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関関関関連連連連トピックストピックストピックストピックス 菅直人 地震 原子力発電所 東京電力

横路孝弘衆院議長（中央右）に福島原発事故に関す

る報告書を提出する国会原発事故調査委の黒川清委

員長。右手前から２人目は平田健二参院議長＝５日午後１

時３分、国会内、仙波理撮影

調査報告書を決議する国会原発事故調査委に臨む黒

川清委員長（中央）と委員たち＝５日午前１１時１分、

東京・永田町の参院議員会館、仙波理撮影

原原原原発発発発事故事故事故事故はははは「人災」「人災」「人災」「人災」とととと断断断断定定定定 国会国会国会国会事故調事故調事故調事故調がががが最終報告最終報告最終報告最終報告

東京電力福島第一原発事故を検証する国会

事故調査委員会（黒川清委員長）は５日、最終

報告書を決定し、衆参両院議長に提出した。東

電や規制当局が地震、津波対策を先送りした

ことを「事故の根源的原因」と指摘し、「自然災

害でなく人災」と断定。首相官邸の「過剰介入

で混乱を招いた」として、菅直人前首相の初動

対応を批判した。東電が否定している地震によ

る重要機器損傷の可能性も認め、今後も第三

者による検証作業を求めた。

報告書は６４１ページ。事故調は延べ１１６７

人に９００時間以上の聴取を行い、関係先から

約２千件の資料提供を得た。東電や電気事業

連合会、文部科学省、原子力安全委員会など

から入手した１３点は非公開の前提で提供さ

れ、公表を見送った。

■地震・津波対策「意図的な先送り」

報告書は地震、津波対策について、東電や

経済産業省原子力安全・保安院などの規制官

庁が「意図的な先送りを行った」と踏み込み、

「何度も事前に対策を立てるチャンスがあったことに鑑みれば、事故は明らかに人災」と断じた。

具体的には保安院が、２００６年に改定された指針に基づいて東電に耐震安全性の評価を求め

たが、補強工事は限定的だった。原子力安全委員会も、住民避難などの防災対策について「不

十分だと認識しながら黙認した」とした。

安全対策が先送りされた背景として、東電と規制官庁である保安院のなれ合い体質を指摘。東

電は原発の安全対策が強化されると「原発の稼働率が下がる」として、政府に先送りを働きか

け、規制当局も東電の主張を甘受した。原子力安全の監視・監督機能が崩壊し、安全対策が不

備なまま、「地震にも津波にも耐えられる保証がない、脆弱（ぜいじゃく）な状態」で震災を迎えたと

している。

原発停止を経営リスクととらえ、安全対策を後回しにする東電の姿勢には、「原発を扱う事業者

としての資格があるのか」と批判。一方、事故後、官邸が主導した避難区域の設定については

「決定の根拠は乏しく、各機関との連携が不足していた。現場に混乱を生じさせた」と指摘した。

また、地震による損傷について、東電の「安全上重要な機器は損傷していない」との主張を疑問

視。配管の冷却水漏れを懸念し、確認しようとした１号機の運転員の証言などを紹介。冷却水漏

れの事故が起きた可能性を指摘して「地震による損傷の可能性は否定できない」と明記した。

事故発生後の政府の対応については、菅前首相による福島第一原発の視察で「指揮命令系統

の混乱を拡大した」と指摘。官邸側と東電側で見解が異なる「全面撤退」問題についても、菅氏が
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解できない」と指摘し、菅氏らの主張を退けた。
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