大変、力を頂きました。あ

進めながら、サイトの冷却、

そして復興をしっかりと取り組んでいかなきゃいかんと。そう思ってここで指揮をしておりま

えー松下副大臣ありがとうございました。それではあの今日の全体会議の最後に海江田大臣か

えー皆さん本当にご苦労様でございます。え東京消防庁の皆さんは、まだ現場で大奮闘されて

いるわけでございますけれども、どうぞ、本当にみんなが力を合わせて、えこの難局に乗り切

っていこうではありませんか。まあ、明日はいよいよー春分の日でございます。まあ、私ども

は本当に建物の中にいて、春の息吹を感じることが出来ないわけでございます。それから、多

くのこのおー被災者の方々もなかなか春はまだ遠いという思いだろうと思いますが、冬来たり

なば春遠からじの言葉もございます。本当に春を信じて、みんなで力を合わせて頑張りましょ

え、ありがとうございました。今日も、皆さんご承知の様に、６号機が冷温停止したり、えー、

あのー、え、いろいろな電源関係の復旧が相次いだりと、徐々に前を向いた成果が出始めてる

と思います。明日もまた色々と、今晩、それから明日にかけて、まだ、多々業務がありますが、

今の海江田大臣の言葉に対して取り組んで参りたいと思います。ありがとうございました。そ

えーっと本店、本店本部の中、ちょっと打ち合わせをしたいと思いますので、ちょっと５分ほ

どお残り下さい。本店の本部のあの各班だけで結構です。・・・ちょっとサイトの、サイトの

ほうの音量を少し調節してください。本店本部だけで結構です。皆さんお疲れ様です。あの５

分ほどで終わらせたいと思いますので、お願いします。えっとー明日、明日なんですが、ええ

時ぐらいに簡単な情報。はい、すみません。じゃあ、明日の

時間はもう一度、後に致します。えーとー班の。ちょ、ちょっと５分待ちましょうか。５分待

引けてからにします。申し訳ない。もうもう５分待って下さい。すいません。 
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あの今、ちょっとカメラのことでですね。あのー松下副大臣からのアイデアなんですけども。

えっとそちらのカメラでそのーＪヴィレッジのいろいろな、今動いてるですね、えーいろんな

施設とかですね、動き。これをあのみんなに見せることは出来ませんかね？

えっとですね。実はこれ、まだ小さなテレビでして、固定、固定カメラなんですよ。そちらの

ような、あー首振ることすらできない、ちょっと、カメラなんで。ちょっと、あの明日、通信

部隊でできる・・・。

ええ。そうですね。ちょっとあの相談してみて下さい。全部見れるとですね。非常に参考と思

いますんで、はい。あちょっとお待ち下さい。

小森さん。ご苦労さんです。

はい。お疲れ様です。

今日の午前中はお世話になりました。会議で大変忙しそうでしたので、私はすぐ失礼しました

けども。ありがとうございました。あのー、カメラをですね、外に向けて、外に、あのヤード

に、車の出入りとか、それから色々あの帰ってくる車、洗浄する。そしてまた出て行くという

ような情景も含めてですね、あの皆さんにあの見せることが出来たらね。あのよりあの関心が

高まっていくなーと。こう思って、今、提案したとこですけど。検討して見て下さい。お願い

します。 

はい。えっとあのちょっと通信部隊にあのそういうことが出来るかどうか、検討したいと思い

ます。 

はい。ヤードの動きを是非見てもらいたいと。そう思いますね、ええ。それから、無人の偵察

飛行の内部撮影というのはうまくいきそうですか。どのような計画になってますか。成果も含

めて、経過も含めて教えてもらいたいと思いますけど。

本店本部の中。ちょっとかかりそうなんで。あのこの部屋の中にいらっしゃればですね。今、

席離れられても結構ですから。始まる時にもう一度お声かけしますんで、少し自由にされて下

さい。すいません。

ヘリコプターの話しは、本店に・・

小森さん。どうですか。

小森さん。聞こえますか。

あ、小森ですが。えっとヘリコプターの話ですか。

そうです。そうです。

えっとヘリコプターのほうはですね。ちょっと私の今のあのミッションから外れて、えっと本

社のほうのですね、（あーそうだな）本店のほうの●●かな、っていうのがえ坦務していまし

てですね。えっと先生にご紹介のあった会社とＹＡＭＡＨＡのほうであの考えて、あの、動画

ですか、ということで進んでるという、ちょっとそこまでであのこちらに来てま、しまいまし

たんで。えっと、ちょっと今、本店の中にその担当がいるかどうかあれですけども。えー高津

さんのほうにあの話が出来るように、ちょっと今連絡をとってみたいと思いますんで。あの、

ちょっと私のほうはすいません。そちらのほうはあの詳しく聞いておりませんでした。

了解しました。
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県庁の、このセンターのほうで、あのー対応します。はいフォローします。

●●。●●。 

はい。●●です。

じゃあ、本店内各班。すいません。代表か、あるいは代理の方お席にお戻り下さい。お願いし

ます。えー本店の中の各班。班長かあるいは代理の方、お席にお着き下さい。お願いします。

えっと、明日の予定をですね。もう一度ちょっとお話しますけども。その前にちょっと言い漏

らしが一つ出ましたんでですね。サイトとの間で一つ共有をしたいことがあります。５分程度

やらして頂きます。１Ｆさん。２Ｆさん。１Ｆさん。聞こえてますよね？１Ｆさん。聞こえて

ますか？福島第一さん。聞こえてますか？［マイク外：本店：●●：オペレーター、ちょっと

入ってくれる？］福島第一さん。テレビ会議聞こえてますか？

福島第二聞こえてます。

福島第二さん。オーケーですね。福島第一は聞こえておりますか？えっと、オフサイトセンタ

ーさん。大丈夫ですね？

了解です。 

ありがとうございます。Ｊヴィレッジさん。大丈夫ですね。

て下さい。ちょっと待って下さい。福島第一さん。聞こえておりますか？ちょっと今、福島第

一に連絡を取ってますんでお待ち下さい。福島第一さん。聞こえておりますか。

え皆さん。すいません。福島第一通信確認までちょっとお待ち下さい。そのまますいません。・・

１Ｆさん聞こえますか。福島第一さん。聞こえますか。

福島第一さん、聞こえますか？

本店さん。本店さん。福島第一です。

申し訳ありません。会議中と伺いまして。申し訳ありません。ちょっと、高橋フェローのほう

と、それから保安のほうで、ちょっとどうしてもお話をしたいことっていうんで。５分程度お

付き合い下さい。申し訳ありません。お願いします。

あの、私からは簡単です。え今夜と明日のちょっと天気予報を伝えときます。今夜はあの曇り

で弱い雨が降って、え明日の日中は雨となる見込みだということです。という、ということで、

ちょっとあの被ばく関係が気になりますんで、一応天気予報をお伝えしときます。

ありがとうございました。じゃあ保安班のほうからちょっと手短にお願いします。

はい。はいあのー本店保安班からですね、あのー個人線量を管理してくれとのあのお願いがあ

りまして。えっとご説明さして頂きます。あの書画のほうで、えっとーフローを示しておりま

すけども。 

あのー個人線量のですね。内部被ばくの管理についてでございます。で、えっとー今あの、個

人の線量限度がですね、２５０ミリシーベルト、事故時に対応して２５０ミリシーベルトとい

う限度になってございますけども、それを確実に越えないという管理をしていく為にですね、

あの外部被ばくで１００ミリシーベルトを越え、た、あの作業員の方につきましては、あの、

えーホールボディカウンタによるですね、内部被ばくの測定をしてですね、あの現在の線量が、

個人線量がどこにどの辺になってるかっていうのを確認をする、え確認をしてあの管理してい

きたいと思っております。

はい、はい、すいません。本店さん。本店さん。この資料については先ほどこちらサイト内で

も配られまして、サイトの保安班のほうから、えー皆さんに説明がありましたので、ここでの

（４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

  75 / 78 

県庁の、このセンターのほうで、あのー対応します。はいフォローします。

 

はい。●●です。 

じゃあ、本店内各班。すいません。代表か、あるいは代理の方お席にお戻り下さい。お願いし

ます。えー本店の中の各班。班長かあるいは代理の方、お席にお着き下さい。お願いします。

えっと、明日の予定をですね。もう一度ちょっとお話しますけども。その前にちょっと言い漏

らしが一つ出ましたんでですね。サイトとの間で一つ共有をしたいことがあります。５分程度

やらして頂きます。１Ｆさん。２Ｆさん。１Ｆさん。聞こえてますよね？１Ｆさん。聞こえて

ますか？福島第一さん。聞こえてますか？［マイク外：本店：●●：オペレーター、ちょっと

れる？］福島第一さん。テレビ会議聞こえてますか？

福島第二聞こえてます。 

福島第二さん。オーケーですね。福島第一は聞こえておりますか？えっと、オフサイトセンタ

ーさん。大丈夫ですね？ 

ありがとうございます。Ｊヴィレッジさん。大丈夫ですね。

て下さい。ちょっと待って下さい。福島第一さん。聞こえておりますか？ちょっと今、福島第

一に連絡を取ってますんでお待ち下さい。福島第一さん。聞こえておりますか。

え皆さん。すいません。福島第一通信確認までちょっとお待ち下さい。そのまますいません。・・

１Ｆさん聞こえますか。福島第一さん。聞こえますか。

福島第一さん、聞こえますか？

本店さん。本店さん。福島第一です。

申し訳ありません。会議中と伺いまして。申し訳ありません。ちょっと、高橋フェローのほう

と、それから保安のほうで、ちょっとどうしてもお話をしたいことっていうんで。５分程度お

付き合い下さい。申し訳ありません。お願いします。

あの、私からは簡単です。え今夜と明日のちょっと天気予報を伝えときます。今夜はあの曇り

で弱い雨が降って、え明日の日中は雨となる見込みだということです。という、ということで、

ちょっとあの被ばく関係が気になりますんで、一応天気予報をお伝えしときます。

ありがとうございました。じゃあ保安班のほうからちょっと手短にお願いします。

はい。はいあのー本店保安班からですね、あのー個人線量を管理してくれとのあのお願いがあ

りまして。えっとご説明さして頂きます。あの書画のほうで、えっとーフローを示しておりま

あのー個人線量のですね。内部被ばくの管理についてでございます。で、えっとー今あの、個

人の線量限度がですね、２５０ミリシーベルト、事故時に対応して２５０ミリシーベルトとい

う限度になってございますけども、それを確実に越えないという管理をしていく為にですね、

あの外部被ばくで１００ミリシーベルトを越え、た、あの作業員の方につきましては、あの、

えーホールボディカウンタによるですね、内部被ばくの測定をしてですね、あの現在の線量が、

個人線量がどこにどの辺になってるかっていうのを確認をする、え確認をしてあの管理してい

と思っております。 

はい、はい、すいません。本店さん。本店さん。この資料については先ほどこちらサイト内で

も配られまして、サイトの保安班のほうから、えー皆さんに説明がありましたので、ここでの

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容

県庁の、このセンターのほうで、あのー対応します。はいフォローします。

じゃあ、本店内各班。すいません。代表か、あるいは代理の方お席にお戻り下さい。お願いし

ます。えー本店の中の各班。班長かあるいは代理の方、お席にお着き下さい。お願いします。

えっと、明日の予定をですね。もう一度ちょっとお話しますけども。その前にちょっと言い漏

らしが一つ出ましたんでですね。サイトとの間で一つ共有をしたいことがあります。５分程度

やらして頂きます。１Ｆさん。２Ｆさん。１Ｆさん。聞こえてますよね？１Ｆさん。聞こえて

ますか？福島第一さん。聞こえてますか？［マイク外：本店：●●：オペレーター、ちょっと

れる？］福島第一さん。テレビ会議聞こえてますか？

福島第二さん。オーケーですね。福島第一は聞こえておりますか？えっと、オフサイトセンタ

ありがとうございます。Ｊヴィレッジさん。大丈夫ですね。

て下さい。ちょっと待って下さい。福島第一さん。聞こえておりますか？ちょっと今、福島第

一に連絡を取ってますんでお待ち下さい。福島第一さん。聞こえておりますか。

え皆さん。すいません。福島第一通信確認までちょっとお待ち下さい。そのまますいません。・・

１Ｆさん聞こえますか。福島第一さん。聞こえますか。

福島第一さん、聞こえますか？ 

本店さん。本店さん。福島第一です。 

申し訳ありません。会議中と伺いまして。申し訳ありません。ちょっと、高橋フェローのほう

と、それから保安のほうで、ちょっとどうしてもお話をしたいことっていうんで。５分程度お

付き合い下さい。申し訳ありません。お願いします。

あの、私からは簡単です。え今夜と明日のちょっと天気予報を伝えときます。今夜はあの曇り

で弱い雨が降って、え明日の日中は雨となる見込みだということです。という、ということで、

ちょっとあの被ばく関係が気になりますんで、一応天気予報をお伝えしときます。

ありがとうございました。じゃあ保安班のほうからちょっと手短にお願いします。

はい。はいあのー本店保安班からですね、あのー個人線量を管理してくれとのあのお願いがあ

りまして。えっとご説明さして頂きます。あの書画のほうで、えっとーフローを示しておりま

あのー個人線量のですね。内部被ばくの管理についてでございます。で、えっとー今あの、個

人の線量限度がですね、２５０ミリシーベルト、事故時に対応して２５０ミリシーベルトとい

う限度になってございますけども、それを確実に越えないという管理をしていく為にですね、

あの外部被ばくで１００ミリシーベルトを越え、た、あの作業員の方につきましては、あの、

えーホールボディカウンタによるですね、内部被ばくの測定をしてですね、あの現在の線量が、

個人線量がどこにどの辺になってるかっていうのを確認をする、え確認をしてあの管理してい

 

はい、はい、すいません。本店さん。本店さん。この資料については先ほどこちらサイト内で

も配られまして、サイトの保安班のほうから、えー皆さんに説明がありましたので、ここでの

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

発言内容 

県庁の、このセンターのほうで、あのー対応します。はいフォローします。

じゃあ、本店内各班。すいません。代表か、あるいは代理の方お席にお戻り下さい。お願いし

ます。えー本店の中の各班。班長かあるいは代理の方、お席にお着き下さい。お願いします。

えっと、明日の予定をですね。もう一度ちょっとお話しますけども。その前にちょっと言い漏

らしが一つ出ましたんでですね。サイトとの間で一つ共有をしたいことがあります。５分程度

やらして頂きます。１Ｆさん。２Ｆさん。１Ｆさん。聞こえてますよね？１Ｆさん。聞こえて

ますか？福島第一さん。聞こえてますか？［マイク外：本店：●●：オペレーター、ちょっと

れる？］福島第一さん。テレビ会議聞こえてますか？

福島第二さん。オーケーですね。福島第一は聞こえておりますか？えっと、オフサイトセンタ

ありがとうございます。Ｊヴィレッジさん。大丈夫ですね。

て下さい。ちょっと待って下さい。福島第一さん。聞こえておりますか？ちょっと今、福島第

一に連絡を取ってますんでお待ち下さい。福島第一さん。聞こえておりますか。

え皆さん。すいません。福島第一通信確認までちょっとお待ち下さい。そのまますいません。・・

１Ｆさん聞こえますか。福島第一さん。聞こえますか。 

申し訳ありません。会議中と伺いまして。申し訳ありません。ちょっと、高橋フェローのほう

と、それから保安のほうで、ちょっとどうしてもお話をしたいことっていうんで。５分程度お

付き合い下さい。申し訳ありません。お願いします。 

あの、私からは簡単です。え今夜と明日のちょっと天気予報を伝えときます。今夜はあの曇り

で弱い雨が降って、え明日の日中は雨となる見込みだということです。という、ということで、

ちょっとあの被ばく関係が気になりますんで、一応天気予報をお伝えしときます。

ありがとうございました。じゃあ保安班のほうからちょっと手短にお願いします。

はい。はいあのー本店保安班からですね、あのー個人線量を管理してくれとのあのお願いがあ

りまして。えっとご説明さして頂きます。あの書画のほうで、えっとーフローを示しておりま

あのー個人線量のですね。内部被ばくの管理についてでございます。で、えっとー今あの、個

人の線量限度がですね、２５０ミリシーベルト、事故時に対応して２５０ミリシーベルトとい

う限度になってございますけども、それを確実に越えないという管理をしていく為にですね、
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えーホールボディカウンタによるですね、内部被ばくの測定をしてですね、あの現在の線量が、

個人線量がどこにどの辺になってるかっていうのを確認をする、え確認をしてあの管理してい

はい、はい、すいません。本店さん。本店さん。この資料については先ほどこちらサイト内で
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説明は、ええ、結構です。

了解しました。はい。了解しました。２Ｆさんいかがですか？大丈夫ですか？

ええ。２Ｆも個別に聞きますから大丈夫です。

ありがとうございました。それでは、あのーあとは武黒ー本部長のほうから、ちょっと、あの

あし、明日の１０時の件だけちょっと。すいません。

そうですね、えーっと今あの、そう、あの相談を致しまして、明日１０時からこの全体会議を

またやりたいと思ってます。

で日頃の全体会議は、えーどうしても今までのそのプラントの状況や、あー外部の状況などが

ありましたので、えーその日どうかとか、あー明日どうかということをやるのが精一杯で、え

ー全体として先がどうなるだろうか、あるいはどうしてったらいいだろうかとか、えそのため

にはどんな課題があるか、どうやって克服してったらいいかという議論ってのは、なかなかす

る機会がありませんでした。ま、そのために、逆に言うと十分東電の持ってる十分な総合力が

発揮しにくいという面もあったのかもしれません。まあ、私も全あのえー全体の取りまとめを

仰せつかっていながら、なかなか力不足で皆さんに迷惑をかけてる、うーのかなと思います。

えーそこで、えーやっとまあ、プラントも、今日はやや３号でちょっと動きがありましたけど

も、一応、早めの対応でそれなりにコントロールする状況が出来ているという風に思いますし、

えー各、あの班さんの大変なご尽力によりまして徐々に電源ですとか、その他のーかん、事柄

がだいぶ整備されて、かなり、えーこう全体としてはまとまった対応が出来るようになってき

てる。あるいは、これからはいよいよ水や電源を生かして、えまぁ発電あの設備を有効に活用

して、よりプラ

のま危機対応の中でも初期的な対応から、えー少しずつ全体を収束させ、ていくプロセスに移

っていくのかなと思っ、そういう切り替えの時期かなと思いますので、え会長とも相談を致し

まして、明日はえーこれから先１週間ぐらい、せめて１週間ぐらいを見越した。えーどういう

風に対応してくかということを中心にした話をしたいという風に考えております。えー特にそ

うなると、復旧班の、え活動というのが中心になると思いますので、えー●●にはそのための

資料作りなどもお願いを

お気づきの点があれば、併せて、えーその場でえーご紹介を頂ければと思いますが。一応、明

日はえー会長。いつもの会長や海江田大臣、細野補佐官に加えまして、社長にもお出で頂くよ

うにという風に考えております。えしたがって、皆さんにも、おーこれまでの、あの、まえー

経緯、いろいろありましたけれども、えーこれからどうなってくんだというすが、姿を中心に

してえー、なお一層、この難局を乗り切る、そのコアとなるような力を明確にしていくという

場にしたいという風に考えており

１Ｆさん。よろしいですか。

はい。よろしくお願い致します。

２Ｆさんも了解でしょうか。

はい。２Ｆ了解しました。よろしくお願い致します。

２サイトには、ちょっと１週間見越して、何かあれば是非その場でも出して頂きたいと思いま

す。 

はい。お話さして頂きます。

それでは、あ、あの本店の中の情報共有を最後にして、と思います。サイトさん、ご迷惑をお

かけしました。ありがとうございました。オフサイトセンター、Ｊヴィレッジありがとうござ

いました。すいませんでした。

どうもお疲れ様でした。

ありがとうございました。
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えっと。それでは本店。あ武黒本部長どうぞ。もう、もうどうぞ。はい。えっとそれでは、中

で。ちょっと今、私も口ごもってたのは、最後あの武黒さんのほうから社長という言葉も出ま

したんで、あの、少し気楽に話しますけども。あの少し座席を整理してですね。ここ少し広げ

たいなーという風に思っていますのと。ちょうどこのチャンスですので、あのー前から、班の

ことについてですね。内々ではあの各班に個別にお願いしておりました。まず、一つは情報班

ですけども。おーこれは、実はあの一般的な非常災害と、それから原子力の緊急時体制とか、

実は混じり合った班構成になっているので、情報班も原子力情報班と、それから一般的な情報

班、第一と第二が全部混在しています。で実質的には少し整理はして頂きましたけど。情報班

第一は、あー需給のほうの会議もずっと平行して続いておりますので、そちらのほうにあの勢

力をほとんどお使いになってるのが実情であろうかと思いますので、この会議とのつなぎと申

しますか、あーそのこちらの情報を需給のほうに伝えて頂くなり、あるいは、需給のほうの対

策のほうから、こちらへの、なにか伝伝達事がある場合にお話が出来るような体制を取って頂

ければですね、具

一緒に合同でやんなくちゃいけない時に、すぐに動けるような構えであってさえ頂ければ、あ

こちらにずっと詰めて頂くことは、それは必要ないかなと思っております。その分、原子力情

報班のほうにあの情報関係を集約してですね、えーそちらとよく相談の上で体制のその合理的

な運用について心がけて頂ければと思います。情報班第二については、あこちらあの総務班と

ほとんど総合運用がもう効いておりますので、えそこの前の座席もですね、総務班の座席一つ

を時々に応じて情報班第二

関係は後ろに、えーいなくちゃいけない座席が出来るのかもしれません。そこはあのペーパー

でも貼って頂いてですね、なんとか班専用とかいう風にしてですね、後ろの座席を確あの確保

するなどして、えその前の座席は原子力情報班と、それから総務班との２つにちょっと整理を

致しまして、毎回、毎回の会議でご負担をかけるところをちょっと絞りたいと思います。それ

から工務、配電、それから火力さん。あ、あの、火力さん、特にまだご関係が深いんですけど

も。あのー工務、配電については工

バーについても十分考えて頂きまして。ただ、明日１０時は、あーちょっと今までの総括もあ

るようですから、ちょっとご配慮をお願いしたいと思います。で他の班は個別には申し上げま

せんですけれども。あのー必要に応じて、えー十分な力を出して頂ければ、その前の座席に座

る方についてはよくご人選を頂いて、え適宜と思います。あの－ただ全体会議するときには、

座席を埋めて頂きたいことと。この１週間、１０日でわかるように原子力がどんどん動いてい

く時にですね、やはり情報がどんどん流れて

その席は埋めといて頂くように。これ、あの、社長のご指示でもございました。そこを是非お

願いしたいと思います。ちょっと、長々としゃべりましたけど、ちょっと、今のように合理的

には、これ縮小では決してなくて、合理的な運用という中で少し整理をかけました上で、こち

らのお席、えー海江田大臣やあ細野さんや、あーいろんなかたがお座りになんな、なってご支

援頂かなくては、今まわらない状況で、そこにまた、あの社長にも、明日は特にちょっと来て

頂くということでありますので、是非ご協力をお願

ついでですからいたしましょう。私のほうから以上で。ご質問等あればお受け致しますがいか

がでしょうか。

一つだけいいですか。ちょっと、この後ろの席に、けっこう他の部の傍聴のかたがいっつも一

杯いてですね。なかなか混雑して通れないとこあるんで、その辺をちょっとそろそろ整理をし

たほうがいいかなと思ってるんですけど。

わかりました。これ、総務班さん相談に乗って頂いていいですか。

はい。了解です。

しつけは確か総務班の。違ったっけ。ちょっと＊＊

はい。対応します。

そうですねはい。あ、あとはよろしいですか。すいません。ちょっと。はい。どうぞ。どうぞ。

はい。どうぞ。

保安班の●●と申しますけども。あの先ほどちょっと説明しかけましたあのえっと内部被ばく

を計るホールボディカウンタですけども。あの、えー原子力機構さんのほうにですね、からあ

の、えー、ホールボディ、ホールボディ車ということで、えっとそれをあの使って、え、オペ

レーターも込みでですね。あのお借りすることが、になりました。のであの先方によくお礼を

言っときたいと思います。以上、紹介でございます。

ありがとうございました。それじゃあ、これで終了したいと思いますが、あの最後までお残り

頂いたので、せっかくですから会長から最後に、あの一言頂ければーと思います。お願いしま

す。 
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えっと。それでは本店。あ武黒本部長どうぞ。もう、もうどうぞ。はい。えっとそれでは、中

で。ちょっと今、私も口ごもってたのは、最後あの武黒さんのほうから社長という言葉も出ま

したんで、あの、少し気楽に話しますけども。あの少し座席を整理してですね。ここ少し広げ

たいなーという風に思っていますのと。ちょうどこのチャンスですので、あのー前から、班の

ことについてですね。内々ではあの各班に個別にお願いしておりました。まず、一つは情報班

ですけども。おーこれは、実はあの一般的な非常災害と、それから原子力の緊急時体制とか、

り合った班構成になっているので、情報班も原子力情報班と、それから一般的な情報

班、第一と第二が全部混在しています。で実質的には少し整理はして頂きましたけど。情報班

第一は、あー需給のほうの会議もずっと平行して続いておりますので、そちらのほうにあの勢

力をほとんどお使いになってるのが実情であろうかと思いますので、この会議とのつなぎと申

しますか、あーそのこちらの情報を需給のほうに伝えて頂くなり、あるいは、需給のほうの対

策のほうから、こちらへの、なにか伝伝達事がある場合にお話が出来るような体制を取って頂

ければですね、具体的にはあ１名、２名、えー代表を出して頂いてつなぎを取って頂き、また

一緒に合同でやんなくちゃいけない時に、すぐに動けるような構えであってさえ頂ければ、あ

こちらにずっと詰めて頂くことは、それは必要ないかなと思っております。その分、原子力情

報班のほうにあの情報関係を集約してですね、えーそちらとよく相談の上で体制のその合理的

な運用について心がけて頂ければと思います。情報班第二については、あこちらあの総務班と

ほとんど総合運用がもう効いておりますので、えそこの前の座席もですね、総務班の座席一つ

を時々に応じて情報班第二と総務で使い分けて頂いて結構でございます。でその分、情報班の

関係は後ろに、えーいなくちゃいけない座席が出来るのかもしれません。そこはあのペーパー

でも貼って頂いてですね、なんとか班専用とかいう風にしてですね、後ろの座席を確あの確保

するなどして、えその前の座席は原子力情報班と、それから総務班との２つにちょっと整理を

致しまして、毎回、毎回の会議でご負担をかけるところをちょっと絞りたいと思います。それ

から工務、配電、それから火力さん。あ、あの、火力さん、特にまだご関係が深いんですけど

も。あのー工務、配電については工

バーについても十分考えて頂きまして。ただ、明日１０時は、あーちょっと今までの総括もあ

るようですから、ちょっとご配慮をお願いしたいと思います。で他の班は個別には申し上げま

せんですけれども。あのー必要に応じて、えー十分な力を出して頂ければ、その前の座席に座

る方についてはよくご人選を頂いて、え適宜と思います。あの－ただ全体会議するときには、

座席を埋めて頂きたいことと。この１週間、１０日でわかるように原子力がどんどん動いてい

く時にですね、やはり情報がどんどん流れて

その席は埋めといて頂くように。これ、あの、社長のご指示でもございました。そこを是非お

願いしたいと思います。ちょっと、長々としゃべりましたけど、ちょっと、今のように合理的

には、これ縮小では決してなくて、合理的な運用という中で少し整理をかけました上で、こち

らのお席、えー海江田大臣やあ細野さんや、あーいろんなかたがお座りになんな、なってご支

援頂かなくては、今まわらない状況で、そこにまた、あの社長にも、明日は特にちょっと来て

頂くということでありますので、是非ご協力をお願

ついでですからいたしましょう。私のほうから以上で。ご質問等あればお受け致しますがいか

がでしょうか。 

一つだけいいですか。ちょっと、この後ろの席に、けっこう他の部の傍聴のかたがいっつも一

杯いてですね。なかなか混雑して通れないとこあるんで、その辺をちょっとそろそろ整理をし

たほうがいいかなと思ってるんですけど。

わかりました。これ、総務班さん相談に乗って頂いていいですか。

はい。了解です。 

しつけは確か総務班の。違ったっけ。ちょっと＊＊

はい。対応します。 

そうですねはい。あ、あとはよろしいですか。すいません。ちょっと。はい。どうぞ。どうぞ。

はい。どうぞ。 

保安班の●●と申しますけども。あの先ほどちょっと説明しかけましたあのえっと内部被ばく

を計るホールボディカウンタですけども。あの、えー原子力機構さんのほうにですね、からあ

の、えー、ホールボディ、ホールボディ車ということで、えっとそれをあの使って、え、オペ

レーターも込みでですね。あのお借りすることが、になりました。のであの先方によくお礼を

言っときたいと思います。以上、紹介でございます。

ありがとうございました。それじゃあ、これで終了したいと思いますが、あの最後までお残り

せっかくですから会長から最後に、あの一言頂ければーと思います。お願いしま
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一緒に合同でやんなくちゃいけない時に、すぐに動けるような構えであってさえ頂ければ、あ

こちらにずっと詰めて頂くことは、それは必要ないかなと思っております。その分、原子力情
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と総務で使い分けて頂いて結構でございます。でその分、情報班の

関係は後ろに、えーいなくちゃいけない座席が出来るのかもしれません。そこはあのペーパー

でも貼って頂いてですね、なんとか班専用とかいう風にしてですね、後ろの座席を確あの確保

するなどして、えその前の座席は原子力情報班と、それから総務班との２つにちょっと整理を

致しまして、毎回、毎回の会議でご負担をかけるところをちょっと絞りたいと思います。それ

から工務、配電、それから火力さん。あ、あの、火力さん、特にまだご関係が深いんですけど

も。あのー工務、配電については工事が、本工事が大体終了したこともありまして、あのメン

バーについても十分考えて頂きまして。ただ、明日１０時は、あーちょっと今までの総括もあ

るようですから、ちょっとご配慮をお願いしたいと思います。で他の班は個別には申し上げま

せんですけれども。あのー必要に応じて、えー十分な力を出して頂ければ、その前の座席に座

る方についてはよくご人選を頂いて、え適宜と思います。あの－ただ全体会議するときには、
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願いしたいと思います。ちょっと、長々としゃべりましたけど、ちょっと、今のように合理的

には、これ縮小では決してなくて、合理的な運用という中で少し整理をかけました上で、こち

らのお席、えー海江田大臣やあ細野さんや、あーいろんなかたがお座りになんな、なってご支

援頂かなくては、今まわらない状況で、そこにまた、あの社長にも、明日は特にちょっと来て

頂くということでありますので、是非ご協力をお願

ついでですからいたしましょう。私のほうから以上で。ご質問等あればお受け致しますがいか

一つだけいいですか。ちょっと、この後ろの席に、けっこう他の部の傍聴のかたがいっつも一

杯いてですね。なかなか混雑して通れないとこあるんで、その辺をちょっとそろそろ整理をし

たほうがいいかなと思ってるんですけど。 

わかりました。これ、総務班さん相談に乗って頂いていいですか。

しつけは確か総務班の。違ったっけ。ちょっと＊＊

そうですねはい。あ、あとはよろしいですか。すいません。ちょっと。はい。どうぞ。どうぞ。

保安班の●●と申しますけども。あの先ほどちょっと説明しかけましたあのえっと内部被ばく

を計るホールボディカウンタですけども。あの、えー原子力機構さんのほうにですね、からあ

の、えー、ホールボディ、ホールボディ車ということで、えっとそれをあの使って、え、オペ

レーターも込みでですね。あのお借りすることが、になりました。のであの先方によくお礼を

言っときたいと思います。以上、紹介でございます。

ありがとうございました。それじゃあ、これで終了したいと思いますが、あの最後までお残り

せっかくですから会長から最後に、あの一言頂ければーと思います。お願いしま
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したんで、あの、少し気楽に話しますけども。あの少し座席を整理してですね。ここ少し広げ

たいなーという風に思っていますのと。ちょうどこのチャンスですので、あのー前から、班の

ことについてですね。内々ではあの各班に個別にお願いしておりました。まず、一つは情報班

ですけども。おーこれは、実はあの一般的な非常災害と、それから原子力の緊急時体制とか、

り合った班構成になっているので、情報班も原子力情報班と、それから一般的な情報

班、第一と第二が全部混在しています。で実質的には少し整理はして頂きましたけど。情報班

第一は、あー需給のほうの会議もずっと平行して続いておりますので、そちらのほうにあの勢

力をほとんどお使いになってるのが実情であろうかと思いますので、この会議とのつなぎと申

しますか、あーそのこちらの情報を需給のほうに伝えて頂くなり、あるいは、需給のほうの対

策のほうから、こちらへの、なにか伝伝達事がある場合にお話が出来るような体制を取って頂

体的にはあ１名、２名、えー代表を出して頂いてつなぎを取って頂き、また

一緒に合同でやんなくちゃいけない時に、すぐに動けるような構えであってさえ頂ければ、あ

こちらにずっと詰めて頂くことは、それは必要ないかなと思っております。その分、原子力情

報班のほうにあの情報関係を集約してですね、えーそちらとよく相談の上で体制のその合理的

な運用について心がけて頂ければと思います。情報班第二については、あこちらあの総務班と

ほとんど総合運用がもう効いておりますので、えそこの前の座席もですね、総務班の座席一つ

と総務で使い分けて頂いて結構でございます。でその分、情報班の

関係は後ろに、えーいなくちゃいけない座席が出来るのかもしれません。そこはあのペーパー

でも貼って頂いてですね、なんとか班専用とかいう風にしてですね、後ろの座席を確あの確保

するなどして、えその前の座席は原子力情報班と、それから総務班との２つにちょっと整理を

致しまして、毎回、毎回の会議でご負担をかけるところをちょっと絞りたいと思います。それ

から工務、配電、それから火力さん。あ、あの、火力さん、特にまだご関係が深いんですけど

事が、本工事が大体終了したこともありまして、あのメン

バーについても十分考えて頂きまして。ただ、明日１０時は、あーちょっと今までの総括もあ

るようですから、ちょっとご配慮をお願いしたいと思います。で他の班は個別には申し上げま

せんですけれども。あのー必要に応じて、えー十分な力を出して頂ければ、その前の座席に座

る方についてはよくご人選を頂いて、え適宜と思います。あの－ただ全体会議するときには、

座席を埋めて頂きたいことと。この１週間、１０日でわかるように原子力がどんどん動いてい

く時にですね、やはり情報がどんどん流れて参りますので、えー代理のかたでも結構ですので、
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願いしたいと思います。ちょっと、長々としゃべりましたけど、ちょっと、今のように合理的

には、これ縮小では決してなくて、合理的な運用という中で少し整理をかけました上で、こち

らのお席、えー海江田大臣やあ細野さんや、あーいろんなかたがお座りになんな、なってご支

援頂かなくては、今まわらない状況で、そこにまた、あの社長にも、明日は特にちょっと来て

頂くということでありますので、是非ご協力をお願いします。併せて、ちょっと整理整頓を、

ついでですからいたしましょう。私のほうから以上で。ご質問等あればお受け致しますがいか

一つだけいいですか。ちょっと、この後ろの席に、けっこう他の部の傍聴のかたがいっつも一

杯いてですね。なかなか混雑して通れないとこあるんで、その辺をちょっとそろそろ整理をし
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言っときたいと思います。以上、紹介でございます。 

ありがとうございました。それじゃあ、これで終了したいと思いますが、あの最後までお残り

せっかくですから会長から最後に、あの一言頂ければーと思います。お願いしま

４号機プールへの放水、１号機の原子炉温度計が復旧

 

えっと。それでは本店。あ武黒本部長どうぞ。もう、もうどうぞ。はい。えっとそれでは、中

で。ちょっと今、私も口ごもってたのは、最後あの武黒さんのほうから社長という言葉も出ま

したんで、あの、少し気楽に話しますけども。あの少し座席を整理してですね。ここ少し広げ

たいなーという風に思っていますのと。ちょうどこのチャンスですので、あのー前から、班の

ことについてですね。内々ではあの各班に個別にお願いしておりました。まず、一つは情報班

ですけども。おーこれは、実はあの一般的な非常災害と、それから原子力の緊急時体制とか、

り合った班構成になっているので、情報班も原子力情報班と、それから一般的な情報

班、第一と第二が全部混在しています。で実質的には少し整理はして頂きましたけど。情報班

第一は、あー需給のほうの会議もずっと平行して続いておりますので、そちらのほうにあの勢

力をほとんどお使いになってるのが実情であろうかと思いますので、この会議とのつなぎと申

しますか、あーそのこちらの情報を需給のほうに伝えて頂くなり、あるいは、需給のほうの対

策のほうから、こちらへの、なにか伝伝達事がある場合にお話が出来るような体制を取って頂

体的にはあ１名、２名、えー代表を出して頂いてつなぎを取って頂き、また

一緒に合同でやんなくちゃいけない時に、すぐに動けるような構えであってさえ頂ければ、あ

こちらにずっと詰めて頂くことは、それは必要ないかなと思っております。その分、原子力情

報班のほうにあの情報関係を集約してですね、えーそちらとよく相談の上で体制のその合理的

な運用について心がけて頂ければと思います。情報班第二については、あこちらあの総務班と

ほとんど総合運用がもう効いておりますので、えそこの前の座席もですね、総務班の座席一つ

と総務で使い分けて頂いて結構でございます。でその分、情報班の

関係は後ろに、えーいなくちゃいけない座席が出来るのかもしれません。そこはあのペーパー

でも貼って頂いてですね、なんとか班専用とかいう風にしてですね、後ろの座席を確あの確保

するなどして、えその前の座席は原子力情報班と、それから総務班との２つにちょっと整理を

致しまして、毎回、毎回の会議でご負担をかけるところをちょっと絞りたいと思います。それ

から工務、配電、それから火力さん。あ、あの、火力さん、特にまだご関係が深いんですけど

事が、本工事が大体終了したこともありまして、あのメン

バーについても十分考えて頂きまして。ただ、明日１０時は、あーちょっと今までの総括もあ

るようですから、ちょっとご配慮をお願いしたいと思います。で他の班は個別には申し上げま
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らのお席、えー海江田大臣やあ細野さんや、あーいろんなかたがお座りになんな、なってご支

援頂かなくては、今まわらない状況で、そこにまた、あの社長にも、明日は特にちょっと来て

いします。併せて、ちょっと整理整頓を、

ついでですからいたしましょう。私のほうから以上で。ご質問等あればお受け致しますがいか

一つだけいいですか。ちょっと、この後ろの席に、けっこう他の部の傍聴のかたがいっつも一

杯いてですね。なかなか混雑して通れないとこあるんで、その辺をちょっとそろそろ整理をし

わかりました。これ、総務班さん相談に乗って頂いていいですか。 

そうですねはい。あ、あとはよろしいですか。すいません。ちょっと。はい。どうぞ。どうぞ。

保安班の●●と申しますけども。あの先ほどちょっと説明しかけましたあのえっと内部被ばく

を計るホールボディカウンタですけども。あの、えー原子力機構さんのほうにですね、からあ

の、えー、ホールボディ、ホールボディ車ということで、えっとそれをあの使って、え、オペ

レーターも込みでですね。あのお借りすることが、になりました。のであの先方によくお礼を

ありがとうございました。それじゃあ、これで終了したいと思いますが、あの最後までお残り

せっかくですから会長から最後に、あの一言頂ければーと思います。お願いしま
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えっと。それでは本店。あ武黒本部長どうぞ。もう、もうどうぞ。はい。えっとそれでは、中

で。ちょっと今、私も口ごもってたのは、最後あの武黒さんのほうから社長という言葉も出ま

したんで、あの、少し気楽に話しますけども。あの少し座席を整理してですね。ここ少し広げ

たいなーという風に思っていますのと。ちょうどこのチャンスですので、あのー前から、班の

ことについてですね。内々ではあの各班に個別にお願いしておりました。まず、一つは情報班

ですけども。おーこれは、実はあの一般的な非常災害と、それから原子力の緊急時体制とか、

り合った班構成になっているので、情報班も原子力情報班と、それから一般的な情報

班、第一と第二が全部混在しています。で実質的には少し整理はして頂きましたけど。情報班

第一は、あー需給のほうの会議もずっと平行して続いておりますので、そちらのほうにあの勢

力をほとんどお使いになってるのが実情であろうかと思いますので、この会議とのつなぎと申

しますか、あーそのこちらの情報を需給のほうに伝えて頂くなり、あるいは、需給のほうの対

策のほうから、こちらへの、なにか伝伝達事がある場合にお話が出来るような体制を取って頂

体的にはあ１名、２名、えー代表を出して頂いてつなぎを取って頂き、また

一緒に合同でやんなくちゃいけない時に、すぐに動けるような構えであってさえ頂ければ、あ

こちらにずっと詰めて頂くことは、それは必要ないかなと思っております。その分、原子力情

報班のほうにあの情報関係を集約してですね、えーそちらとよく相談の上で体制のその合理的

な運用について心がけて頂ければと思います。情報班第二については、あこちらあの総務班と

ほとんど総合運用がもう効いておりますので、えそこの前の座席もですね、総務班の座席一つ

と総務で使い分けて頂いて結構でございます。でその分、情報班の

関係は後ろに、えーいなくちゃいけない座席が出来るのかもしれません。そこはあのペーパー

でも貼って頂いてですね、なんとか班専用とかいう風にしてですね、後ろの座席を確あの確保

するなどして、えその前の座席は原子力情報班と、それから総務班との２つにちょっと整理を

致しまして、毎回、毎回の会議でご負担をかけるところをちょっと絞りたいと思います。それ

から工務、配電、それから火力さん。あ、あの、火力さん、特にまだご関係が深いんですけど

事が、本工事が大体終了したこともありまして、あのメン

バーについても十分考えて頂きまして。ただ、明日１０時は、あーちょっと今までの総括もあ

るようですから、ちょっとご配慮をお願いしたいと思います。で他の班は個別には申し上げま

せんですけれども。あのー必要に応じて、えー十分な力を出して頂ければ、その前の座席に座

る方についてはよくご人選を頂いて、え適宜と思います。あの－ただ全体会議するときには、

座席を埋めて頂きたいことと。この１週間、１０日でわかるように原子力がどんどん動いてい

参りますので、えー代理のかたでも結構ですので、

その席は埋めといて頂くように。これ、あの、社長のご指示でもございました。そこを是非お

願いしたいと思います。ちょっと、長々としゃべりましたけど、ちょっと、今のように合理的

には、これ縮小では決してなくて、合理的な運用という中で少し整理をかけました上で、こち

らのお席、えー海江田大臣やあ細野さんや、あーいろんなかたがお座りになんな、なってご支

援頂かなくては、今まわらない状況で、そこにまた、あの社長にも、明日は特にちょっと来て

いします。併せて、ちょっと整理整頓を、

ついでですからいたしましょう。私のほうから以上で。ご質問等あればお受け致しますがいか

一つだけいいですか。ちょっと、この後ろの席に、けっこう他の部の傍聴のかたがいっつも一

杯いてですね。なかなか混雑して通れないとこあるんで、その辺をちょっとそろそろ整理をし

そうですねはい。あ、あとはよろしいですか。すいません。ちょっと。はい。どうぞ。どうぞ。

保安班の●●と申しますけども。あの先ほどちょっと説明しかけましたあのえっと内部被ばく

を計るホールボディカウンタですけども。あの、えー原子力機構さんのほうにですね、からあ

の、えー、ホールボディ、ホールボディ車ということで、えっとそれをあの使って、え、オペ

レーターも込みでですね。あのお借りすることが、になりました。のであの先方によくお礼を

ありがとうございました。それじゃあ、これで終了したいと思いますが、あの最後までお残り

せっかくですから会長から最後に、あの一言頂ければーと思います。お願いしま

） 

 

えっと。それでは本店。あ武黒本部長どうぞ。もう、もうどうぞ。はい。えっとそれでは、中

で。ちょっと今、私も口ごもってたのは、最後あの武黒さんのほうから社長という言葉も出ま

したんで、あの、少し気楽に話しますけども。あの少し座席を整理してですね。ここ少し広げ

たいなーという風に思っていますのと。ちょうどこのチャンスですので、あのー前から、班の

ことについてですね。内々ではあの各班に個別にお願いしておりました。まず、一つは情報班

ですけども。おーこれは、実はあの一般的な非常災害と、それから原子力の緊急時体制とか、

り合った班構成になっているので、情報班も原子力情報班と、それから一般的な情報

班、第一と第二が全部混在しています。で実質的には少し整理はして頂きましたけど。情報班

第一は、あー需給のほうの会議もずっと平行して続いておりますので、そちらのほうにあの勢

力をほとんどお使いになってるのが実情であろうかと思いますので、この会議とのつなぎと申

しますか、あーそのこちらの情報を需給のほうに伝えて頂くなり、あるいは、需給のほうの対

策のほうから、こちらへの、なにか伝伝達事がある場合にお話が出来るような体制を取って頂

体的にはあ１名、２名、えー代表を出して頂いてつなぎを取って頂き、また

一緒に合同でやんなくちゃいけない時に、すぐに動けるような構えであってさえ頂ければ、あ

こちらにずっと詰めて頂くことは、それは必要ないかなと思っております。その分、原子力情

報班のほうにあの情報関係を集約してですね、えーそちらとよく相談の上で体制のその合理的

な運用について心がけて頂ければと思います。情報班第二については、あこちらあの総務班と

ほとんど総合運用がもう効いておりますので、えそこの前の座席もですね、総務班の座席一つ

と総務で使い分けて頂いて結構でございます。でその分、情報班の

関係は後ろに、えーいなくちゃいけない座席が出来るのかもしれません。そこはあのペーパー

でも貼って頂いてですね、なんとか班専用とかいう風にしてですね、後ろの座席を確あの確保

するなどして、えその前の座席は原子力情報班と、それから総務班との２つにちょっと整理を

致しまして、毎回、毎回の会議でご負担をかけるところをちょっと絞りたいと思います。それ

から工務、配電、それから火力さん。あ、あの、火力さん、特にまだご関係が深いんですけど

事が、本工事が大体終了したこともありまして、あのメン

バーについても十分考えて頂きまして。ただ、明日１０時は、あーちょっと今までの総括もあ

るようですから、ちょっとご配慮をお願いしたいと思います。で他の班は個別には申し上げま

せんですけれども。あのー必要に応じて、えー十分な力を出して頂ければ、その前の座席に座

る方についてはよくご人選を頂いて、え適宜と思います。あの－ただ全体会議するときには、

座席を埋めて頂きたいことと。この１週間、１０日でわかるように原子力がどんどん動いてい

参りますので、えー代理のかたでも結構ですので、

その席は埋めといて頂くように。これ、あの、社長のご指示でもございました。そこを是非お

願いしたいと思います。ちょっと、長々としゃべりましたけど、ちょっと、今のように合理的

には、これ縮小では決してなくて、合理的な運用という中で少し整理をかけました上で、こち

らのお席、えー海江田大臣やあ細野さんや、あーいろんなかたがお座りになんな、なってご支

援頂かなくては、今まわらない状況で、そこにまた、あの社長にも、明日は特にちょっと来て

いします。併せて、ちょっと整理整頓を、

ついでですからいたしましょう。私のほうから以上で。ご質問等あればお受け致しますがいか

一つだけいいですか。ちょっと、この後ろの席に、けっこう他の部の傍聴のかたがいっつも一

杯いてですね。なかなか混雑して通れないとこあるんで、その辺をちょっとそろそろ整理をし

そうですねはい。あ、あとはよろしいですか。すいません。ちょっと。はい。どうぞ。どうぞ。

保安班の●●と申しますけども。あの先ほどちょっと説明しかけましたあのえっと内部被ばく

を計るホールボディカウンタですけども。あの、えー原子力機構さんのほうにですね、からあ

の、えー、ホールボディ、ホールボディ車ということで、えっとそれをあの使って、え、オペ

レーターも込みでですね。あのお借りすることが、になりました。のであの先方によくお礼を

ありがとうございました。それじゃあ、これで終了したいと思いますが、あの最後までお残り

せっかくですから会長から最後に、あの一言頂ければーと思います。お願いしま



 

時刻 

23:12 

 

23:13 

 

 

東京電力 

 

 場所

本店 

本店 

<発話場所不

明/非公開

オフサイトセ

ンター 

 テレビ会議

 

場所 発言者

勝俣会長

 

発話場所不

非公開> 
 

オフサイトセ

 

高津常務

テレビ会議 2011 年 3

 

発言者  

勝俣会長  

 

 

高津常務  

3 月 20 日 （

 

し,ご苦労様です。えー、皆さん方の踏ん張りと、海江田大臣、細野補佐官始め、強烈な応援団

の皆様方のご支援によりまして、一歩ずつ前進していることかと思います。ただ、まだまだ油

断出来るような状況ではないんで、ここで気を引き締めて、えー種々の課題を克服して頂けれ

ばと思います。特にーこれから、いわゆる淡水を使うことの、利用するような方向に諸設備を

も復旧すること。それから、えー外部電源が入ってきたわけですけれど、屋内に、パワーセン

タのところまでいって、そこから本当に必要な、重要な機器をいかに使うというような条件整

備をすること。ここは非常に水に浸かって使えない物が多いとか、えっひ非常に悪条件が多い

と思いますが、この２つをと、特に徹底的に早期に実現すれば希望が出てくると。こんなこと

で考えておりますので、えー皆さんよろしくどうぞお願いします。今日はどうも大変ご苦労さ

までした。 

それでは解散します。ご安全に。

ご安全に。 
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