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ベントベントベントベント躊躇躊躇躊躇躊躇せずせずせずせず「「「「大臣命令大臣命令大臣命令大臣命令でででで開開開開くもんじゃないくもんじゃないくもんじゃないくもんじゃない」」」」    
 ５回目：原子炉格納容器の圧力を下げるベント(排気)に関する証言をまとめた。 

■■■■一番遠一番遠一番遠一番遠いのはいのはいのはいのは官邸官邸官邸官邸    

    《《《《平成２３年３月１１日の東日本大震災の津波の影響で冷却機能を喪失した第１原発。平成２３年３月１１日の東日本大震災の津波の影響で冷却機能を喪失した第１原発。平成２３年３月１１日の東日本大震災の津波の影響で冷却機能を喪失した第１原発。平成２３年３月１１日の東日本大震災の津波の影響で冷却機能を喪失した第１原発。    

格納容器の圧力が最初に高まったのが１号機で、早い段階からベントに着手していた格納容器の圧力が最初に高まったのが１号機で、早い段階からベントに着手していた格納容器の圧力が最初に高まったのが１号機で、早い段階からベントに着手していた格納容器の圧力が最初に高まったのが１号機で、早い段階からベントに着手していた》》》》    

Q:Q:Q:Q:１２日に日付が変わる頃に、１号機の１２日に日付が変わる頃に、１号機の１２日に日付が変わる頃に、１号機の１２日に日付が変わる頃に、１号機のﾄﾞﾗｲｳｪﾙﾄﾞﾗｲｳｪﾙﾄﾞﾗｲｳｪﾙﾄﾞﾗｲｳｪﾙ((((格納容器上部格納容器上部格納容器上部格納容器上部))))圧力が６００圧力が６００圧力が６００圧力が６００kkkk ㎩㎩㎩㎩でででで､､､､格納容器内の方に格納容器内の方に格納容器内の方に格納容器内の方に    

圧力容器から放射能が漏れているんではないかという懸念が考えられた圧力容器から放射能が漏れているんではないかという懸念が考えられた圧力容器から放射能が漏れているんではないかという懸念が考えられた圧力容器から放射能が漏れているんではないかという懸念が考えられた    

吉田氏「６００ｋ㎩だとすると､漏れているとしか考えられない」 

Q:Q:Q:Q:そういう認識に至りそういう認識に至りそういう認識に至りそういう認識に至り､､､､次の対応として格納容器次の対応として格納容器次の対応として格納容器次の対応として格納容器ﾍﾞﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾍﾞﾝﾄを実施する可能性があることから準備をを実施する可能性があることから準備をを実施する可能性があることから準備をを実施する可能性があることから準備を進める進める進める進める    

指示している指示している指示している指示しているがががが､､､､((((圧力抑制室の水を通す圧力抑制室の水を通す圧力抑制室の水を通す圧力抑制室の水を通す))))ｳｴｯﾄｳｪﾙﾍﾞﾝﾄｳｴｯﾄｳｪﾙﾍﾞﾝﾄｳｴｯﾄｳｪﾙﾍﾞﾝﾄｳｴｯﾄｳｪﾙﾍﾞﾝﾄということかということかということかということか    

吉田氏「この時点では手順に従ってということなので､まずｳｴｯﾄｳｪﾙﾍﾞﾝﾄをして､それで下がらなかった 

ら､最後は(水を通さない)ﾄﾞﾗｲｳｪﾙﾍﾞﾝﾄをしなければいけない。こういうことを全部指示している」 

Q:Q:Q:Q:手順書では中央操作室のスイッチで弁が開けるが手順書では中央操作室のスイッチで弁が開けるが手順書では中央操作室のスイッチで弁が開けるが手順書では中央操作室のスイッチで弁が開けるが､､､､今回はそれができない今回はそれができない今回はそれができない今回はそれができない    

吉田氏「ＡＯ(空気駆動)弁のエアがない。もちろんＭＯ(電動駆動)弁は駄目だと。手動でどうだというと、 

線量が高いから入れないというような状況が入ってきて､そんなに大変なのかという認識がやっと 

でき上がる。その辺が､また本店なり､東京に連絡しても伝わらない」 

Q:Q:Q:Q:すごい階層があるすごい階層があるすごい階層があるすごい階層がある    

吉田氏「一番遠いのは官邸ですね。大臣命令が出ればすぐに開くと思っているわけですから。 

そんなもんじゃない」 

Q:Q:Q:Q:午前６時５０分に午前６時５０分に午前６時５０分に午前６時５０分に((((海江田海江田海江田海江田))))経済産業相が法令に基づく経済産業相が法令に基づく経済産業相が法令に基づく経済産業相が法令に基づくﾍﾞﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾍﾞﾝﾄの実施命令を出した経緯は知っているかの実施命令を出した経緯は知っているかの実施命令を出した経緯は知っているかの実施命令を出した経緯は知っているか    

吉田氏「知りませんけれども､こちらでは頭に来て､こんなにはできないと言っているのに､何を言って 

るんだと。実施命令出してできるなららやってみろと。極端なことを言うと､そういう精神状態になって 

いますから。現場では何をやってもできない状態なのに､ぐずぐずしているということで東京電力に対 

する怒りがこの実施命令になったかどうかは知りませんけれども､それは本店と官邸の話ですから、 

私は知りませんということしかないんです」 

■■■■被曝覚悟被曝覚悟被曝覚悟被曝覚悟でででで手動手動手動手動、、、、腹腹腹腹をををを決決決決めるめるめるめる    

    《《《《午前７時１１分午前７時１１分午前７時１１分午前７時１１分､ﾍﾞﾝﾄ､ﾍﾞﾝﾄ､ﾍﾞﾝﾄ､ﾍﾞﾝﾄ遅れにいらだつ菅直人首相が陸上自衛隊遅れにいらだつ菅直人首相が陸上自衛隊遅れにいらだつ菅直人首相が陸上自衛隊遅れにいらだつ菅直人首相が陸上自衛隊ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾍﾘｺﾌﾟﾀｰで第１原発に到着。で第１原発に到着。で第１原発に到着。で第１原発に到着。    

吉田氏らから説明を受けた後、午前８時４分には宮城県に向け飛び立った吉田氏らから説明を受けた後、午前８時４分には宮城県に向け飛び立った吉田氏らから説明を受けた後、午前８時４分には宮城県に向け飛び立った吉田氏らから説明を受けた後、午前８時４分には宮城県に向け飛び立った》》》》    

Q:Q:Q:Q:菅首相が第１原発に来て帰っていく上空を菅首相が第１原発に来て帰っていく上空を菅首相が第１原発に来て帰っていく上空を菅首相が第１原発に来て帰っていく上空をﾍﾞﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾍﾞﾝﾄでででで((((放射性物質を含む気体を放射性物質を含む気体を放射性物質を含む気体を放射性物質を含む気体を))))どんどどんどどんどどんどん吹かしてん吹かしてん吹かしてん吹かして    

いくのはどうなのかということからいくのはどうなのかということからいくのはどうなのかということからいくのはどうなのかということから､､､､操作を遅らせたという判断は操作を遅らせたという判断は操作を遅らせたという判断は操作を遅らせたという判断は    

吉田氏「全くないですね。早くできるものはかけてしまってもいいじゃないですかくらいですから。 

総理大臣が飛んでいようが､何しようが､炉の安全を考えれば早くしたいというのが現場です」 

Q:Q:Q:Q:機材とか十分準備できていないし機材とか十分準備できていないし機材とか十分準備できていないし機材とか十分準備できていないし､､､､線量も高いし線量も高いし線量も高いし線量も高いし､､､､できるか分からないが作業を余儀なくされたできるか分からないが作業を余儀なくされたできるか分からないが作業を余儀なくされたできるか分からないが作業を余儀なくされた    

吉田氏「被曝しますけれども､最後は手動でやるしかないというふうに腹を決めて､午前９時に(現場へ) 

やってくれとお願いした」 

Q:Q:Q:Q:何かやろうと思っても何もできない状態な何かやろうと思っても何もできない状態な何かやろうと思っても何もできない状態な何かやろうと思っても何もできない状態なのにのにのにのに､､､､下げろと言うんだったら下げろと言うんだったら下げろと言うんだったら下げろと言うんだったら､､､､お前らやってみろとお前らやってみろとお前らやってみろとお前らやってみろと    

言うしかない言うしかない言うしかない言うしかない    

吉田氏「現場はできる限りのことをやって､後がスムーズに行くようにと思っているんですけれども､なか 

なかそれが通じない。躊躇していると思われているんです。何も躊躇などはしていないですよ」 

---肩書は当時--- 
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３３３３号機爆発号機爆発号機爆発号機爆発    「「「「死者出死者出死者出死者出たならたならたならたなら腹切腹切腹切腹切りりりり死死死死のうとのうとのうとのうと」」」」    
 ６回目：３号機が爆発したときの証言をまとめた。 

    《《《《ヒアリングは平成２３年３月１４日の行動に移っている。１４日は午前６時半ごろに３号機でヒアリングは平成２３年３月１４日の行動に移っている。１４日は午前６時半ごろに３号機でヒアリングは平成２３年３月１４日の行動に移っている。１４日は午前６時半ごろに３号機でヒアリングは平成２３年３月１４日の行動に移っている。１４日は午前６時半ごろに３号機で    

原子炉圧力が上昇し原子炉圧力が上昇し原子炉圧力が上昇し原子炉圧力が上昇し､､､､爆発する可能性が高まっていた。爆発する可能性が高まっていた。爆発する可能性が高まっていた。爆発する可能性が高まっていた。        

危険と判断されたため約１時間、作業を中断危険と判断されたため約１時間、作業を中断危険と判断されたため約１時間、作業を中断危険と判断されたため約１時間、作業を中断､､､､作業員は現場から退避していた作業員は現場から退避していた作業員は現場から退避していた作業員は現場から退避していた》》》》    

吉田氏「退避かけても２号機のラインを作ったりとか､放っておけないのですごく迷ったんです。 

作業させるか､させないか､再開させるのかどうか。これは議事録には載ってないけれど､このとき 

本店と『何時まで退避させるんだ』という話があり、『爆発する可能性があって現場に人間をやれな 

い』と私は言った。ただ２号機の注水とかあるので､どこかでやる必要があるという話をした」 

    《《《《作業を進めたい本店と作業員の安全を考え作業を進めたい本店と作業員の安全を考え作業を進めたい本店と作業員の安全を考え作業を進めたい本店と作業員の安全を考え､､､､再開に迷う吉田氏再開に迷う吉田氏再開に迷う吉田氏再開に迷う吉田氏    。。。。    

安全だけを考え作業が滞れば、状況はさらに悪化する。吉田氏はジレンマを抱えていた安全だけを考え作業が滞れば、状況はさらに悪化する。吉田氏はジレンマを抱えていた安全だけを考え作業が滞れば、状況はさらに悪化する。吉田氏はジレンマを抱えていた安全だけを考え作業が滞れば、状況はさらに悪化する。吉田氏はジレンマを抱えていた》》》》    

吉田氏「そろそろ現場をやってくれないかと話があり、『非常に危険だけれども現場でやらないと次の 

ステップにいけないんでお願いします』と(作業員に)指示したと思う｡圧力が落ち着いてきたから､急に 

爆発することはない、との判断で現場に出したら爆発した」 

Q:Q:Q:Q:現場に行ってから爆発までどれぐらいの時間があったのか現場に行ってから爆発までどれぐらいの時間があったのか現場に行ってから爆発までどれぐらいの時間があったのか現場に行ってから爆発までどれぐらいの時間があったのか    

吉田氏「(再開の)『ゴー』かけて､よしじゃあという段取りにかかったぐらいで。自衛隊の方も行かれていて 

準備したらすぐ『バーン』という感じだったと聞いている。最初､現場から『40 何人行方不明』という話 

が入ってきた。私､そのとき死のうと思いました。40 何人亡くなっているんだとすると､そこで腹切ろうと 

思っていました」 

    《《《《情報が錯綜する中、多数の死者を出した責任を取ることを考えていた吉田氏情報が錯綜する中、多数の死者を出した責任を取ることを考えていた吉田氏情報が錯綜する中、多数の死者を出した責任を取ることを考えていた吉田氏情報が錯綜する中、多数の死者を出した責任を取ることを考えていた吉田氏    。。。。    

だがだがだがだが､､､､徐々に情報が入り行方不明者はいなくなっていった徐々に情報が入り行方不明者はいなくなっていった徐々に情報が入り行方不明者はいなくなっていった徐々に情報が入り行方不明者はいなくなっていった》》》》    

吉田氏「自衛隊は免震重要棟に寄らないで配備されたんで状況が入ってこなかったが､４人怪我を 

されていて１人は結構深手だったと聞いている。皆さん命はとりとめ､不幸中の幸いです。瓦礫が 

吹っ飛んでくる中で現場にいて､１人も死んでいない。私は仏様のおかげとしか思えないんです」 

Q:Q:Q:Q:すごい映像ですものね。あの爆発。１号機と違いますねすごい映像ですものね。あの爆発。１号機と違いますねすごい映像ですものね。あの爆発。１号機と違いますねすごい映像ですものね。あの爆発。１号機と違いますね    

吉田氏「１号機は板だけですから､ポーンで終わりですが、３号機はコンクリートが飛んでますからね」 

Q:Q:Q:Q:爆発をしてからの対応ですが、作業は爆発をしてからの対応ですが、作業は爆発をしてからの対応ですが、作業は爆発をしてからの対応ですが、作業は    

吉田氏「全部中止」 

QQQQ：：：：現場から引き揚げることになるわけですね。次に再開するのが現場から引き揚げることになるわけですね。次に再開するのが現場から引き揚げることになるわけですね。次に再開するのが現場から引き揚げることになるわけですね。次に再開するのが､､､､どこかの時点でありますね。どこかの時点でありますね。どこかの時点でありますね。どこかの時点でありますね。    

それはどういう情報が入り、どう判断したのですかそれはどういう情報が入り、どう判断したのですかそれはどういう情報が入り、どう判断したのですかそれはどういう情報が入り、どう判断したのですか    

吉田氏「１号機の時と同じく爆発しているわけですから､注水ラインだとかいろんなラインが死んでしま 

っている可能性が高い。１､３号機の注水も止まっている。それ以外の機器も止まっている。みんな 

茫然としているのと、思考停止状態みたいになっているわけです」 

    《《《《茫然自失の部下に指揮官は、どのように対応したのか茫然自失の部下に指揮官は、どのように対応したのか茫然自失の部下に指揮官は、どのように対応したのか茫然自失の部下に指揮官は、どのように対応したのか》》》》    

吉田氏「そこで、全員集め 『こんな状態で作業を再開してこんな状態になって､私の判断が悪かった。 

申し訳ない』 と話をして、現時点で注水が止まっている､放っておくともっとひどい状態になる。 

現場は瓦礫の山になっているはずだから、瓦礫の撤去､注水の準備に即応してくれと頭を下げて 

頼んだんです。 そうしたら､本当に感動したのは、みんな現場に行こうとするわけです」 
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政府政府政府政府へのへのへのへの不信不信不信不信    「「「「腐腐腐腐ったったったった指示指示指示指示ばかりだったばかりだったばかりだったばかりだった」」」」    
７回目：吉田氏と政府側とのやり取りに関する証言をまとめた。 

    《《《《第１原発で事故が発生した場合第１原発で事故が発生した場合第１原発で事故が発生した場合第１原発で事故が発生した場合､､､､経産省原子力安全・保安院が福島県大熊町の緊急事態経産省原子力安全・保安院が福島県大熊町の緊急事態経産省原子力安全・保安院が福島県大熊町の緊急事態経産省原子力安全・保安院が福島県大熊町の緊急事態    
応急対策拠点施設応急対策拠点施設応急対策拠点施設応急対策拠点施設((((ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ))))に関係者を緊急招集しに関係者を緊急招集しに関係者を緊急招集しに関係者を緊急招集し､､､､陣頭指揮にあたることになっていた陣頭指揮にあたることになっていた陣頭指揮にあたることになっていた陣頭指揮にあたることになっていた》》》》    

Q:Q:Q:Q:保安院の保安検査官は（第１原発内の）保安院の事務所に通常詰めていますね保安院の保安検査官は（第１原発内の）保安院の事務所に通常詰めていますね保安院の保安検査官は（第１原発内の）保安院の事務所に通常詰めていますね保安院の保安検査官は（第１原発内の）保安院の事務所に通常詰めていますね    

吉田氏「はい」 

Q:Q:Q:Q:その人たちは一旦退避か何かでどこかへ行かれたんですねその人たちは一旦退避か何かでどこかへ行かれたんですねその人たちは一旦退避か何かでどこかへ行かれたんですねその人たちは一旦退避か何かでどこかへ行かれたんですね    

吉田氏「はい」 

Q:Q:Q:Q:それから、また戻ってくるんですねそれから、また戻ってくるんですねそれから、また戻ってくるんですねそれから、また戻ってくるんですね    

吉田氏「かなりたってからです」 

Q:Q:Q:Q:また戻ってきたのは大体どれくらいかまた戻ってきたのは大体どれくらいかまた戻ってきたのは大体どれくらいかまた戻ってきたのは大体どれくらいか    

吉田氏「よく覚えていないが､事象が起こったときは保安院の方もみんな逃げてきて､免震重要棟に 

入られた。それからｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰができて､ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに出ていった。途中でｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ 

から保安検査官をこちらに送り込むという話はあった。結局あれは１４日だったが､来なかった」 

Q:Q:Q:Q:来なかったのか来なかったのか来なかったのか来なかったのか    

吉田氏「はい｡私は記憶がないが､24 時間駐在で来られるようになったのはもうちょっと後だと思う」 

Q:Q:Q:Q:保安院から所長に直接、今どういう状況かみたいな電話はないのか保安院から所長に直接、今どういう状況かみたいな電話はないのか保安院から所長に直接、今どういう状況かみたいな電話はないのか保安院から所長に直接、今どういう状況かみたいな電話はないのか    

吉田氏「ないです」 

 《《《《１３日には３号機の爆発を避けようと１３日には３号機の爆発を避けようと１３日には３号機の爆発を避けようと１３日には３号機の爆発を避けようと､､､､建屋に建屋に建屋に建屋に貯まった貯まった貯まった貯まった水素を抜くための水素を抜くための水素を抜くための水素を抜くためのﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙの開放の開放の開放の開放をををを検討検討検討検討》》》》    

Q:Q:Q:Q:保安院からの指示として、パネルを具体的にどうしようかという話はしてい保安院からの指示として、パネルを具体的にどうしようかという話はしてい保安院からの指示として、パネルを具体的にどうしようかという話はしてい保安院からの指示として、パネルを具体的にどうしようかという話はしていたのかたのかたのかたのか    

吉田氏「していました。パネルを開けないといけない。だけれど､(１９年の)中越沖地震で(柏崎刈羽原 

発のパネルが)がたっと落ちて開いてしまったから､開きづらい方向に改造していたんです。 

どうしようもないわけですよ。だったら保安院来てやれ､馬鹿野郎と言いたくなるわけですよ。 

こんな腐った指示ば かりしやがってと。いまだにこのときのことはむかむか来ます」 

Q:Q:Q:Q:保安院の出先の事務所は保安院の出先の事務所は保安院の出先の事務所は保安院の出先の事務所は    

吉田氏「このころはもういません。１人もいないです」 

 《《《《菅直人首相ら官邸からも吉田氏に電話が入った菅直人首相ら官邸からも吉田氏に電話が入った菅直人首相ら官邸からも吉田氏に電話が入った菅直人首相ら官邸からも吉田氏に電話が入った》》》》    

Q:Q:Q:Q:菅首相との電話は菅首相との電話は菅首相との電話は菅首相との電話は    

吉田氏「菅さんとはどっちかというと質問です。水素爆発はどういうﾒｶﾆｽﾞﾑで起こるんだとか､水蒸気 

爆発と違うのかとご質問をなさっていたのが１点ですね」 「それから、菅さんの脇に日比野靖さん 

という(内閣官房)参与がいた。ごく初歩的な質問を菅さんがして､私が説明をし始めたら､ちょっと待 

ってくれ､その質問は日比野さんがしているからということで､日比野さんに代わって結構忙しいと 

きだったと思うけれども､縷々ご説明をしたと」 「もう１点は､警戒区域と避難区域、２０､３０km の話 

についてこう決めたけれど､所長はどう思うみたいな話をしてきた。知りませんと。本店なり､そちら 

側の解析しているところで評価してくれと。現場の判断ではないということは申し上げました」 

Q:Q:Q:Q:現場はどうなっているんだというので現場はどうなっているんだというので現場はどうなっているんだというので現場はどうなっているんだというので､､､､ちょっと電話してみればみたいな話になるとちょっと電話してみればみたいな話になるとちょっと電話してみればみたいな話になるとちょっと電話してみればみたいな話になると､､､､所長のところ所長のところ所長のところ所長のところ    

に電話をするのがに電話をするのがに電話をするのがに電話をするのが､､､､東電の武黒一郎東電の武黒一郎東電の武黒一郎東電の武黒一郎ﾌｪﾛｰ､ﾌｪﾛｰ､ﾌｪﾛｰ､ﾌｪﾛｰ､川俣晋原子力・品質安全部長だったり川俣晋原子力・品質安全部長だったり川俣晋原子力・品質安全部長だったり川俣晋原子力・品質安全部長だったり､､､､場合によって場合によって場合によって場合によって    

は細野豪志首相補佐官だった。どちらかというとは細野豪志首相補佐官だった。どちらかというとは細野豪志首相補佐官だった。どちらかというとは細野豪志首相補佐官だった。どちらかというと､､､､みんなで勉強会というかみんなで勉強会というかみんなで勉強会というかみんなで勉強会というか､､､､そんな感じだったらしそんな感じだったらしそんな感じだったらしそんな感じだったらし    

い。官邸で首相い。官邸で首相い。官邸で首相い。官邸で首相    以下の指示がぼーんと決まって以下の指示がぼーんと決まって以下の指示がぼーんと決まって以下の指示がぼーんと決まって､､､､これで行けとかこれで行けとかこれで行けとかこれで行けとか､､､､そんな感じではなかっそんな感じではなかっそんな感じではなかっそんな感じではなかったたたた    

吉田氏「勉強会だったんですね」 

Q:Q:Q:Q:いざ聞いてみると、みんなそういうふうに言う。別に司令塔ではないといざ聞いてみると、みんなそういうふうに言う。別に司令塔ではないといざ聞いてみると、みんなそういうふうに言う。別に司令塔ではないといざ聞いてみると、みんなそういうふうに言う。別に司令塔ではないと    

吉田氏「しかし、何をもってこの国は動いていくんですかね。面白い国ですね」  ---肩書は当時--‐ 
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◆ 「「「「吉田調書抄録吉田調書抄録吉田調書抄録吉田調書抄録」」」」 No.8/10 No.8/10 No.8/10 No.8/10        2014.8.21 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140825/dst14082509060002http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140825/dst14082509060002http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140825/dst14082509060002http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140825/dst14082509060002----n1.htmn1.htmn1.htmn1.htm    

注水活動注水活動注水活動注水活動「「「「申申申申しししし訳訳訳訳ないがすべてないがすべてないがすべてないがすべて意味意味意味意味なかったなかったなかったなかった」」」」ﾍﾘﾍﾘﾍﾘﾍﾘ放水放水放水放水「「「「ｾﾐｾﾐｾﾐｾﾐのののの小便小便小便小便」」」」    
８回目：自衛隊や警察、消防の注水活動に関する証言をまとめた。 

    《《《《平成２３年３月１６日以降平成２３年３月１６日以降平成２３年３月１６日以降平成２３年３月１６日以降､３､３､３､３,,,,４４４４号機の燃料貯蔵号機の燃料貯蔵号機の燃料貯蔵号機の燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙに燃料冷却する水があるかが課題となっに燃料冷却する水があるかが課題となっに燃料冷却する水があるかが課題となっに燃料冷却する水があるかが課題となったたたた。。。。    

ﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙの燃料は水位が下がればむき出しの状態との燃料は水位が下がればむき出しの状態との燃料は水位が下がればむき出しの状態との燃料は水位が下がればむき出しの状態となり被害は甚大となる。爆発で建屋上部がなり被害は甚大となる。爆発で建屋上部がなり被害は甚大となる。爆発で建屋上部がなり被害は甚大となる。爆発で建屋上部が    

破壊されていたため破壊されていたため破壊されていたため破壊されていたため､､､､上部からの放水が検討された上部からの放水が検討された上部からの放水が検討された上部からの放水が検討された》》》》    

    《《《《１７日には陸上自衛隊の１７日には陸上自衛隊の１７日には陸上自衛隊の１７日には陸上自衛隊のﾍﾘﾍﾘﾍﾘﾍﾘでででで上空から４回上空から４回上空から４回上空から４回､３､３､３､３号機燃料貯蔵号機燃料貯蔵号機燃料貯蔵号機燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙへ約３０へ約３０へ約３０へ約３０tontontonton 放水放水放水放水､､､､警視庁機動隊警視庁機動隊警視庁機動隊警視庁機動隊    

と自衛隊の高圧放水車も地上から放水した。１９日には東京消防庁の消防車も放水を始めたと自衛隊の高圧放水車も地上から放水した。１９日には東京消防庁の消防車も放水を始めたと自衛隊の高圧放水車も地上から放水した。１９日には東京消防庁の消防車も放水を始めたと自衛隊の高圧放水車も地上から放水した。１９日には東京消防庁の消防車も放水を始めた》》》》    

Q:Q:Q:Q:ヘリによる放水は午前９時４８分に開始とありますヘリによる放水は午前９時４８分に開始とありますヘリによる放水は午前９時４８分に開始とありますヘリによる放水は午前９時４８分に開始とあります    

吉田氏「セミの小便みたいですね」 

Q:Q:Q:Q:所長は自衛隊と警視庁の人たちが来たときは、そこの責任者と事前に話をするとか、ありましたか所長は自衛隊と警視庁の人たちが来たときは、そこの責任者と事前に話をするとか、ありましたか所長は自衛隊と警視庁の人たちが来たときは、そこの責任者と事前に話をするとか、ありましたか所長は自衛隊と警視庁の人たちが来たときは、そこの責任者と事前に話をするとか、ありましたか    

吉田氏「ないです」 

Q:Q:Q:Q:彼らはどういう感じなんですか。彼らはどういう感じなんですか。彼らはどういう感じなんですか。彼らはどういう感じなんですか。    

吉田氏「各組織によって違うんです。自衛隊と消防庁､機動隊全部違う。指揮命令系統も各々違う。 

自衛隊さんは自衛隊の上の方といろいろ調整して､何時に出動するとか言うんですけども､出動す 

るといってもなかなか出動しないし､途中で引き返すし､何やっているんだという感じでした」 

Q:Q:Q:Q:何でそんな、あれだったのですか何でそんな、あれだったのですか何でそんな、あれだったのですか何でそんな、あれだったのですか    

吉田氏「やはり線量の高い所に来るのは、はっきり言ってみんな嫌なんです」 

Q:Q:Q:Q:自衛隊による自衛隊による自衛隊による自衛隊によるﾍﾘﾍﾘﾍﾘﾍﾘ、警視庁の高圧放水車、消防庁の注水とあって、この中でこれは良かった、これは、警視庁の高圧放水車、消防庁の注水とあって、この中でこれは良かった、これは、警視庁の高圧放水車、消防庁の注水とあって、この中でこれは良かった、これは、警視庁の高圧放水車、消防庁の注水とあって、この中でこれは良かった、これは

駄目だったというのはありますか駄目だったというのはありますか駄目だったというのはありますか駄目だったというのはありますか    

吉田氏「機動隊さんのものは最初に来てもらったんだけれども、余り役に立たなかったんです。 

要するに効果がなかった」 

Q:Q:Q:Q:効果がないというのは効果がないというのは効果がないというのは効果がないというのは    

吉田氏「水が入らなかったということです」 

Q:Q:Q:Q:自衛隊のものはどうでしたか自衛隊のものはどうでしたか自衛隊のものはどうでしたか自衛隊のものはどうでしたか    

吉田氏「はっきり言って今から申しますと､すべて意味がなかったです。注水量的に全部入ったとして 

１０t とか２０t の世界ですから。燃料プールの表面積から考えて全部入ったとしても意味がない」 

Q:Q:Q:Q:消防庁のものは効いてないんですね消防庁のものは効いてないんですね消防庁のものは効いてないんですね消防庁のものは効いてないんですね    

吉田氏「全く効いていないです。だから、ﾍﾘも効いてないし､自衛隊さんも申し訳ないけれども量的に 

効いていないし、消防庁も効いていないし、機動隊は全く効いていなかったと思います」 

    《《《《自衛隊、警察、消防が懸命の思いで注水活動にあたったが、高圧放水車や消防車は用途が違う自衛隊、警察、消防が懸命の思いで注水活動にあたったが、高圧放水車や消防車は用途が違う自衛隊、警察、消防が懸命の思いで注水活動にあたったが、高圧放水車や消防車は用途が違う自衛隊、警察、消防が懸命の思いで注水活動にあたったが、高圧放水車や消防車は用途が違う    

ため難航した。２２日には新たにため難航した。２２日には新たにため難航した。２２日には新たにため難航した。２２日には新たにｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車車車車((((通称通称通称通称･ｷﾘﾝ･ｷﾘﾝ･ｷﾘﾝ･ｷﾘﾝ))))が導入され４号機で注水開始。が導入され４号機で注水開始。が導入され４号機で注水開始。が導入され４号機で注水開始。    

２７日には２７日には２７日には２７日にはｷﾘﾝｷﾘﾝｷﾘﾝｷﾘﾝを３号機にも導入した〉を３号機にも導入した〉を３号機にも導入した〉を３号機にも導入した〉    

Q:Q:Q:Q:（（（（ｷﾘﾝｷﾘﾝｷﾘﾝｷﾘﾝなど）ああいうものはどうなんですかなど）ああいうものはどうなんですかなど）ああいうものはどうなんですかなど）ああいうものはどうなんですか    

吉田氏「あれはいいです。あれが来て初めてちゃんと注水できたということです。筒先をプールの近く 

に持っていって入れますから、ロスがほとんどなくて全部水が入るというのがｷﾘﾝ以降の話です」 

QQQQ：：：：これは東電なり本店からそういう話があったのですかこれは東電なり本店からそういう話があったのですかこれは東電なり本店からそういう話があったのですかこれは東電なり本店からそういう話があったのですか    

吉田氏「(自衛隊、警視庁、消防庁の)ピュッピュン作戦は、効いたとしてもずっと続けないといけない。 

連続注水できるということでコンクリート注入車が使 えるのではないかというのが本店からあって、 

ｷﾘﾝ部隊というのを本店で作ってくれた。その連中が動かし方などをマスターして､やってみたら 

それなりに水が入るということで､自衛隊さん消防庁さんのお世話にならずに済んだということ～」 
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◆ 「「「「吉田調書抄録吉田調書抄録吉田調書抄録吉田調書抄録」」」」 No.9 No.9 No.9 No.9/10 /10 /10 /10     2014.8.21 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140826/dst14082613220009http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140826/dst14082613220009http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140826/dst14082613220009http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140826/dst14082613220009----n1.htmn1.htmn1.htmn1.htm    

    「「「「これはこれはこれはこれは誰誰誰誰がががが殺殺殺殺したんですかしたんですかしたんですかしたんですか」」」」    地震地震地震地震・・・・津波対策津波対策津波対策津波対策へのへのへのへの思思思思いいいい        
 ９回目：福島第１原発の地震・津波対策に関する吉田氏の証言をまとめた。 

■■■■関心高関心高関心高関心高くなかったくなかったくなかったくなかった 

  吉田氏「これは声を大にして言いたいけれども､本当は原発の安全性だけでなく､東日本大震災で 

今回２万３千人が死にましたね(実際は死者･行方不明者合わせ約１万８５００人)。これは誰が殺したの 

んですか。ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ９が来て死んでいるわけです。 あの人たちが死なないような対策をなぜ 

そのときに打たなかったんだ」 

 《《《《原発事故を防げなかったことに対し原発事故を防げなかったことに対し原発事故を防げなかったことに対し原発事故を防げなかったことに対し､､､､吉田氏は聴取の中で何度も悔悟の念を吐露するとともに吉田氏は聴取の中で何度も悔悟の念を吐露するとともに吉田氏は聴取の中で何度も悔悟の念を吐露するとともに吉田氏は聴取の中で何度も悔悟の念を吐露するとともに､､､､    

地震・津波被害を少なくできなかったのか地震・津波被害を少なくできなかったのか地震・津波被害を少なくできなかったのか地震・津波被害を少なくできなかったのか､､､､問題を投げかけている。吉田氏は平成１９年４月問題を投げかけている。吉田氏は平成１９年４月問題を投げかけている。吉田氏は平成１９年４月問題を投げかけている。吉田氏は平成１９年４月､､､､    

新設新設新設新設さささされた原子力設備管理部の初代れた原子力設備管理部の初代れた原子力設備管理部の初代れた原子力設備管理部の初代部長に就任し部長に就任し部長に就任し部長に就任し､､､､地震・津波対策に傾注した経験がある地震・津波対策に傾注した経験がある地震・津波対策に傾注した経験がある地震・津波対策に傾注した経験がある》》》》    

Q:Q:Q:Q:自然災害から原子力施設をどう守るかという備えなど過去の状況についてうかがいたい自然災害から原子力施設をどう守るかという備えなど過去の状況についてうかがいたい自然災害から原子力施設をどう守るかという備えなど過去の状況についてうかがいたい自然災害から原子力施設をどう守るかという備えなど過去の状況についてうかがいたい    

吉田氏「１９年当時、あまり地震・津波に対して関心が高いということはなかったんです。会社全体とし 

てもそうですし､世間全体としてもそうだったんです。一番大きかったのは(１９年７月の)中越沖地震が 

あって､想定している地震動の何倍という地震がきた。これはまさに私どもの原子力設備管理部で対 

応しないといけなかった。その中でまず､福島第１原発について､近辺の断層をもう一度調査すると 

いうことを一生懸命したということです」 

Q:Q:Q:Q:それが１９年７月ですねそれが１９年７月ですねそれが１９年７月ですねそれが１９年７月ですね    

吉田氏「今まで考えていた地震動より大きい地震が来るとすると､例えば、建物や配管とか機器の補強 

をしなければいけないとなりますから､そちらの解析を重点的にやりましょうと。２０年の途中､随伴事 

象としての津波の話をきちっと評価する必要があるという話が出てきたというのが私の記憶です」 

Q:Q:Q:Q:東電の土木東電の土木東電の土木東電の土木ｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟが土木学会の先生方に話を聞く中でが土木学会の先生方に話を聞く中でが土木学会の先生方に話を聞く中でが土木学会の先生方に話を聞く中で､､､､福島で福島で福島で福島で 10101010ｍｍｍｍ超超超超のののの津波の想定値が出た津波の想定値が出た津波の想定値が出た津波の想定値が出た    

吉田氏「私の考え方からいうと、津波自体は､国とか地方自治体がどうするんですかという話とも絡んで 

くるでしょう。東電だけがこれを対応してもしようがない。発電所を守るという意味では当然必要なん 

ですけれども、オールジャパンで､今の対策ではまずいという話をした記憶があります」 

Q:Q:Q:Q:初めて津波想定値を聞かれたときにどういう印象だったか初めて津波想定値を聞かれたときにどういう印象だったか初めて津波想定値を聞かれたときにどういう印象だったか初めて津波想定値を聞かれたときにどういう印象だったか    

吉田氏「それは、『うわあ』ですね。私が入社したとき､最大津波はチリ津波といわれていた訳ですから。 

高くて３ｍぐらい。１０ｍというのはやはり非常に奇異に感じるというか､そんなのって来るの？と」 

■■■■対策費用対策費用対策費用対策費用がががが大事大事大事大事 

Q:Q:Q:Q:会社の方針はどうだったのか会社の方針はどうだったのか会社の方針はどうだったのか会社の方針はどうだったのか    

吉田氏「社内では、地震対策の会議を社長会という形で月１回の頻度でやっていた。その中で当然の 

ことながら一番重要なのはお金､対策費用が非常に大事なことだと。耐震補強工事にこのぐらいか 

かるとか､免震重要棟を福島にも造らないといけないとか」 

Q:Q:Q:Q:最終的にどうやれるかという検討は最終的にどうやれるかという検討は最終的にどうやれるかという検討は最終的にどうやれるかという検討は    

吉田氏「今回の事故で津波は１０ｍではなくて、１５ｍも来てしまったわけですから、もともと１０ｍの検討 

をしていても間に合わなかったと今は思っている。今回はあまりに津波が大きすぎて､ポンプ自体が 

すっ飛んでしまうようなことを考えますと、また全然別の対策になるわけです。 

どういう津波なんだというところがはっきりしないときに対策と言っても、議論は非常に難しいんです」 
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◆ 「「「「吉田調書抄録吉田調書抄録吉田調書抄録吉田調書抄録」」」」 No.10/10 No.10/10 No.10/10 No.10/10        2014.8.21 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140827/dst14082706000001http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140827/dst14082706000001http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140827/dst14082706000001http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140827/dst14082706000001----n1.htmn1.htmn1.htmn1.htm    

    「「「「死死死死んだとんだとんだとんだと思思思思っっっったたたた」」」」    チャイナシンドロームチャイナシンドロームチャイナシンドロームチャイナシンドローム    とととと    「「「「東日本壊滅東日本壊滅東日本壊滅東日本壊滅」」」」    
 最終回：吉田氏らの緊張がピークに達した２号機をめぐる証言をまとめた。 

■■■■死死死死んだとんだとんだとんだと思思思思ったったったった    

    《《《《平成２３年３月１４日午後平成２３年３月１４日午後平成２３年３月１４日午後平成２３年３月１４日午後､､､､福島第１原発１福島第１原発１福島第１原発１福島第１原発１,,,,３号機に続いて２号機が緊急事態に陥った。３号機に続いて２号機が緊急事態に陥った。３号機に続いて２号機が緊急事態に陥った。３号機に続いて２号機が緊急事態に陥った。    

原子炉の冷却機能が失われ原子炉の冷却機能が失われ原子炉の冷却機能が失われ原子炉の冷却機能が失われ､､､､炉内圧力が上昇。炉内を冷却するために「原子炉主蒸気炉内圧力が上昇。炉内を冷却するために「原子炉主蒸気炉内圧力が上昇。炉内を冷却するために「原子炉主蒸気炉内圧力が上昇。炉内を冷却するために「原子炉主蒸気    

逃がし安全弁」逃がし安全弁」逃がし安全弁」逃がし安全弁」（ＳＲ弁）（ＳＲ弁）（ＳＲ弁）（ＳＲ弁）を開いてを開いてを開いてを開いて､､､､圧力を下げて注水しようとしたが作業は進まなかった圧力を下げて注水しようとしたが作業は進まなかった圧力を下げて注水しようとしたが作業は進まなかった圧力を下げて注水しようとしたが作業は進まなかった》》》》    

Q:Q:Q:Q:（１４日の）１６時３０分くらいから減圧操作を開始したが、手間取った（１４日の）１６時３０分くらいから減圧操作を開始したが、手間取った（１４日の）１６時３０分くらいから減圧操作を開始したが、手間取った（１４日の）１６時３０分くらいから減圧操作を開始したが、手間取った    

吉田氏「（現場からの報告では）バルブが開かないと」 

吉田氏「何せ焦っていたんで、早く減圧させろと。私自身、パニックになっていました」 

Q:Q:Q:Q:ＳＲ弁がなかなか開かないというところからＳＲ弁がなかなか開かないというところからＳＲ弁がなかなか開かないというところからＳＲ弁がなかなか開かないというところから､､､､夜に行くぐらいのころ、退避なども検討しなければいけ夜に行くぐらいのころ、退避なども検討しなければいけ夜に行くぐらいのころ、退避なども検討しなければいけ夜に行くぐらいのころ、退避なども検討しなければいけ

ないのではないかみたいな話というのは出ていたないのではないかみたいな話というのは出ていたないのではないかみたいな話というのは出ていたないのではないかみたいな話というのは出ていた    

吉田氏「～廊下にも協力企業だとかがいて､完全に燃料露出しているにもかかわらず､減圧も 

できない､水も入らない状態が来たので､私は本当にここだけは一番思い出したくない。ここで本当 

に死んだと思った」 「これで２号機はこのまま水が入らないでメルトして、完全に格納容器の圧力を 

ぶち破って燃料が全部出てしまう。その分の放射能が全部外にまき散らされる最悪の事故です。 

ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ級ではなくてﾁｬｲﾅｼﾝﾄﾞﾛｰﾑではないですけれども、ああいう状況になってしまう」 

    《《《《炉内から冷却水がなくなれば、核燃料が溶け落ちるメルトダウン状態に陥る。さらに溶融した炉内から冷却水がなくなれば、核燃料が溶け落ちるメルトダウン状態に陥る。さらに溶融した炉内から冷却水がなくなれば、核燃料が溶け落ちるメルトダウン状態に陥る。さらに溶融した炉内から冷却水がなくなれば、核燃料が溶け落ちるメルトダウン状態に陥る。さらに溶融した    

炉心が格納容器の底に穴を開ける最悪の事態が炉心が格納容器の底に穴を開ける最悪の事態が炉心が格納容器の底に穴を開ける最悪の事態が炉心が格納容器の底に穴を開ける最悪の事態がﾒﾙﾄｽﾙｰﾒﾙﾄｽﾙｰﾒﾙﾄｽﾙｰﾒﾙﾄｽﾙｰだ。だ。だ。だ。    映画「映画「映画「映画「ﾁｬｲﾅｼﾝﾄﾞﾛｰﾑﾁｬｲﾅｼﾝﾄﾞﾛｰﾑﾁｬｲﾅｼﾝﾄﾞﾛｰﾑﾁｬｲﾅｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ」は」は」は」は    

米国の原発事故で米国の原発事故で米国の原発事故で米国の原発事故でﾒﾙﾄｽﾙｰﾒﾙﾄｽﾙｰﾒﾙﾄｽﾙｰﾒﾙﾄｽﾙｰした核燃料が地球の内部を溶かしながら進み裏側の中国にした核燃料が地球の内部を溶かしながら進み裏側の中国にした核燃料が地球の内部を溶かしながら進み裏側の中国にした核燃料が地球の内部を溶かしながら進み裏側の中国に    

まで達するという設定。まで達するという設定。まで達するという設定。まで達するという設定。    現実には起こらないとされる現実には起こらないとされる現実には起こらないとされる現実には起こらないとされる    》》》》    

吉田氏「そうすると、１､３号の注水も停止しないといけない。ここから退避しないといけない。放射能は、 

今の状況より現段階よりも広範囲､高濃度で､まき散らす部分もあるけれども､まず免震重要棟の近く 

にいる人間の命に関わると思っていた。～みんなに恐怖感与えますから､電話で武藤副社長に言っ 

たのかな。ここは私が一番思い出したくないところです､はっきり言って」 

QQQQ：：：：それは、ＳＲ弁がなかなか開かないからかそれは、ＳＲ弁がなかなか開かないからかそれは、ＳＲ弁がなかなか開かないからかそれは、ＳＲ弁がなかなか開かないからか    

吉田氏「開いたんです。～ＳＲ弁が開いたにもかかわらず圧が落ちない。もう一つは(炉圧が下がったの 

に)消防車の燃料がなくなって水を入れるというﾀｲﾐﾝｸﾞのときに入らない。 そこでも又ｶﾞｸっときて、 

これでもう私はダメだと思った。 ここが一番死に時というかですね」 

■燃料が全部外に 

Q:Q:Q:Q:１４日の夜中の話か１４日の夜中の話か１４日の夜中の話か１４日の夜中の話か    

吉田氏「１９時ぐらいからですかね。実際はですね」 

Q:Q:Q:Q:ようやく減圧した２１時ごろにようやく減圧した２１時ごろにようやく減圧した２１時ごろにようやく減圧した２１時ごろにﾀｲﾐﾝｸﾞﾀｲﾐﾝｸﾞﾀｲﾐﾝｸﾞﾀｲﾐﾝｸﾞ悪く消防車が燃料切れした悪く消防車が燃料切れした悪く消防車が燃料切れした悪く消防車が燃料切れした    

吉田氏「そうです。～水が入ったら逆に今度は水が加熱した燃料に触れるから､ふわっとﾌﾗｯｼｭして､ 

それで圧力がぐっと上がってしまったという現象だと思っているけど､また水が入らなくなる」 

Q:Q:Q:Q:（深刻だったのは）３号（深刻だったのは）３号（深刻だったのは）３号（深刻だったのは）３号機よりも２号機機よりも２号機機よりも２号機機よりも２号機    

吉田氏「３号機は水を入れていました。１号機も水を入れていた。(２号機は)水が入らないのです。 

水が入らなければただ溶けていくだけですから燃料が。燃料が溶けて１２００度になると､何も冷やさ 

ないと圧力容器の壁抜きますから､それから格納容器の壁もそのどろどろで抜いて、ﾁｬｲﾅｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 

になってしまう訳です。～燃料が全部外に出てしまう。ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑであれ､何であれ､今のｾｼｳﾑどころ 

の話ではない。放射性物質が全部出てしまうわけですから我々のイメージは東日本壊滅ですよ」 

Q:Q:Q:Q:すぐに退避といすぐに退避といすぐに退避といすぐに退避というふうになっていないうふうになっていないうふうになっていないうふうになっていない    

吉田氏「水がやっと入った。あとはずっと水を入れ続けるだけです､やっと助かったというﾀｲﾐﾝｸﾞがある 

んです」    --‐肩書は当時---        

担当：阿比留､天野､荒井、桑原、佐々木が 


