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が経過しました。この大震災は自然

櫻井 東日本大震災発生から約半年

あげて取り組まな

自然災害に、日本は国として全力を

どの凄まじい被害をもたらしたこの

ればなりません。戦争に匹敵するほ

が続いています。三・一一の地震発

とはいえ、未だ予断を許さない状況

ま、原子炉の状態が比較的安定した

き起こしてしまいました。そしてい

撮影・佐藤英明

を相手にした戦争だったと言わなけ

まず、第一原発の現場でのことを

生以降、わが国政府は一体、何をし

原発では人類がは

見てみたいと思います。午後二時四

ければならなかっ

じめて体験する複

十六分の地震発生時の状況から。

たのか、しなかったのか、福島第一

数の原発事故を引

奈良林

たのですが、それ

また、四号機は定

残念だったのは一般の建築基準で設

原発で何が起こり、どのような対応

期検査中で運転は

計されている耐震Ｃクラスの敷地内

は明らかにできて

停止しており、シ

山側斜面にあった送電線の鉄塔一基

がなされていたのか。事故がこれほ

ュラウド（原子炉

と、敷地内の受電設備の碍子が壊れ

いませんでした。

の炉心を収納する

て外部電源が喪失してしまったこと

どまでに深刻な事態に陥ってしまっ

円筒状の隔壁）の

です。鉄塔そのものは地震の揺れに

大地震、大津波に

工事のため、原子

耐えることができたのですが、付近

た原因は何か。

炉内から全燃料を

の盛り土が大規模に崩落して倒壊し

よって、福島第一

原子炉建屋五階に

てしまったのです。

がい し

仰るとおりです。しかし、

ある使用済み燃料

閉じ込める」のうち「止める」という

三つの鉄則である「止める、冷やす、

櫻井 緊急時における原子力発電の

子炉の緊急停止を確認しています。

停止）が自動で行われ、当直長が原

地震の揺れと同時にスクラム（緊急

奈良林 第一原発のサイト内では、

一度ともいわれるマグニチュード

耐震Ａクラスで設計され、一千年に

櫻井

百度以下の状態）に至っています。

たが、冷温停止（原子炉内の水温が

ており、核燃料は装荷されていまし

五、六号機も定期検査中で停止し

プールに取り出していた状態でした。

奈良林

か。

うなものは示されているのでしょう

それを説明してくれる調査結果のよ

したとはどういうことなのですか。

大丈夫だったけれど、盛り土が崩落

っているとも言えます。その鉄塔は

炉本体と同じくらい重要な意味を持

送電を担保する鉄塔は、原子

点では機能したわけですね。

九・〇の大地震にも耐え、緊急停止

の揺れの強さを示す最大加速度は鉄

櫻井

奈良林

した。このことは、日本の原子力技

塔付近で六百九十九ガル、この鉄塔

福島第一原発の原子炉本体は

を検知した段階で、当時稼働してい

術の高さを示すうえにおいて非常に

はそれを上回る阪神・淡路大震災の

東電によれば、今回の地震

た一〜三号機の原子炉すべてに制御

重要な点です。

そうです。設定した地震波

棒が挿入され、緊急停止しています。
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核分裂生成物

熱と呼ばれる

わじわと崩壊

料棒からはじ

としても、燃

反応を抑えた

止して核分裂

るという未曾有の事態に陥ってしま

で四基の原子炉の事故が同時進行す

用不可となり、一号機から四号機ま

めに海水を送るポンプなども全て使

冷却装置も、原子炉内を冷却するた

てしまった。これにより、非常用炉心

三十七分に全ての交流電源が喪失し

ゼル発電機が浸水するなどして、同

ところが、倒れた鉄塔の下の部分
に起動しました。圧力容器の内外に

る非常用ディーゼル発電機が速やか

源は喪失しましたが、設置されてい

なければなりません。今回、外部電

けるため、
「冷やす」ということをし

たと判断し、官庁等に通報していま

特定事象（全交流電源喪失）が発生し

災法）第十条第一項の規定に基づく

分に、原子力災害対策特別措置法（原

ったのです。東電は午後三時四十二

み ぞ う

の余熱が出続

は土砂や倒木に埋もれていることか
す。

際の八百十八ガルに耐えられる強度

ら、鉄塔は揺れには耐えたものの、
水を注入・循環させ、炉心を冷やす
櫻井

があったとしています。

大規模に崩落した近くの盛り土がな
非常用炉心冷却装置（ＥＣＣＳ）が
一〜三号機の炉心を冷却することが

さ十五メートルもの大津波の第一

れたものの、午後三時二十七分に高

ところが、原子炉の冷却は開始さ

たのでしょうか。使用済み燃料プー

なかったのですが、なぜ水素爆発し

号機は定期検査中で炉心には燃料は

できなくなってしまった。また、四

そして、崩壊熱を出し続ける

だれ込み、その圧力で倒壊したとの
作動したのです。

波、続く同三十五分には第二波の来

ルの冷却水が外部電源喪失で循環で

調査結果を発表しています。

櫻井 外部電源が喪失した原因は津
襲に遭い、タービン建屋の地下一階

きず、燃料の上部が露出し水素を発

全交流電源喪失の原因
波だけではなかったということです
にあった一〜六号機の非常用ディー

管隔離弁の閉操作を実施）
。東電の調

ね。
奈良林

認されています。これは、三号機か

査報告書によると、運転員が手動で

したが。

そうです。原子炉は緊急停

生したのではないかと言われていま
ら四号機へ放射性物質と水素が逆流

バルブを閉めたと説明されていま

最近の調査で、三号機と四

す。なぜ非常用復水器を停めてしま

したことを意味します。

奈良林
号機の非常用排気系の配管が排気塔

号機の非常用ガス処理系の前後の弁

してしまうことが分かりました。四

物質や水素が四号機の建屋内に流入

り、三号機からベントすると放射性

六分後には原子炉の蒸気を冷却し、

同時に原子炉が緊急停止しました。

す。そもそも一号機では地震発生と

とされる一号機に関してお伺いしま

ウン）へと至り、水素爆発を起こした

なかで最も早く炉心溶融（メルトダ

櫻井

と呼ばれ、原子炉建屋四階に設置さ

Ｃ（アイソレーション・コンデンサー）

てご説明します。非常用復水器はＩ

奈良林

ありますが、どうですか。

たのではないかという報道も一部に

トダウン）を遅らせ、あるいは防げ

冷却し続けていれば炉心溶融（メル

ったのでしょうか。もし停止せずに

が、電源喪失で開いてしまうタイプ

水にして炉心に戻す非常用復水器が

れた熱交換器です。事故時に崩壊熱

非常用復水器を止めた理由

のものだったためです。四号機の非

起動して冷却がはじまっていますね。

で発生する圧力容器内の高圧蒸気を

の根元で「Ｔ字」状に接続されてお

常用ガス処理系のフィルタの出口（三

奈良林 午後二時五

配管により導いて凝縮させたあと、

なるほど。次に一〜三号機の

号機側）の放射性物質の濃度が、入

十二分に自動起動し

その凝縮水を圧力容器内に戻すとい
の十一分後の午後三

櫻井

急時に電源が失われても外部から注

櫻井

うシステムです。

まず、非常用復水器につい

口の濃度よりも大幅に高いことが確

ています。

時三分に、東電はな

水をせずに高圧蒸気を水に戻し、炉

ところが、そ

ぜか非常用復水器を

心を冷却できるということですね。

電気がなくても動くため、緊

停 止 さ せ ま し た（ 配
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機には電源が要らない非常用復水器

で接続した構造です。そして、一号

ナツ型の鋼鉄製の容器を複数の配管

おなじみになったフラスコ形とドー

格納容器を使用しています。すでに

トリック）が設計したマークⅠ型の

アメリカのＧＥ（ゼネラル・エレク

一号機から五号機までの原子炉は、

奈良林

五五℃と定められており、運転員や

では原子炉冷却材温度低下率は毎時

奈良林

う理由で停めてしまったのですか。

櫻井

止めてしまいました。

が弁を閉じて非常用復水器の作動を

ころが、冷えすぎだと思った運転員

で冷やすことのできる速度です。と

で、二八〇℃の高温から一三〇℃ま

い速度で炉心の冷却を開始。一時間

電機が正常に起動し、非常用炉心冷

するまでの間、非常用ディーゼル発

ないのです。なぜなら、津波が到達

しまった運転員を責めることはでき

回の事故で非常用復水器を停止して

れを守って運転します。つまり、今

℃を目安にして設計し、運転員はこ

も、塑性変形を防ぐために毎時五五

可能性があります。原子炉の設計者

復しない変形や微細な亀裂を生じる

応力が働き、塑性変形と呼ばれる回

してしまうと圧力容器の内面に引張

奈良林

そうです。通常、保安規定

空白の三時間
却されていたからです。

却系が作動して、原子炉は順調に冷

仮に、原子炉を急激に冷や

（ＩＣ）が設置されていたのです。二
技術者はこの数値の厳守を徹底的に

そうです。福島第一原発の

号機から六号機には蒸気タービンで
叩きこまれているわけです。

冷却する速度が速すぎるとい

動くポンプが設置されており、高圧
ＣＩＣ）と呼ばれています。これら
は、制御用のバッテリーが枯渇する

いれば事態はどのようになっていた

止めるな」と指示していれば……。

あの時点で、誰かが「非常用復水器を

奈良林 おそらくそう思われます。

とを恐れたためですか。

子炉圧力容器の交換が必要になるこ

復水器を止めたのは、冷えすぎて原

櫻井

すると、運転員の方が非常用

素晴らしく、毎時一五〇℃という速

す。この非常用復水器の冷却性能は

化沸騰水型炉）にも採用されていま

炉であるＥＳＢＷＲ（高経済性単純

れ、米国で建設予定の最新鋭の原子

一号機の非常用復水器は改良さ

器内の冷却材がすべて失われ、炉心

奈良林 配管が破断するなど圧力容

しょうか。

あるいは、危機は回避され得たので

す。そのような訓練を行っていれば

の対処を訓練しておくことなどで

ともあり得ると想定して、その場合

で毎時五五℃以上の速度で冷えるこ

か。たとえば、緊急事態の訓練の段階

こういうことは考えられるでしょう

方を責めるわけではないのですが、

を止めたということなのでしょうか。

ょうか。そのために、非常用復水器

原子炉の損傷を防ぐということでし

いうのはどういう理由からですか。

けない。そのレベルを保ちなさいと

時五五℃以上の速度で下がってはい

流電源が復活したためかバルブの表

料では、中央制御室では一時的に直

ったわけですね。東電が発表した資

櫻井

を停止させてしまっています。

ターバルブが作動し、非常用復水器

も失われた際に誤信号を出してモー

バッテリーが放電して制御盤の機能

また、全交流電源喪失のなかで、

ルールは作られたと思います。

常用復水器を止めるな」というような

か、
「大津波警報が発令された時は非

からです。

容器の交換で、会社に損害を与える

たことでしょう。最悪は原子炉圧力

し過ぎたら、その運転員が責められ

ュアルどおりに行わず原子炉を冷や

停止に向かったはずなのです。マニ

津波が来なければ、そのまま冷温

のでしょうか。

櫻井

原子炉内の蒸気が冷やさ

の損傷をもたらす冷却材喪失事故で

示ランプが「閉」になったことから、

原子炉を冷やす水の温度が毎

れ、大気圧近くまで減圧されますか

あれば、全ての非常用炉心冷却装置

午後六時十八分に操作してバルブを

櫻井

ら、崩壊熱の除去も簡単でした。そ

が作動しますから、毎時五五℃どこ

開いた。表示ランプは「閉」から「開」

と停止してしまいます。

こまで下がっていれば、サイト内に

ろではなく徹底的に冷やさなければ

になったことを確認していますね。

メルトダウンも水素爆発も起きませ

継続できます。一号機は炉心損傷も

ンクに注水すれば、何日でも冷却を

判断が難しい状況だったと思いま

炉心冷却装置は作動していたので、

げたように、地震の段階では非常用

ところが今回は、先ほども申し上

させているのです。これはなぜです

に、再びバルブを閉めて運転を停止

櫻井

したことも確認しています。

奈良林

なるほど。仮に冷やし続けて

備えてあった消防車ポンプで炉心に

なりません。

バルブが自動で閉まってしま

注水できますし、非常用復水器のタ

んでした。

す。ご指摘のとおり、実地訓練をし

か。

奈良林 開操作実施後に蒸気が発生

櫻井 問題なく治まったということ

ていれば、少なくともどう判断する

ところが、そのわずか七分後

ですね。とすれば、決して運転員の
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かったことです。吉田所長などは、

電幹部に、この情報が伝わっていな

田昌郎所長をはじめとした現場の東

の免震重要棟で指揮を執っていた吉

られないのですが、問題は第一原発

結果を待たなければ何とも申し上げ

奈良林

態を深刻化させた一因となったこと

器の停止と重要情報の把握洩れが事

繫がったとしています。非常用復水

が発生、翌日十二日の水素爆発へと

ウムが水蒸気と反応して大量の水素

起こり、燃料棒の被覆管のジルコニ

子炉の燃料が溶け落ちる炉心溶融が

から五時間という短時間のうちに原

実際に使えたのは一台だけだったと

圧やプラグが原発の仕様と異なり、

たのですが、駆けつけた電源車の電

後までに六十台以上の電源車を集め

かったと見られています。十二日午

奈良林 十分な配備がなされていな

ですか。

あらかじめ用意されていなかったの

その点は今後の調査・検証

非常用復水器が動いているという前
されています……やはり実地訓練が
必要でした。

は否めません。

非常用復水器が停止してから

提で対策を講じていたのです。
櫻井

られなくなってしまっています。電

地震で碍子が折れ、外部電源が受け

ものは古くて重い設備だったため、

受電設備に関しても福島第一原発の

られるべきでしょう。先述のとおり、

東電のみならず規制側も含めて責め

対する危機意識の欠如という点は、

さらには、外部電源喪失や津波に

が少なくて済むようにしたわけです。

うが取水口から水をくみ上げる動力

た。経済性を重視し、水面に近いほ

ートルまで削って整地していまし

ルの丘陵を岩盤に近づけ、標高十メ

福島第一原発は、標高三十五メート

奈良林 それはあったと思います。

の解析によると、一号機は地震発生

棒の一部は露出していました。東電

棒を冷やしていた水が蒸発し、燃料

奈良林

「冷却装置停止 所長ら把握せず」
）
。

ています（八月十七日ＮＨＫニュース

大きな失敗だった」という認識を示し

吉田所長も、
「重要情報の把握漏れは

にしてしまった可能性があります。

の三時間が、事故をより深刻な状況

バルブを開いていますが、この空白

常用復水器の機能を十分に活かせな （格納容器圧力異常上昇）が発生した

なかった④一号機に備わっていた非

が原発の仕様と異なりほとんど使え

けつけた移動電源車の電圧やプラグ

が津波に対して無防備であった③駆

喪失した②非常用ディーゼル発電機

し、受電設備も壊れて、外部電源が

敷地内にあった送電線の鉄塔が倒壊

ます。すなわち、①地震によって、

因が重なって起きてしまったと言え

奈良林 今回の事故はさまざまな要

した。

下型の地震に耐えたことがわかりま

したが、原発は建屋も含めて強い直

周辺設備はひどく損傷を受けていま

後に取材に行きました。原発以外の

櫻井

ます。

力にも高圧電源車を派遣依頼してい

低圧電源車の確保と、さらに東北電

ため、東電本店から全店に対して高・

判断して、電源車による電源復旧の

ィーゼル発電機の早期復旧は困難と

奈良林 外部電源の確保と非常用デ

ていますね。

で、東電は電源の確保に向けて動い

櫻井

と判断して、同五十五分に官庁等に

五条第一項の規定に基づく特定事象

可能性があることから、原災法第十

力が六百キロパスカルを超えている

らに同四十九分には、格納容器の圧

出したのが十二日午前〇時六分、さ

長がベントの準備をするよう指示を

し上げますと、東電によると吉田所

奈良林 ベントに関して時系列で申

すぎたのだと指摘する声もあります。

を含む蒸気を排出する「ベント」が遅

格納容器の弁を開けて、放射性物質

は、一号機の水素爆発を防ぐために

櫻井

電のコスト意識があったと見てよい

活かせていない。原因としては、東

示しています。けれど、それが全く

はあったことが、このような事例が

ね。電源喪失を阻止する有効な手段

能となり冷温停止に至っています

いたため、五号機まで電源融通が可

から標高十四メートルに新設されて

六号機は三台あるうちの一台が敷地

非常用ディーゼル発電機にしても、

電源車だけでなく、たとえば

源盤の水没や制御盤の直流電源喪失

かった⑤全交流電源喪失のなかで、

通報、午前一時三十分に一号機、二

櫻井

も致命的でした。

バッテリーが放電していく間に制御

号機のベントの実施について、菅総

電源車による電源復旧

櫻井

盤が誤信号を出して非常用復水器を

理、海江田経済産業大臣、原子力安

約三時間後の午後九時三十分に再び

柏崎原発は直下型の強い地震に見舞

停止させ、原子炉の水位低下とそれ

全・保安院に申し入れをして了解を

新潟県中越沖地震の際には、

福島第一原発には、電源車が

全交流電源が喪失したなか

われましたが、新型の受電設備だっ

に伴う炉心損傷・炉心溶融を発生さ

得ています。

その時点では、すでに燃料

たため破損を免れ、外部電源の確保

せた──ことなどです。

ベントはなぜ遅れたのか
事態が深刻化した一因として
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故担当相に話を聞いたところ、細野

櫻井 ベントの件で細野豪志原発事

トを指示しても東電がやりたがらな

つまり、官邸が東電にいくらベン

こうして決まった〉（
「毎日新聞」四月

に誰がいるんだ」
。午前２時、視察は

て原発の話ができるのは、おれ以外

も何も分からないじゃないか。行っ

させろ」といら立った。
「ここにいて

た。首相は「東電の現地と直接、話を

いのか」
。官邸は困惑するばかりだっ

い。
（中略）「東電はなぜ指示を聞かな

電が決めること」という姿勢を変えな

行うかどうかについて「一義的には東

示を出した。だが、保安院は実際に

田万里経産相名で正式にベントの指

〈翌 日午前１時 分、官邸は海江

報道が見られました。

るやり取りについては、次のような

っています。このときのベントを巡

いは政府中枢の人々の発言が食い違

のことと同様に、東電と政府、ある

櫻井

奈良林

ますね。

は、そのすぐあとということになり

てほしい。午前三時に経済産業大臣

一原発に、
「あらゆる方策でベントし

また、同時刻には東電本店から第

はありません。話が逆転しています。

って、官邸から命令をされたわけで

ベントの申し入れをしているのであ

午前一時三十分には東電から官邸へ

ントは検討されていました。さらに、

示しています。事実、それ以前からベ

段階で、ベントの具体的な準備を指

奈良林 吉田所長は午前〇時六分の

を出したと言っているわけですね。

吉田所長はベントをすべしとの指示

の対応を批判しています。ところが、

った」（
「読売新聞」九月六日）と東電

ようで、誰の意見なのか分からなか

ない。説明を求めても伝言ゲームの

も、実行されず、理由もはっきりし

も「ベントをするよう指示を出して

というわけです。さらに、菅前総理

をするために第一原発に行ったのだ

いので、菅総理が直接ベントの指示

ります。

ば、情報伝達も一気にスムーズにな

理に一任されたはずです。そうすれ

を横断して指示できる強い権限が総

室に届けられます。

ット線量計と全面マスクが中央制御

分頃に、ようやく作業に必要なポケ

示されています。そして、同四十五

から、当直員に現場操作の禁止が指

十分頃には、余震による津波の恐れ

を閉鎖し、測定を断念。午前四時三

が、白いもやが見えたためすぐに扉

た作業員が二重扉を開けるのです

め、真っ暗のなか、懐中電灯を持っ

子炉建屋内の放射線量を測定するた

発電所と共有しています。さらに原

ト時の周辺被曝線量評価を作成し、

分頃には、本店対策本部にて、ベン

奈良林

は困難を極めた。

櫻井

う連絡が入っているのです。

実施発表後にベントをすること」とい

と当社がベントの実施を発表する。

ベントについても、他の多く

氏は「東電がベントをしたがらないの

九分には免震重要棟に入っています。

ところが、そのベントの作業
そうです。午前三時四十五

にベント作業を試みていたにもかか

は早くから準備に取り掛かり、必死

取の際にコメントしています。東電

外だと、東電も事故調査委員会の聴

側にあると一方的に言われるのは心

奈良林 ベントが遅れた原因は東電

のですか。

ん。この点については、地震発生当

ても乗り切れるものではありませ

時なのですから、平時の対応ではと

大震災はまさに戦争に匹敵する非常

た。冒頭でも指摘したように、この

時に対応する体制を整えるべきでし

会議を招集して全閣僚を集め、非常

一の大震災が起きたときに安全保障

平を言うのは天に唾するものです。

に、意思疎通がはかれなかったと不

す。責任は自身にあることを認めず

きり打ち立てなかったことが原因で

ったからです。指揮命令系統をはっ

理自身が指示伝達の経路を作らなか

こちらで発言しています。それは総

ムのようで伝わらなかったとあちら

たように、指示を出しても伝言ゲー

四日）

わらず、菅総理が「俺は原子力に詳し

初から指摘してきましたが、約半年

奈良林

菅氏は総理退任後、先ほども触れ

いんだ」と現場に乗り込んできたわけ

すぎて、なにが起きたのか詳しく知

会議は開かれていません。

本来ならば、菅総理は三・一

東電がベントを拒んだ？

で、総理の指示で実施させた」と言っ
櫻井

午前七時十一分です。同十

ていましたが、これは事実と異なる

です。あえて言えば、政府は責任逃れ

れば知るほど、その想いは強くなり

櫻井

総理の視察が招いた危機

今日に至るまで、安全保障

つば

をするために東電を悪者にして責任

ます。
官房長官が防衛、警察、消防、外務

にはどのような影響があったと思わ

安全保障会議を招集すれば、内閣

によって法令に基づくベントの実施

省も経済産業省も全ての関連する省

れますか。

東電によると、海江田経産相

命令が出されたのが午前六時五十分

へ指示できます。各省庁のタテ割り

奈良林 総理大臣が視察に来るとい

菅総理の視察によって、実際

です。菅総理がヘリコプターに乗っ

の弊害がこれで取り除かれ、全省庁

櫻井

を擦り付けているとしか思えません。

30

て福島第一発電所を視察に訪れたの
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性がありますね。全ての対策が後手

買い占め騒ぎも起こらなかった可能

奈良林 きちんと対応していれば、

かないという事態を放置しました。

せず、被災地にガソリンや物資が届

きるにもかかわらず、菅総理は何も

とつで物流も大きく変えることがで

限を与えるものです。総理の決断ひ

令〟といわれ、法的に総理に強い権

りました。では、実際に菅総理が視

げた可能性があったことはよくわか

の圧力を下げていれば水素爆発も防

櫻井 早期にベントをして格納容器

たのです。

に抑えられた絶妙のタイミングだっ

陸部への放射性物質の拡散は最小限

れば放射能はすべて海側に流れ、内

吹いており、仮にベントを行ってい

ると、十二日の朝は風が太平洋側に

さらに、ＳＰＥＥＤＩの予測によ

虫が来た」と証言しています。

たところ、
「一番忙しいときにお邪魔

奈良林 東電関係者に直接話を聞い

たことになります。

時間ほど現場は総理の対応に追われ

のが、午前八時四分ですから、約一

櫻井 菅総理が第一原発を出発した

どに時間を要するわけです。

しなければならない。当然、準備な

で出迎えをして、色々と状況説明も

えば大変なことです。職員が総動員

の持てる全手段が早期に活用され、

議を招集していれば、こうした日本

櫻井

ます。

での対応が無策に見えたのだと思い

が上がりました。それほど、それま

の映像が全世界に流れ、日本の株価

の注水で、事故に立ち向かう自衛隊

八日も経っています。ヘリコプター

入は三月十九日ですから、事故から

奈良林 ハイパーレスキュー隊の投

最大の危機を緩和できたわけです。

こうした事態を分析して、国際原子

権の欠陥を示す事例のひとつです。

会議を開かず機能不全に陥った菅政

になっています。これも、安全保障

と民間企業の責任の区分が入れ混ぜ

それを東電側が行った。政府の責任

かを確認するのは政府の役割です。

来であれば、避難が完了したかどう

櫻井

ほど遅れたことは間違いありません。

総理の視察によって、さらに二時間

間がかかったことも事実ですが、菅

かったことなど、ベントの着手に時

電源喪失時のベントマニュアルがな

かといった確認作業に追われ、また

して、東電は避難が完了したかどう

たのが、午前五時四十四分です。対

キロ圏内の住民に避難命令を発令し

奈良林 政府が第一原発から半径十

きた状態だったのですか。

く、東電がベントをしようすればで

察に訪れる時間帯を考慮することな

日の早朝に東電本店に来て、
「一体ど

櫻井

断をできる人がいなかった。

やベント作業の開始など、的確な判

すのかが不明確であり、迅速な注水

を含めて、誰が系統だった指示を出

員、保安院長、東電本店、吉田所長

じめ、原発担当大臣、原子力安全委

だったということです。菅総理をは

揮命令系統と責任体制が全く不明確

います。今回の反省点の一つは、指

奈良林 とにかく人が多すぎたと思

府の対応についてはいかがですか。

部を設置しました。これは〝経済戒厳

午後三時十四分に、緊急災害対策本

ただ一方で、菅総理は三月十一日

も大きいと思います。

を十分に補佐できない民主党の責任

と思います。また、そのような総理

のは、菅総理の責任が非常に大きい

応できない無能国家だと断じられた

櫻井

けですね。

れておらず、無能だと言っているわ

奈良林 日本政府は事態を把握しき

がなかったのだ」と分析しています。

との証拠はない。日本政府には情報

かし、日本政府が情報を隠していた

公開を著しく不透明としたうえで「し

ＩＡＥＡはまた、日本政府の情報

ます（
「産経新聞」六月二十二日）
。

の混乱を招いたと明確に指摘してい

で、菅政権の政治介入が現場に無用

十一日の非公開事務レベル作業部会

力機関（ＩＡＥＡ）は六月二十〜二

が大きいとはいえませんでした。

届かず、消防隊の放水も当初は効果

いかず、警視庁による放水は確実に

るヘリコプターからの注水はうまく

な海水注入に関しても、自衛隊によ

心メンバーが集まり、情報を整理し、

海江田万里、長島昭久と民主党の中

た。そこには細野豪志、馬淵澄夫、

本部（本部長は総理）を設置しまし

京本店に政府と東電による統合対策

また、政府は十五日朝に東電の東

るといって、菅総理が怒鳴り込んで

んなことをしたらもっと大惨事にな

全面撤退したいと言ったために、そ

政府側は、東電が福島第一原発から

と怒鳴りました。このことについて

たときには東電は一〇〇％つぶれる」

ない。覚悟を決めてほしい。撤退し

繰り返しますが、安全保障会

東京都のハイパーレスキュー隊を

東電を指揮し、同時にある意味で東

とめたのだと言っています。

それどころか、菅総理は十五

そうです。日本国は危機に対

に回った政府による人災と言えます。

原発の危機も緩和されていた可能性

うなっているんだ」「撤退などあり得

それもおかしなことです。本

櫻井 原子炉圧力容器や格納容器内

は大きいですね。

中心とした緊急消防援助隊を投入

電を見張る役割も果たした。あの政

食い違う「全面撤退」
の温度を下げるために死活的に必要

し、彼らの決死の働きでようやく、

WiLL-2011年11月号 ● 284

285 ● WiLL-2011年11月号

●原発事故徹底検証

他方、東電側はそのような申し入
れはしていないと否定しています。

ありません。
櫻井

原子炉への海水注入を吉田所

長が指示したのが、午後二時五十四

当時の経緯を記録した資料はどうな

についても食い違っています。では、

櫻井

だった」と述べています。

して他の者を避難させるという認識

撤退というよりも、必要な人間を残

代理も九月八日の記者会見で、
「全面

絡、住民の避難が完了してからベン

開始に向けて準備していることを連

分に福島県へ午前九時頃にベントの

います。その後、ようやく同三十七

だ避難できていないことを確認して

二十七分に大熊町の住民の一部がま

んだか。東電はその後も、午前八時

たなかで、ベントに関してはどう進

奈良林

奈良林 準備していた海水注入のた

の結果、なにがどうなったのですか。

原子炉建屋で水素爆発が起きた。そ

櫻井

が完了していました。

低温停止する機能）による注水準備

を原子炉に注入して原子炉を徐々に

へのホウ酸水注入系（中性子吸収材

車を用いた電源復旧により、原子炉

奈良林 午後三時三十六分には電源

分ですね。

っているのかといえば、なんと、政
トをすることで調整し、午前九時十

海水中断問題の真相

府は全く記録をとっていなかったと
めのホースやホウ酸水注入系の電源

奈良林 松本純一原子力立地本部長

いうのです。官邸は、ひとつひとつ
五分に一つ目の排出弁を開け、午前
設備が損傷し、使用が不可能となり

を残します。その基本ができなかっ

およびそれへの対策についての記録

てさえ、どの国の政府も情報の推移

極端なことをいえば、戦争におい

に淡水を注入し、累計八十トンの注

同五十三分に、消防車により原子炉

のは午後二時三十分でした。その後、

後、実際に蒸気の排出が確認された

ところが、不具合で開けず、調整

住民に対して避難指示を出していま

は第一原発から半径二十キロ圏内の

ています。午後六時二十五分、政府

が計測されており、官庁等に通報し

時五百ミリシーベルトを超える線量

十七分にはモニタリングポストで毎

仰るとおりですね。そうし

の動きや情報を記録する余裕などな
十時十七分に二つ目の弁開放に着手
ました。爆発が原因で、午後四時二

た菅民主党には、国家を担う資格が
水を完了しています。

間、三号機では二日間稼働していま

両者の主張は、この重要な点

かったと発表しましたが、これには
しました。

ないのです。菅氏にも総理の資格は

酸を海水に混ぜて原子炉内へ注入を

ところが、同時刻に一号機の

呆れました。

す。

した。蒸気タービンは交流電源を必

その後、海水注入が実施され

要とせず、制御用のバッテリーがあ

開始したのが午後八時四十五分です。

櫻井
たのは何時でしょうか。

五分に独断で注入を中断。その後、

邸の意向に配慮して、午後七時二十

奈良林 当初は再臨界を懸念した官

上するわけですね。

櫻井 ここで例の海水中断問題が浮

四分です。

ら消防車による海水注入は午後七時

か、と思わずにはいられません。

面に立たずに済んでいたのではない

していれば、日本は現在のような局

たいくつかの山場を一つでもクリア

ベントの実施など、一号機で起こっ

の設置場所や非常用復水器の停止、

みますと、非常用ディーゼル発電機

櫻井

止、作業員を全員免震重要棟へ退避

たケーブルが損傷、電源車は自動停

し、爆発による飛散物により敷設し

が、直後に一号機で水素爆発が発生

ポンプ手前まで送電していたのです

了して、ホウ酸水注入系（ ＳＬＣ ）

時三十分頃、高圧電源車の接続が完

さらに二号機では、十二日午後三

れば動き続けます。バッテリーが枯

総理の指示を受け、午後八時二十分

奈良林

させています。一号機の事故を収束

ストレステストの実態

に再開し、五十五分間の中断が起き

水素爆発により放射性物質が付着し

させれば、注水のための消防ホース

奈良林 原子炉内の消火系ラインか

ていたとされていたのですが、実際

た瓦礫が飛び散ったことが、二号機、

の設置に手間取ることもなく、二号

渇するまで二〜三日動き続けました。

のところ、吉田所長の独断で注水を

三号機の事故対応を非常に困難にし

機から四号機の全ての事故も防止で

これまでの経緯を振り返って

継続していたというのが事実でした。

てしまいました。二号機では蒸気タ

そのとおりです。一号機の

吉田所長は事実を明かした理由に
の調査もあり、正しい事実に基づき

設備の一つ。水貯蔵槽または圧力抑

る原子炉隔離時冷却系（原子炉補助

の午前六時十四分に発生した二号機

に発生した三号機の爆発も、十五日

櫻井

きたわけです。

評価が行われるべきだと考えた」と説

制プールの水を原子炉に供給し、燃

の爆発も起こらなくて済んだ。
「さす

ついて、
「国際原子力機関（ＩＡＥＡ） ービンで動くポンプが採用されてい

明しています。その後、再臨界が起き

料の崩壊熱を除去する系統）が三日

十四日の午前十一時二十八分

ないよう、中性子線を吸収するホウ
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書を出していたそうですね。

テストの実施内容の中身と同じ報告

力会社は保安院からの指示によって

の指示がある前に、すでに日本の電

ストの実施ですが、ストレステスト

櫻井 菅総理が発表したストレステ

が各電力会社に出されています。

全・保安院から緊急安全対策の指示

の安全性を確保するため、原子力安

もとに、全国にある五十四基の原発

奈良林 今回の数々の貴重な教訓を

となっていたわけですね。

注水手段の多様化と迅速化による炉

配備と給電・注水訓練の実施④冷却・

保（海水侵入防止）③移動電源車の

などを設置している建物の水密性確

②非常用ディーゼル発電機や電源盤

電設備の耐震性向上と回線の多様化

奈良林

策なのでしょうか。

櫻井

非常におかしなことになっています。

までは運転再開を認めない、などと

らず、ストレステストの結果が出る

に報告書を提出しているにもかかわ

九州電力の玄海原発などは、すで

い」と申し上げたのですが、事故調査

後に「国民にきちんと説明をして下さ

前官房副長官と対談したので、終了

奈良林 あるテレビ番組で福山哲郎

うと不安を感じています。

原発と同じような事態に陥ってしま

津波が来たら全国の原発が福島第一

はほとんど知らされていないため、

櫻井

任を全く果たしていません。

総理も海江田氏も細野氏も、その責

く国民に説明すべきなのですが、菅

有効性を政府がきちんと分かりやす

が日本の原子力技術は世界一である」

奈良林
心冷却の確保⑤バッテリーの高所へ
委員会任せで、政府が説明する気な

奈良林 政治の機能不全によって、

ないのです。

政府はおよそ政府の体をなしてはい

本来の役割です。一事が万事、日本

か、といった大きな図柄を示すのが

原子炉の状態はどうなっているの

アップ、それがどこまで実行され、

あれば、原因の究明と対策のリスト

一致しているのです。

ところ、やはり保安院の安全対策と

であり、実際に実施内容を精査した

故報告書に基づいて策定されたもの

から国際原子力機関に提出された事

五メートルほど高い十四・八メート

原発は、敷地の高さが福島第一より

どはほとんど報じられません。女川

震源地に近かった女川原発のことな

いう印象を抱いてしまうのですが、

は「日本の原子力政策は終わった」と

げますから、どうしても多くの国民

一原発の深刻な状況ばかりを取り上

奈良林

メディアにしても、福島第

ています。本来ならば、安全対策の

を確保したことで有効性が実証され

を受けたにもかかわらず、炉心冷却

東海第二などの原発で、津波の被害

これらの対策は女川、福島第二、

櫻井

はないでしょうか。

っていることにも目を向けるべきで

にあたっている作業員の士気が下が

グによって、現場で必死に復旧作業

かもしれませんが、心ないバッシン

る被害の責任を追及することも必要

とができません。福島第一原発によ

社にしても、いまは何も物を言うこ

奈良林 東電をはじめとした電力会

るべき事案であって、官房副長官で

櫻井

自嘲気味に仰るのです。

に必死に電話をかけていたんです」と

月十一日に非常用電源車を呼ぶため

①敷地内鉄塔・送電線・受

地元の人たちがどれほど不安に思わ

ルあり、女川市内が津波で被災した

ば、安全意識の低さには正直、言う

大津波に耐えた日本の原発

そのような事実を多くの国民

見習うべきだ」といった安易な捉え方
の追加設置と充電機能の強化──な
ど一切ない。それどころか、
「私は三

具体的にはどのような安全対

をしていますが、そもそも欧州で実
どです。

れたことでしょうか。それに今回の

なかで津波対策の健全性が確保され

べき言葉もありません。彼らの責任

そうです。政府は「欧州を

施しているストレステストは、日本

地震や津波では、鹿島、原町、新仙

ていました。

れているのです。

女川や福島第二や東海第二は難を免

対して、先ほど申し上げたように

ます（笑）
。

謗中傷が七千件以上アップされてい

グを受けます。ネットでは、私の誹

人間だ」といったものすごいバッシン

発電所の良い面を言うと「原子力村の

とにかく、いまは少しでも原子力

は日本の未来の可能性を減殺し、国

と原子力の有効性とを混同すること

ません。原発のマネジメントの問題

冷静にわきまえておかなければなり

なる問題だということを、日本人は

そのことと原発の必要性は次元の異

は非常に大きいと思います。同時に、

今回の東電の事故対応を見れ

そのようなことは現場に任せ

台などの火力発電所も被災していま

櫻井 一千年に一度と言われる津波

櫻井

益を損う結果になるからです。

す。火力発電所にしても二、三年は

にも耐えた原発があるという事実を

ますが、長期的かつ戦略的視点で考

使えないでしょう。

日本人はもっと知るべきですし、政

え、冷静な対応をすることが大事だ

原発否定論が主流となってい

府もメディアも正しく国民に伝える

と考えます。

じていただきたいですね。

このことを野田新総理には肝に銘

必要がありますね。
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