
5 対策本部を福島第2に移す指示を消した FAXは指示の変更を裏付けている

①報には f2号機において、 6 時 00分~6 時 10分頃に大きな衝撃音がしました。作業

に必要な要員を残し、準備ができ次第、念のため対策要員の一部が一時避難いたしますj と

記述されている。

f2号機において、 6 時 00分~6 時 10分頃に大きな衝撃音がしました。対策要員の退

避準備ができ次第、対策本部を福島第二へ移すこととし、避難いたします」という下書きが

あり、そこから「対策要員の~J と「対策木部を福島第二へ移すこととしj を削除し、「作

業に必要な要員を残し、 J f念のため対策要員のJ f一部が一時」を挿入して作られた跡が

残っている。この①報の原文から発信文になるまでの変化の過程と 5月20日付朝刊2面の

報道内容とは完全に一致している。

②報には「先ほどの退避については、念のため監視、作業に必要な要員を除き、一次(マ

マ)待避することに内容を訂正したします」と記述されている。 f退避Jではなく「待避j

とすぐ現場に戻れる一時的な避難であることを示す言葉がわざわざ加入して使われている。

これも 5月20日付朝刊 2面の報道と矛盾する点はない。①報と合わせ読むと、矛盾がない

だけでなく、 14日夜から準備されていた 2Fへの「撤退の方針|が「待避の方針Iへと転

換されたことが明確に読み取れるの

6 7時25分FAX通報の対策本部の2Fへの移動は「撤退j にほかならない

ところが午前 7 時 25分に送信したとされる③報には f6 時00分~6 時 10分頃に大き

な衝撃音がしました。準備ができ次第、念のため対策本部を福島第二へ移すこととし、避難

ど主L主主j と記載されている。注目点は f対策木部Iを福島第二原発に移動したと書いて

あることである。対策本部自体の移動は、残された人員がいるとしてもそれは対策の主力で

はなくなるということであり、まぎれもなく撤退である。

PRCは「約 650人が第二原発に移ったと言っても、第一原発には吉田氏たち 69人が残

っており、本部機能はまだ第一原発にあったJなどとして、 f撤退Jという言葉が通常意味

する行動もなく、朝日新聞5月20日付朝刊Uf命令違反で撤退」との記事は「命令違反Jに

「撤退Jを重ねた見出しは否定的印象を強めている、と批判している。しかし、福島第一原

発自体が吉田所長名で監督官庁に対策本部を 1Fから福島第二原発に移動したと公式な報告

を行っていたのであるから、その批判の根拠は完全に崩れている。 PRC見解は、この重要な

客観証拠と両立しない。

7 吉田所長の 1F内待機の指示は明確

確かに、吉田調書の記載だけをもとに議論すると、 3月 15日朝の吉田所長の指示には、

不明確な印象がある。

しかし、 3月 15日午前6時 42分、テレビ会議を通じて吉田氏は緊急時は福島第二原発に

退避するとの前夜からの計爾を変えて、福島第一原発近辺にとどまるように指示している。
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この指示は、前記のように、柏崎刈羽原発側で正確に記録されている。そして、同日の午前

8時30分からの記者会見においては、東電の広報文書に、この指示内容が明記されている。

この指示は、福島第一原発の最高責任者としての発言であり、本屈の会見においても、発

電所名義の公式文書に記載されているのであるから、まぎれもなく、所長の公式の指示命令

にあたる。

テレビ会議の映像には、所員を指揮するはずの GM(グループマネージャー)とよばれる部

課長級の幹部社員も何人か映っている。彼らはこの指示を認識していたはずである。

にもかかわらず、所長の明確な指示と違う結果が生じており、その過程にはGMとされる

幹部職員の中に、東電が明らかにしていないために誰とは特定はできないが、この指示に背

いた者がいたことが推測できる。実際、吉田所長は調書の中で r2Fに着いた後、連絡をして、

まずGMクラスは帰って来てくれという話をして、まずは GMから帰ってきてということに

なったわけですJと答えている。

PRC見解は、「吉田氏は、周囲に対し、これまでの命令を撤回し、新たな指示に従うよう

にとの言動をした形跡は認められない。Jr吉田氏は調書で、部下にうまく情報伝達されなか

った理由を「伝言ゲーム」 とも言っている。吉田氏の指示が所員の多くに的確に伝わってい

た事実は認めることができない。Jrすでに第二原発への退避行動が進行している最中におけ

る重大な計画変更であるから、通常は計画の変更を確実に伝えるため、何らかの積極的な言

動があるべきであると思われるが、そのような事実も認められない。Jr吉田氏は調書の中で

r2号機が一番危ないわけですね。放射能というか、放射線量。(多くの所員が詰めていた)

免震重要棟はその近くですから、ここから外れて、南側でも北側でも、線量が落ち着いてい

るところで一回退避してくれというつもりで言ったんですが、確かに考えてみれば、みんな

全面マスクしているわけです。それで何時間も退避していて、死んでしまうよねとなって、

よく考えれば2F(第三原発)に行った方がはるかに正しいと思ったわけです」と述べている。

所員が 2Fに行ったことを肯定しており、第一原発やその近辺への退避指示は適切ではなか

ったことを認めている。Jなどとして、吉田所長の指示は明確でなく、末端に徹底されていな

かったとする。

しかし、客観的な資料と対比すれば、吉田所長の指示にはなんらあいまいさはなく、柏崎

刈羽メモにも記録され、その指示に符合する公式のプレスリリースが公表されていたのであ

る。また、保安院や東電本庖への Fl広報告においても、明確に吉田所長の指示内容に即し

た報告がいったんはなされていたことが確認された。

650名の 2Fへの移動は明らかに吉田所長の公式の指示に反している。東電本庖も指示

違反の状態が生じていることを認識しつつ、これを記者会見の場で隠蔽したととになる。

第3 なぜ、吉田所長は 1F内待機を命じたのか

1 PRCの分析

PRC見解は吉田所長による 1F内待機の指示の存在を認、めながら、以下のような点から、
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実質的には、「命令」と評することができるまでの指示があったと認めることはできず、所員

らの 9割が第二原発に移動したことをとらえて「命令違反」と言うことはできないとしてい

る。

しかし、吉田所長による 1F所内待機の指示は、テレピ会議を通じて発せられている。当

時の社内の指示はすべてこのシステムを通じて、緊急時対策本部長席に座って発話する方法

でなされていたのであるから、この記録に指示が記録されていることをもって、このような

指示命令が存在したことの証拠は十分である。さらに、前述したように、これを明らかに裏

付ける、東電記者会見のプレスリリースと、保安院宛のFAX追加の指示などが存在してい

たことが明らかになった。指示命令は明確であり、指示があいまいであるとする PRC見解

には根拠がない。

2 PRCが無視した吉田調書の記載

8月9日の聴取記録で、吉田所長は次のように語っている。ここでは、格納容器破損によ

る放射線量の上昇の有無を確認してから「次のステyプを決めるj という、判断の過程を詳

しく証言している。

ro回答者(吉田所長、以下同)…(中略)…それは、どちらかというと、ストップして

何したかというと、周辺の放射線量だとか、そこをまずしっかり測れと。だから、何かあ

ったと。イ可かあったから、まずは引き上げろと。一番重要なのは、放射線量が急激に増加

する、格納容器が破れるということで、急激に放射線量が上がるわけですから、それをま

ず確実に測定して連絡しろと。その値を見て、どう操作をするかとか、次のステップを決

める、こういうことですから、まずはそういう対応をした。

0質問者(政府事故調、以下問) その後、例えば、パラメ}タとか、要するに、何が起こ

たかと。

0回答者中央操作室も一応、引き上げさせましたので、しばらくはそのパラメーターとか

は見られていない状況です。いずれにしても、まずは放射線量がどうかということで、そ

れが大きく変化するようであれば、またそれは考えないといけませんし、まずはそこをしっ

かり見ましようと。J(カッコ内は筆者の補充)

もとより、証言には記憶違いや意図的な隠蔽など様々なバイアスがかかっており、その検

証をすることが求められる。それでは、そのような検証をする際には、どのような資料に依

拠すべきだろうか。私はできる限り、事故に近接して作成された客観性の高い資料を重視す

べきであると考える。

柏崎刈羽原発側で記録していた柏崎刈羽メモは当時、テレピ会議を通じて交わされたやり

とりをリアルタイムで記録し、整理したもので、資料的価値は高い。これは吉田所長への聴

取が始まる 2011年7月以前に作成されたもので、吉田調書の内容を検証するには欠かせ

ない資料である。少なくとも政府事故調の中間報告書が発表される同年12月以降の証言、

特に当事者である東電関係者の証言を使い、遡って吉田調書を検証することは政治的なパイ
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アスなどを無視することはできず、客観性や信頼性は低くなると私は考えている。 PRCはこ

うした報道の手法を全く理解していないように見受けられる。

この柏崎刈羽メモには r6 : 42 構内の線量が低いエリアで退避すること。その後本部

で異常でないことを確認できたら戻ってきてもらう」と記載されている。さらにその 11分

後には r6 : 53 原子炉建屋周りの線量率を確認、するj との記載もある。

PRCが無視したf一番重要なのは、放射線量が急激に増加する、格納容器が破れるという

ことで、急激に放射線量が上がるわけですから、それをまず確実に測定して連絡しろと。

その値を見て、どう操作をするかとか、次のステップを決める、こういうことですから、ま

ずはそういう対応をした。jという吉田所長の証言とよく合致している。 PRC見解を読むと、

PRCは朝日新聞仮IJからこの時系列メモの提供を受けていると推測される。にもかかわらず、

柏崎刈羽メモと吉田証言についての分析と考察はない。この最も重要な部分をな戸、無視する

のか、このような検討姿勢が公正なものといえるのか、誠に疑問である。

3 2F退避の指示が途中で変更されたことは下請けの作業員の調書でも裏付けられる

2Fへの退避という方針は確立されたものではなかった。この巨、本!古で午前6時頃に演

説をした菅首相の「撤退はあり得ないj という演説がなんらかの形で、この方針の動揺に影

響した可能性もある。

このことは、今回新たに公開された東電下請けの南明興産社員の陳述書からも裏付けられ

る。該当箇所を、以下に掲げる。
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[退避以降の状祝1
o '3月 14日22時ころ、給油の指導を終えて免鍵重要:僚に戻り、サ)ペイを終えて

一，患っい‘ていると、 F信明輿産の社員から f秋元さん、早く積替えろ。j と首われ、寄

ってたかって服を着させられた。周りを見ると京電の社員もひしめいでおり、最低限

の人員を残して退避するとととなったととが雰閣気で分かったo

しかし、 1時間くらい経っても状況に何の袈飴もなく、沢山い1ヒ京電のー社員もどこ

かへ散ってしまった。後になって分かったことだが、管総理が『積場告と投げ出すとは

何事館。j ど発言したとどが伝わり、退避が無くなったのだk分かった。

o.地震発生以降、私も精一杯対応に努めてきたが、 3号機爆発により戦意を喪失した

i惑があり、そのまま免震量婆掠11稽で寝てしまった。朝、起きると京電の社員から 6

時ころ2号機が爆発したということを開き、 2階lとよがるように言われた。今度はさ

すがに退避kいうととになっtょうでイ吉岡所長以下偉い人や最俄|伎の人員を残し、

自力で福島第二j原子カ発箇訴まで行くこととなづたa

0 私t立、通勤に使っている車があったので、その主主i;福島第二原子力発電所まマ行きL
F韓関輿患の社員でまとまって体育館のスペースで休憩していたところ、京電の社員か!

らf4号機で火災が発生した。あなた遠の仕事なんで戻ってくださいJ と首がれたe

iその時、所長が f安全が碗保できない旬私の}存?では決めかねるので本社に判断を仰

がせて欲しい。Jと申し入れた。本社への確認の結集、 f行く必要はない。j とのこと

であったので、そのまま雨明奥底の社員は体育館l己競った。

この調書では、 14日の深夜に菅首相の演説があったことになり、客観的な事実とは完全

に符合はしないが、いったん決められた2F退避の方針が官邸の意向で中止となり、その後、

2号機の爆発(実際には4号機であった)によって、再度退避することとなった状況が説明

されている。下請け社員の受けた印象の記録として貴重なものである。

4 所内に線量の低い箇所はあったのか

PRC見解の中で技術的に疑問な点は、福島第一原発構内には免震重要棟内より線量の低い

箇所などはなく、所内待機の指示には合理性がないとしている点である。

PRCは所員が 6時42分の時点では、すでに免震重要棟の外にいるという事実を見落とし

ているのではないか。柏崎刈羽メモに記載されている各地点の放射線量を比較すれば、この

ような主張には全く根拠がない。

PRCの見解によれば、午前6時42分に発せられた吉田所長の「構内の線量の低いエ

リアで退避すること。その後本部で異常でないことを確認できたら戻ってきてもらうJとの

指示 (5月20日付朝刊報道は命令と表現)があったとき、「すでに第二原発への退避行動が

進行している最中Jだった。だとすれば、所員は全員でないにしても免震重要棟の外に出て

いる、あるいは外に用意されているパスに乗車していると考えるのが相当である。これは、

PRCの見解によらなくとも、柏崎刈羽メモには午前6時27分に「退避の際の手)1頂を説明」

とある。東電が開示したテレビ会議の映像を見ても午前6時30分ごろから人の移動があわ
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ただしくなっていることが確認できる。福島第二原発に向けた退避行動がいったん起き、所

員が免震重要棟から外に出始めているのは事実であろう。

そこで、各場所の放射線量をみると、柏崎刈羽メモの記述では、免震重要棟内の放射線量

は 15~20μSv/h (6時29分)と外部より低い値が報告されている。しかし、免震重

要棟の周り、すなわち所員が全員と言わないが存在している場所の放射線量は5mSv(5000

μSv)/h (7時14分)と記述されている。そこに 12分居るだけで一般の人の年間許容線

量1mSvに達してしまうほどの高い線量である。したがって、所員を免震重要棟に安全に戻

すこと自体が難しくなっていた。ただちに、別の場所に移動させる必要があったのである。

一方、例えば福島第一原発正門付近の放射線量は当時131. 5μSv/h~8 8 2. 7μ 

Sv/h と柏崎刈羽メモには記録されている。所員が居る免震重要棟周辺の 38分の 1~5分

の1と低いエリアが存在している。所内の線量はバラバラであり、免震重要棟からでている

作業員にとっては、極めて線量の高い免震重要棟付近より、線量が大幅に低い場所もあった

のである。このような場所への移動の指示は合理的なものであるといえる。

福島第一原発の敷地は東西方向より南北方向の方が長い。正門は 1~4号機のほぼ真西に

あり、敷地の北端や南端に比べて近い位置にある。吉田所長は調書の中で「免震重要棟はそ

の近くですから、ここから外れて、南側でも北側でも、線量が落ち着いているところで一回

退避してくれというつもりで言ったj と述べている。正門付近は、所員が現に居る免震重要

棟の周辺より「比較的線量の低い」ところであり、南北に長い敷地、あるいは風向きを考え

ると、この正門付近よりさらに f比較的線量の低いj ところが存在していたともごく自然に

考えられるのである。

PRCは吉田所長の午前6時42分の待機指示が発出された時に所員の居た場所について、

正確な理解を欠いていると言わぎるを得ない。所員の多くがまだ免震重要棟にいるかのよう

に誤解し、放射線量の比較に免震重要棟を基準としている。しかし、このような間違った前

提から導き出されたf所員が第二原発への退避をも含む命令と理解することが自然であった」

「実質的には『命令』と表することができるまでの指示があったと認めることはできず、所

員らの9割が第二原発に移動したことをとらえて『命令違反』と言うことはできないJなど

という総括はまさに誤った前提に基づく推測であると言わざるを得ない。

5 PRCが見解の基礎とした吉田証言には客観的裏付けが欠けている

吉田所長がいったんは格納容器の爆発の危機を想定したのは事実である。しかし、「その後

は一貫して、格納容器の爆発を疑って、所員を退避させたと語っているJと断定する論拠を

PRCはいったいどこに求めているのか。この柏崎刈羽メモによれば、時間が経つにつれて、

格納容器の爆発の可能性があるかどうかを冷静に判断し、 2Fに移動するのではなく、 1F

構内での待機へと判断をシフトさせた根拠となる記載が散見できる。

たとえば、午前6時30分には、吉田所長は fー且退避してからパラメ}ターを確認する」

としている。また午前6時42分の指示よりは少しあとになるが、午前7時6分の rlF-4 原
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子炉建屋の屋根に穴があいている、破片が下に落ちているJなどの記載も、重要である。当

初から、吉田所長は格納容器の爆発までは起きていない可能性があると考え、まだ残留でき

ると考えて、指示内容を変更したと推測する根拠となりうる。そのことが、徐々に裏付けら

れて行っている過程と言えるだろう。

PRCは「以上からすれば、 2面における吉田氏の判断過程に関する記述は、吉田氏の『第

一原発の所内かその近辺にとどまれ』という『命令』から逆算した記者の推測にとどまるも

のと考えられる」と結論づけている。しかし、柏崎刈羽メモという客観的資料を元に証言の

裏付けをしているのは当初の朝日新聞の吉田調書報道の方であり、資料の裏付けのない証言

をそのまま引いている PRC見解こそ、「推測にとどまるものJといわざるをえない。

第4 結論

以上のとおりであって、吉田所長の 1F構内待機指示は、柏崎刈羽メモに明確に記載され

ていたし、 15日朝8時30分の東電本j古記者会見で配布された資料にも明記されていた。

そして、東電は、この会見時には、 650名の 2Fへの移動の事実が判明していたにもか

かわらず、この事実を明らかにせず、退避した社員は 1F近くに待機していると発表してい

た。

650名の 2Fへの移動は所長の指示命令に明らかに反しており、だからこそ、東電は記

者会見においてこの事実を隠蔽したのだと考えられる。

吉田所長の 1F内待機の指示の存在を認めながら、この指示があいまいなもので、あったか

のように分析する PRC見解は、これらの客観的資料やこれと符合する吉田調書をあえて無

視し、推測にもとづいて議論を組み立てている。事実と推測を混同しているのは吉問調書報

道ではなく、この PRC見解の方である。

真実にたどり着いていない者に、真実を明らかにしようとする者を批判する資格はない。

朝日:新聞社も含めて、すべてのジャーナリストには、 3月15日朝の福島第一原発の真実

を明らかにするという責任が残されている。

第5 資料

1 本論考作成のために参照した資料

( 1 )海渡雄一「日本はあの時破滅の淵に瀕していたJ(f世界J2014年 11月号)

(2) 2011年3月15日東電会見配付資料

(3)向上会見録画http://www.voutube.com/watch?v=QXxDQuX8UPc

(4)東電福島第 1原発所長から原子力保安院に対する「異常事態連絡様式J3通 (201

1年 3月 15日付)

(5) 2011年3月15日柏崎・刈羽メモ(デ}タ)
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2 吉田調書の該当部分

吉田「本当は私、 2Fに行けと言っていないんですよ。ここがまた伝言ゲームのあれのと

ころで、行くとしたら 2Fかという話をやっていて、退避をして、車を用意してという話を

したら、伝言した人間は、運転手に、福島第二に行けという指示をしたんです。私は、福島

第一の近辺で、所内に関わらず、線量の低いようなところに一回退避して次の指示を待てと

言ったつもりなんですが、 2Fに行ってしまいましたと言うんで、しょうがないなと。 2F

に着いた後、連絡をして、まず GMクラスは帰って来てくれという話をして、まずは GMか

ら帰ってきてということになったわけです」

そうなんですか。そうすると、所長の頭の中では、 1F周辺の線量の低いところで、

例えば、パスならパスの中で。

吉田「いま、 2号機があって、 2号機が一番危ないわけですね。放射能というか、放射線

量。免震重要棟はその近くですから、ここから外れて、南側でも北側iでも、線量が落ち着い

ているところで一回退避してくれというつもりで言ったんですが、確かに考えてみれば、み

んな全面マスクしているわけです。それで何時間も退避していて、死んでしまうよねとなっ

て、よく考えれば2Fに行った方がはるかに正しいと患ったわけです。いずれにしても 2F

に行って、面を外してあれしたんだと思うんです。マスク外してj

最初に GMクラスを呼び戻しますね。それから、徐々に人は帰ってくるわけですけ

れども、それはこちらの方から、だれとだれ、悪いけれども、戻ってくれと。

吉田「線量レベルが高くなりましたけれども、著しくあれしているわけではないんで、作

業できる人間だとか、パックアッフ。できる人間は各班で戻してくれという形は班長にj

3 201 1年3月15日 午前8時30分頃開始東電本庖記者会見の概要

会見問答①

質問者なぜ移動させたんでしょうか。

質問者:いつ移動し始めたの。

質問者:それから、どこに移動してるんですか。何人?

東電 人数ですとか、具体的な場所については確認次第またご報告いたします。申し訳ご

ぎいません。

質問者それは把握してない?

質問者放射性物質を避けるための移動と考えていいんですか。

東電放射性物質を避けるためもありますし、線量が上がるのではないかと、上がる可能

性があると判断したということだと思います。

質問者つまり、避けるためですよね。それは。

東電そうです。はい。

会見問答②
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質問者残った 50人には混乱とかは見られませんか?

東電我々テレビ会議につないでもうずっとやってますけれども、なんとか頑張ってまだ

冷静に対処しているというふうに認識しています。

質問者 50人はどういうところにいらっしゃるんですか。

東電事務本館横がですね、免震棟と言われる建屋がございまして、そこにおります。

質問者:それはどれ位放射線を防げるんですか。

東電建屋自身が放射線を、特殊で防ぐということではなくて、一般の建屋で防げている

という状況ですので、線量はちょっと今、具体的な数値は持ち合しておりませんが、線量の

監視をしながら続けているという状況でございます。

質問者炉を閉めるって選択肢はないんですか。

東電炉を閉める?炉を閉めると?そういった選択肢も当然あって、すぐにはできない

ですから、当然それは選択肢の中ではあると思います。

質問者 さっきあの、ポンプ車 4時間位で燃料切れるって話だと思うんですけども、その

辺についてはどうするつもりですか。

東電補充して対応してると。ポンプ車を変えるかもしくは補充するということで対応し

ているというふうに開いております。

質問者これは 50人の方が?

東電(黒田):そういうことですね。はい。

4 校野幸男官房長官会見 (201 1年3月午前6時45分開始)

原子力発電所の件について、総理が東京電力に入りまして、改めて現状の把握を行いまし

たところ、先ほどの私(官房長官)の会見での時点では把握できていなかった事象が認識を

されましたので、まずは国民の皆さんに速やかにご報告をさせていただこうというふうに思

っております。第一原発の二号炉の中の格納容器に繋がるサプレッションプールと呼ぶそう

でありますが、水蒸気を水に変える、少し出っ張っている部分だそうでありますのその部分

に欠損が見られている模様であると。繰り返します、格納容器に繋がるサプレγションプー

ルと称する水蒸気を水に変える部分、少し出っ張っている部分のようであります。その部分

に欠損が見られるということであります。ただし、周辺の放射線濃度の測定値は急激な上昇

等は示していない。国民の皆さんの健康に被害を及ぼすような数値を示したり、急激な上昇

等を示したりはしていないということであります。しかしながら、こうした事態に対して、

迅速な対応を取らせていただきたいと思いますので、私自身は東電の方から総理等のご指示

を受けたいと思いますので、この後戻らせていただきたいと思いますので、ご質問、 1間か

2問ございましたらどうぞ。
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