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拡大井戸端 話題提供 

 福島第一原発事故の断面 
 

 ―非科学の罪業― 

２０１６．２．１４ 

 﨑田 修平 



 
70万トンの汚染水 

汚染水タンク１１０６基（2016/2現在） 
 



事故後の福島第一原発 

超高圧開閉所 

1号機 

2号機 

3号機 

4号機 

海水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

取水口 

排水口 



３号機 

原子炉建屋の
壊滅的破壊 

使用済み燃料
プール 

配管は寸断さ
れている 

タービン建屋
の大穴 

 



福島第一原発３、４号機 水素爆発の後 
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福島第二原発を襲う津波２０１１年３月１１日(東京電力提供) 

 

6 津波の濁流に洗われ、２～３メートル浸水する福島第２原発１号機南側 



免震重要棟 

超高圧開閉所 



４号機は１５３５体（内新燃料２０４体）、最大許容本数は１５９０本であり、実に97%を
占めている。原子炉への装荷本数は、１号機：400本、２～４号機：548本 

9.3x104Bq/L 
2011/4/12 

1.4x107Bq/L 
2011/6/22 

1.5x108Bq/L 
2011/5/8 

1.5x108Bq/L 
2011/4/16 

事故時の使用済み燃料プールにおける燃料体収納本数  

プール内の水に含まれる放射性物質 
セシウム１３７の量と採取・分析年月日 



想定外？ 地震と津波 

東電が想定していた地震と津波： 

  ・地震規模マグニチュードM6.5の直下地震 

  ・津波高さ；O.P.（小名浜港工事基準面）+４ｍで十分、 

   5.7mを想定、 

  ・第一原発一号機の設置許可申請当初（1966年）は3.1m 

  ・原子炉建屋設置高さ10m、非常用海水ﾎﾟﾝﾌﾟ配置高さ４ｍ 

 

実際に襲った地震と津波： 

  ・大熊町の震度は6強、550ガル（マグニチュードM9） 

  ・津波遡上高さ14-15m 
 

 



科学の予見性 

科学の特質；  （１）予見、（２）懐疑、（３）智恵、（４）公開 

 

カール・セーガン（１９３４－１９９６）； 

 科学は、“悪霊がさまよう闇の世界を照らすローソクの光” 

     “テクノロジーの暴走に対する初期警告システム” 

寺田寅彦（１８７８－１９３５）； 柿の種（岩波文庫） 

 “震災や火災や風水害に関する科学的常識とこれに対する平生
の心得といったようなものを小学校の教科書に入れるというこ
とは、日本のような国では実に必要なことである。・・・・教
科書を編纂する機関の中に科学的な頭脳とその主導的な要素が
欠如しているのではないかと思われる。・・・・小学生を教え
る前にまず文部省を教育しなければならないのだとも言われる
かもしれない。”      

 鳥に「ガラス教育」。“この「ガラス」の見えない人たちの
独裁下に踊る国家は危なくて見ていられない“（昭和十年） 

 

 

 



原因 人災 複合的問題 
ヒューマンエラー

（人災） 
津波対策不備 

直接的 
原因 

地震による機器  
損傷の可能性 

津波による電源喪失 

委員など 
 石橋・神大名誉教授ほか10名の
委員と協力調査員、電気事業連合
会などの約2000件の資料を聴取 

内閣審議官が事務局長、 
各省庁からの40名の    
事務局が主導 

津波想定の分野は調査
不足 

自社に不都合な事実は
取り扱っていない 

四つの事故調査報告書の比較  



まさしく人災である！ 

事故の前 
  ✓過酷事故に対する警告の無視 

    （a） 地震対策：鉄塔倒壊による外部電源喪失 
    （b） 津波対策：１５．７ｍ波予測、対策先送り 
  ✓組織の問題：もたれ合い、隠蔽、安全神話、人事 
事故の発生時 
  ✓津波主因説のウソ   
  ✓１号機の冷却機能喪失：イソコンIC操作の失敗 
  ✓命令違反： 650名の2Fへの撤退 
事故の後 
  ✓事故は現在も続いている 
  ✓再稼働の推進 
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原子力行政機関 
• 内閣府 
   原子力安全委員会(2012.9廃止） 
   特別の機関；原子力立地会議、審議会；原子力委員会、 

• 経産省 
   原子力安全・保安院(2012.9廃止） 
   資源エネルギー庁・原子力政策課、他 

• 文科省 
   研究開発局・原子力課 

• 環境省（外局） 
   原子力規制委員会(2012.9発足) 
    （別称；原子力”再稼働推進”or“寄生“委員会） 

• 独立行政法人 
  原子力安全基盤機構JNES（規制委員会の支援機関） 
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（旧）安全規制のガバナンス 

• 原子力安全委員会（内閣府） 
  有識者会議でありながら、法的権限と調査分析能力を 
   もたない（別称；“原子力安全宣言委員会”） 

• 原子力安全・保安院（経産省）  
  法的権限者でありながら、電気事業者に対抗できる 
  技術資源をもたない 

• 原子力行政 
  科学技術庁（文科省）と通産（経産）省に分断 

• 電気事業者 
  豊かな資金をもちながら、当事者として安全規制強化 
  の責任を果たさない 
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• 全電源喪失とは外部電源も内部電源も失われること 

• 外部電源は地震による鉄塔倒壊などで失われる可能性
がある。耐震構造にすべきではないか。 

• ２００６．１０．２７衆院内閣委員会にて吉井英勝議員の
質問に対して、原子力安全委員長鈴木篤之氏は「全電
源対策として同じ原発敷地（サイト）内で電源を融通しあ
うから大丈夫」と答弁した。 

• ２００６．１２．１３「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪
失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する
質問」主意書（提出者：吉井英勝） 

• ２００６．１２．２２内閣総理大臣安倍晋三・答弁書（衆院
議長河野洋平殿宛）  
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✓ 過酷事故に対する不備 
（a） 地震対策：鉄塔倒壊による外部電源喪失 



吉井議員の提出主意書（2006.12．13) 
vs. 安倍首相の回答書（2006.12．22） 

  

吉井：「海外（スウェーデン）では二重のバックアップ電源を喪失した事故もあるが日本 
    は大丈夫なのか」 
安倍：「海外とは原発の構造が違う。日本の原発で同様の事態が発生するとは考えら 
    れない」 
 
吉井：「冷却系が完全に沈黙した場合の復旧シナリオは考えてあるのか」 
安倍：「そうならないよう万全の態勢を整えている」  
 
吉井：「冷却に失敗し各燃料棒が焼損した（溶け落ちた）場合の想定をしているのか」 
安倍：「そうならないよう万全の態勢を整えている」  
 
吉井：「原子炉が破壊し放射性物質が拡散した場合の被害予測を教えて欲しい」 
安倍：「そうならないよう万全の態勢を整えている」 
 
吉井：「総ての発電設備について、データ偽造が行われた期間と虚偽報告の経過を教 
    えて欲しい」 
安倍：「調査、整理等の作業が膨大なものになることから答えることは困難」 
 
吉井：「これだけデータ偽造が繰り返されているのに、なぜ国はそうしたことを長期にわ 
    たって見逃してきたのか」 
安倍「質問の意図が分からないので答えることが困難。とにかくそうならないよう万全 
    の態勢を整えている」 
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外部電源の喪失 

「原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本国政府の報告書」 
 に一部加筆 

事故当日、６回線が 
受電可能であった 
 
・大熊線１Ｌ，２Ｌ，４Ｌ 
・夜の森線１Ｌ，２Ｌ 
・東電原子力線(66KV) 

６回線、すべてアウト 
・大熊線；1Lは開閉所、 
 2Lは新福島変電所 
 の遮断機不全、4L 
 は鉄塔ショート 
・夜の森線；新福島変 
 電所の遮断機不全、 
 鉄塔倒壊 
・東電原子力線；洞道 
 に敷設されたケーブ 
 ルの不具合 

ここも



福島第一原発鉄塔の倒壊 
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経済産業委員会（２０１１．４．２７）吉井英勝氏質問 

Q（吉井）：2006年の国会質問などずっとこの問題（地震・津波、
全電源喪失、炉心溶融など）を取り上げてきた。対策をとらな
きゃだめだと言ってきた。昨年5月26日の当委員会で、・・・ 

A(寺坂信昭原子力安全・保安院長）：私の当時の認識に甘さが
あったことは深く反省しています。 

Q（吉井）：次に鈴木原子力研究開発機構理事長にうかがう。私
は、・・・同年10月27日の 

A(鈴木篤之参考人）：国民の皆様方に御心配、御心労、御迷惑
をおかけしていることに対して大変申しわけないと思っています。
私自身、痛恨の極みでございます。 

・・・・ 

Q（吉井）：斑目原子力安全委員長にうかがう。 

A(斑目春樹参考人）：・・・今回の事故を深く反省し、先生のおっ
しゃるとおり、二度とこのようなことが起こらないように指導して
まいりたい。 
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東電が想定していた地震と津波： 
  ・地震規模マグニチュードM6.5 
  ・津波高さ；O.P.（小名浜港工事基準面）+４ｍで十分、5.7mの想定 
     福島第一原発一号機の設置許可申請当初（1966年）は3.1m 
  ・原子炉建屋設置高さ10m、非常用海水ﾎﾟﾝﾌﾟ配置高さ４ｍ 

実際に襲った地震と津波： 
  大熊町の震度は6強、550ガル（マグニチュードM9）、津波遡上高さ14-15m 
 

 対策の契機： 

• 1993.7.12：北海道南西沖地震(M7.8.震度6、津波遡上最大高さ30m超） 

• 1995.3.9：阪神・淡路大震災発生（M7.3,震度７） 

警告（問題意識）： 
• 20年前の基準；原発の建築基準「耐震指針」のM6.5、根拠など知らない 

• M6.5に科学的根拠ない、不十分。原発の危険性を指摘 

   神戸大教授石橋克彦、「原発震災」、科学、Vol.67、No.10（1997） 

   島崎邦彦（当時、東大地震研教授）、松田時彦・東大名誉教授ら 

 

✓ 過酷事故に対する不備 （b） 津波対策：  



• １９９８：七省庁手引き； 
  原子力の安全審査では「既往最大」だけでなく、想定しうる最大規模の 
  地震津波を考慮すべき、「倍半分」の確率。 
  今回の大津波を予測していた。 
• ２０００：電事連報告； 
  全国の原発では福島第一が津波に最も余裕がないと評価。 
  津波予測基準を低く抑え込む動き、土木学会を利用する動き。 
• ２００２：土木学会津波評価部会（１９９９設置）評価； 
  「安全率とりあえず1.0としておき、・・・」、福島第一での津波O.P.+5.7m     

  に見直し。もし、七省庁手引きに従っておれば13.6mのはず。 
• ２００２：地震本部（地震調査研究推進本部・現文科省管轄）の「長期評
価」、M8.2程度の津波地震が福島沖でも高い確率で起きる危険。「福島
第一原発の敷地南部でO.P.+15.7mという想定波高の数値を得た」とし、
「その結果は原子力・立地本部長に報告された」と、東電社内の経営幹
部の認識になっていた。 

• ２００４：中央防災会議・内閣府の「長期評価」つぶし。「原発を考慮して、
防災対象から津波地震を外したのでは？」（島崎邦彦氏） 

津波対策の不作為 



• 2006.8：原子力安全委員会・耐震指針検討分科会：石橋克彦・神戸大教授 

  「今ここで私は原子力安全委員会の専門委員を辞任いたします」と、宣言して会議 

  （最終回）を退席。 

「このような分科会のありさまでは私は社会に対する責任が果たせないと感じ
ます。最後の段階になって、私はこの分科会の正体といいますか本性といいま
すか、それもよく分かりました。さらに日本の原子力行政というのがどういう
ものであるかということも改めてよく分かりました」（2012.7国会事故調・添田
孝史が発掘した電事連文書で明らかになった） 

• 2008．3：東電の社内組織である土木調査グループから武藤栄・原子力立地副本
部長、吉田昌郎・原子力設備管理部長らに対してO.P.+15.7mの試算結果が報告
された。（吉田調書：貞観の津波について勝俣会長にも報告した。） 

• 2009.8：保安院は東電に対して、貞観地震（M8.3-8.6)等を踏まえた津波評価、対
策の現況について説明を求めた。 

• 2009.9.7：保安院小林勝・耐震審査室長「野口課長から、保安院と原子力安全委

員会の上層部が手を握っているのだから、余計なことはするなという趣旨のことを言わ
れたのを覚えている」。また、（原広報課長からは）「余計なことをするとクビにな
るよ」と言われた。 

• 2011.3．7：しかし、この試算結果は震災発生の4日前まで保安院に提出されな
かった。 
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津波対策の不作為（つづき） 



• 東電／原子力安全・保安院／原子力安全委員会
のもたれ合い 

• 2006年に鈴木篤之氏が原子力安全委員長に就
任し（2006-2010）、防災計画をIAEAの深層防護の
考え方 に沿って見直す作業を開始したら、原子
力安全・保安院長だった広瀬研吉氏が「寝た子を
起こすな」と言ってその作業を中止させた。このこ
とは班目春樹氏（第8代原子力安全委員会委員
長）が情報公開で議事録を公開したことによって
明らかにされた。 

• 20010-2013、鈴木篤之氏、（社法）日本原子力研
究開発機構理事長 
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✓ 組織の問題：もたれ合い、安全神話 

 



✓ 津波主因説のウソ 
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 沖合 
１．５ｋｍ 

波高計 
設置位置 



「福島第一原発の水素爆発は地震が原因で起きた」 
田中三彦氏と伊東良徳氏の記者会見  

• 2013年8月27日（月）15時から、東京都千代田区・衆議院第二議員会館

にて、元国会事故調委員の田中三彦氏と元国会事故調協力調査員の伊
東良徳氏、両氏による記者会見が行われた。 

• 「福島第一原子力発電所での大事故は、地震がきっかけによる可能性が
否定できない」 

• この中で田中氏は、福島第一原発1号機での水素爆発について「原子炉
建屋の3階以下では水素爆発の形跡がないこと、4階の激しい損傷状況
から、まず水素爆発は4階の非常用復水器の配管が地震により破損し、

その破損箇所から水素が漏洩して自然発火して爆発に至ったのではな
いか」と述べた。 

• また伊東氏は、福島第一原発1号機の非常用電源喪失について「東京電

力が公表していた非常用電源喪失の時刻とは別に、波高計の実測デー
タ、津波が着岸した時刻や目撃証言等から考えて、1号機敷地への津波

到達前に何らかの原因で非常用交流電源が喪失したことは明らか」と述
べた。（IWJ・赤間一欽） 
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津波到達時刻は福島第一原発（１F)から沖合１．５km
地点の波高計までの時刻。１Fへの到達時刻ではない。 
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1F-1号機のメルトダウン 

２０１１．３．１１ 

 14：46 地震（M9)発生 
   スクラム：CR(制御棒）自動挿入、MSIV（主蒸気隔離弁）閉 
   DG（デｲーゼル発電機）起動、ECCS待機 
 15:27 津波（高さ4m）襲来 
 15:35 第二波（高さ14～15ｍ）襲来 
   メタクラ（配電盤）冠水、DGオフ、全電源喪失 
   イソコンIC（非常用復水器）作動不全、フェールセール 
   が働き、4つの弁が閉動作し、弁１＆４が中間開（吉田 
   所長、認識不足を反省、2014.3.23朝日朝刊） 
 16:50頃 地震から２時間後には核燃料が水面から現れ 
   始めた 
 20時頃 メルトダウン（保安院解析、2011.6.6発表） 
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時　刻 　　　　事　　柄

14:46 東日本大震災発生、F1-1号機の原子炉自動停止

14:47 ２，３号機の原子炉自動停止

　　　　〃 外部電源の喪失

　　　　〃 非常用DG（デｲーゼル発電機）起動

14:52 1号機のIC(非常用復水器）が自動的に起動

15:27頃 津波第一波到達（東電発表の公式時刻）　

15:35頃
津波第二波到達（東電発表の公式時刻）
(東電は最終報告書（2012/6/20提出においてまたもこの時刻を記載した）

15:36
～37以前

1号機A系非常用交流電源喪失
（弁護士・伊東良徳著論文「科学」Vol.84,3(2014.3)）

15:37 1号機、全交流電源喪失

15:37
～　15:38

津波第二波到達時間
（東電は国会事故調（2011/12/8開始）の質問に対してこの時刻を回答した）

15:38 3号機、全交流電源喪失

15:38以後 1号機敷地への津波遡上（伊東良徳論文「科学」Vol.84,3(2014.3)）

15:41 2号機、全交流電源喪失

国会事故調には
15:37～38と回答 
している。 
確信犯的噓つき 

東電は15:36台と

主張を変えた
（2013.10.7） 

1.5kmの距離が
あり、2.5分の時

間差があること
を認めた 
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   ✓ １号機の冷却機能喪失 
      イソコンIC操作の失敗 

29 福島第一原発１、２号機と中央制御室の配置 
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福島第一原発
の構造 

 
 
 
 
 

非常用炉心冷
却系(ECCS) 
として1号機で

は非常用復水
器（ＩＣ：イソコ
ン）が配備され
ていた 



１号機のＩＣ（イソコン：非常用復水器） 

• １号機の非常用炉心冷却系
（ＥＣＣＳ） 

• 電源が無くても蒸気が流入
すれば水（復水）になること
で原子炉を冷やすことがで
きる 

• しかし、直流電源喪失など
の異常時にはＩＣの弁は自
動的に閉じる仕組みになっ
ている 

• すなわち、フェールクローズ
の安全設計に基づいて造ら
れていた 

• 吉田所長はじめ東電の関
係者はこのことを「どのくら
い知っていたのか？」 
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「基本的にICに関して言うと、１、２号機の当直

員（運転員）以外はほとんどわからないと思い
ます。・・・ICというのはものすごく特殊なシステ
ムで、はっきり言って、私もよくわかりません。」 
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【調書は語る 吉田所長の証言】 

１９７１年福島第一原発１号機が稼働してからICが実
際に動いたのは今回が初めてと証言している。 
ICが動いたときにどういう挙動を示すかということに、 
  「十分な知見がない」 
と打ち明けている。 

ICは４０年間一度も動かしたことがなかった。 



通常時：弁３A,３Bは閉、他の弁は開 
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高さ20メートルのとこ
ろにあるIC排気管。 
通称「ブタの鼻」 

14:52 地震は発生後、弁3A,3Bは自動的に開状態 
15：50頃 直流電源喪失後、弁1、4はインターロックで閉に 
18:18 2A、3A弁を開操作 
18:25 3A弁を閉操作 
結局、ICはA系が１ｈ程度の作動、 B系はほとんど作動していない 



 再稼働まっしぐら 
年表：フクシマ事故から川内・高浜原発再稼働まで 

• 2011年3月11日：福島第一原発事故の発生 

• 2012年9月19日：「原子力規制委員会」が発足 

• 2013年6月19 日：「新規制基準」の決定 

• 2013年7月8日：「新規制基準」の施行開始 

• 2013年7月8日：九電、川内原発１，２号機の再稼働申請 

• 2014年4月11：安倍政権、「エネルギー基本計画」を閣議決定 

• 2014年5月21日：大飯原発3,4号機、運転差止請求事件判決 

• 2014年7月16日：規制委員会、基準適合の審査書（案）提出 

• 2014年9月10日：規制委員会、正式審査書を決定 

• 2014年10月28日：薩摩川内市長、再稼働の同意表明 

• 2014年11月7日：鹿児島県知事、再稼働の同意表明 

• 2015年4月14日：高浜原発3,4号機、再稼働差し止めの仮処分決定 

• 2015年8月11日：川内原発１号機、再稼働 

• 2015年10月15日：同２号機、再稼働 

• 2016年1月29日：高浜原発３号機、再稼働 









新規制基準のシビアアクシデントとは 

 「シビアアクシデント」の定義は法律のどこにもない 

 法律（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律）における「重大事故」
に相当すると思われる 

 「重大事故」は要するに、原子炉ないし燃料体のメルトダウンのこと 

 新規制基準の「深層防護」レベル４と５に相当する事故をシビアアクシデ
ントとしている 

 設計基準事故＊（深層防護レベル３までの事故）に含まれないもっと危険
な事故。＊設計基準事故（ＤＢＡ；Design  Ｂａｓｅｄ Ａｃｃｉｄｅｎｔ）：安全設計
上想定すべき事故 

 したがって、シビアアクシデントへの対処は、設計の考慮外にあり、あと
づけの安全装置を設ければよい、ことになる 

 つまり、バックフィット（既存の原発も新規制基準に適合しないものは認めない）と言う
が、 

  実は、バックフィットが可能になるような基準になっている 

 その具体例は、 
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結局、「原子炉建屋に放水すればよい」 

 
「実用発電用原子炉の設置、運転等に
関する規則」の「解釈」 
 例えば、第64条； 



結局、対策とは； 
・バッテリを使って減圧 
・消防車による注水 
をやること 
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         （2016/2/4 朝日新聞） 

2月3日、瓜生道明社長-原子力規制委
員会との意見交換会 

免震棟の建設撤回（2015/12）の方針 

は変えない 

  免震重要棟（６６００ｍ２） 

       ↓ 

  耐震支援棟（３０００ｍ２） 

瓜生：「免震と同等以上の安全性を確保
する・・・、（免震でも耐震でも）費用は 

全然変わらない」 

 

 審査時は2015年度内に免震棟建設 

 再稼働すれば何でもあり 

 新基準を旧体制に合わせる？ 
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原発 ―Crazy Design－ 



福島第一原発1号機 MARK-1の概略系統図 
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 火力発電の進化 ACC or MACC   
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福島第一1号機
（Mark-1 BWR) 
 140℃-4.3気圧 
 熱効率：30% 

汽力発電 
560℃-300気圧 
熱効率：45% 
 
MACC 
ガスタービン 
入口温度：1500℃ 
熱効率：60% 



むすび：鳥に「ガラス教育」 

   寺田寅彦（１８７８－１９３５）； 柿の種（岩波文庫） 

  

“鳥の先祖の時代にはガラスというものはこの世界にな
かった。ガラス戸というものができてから今日までの年月
は鳥に「ガラス教育」を施すにはあまりに短かった。人間
の行路にもこの「ガラス戸」のようなものがある。 

 “この「ガラス」の見えない人たちの独裁下に踊る国家
は危なくて見ていられない“（昭和十年）    

 
    スーパーカージャパン 倉本聡（脚本家） 
 
そもそもこの車、ダッシュボードにメーターが一つしかついていない。 
「経済指標」という巨大なメーター。・・・・・・ 
そんなジャパンというスーパーカーが、傍若無人に突っ走っているの
に、みんなそのスピードに狂喜している。 
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１Fの非常用電源機器の構成 

• 非常用ディーゼル発電機（D/G）：2タイプ 

     空冷式（２号機B系、４号機B系、６号機B系） 

     海水ﾎﾟﾝﾌﾟ冷却式（１号機A系：）の2種類 

• 非常用高圧電源盤（M/C） 

• 非常用パワーセンター（P/C） 
     以上の機器は、１号～４号機は敷地高さ１０m、５、６号機は１３mの建 

           屋内にあるので、波高が１０mよりも大幅に低い津波では浸水しないと 

    考えられる。 

• 冷却用海水ポンプ 
    非常用ディーゼル発電機を冷却するための海水ポンプは、敷地高さ 

    ４mの海側エリア（４m盤）上にあるので、盤上１．６mの高さまで浸水 

    すると、冷却されている非常用ディーゼル発電機も停止する。 
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2012年7月5日提出 
国会事故調報告書  ポイントまとめ 

• 今後も独立した第三者によって継続して厳しく監視、検証されるべきである。
(国会事故調 2012, p. 10) 

• 事故の根源的原因は、規制当局と規制を受ける立場の東電との関係が逆転
し、原子力安全を担保する機能が崩壊していたこと。この根本原因の解決なく
して、単に人を入れ替え、あるいは組織の名称を変えるだけでは、再発防止
は不可能である。(国会事故調 2012, p. 17) 

• 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、「自然災害」で
はなくあきらかに「人災」である。 (国会事故調 2012, p. 12)  

• 事故の直接的原因として、地震によって重要な機器が損傷された可能性があ
る。 (国会事故調 2012, p. 13) 想定外の津波主因説は誤り。 

• 東電の過酷事故に対する十分な準備、知識、訓練、機材点検が不十分で
あったために、的確な緊急対応が取れなかった。東電の組織的な問題である。
(国会事故調 2012, p. 14) 東電の責任 

• 当時の官邸、規制当局の危機管理意識の低さが、今回の住民避難の混乱の
根底にあり、住民の健康と安全に関して責任を持つべき官邸及び規制当局
の危機管理体制は機能しなかった」。(国会事故調 2012, p. 16) 国の責任 
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