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地震

原子力発電所

［PR］

東京電力

［東京 ５日 ロイター］ 東京電力<9501.T>福島
第１原発事故を検証してきた国会の事故調査委員
会（黒川清委員長）は５日、「事故は自然災害では
なく明らかに人災」とする報告書を衆参両院議長に

［PR］
PR］注目情報
BMW キャンペーン実
キャンペーン実施中。

提出した。

ニュー BMW 1 シリーズ。5つのアー
バン・リゾートへの旅プレゼント。

震災前に地震や津波に対する十分な安全対策が
取られなかったほか、監視・監督機能が崩壊してい
たことが根源的原因と結論付け、東電の過酷事故
に対する準備不足や政府・規制当局の危機管理体
制の不備も批判した。そのうえで国会が電力会社
や原子力規制当局を監視することなどを提言した。
どらく

報告書はまず、福島第１原発は震災時点で「地震にも津波にも耐えられる保証がない脆弱な状

時代劇放映時の
時代劇放映時の懐かしい思
かしい思い出は
あの名作時代劇放映時の出来事やこ
んな思い出、あんな思い出をご紹介。
懐かしい時代を思い出して…[PR]

態であったと推定される」とし、必要な対策が先送りされていなければ事故を防げた可能性がある
と指摘した。また「歴代の規制当局と東電との関係において、規制する立場とされる立場の逆転関
係が起き、規制当局は電気事業者の虜となっていた。その結果、原子力安全についての監視・監
督機能が崩壊していた」とし、政府、規制当局、東電を批判した。

一覧へ

動画

事故の直接的な理由については「１号機の安全上重要な機器の地震による損傷はないとは確定
的には言えない」との見解を示した。
現場の運転上の問題としては、東電が過酷事故に対する十分な準備、知識、訓練などを実施して
おらず、「組織的な問題」があったと指摘。事故後の対応では、官邸や規制当局の危機管理体制が
機能しなかったほか、東電と政府の責任の境界が曖昧だったことを問題視し、住民への避難指示
が的確に伝わらなかったことも被害の拡大を招いたと説明した。
官邸による発電所現場への直接的な介入に関しては、現場対応の重要な時間を無駄にしたほ
か、指揮命令系統の混乱を拡大する結果となった、と批判。一方で、事故後の東電の情報開示が
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ビジネスクラスでなくてもこんなに快適
唐橋ユミのエネルギー
唐橋ユミのエネルギーＥＹＥＳ
ユミのエネルギーＥＹＥＳ
唐橋ユミさんと学ぶ「節電」
注目コンテンツ
注目コンテンツ

今日の新着一覧

不十分だったほか、現場の技術者の意向より官邸の意向を優先し、曖昧な態度に終始したことにも

プロ野球と暴力団関係者の接点とは

問題があると指摘した。東電については、規制された以上の安全対策を行わず、より高い安全を目

思わずゴクリ 料理＆グルメ漫画特集

指す姿勢に欠けていたとし「緊急時に発電所の事故対応の支援ができない現場軽視の経営陣の
姿勢は、原子力を扱う事業者としての資格があるのか」との疑問を呈した。

警察より“悪意のない証言者”が怖い
ソーシャルゲーム、海外にも積極展開

一方、東電が政府に伝えたとされる全面撤退方針については、東電本店で退避基準の検討は進

つげ義春が描いた秘境の温泉

められていたが、全面退避が決定された形跡はなく、「総理によって東電の全員撤退が阻止された
と理解することはできない」との判断を示した。東電と官邸の間で認識ギャップがあり、その根源に
は「東電の清水社長（当時）が官邸の意向を探るかのような曖昧な連絡に終始した点があった」と

ビジネストピックス
前引け速報 「前場は様子見ムード強く小幅安」 （今
日の市況）

指摘した。
＜７つの提言＞
報告書には、問題解決に向けた７つの提言も盛り込んだ。原子力規制当局を監視するため、国会
に原子力問題に関する常設委員会を設置することや、電力会社が規制当局に不当な圧力をかけ

http://www.asahi.com/business/news/reuters/RTR201207050149.html

“涼しさの知恵”を見直そう！ （荻原博子の“がんば
れ！家計”）
【７月第１回】働く女性の４割が、ペットを飼っている
（私のミカタ）
ヒラ社員に戻してほしい！？ （はたらく気持ち）
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ないよう国会が厳しく監視することを提案。このほか、政府の危機管理体制の見直し、被災住民に
対する政府の早期対応、規制組織の抜本的な転換、原子力法規制の見直し、民間中心の専門家
からなる独立調査委員会の活用を呼び掛けた。

政権と株価 市場は民主に不信感？ （東洋経済の
眼）
ソーシャルゲーム（下） 海外にも積極展開 （経済ナビ
ゲーター）
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原発事故「当日知らず」８割超 国会事故調の避難者調査
原発事故は「人災」と断定 国会事故調が最終報告
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藤村氏「国会事故調はまだ論点整理」 菅氏の批判に
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菅氏、国会事故調の見解に反論 ブログに「一方的だ」
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仕事の進め方を世界レベルで整える 三菱商事ユニ
メタルズの挑戦 （賢者に聞く グローバル時代の経営
術）
レンジ２分半で焼き魚 （商品ファイル）
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外見改造法から会話力アップの方

種類も価格もいろいろ。安心・安全

仕事や家事は無理、でも楽しいこ

法、若い女性との出会い方までを
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とはできる…あなたの周りにもいま
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た、二つの
、二つの「流
つの「流れ
「流れ」（朝
日新聞）
「脱原発依存」を掲げた野田政権

世界のあらゆる記録を数多く収め

実力派ぞろい！今夏のパソコン最

た決定本「ギネス世界記録」

新モデルをピックアップ

はなぜ、「再稼働」へと舵を切った
か？
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