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第１章 玄海３号機で使用しているＭＯＸ燃料は運転期間中にギャップ再開を起こ

し、サーマルフィードバックの危険ひいては燃料溶融・原子炉容器の破壊

に至る危険性が認められること 

 

第１ はじめに 

１ ギャップ再開防止の観点から差し止めの法的根拠 

（１）改正原子炉等規制法と使用停止命令 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下単に原子炉

等規制法という）は、平成２４年（２０１２年）６月２７日法律第４７号に

よって改正された。発電用原子炉の設置については、新たに設置された原子

力規制委員会の許可を受けなければならず（原子炉等規制法４３条の３の

５）、「発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃

料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がな

いものとして原子力規制委員会規則（実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則、以下単に設置許可基準規則とい

う）に適合するものであること」（同法４３条の３の６第１項４号）が求め

られることとなった。この設置許可基準規則には、その解釈が設けられてい

る（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設置の基準に関す

る規則の解釈、以下単に基準規則解釈という）。また発電用原子炉施設は、

原子力規制委員会で定める技術上の基準（実用発電用原子炉及びその付属施

設の技術基準に関する規則、以下単に技術基準規則という）に適合するよう

維持しなければならない（原子炉等規制法４３条の３の１４）。そして原子

力規制委員会は、上記の設置許可の基準（設置許可基準規則）、維持の基準

（技術基準規則）その他の規則に違反していると認めるときは、当該発電用

原子炉施設の使用の停止その他必要な措置を命ずることができる（原子炉等

規制法４３条の３の２３）。 

（２）設置許可基準規則及び技術基準規則 

設置許可基準規則第１５条５項は「燃料体は、通常運転時における圧力、
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温度及び放射線に起因する も厳しい条件において、必要な物理的及び化

学的性質を保持するものでなければならない。」と規定する。また技術基

準規則２３条は「燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料

は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する も厳しい条件

において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならな

い。」と規定し、燃料体については、まったく同一の規定をおいている。

設置許可基準規則第１５条５項についての基準規則解釈は、「第５項に規

定する「通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する も厳しい

条件」とは、燃料棒の内外圧差、燃料棒及びその他の材料の照射、負荷の

変化により起こる圧力及び温度の変化、化学的効果、静的及び動的荷重、

燃料ペレットの変形並びに燃料棒内封入ガスの組成の変化等をいう。」と

規定する。ギャップ再開防止の問題は、通常運転時の圧力等に起因する条

件において、熱伝達率という物理的性質を保持する、という問題であるか

ら、上記基準規則第１５条５項の問題である。この基準規則第１５条５項

などを受けて、基準規則解釈７は「具体的な評価は『発電用軽水型原子炉

の燃料設計手法について』（昭和６３年５月１２日原子力安全委員会了

承）等による」としている。 

（３）「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法について」（甲１１） 

この「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法について」（甲１１）は、Ｐ

ＷＲ燃料の燃料内圧基準を「燃料棒の内圧は、通常運転時において被覆管

の外向きのクリープ変形によりペレットと被覆管のギャップが増加する圧

力を超えないこと」と定めており（甲１１、２頁、３．２．１燃料棒内圧

基準）、その付録２、ＰＷＲ燃料設計手法では、 

（１）サーマルフィードバックの防止 

通常運転時には、燃料棒の燃焼初期において燃料棒の内圧は運転中冷

却材圧力（以下「外圧」という。）を下回っており、被覆管は内向きの
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クリープ変形により径が減少しペレットとの接触に至る。その後燃焼中

期以降放出ＦＰガスの蓄積により内圧が増加し、高燃焼度領域では内圧

が外圧を超える可能性がある。このような内圧支配に至った状態では被

覆管は外向きのクリープ変形により径が増加し、一旦接触したペレット

と被覆管にギャップが生じる可能性がある。このギャップが開くことに

よりギャップコンダクタンスが低下し燃料温度が上昇すると、更にＦＰ

ガスが放出され内圧が上昇し、その結果更にギャップが広がるといった

いわゆるサーマルフィードバックを起こす可能性がある。このような状

態での燃料使用は、燃料温度の過大な上昇を招くこととなる。 

新しい燃料棒内圧基準は、サーマルフィードバックを避けるために設

けられている。 

としている（甲１１、５頁「１．燃料棒内圧基準」）。 

（４）小結 

原告らは、本件の玄海３号機のＭＯＸ燃料については、上記の「燃料棒

の内圧は、通常運転時において被覆管の外向きのクリープ変形によりペレ

ットと被覆管のギャップが増加する圧力を超えないこと」を満たしていな

いものであり、設置許可基準規則１５条５項及び技術基準規則２３条に違

反するものであるため、玄海３号機の使用の停止、もしくは、玄海３号機

のメロックス社製ＭＯＸ燃料を使用しての使用の停止を求めるものである。 

２ 立証責任 

（１）名古屋高裁金沢支部判決と「安全に欠ける点がないこと」 

名古屋高等裁判所金沢支部判決平成２１年３月１８日判タ１２７７号３

１７頁は、原子炉設置者に対する人格権に基づく原子炉の運転差止訴訟に

おける主張立証責任について、以下のように判示した。 

原子力発電所は、放射性物質を内蔵する施設であり、その運転は、原

子炉の出力を一定にするため、高度かつ複雑な科学技術を用いて、核燃
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料の放射性物質の核分裂反応の量が一定に維持される（臨界）ように制

御しながら行われるものであるから、常に潜在的な危険性を内包してお

り、このような技術利用の前提となる安全管理が不十分である場合は、

この潜在的危険が顕在化し、放射性物質が原子炉の外部へ排出される可

能性を有するものである。 

そして、放射線の持つエネルギーは極めて大きいため、極めて微量の

放射線でも細胞やＤＮＡの損傷をもたらし得ることからすれば、放射性

物質が原子炉の外部へ排出された場合、この放射性物質により住民の被

ばくの可能性が存在するというべきである。原子炉等規制法が第４章に

「原子炉の設置、運転等に関する規制」に関する規定を設け、原子炉設

置・増設の許可基準として、「原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃

料物質（使用済燃料を含む。以下同じ。）、核燃料物質によって汚染さ

れた物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）又は原子炉による災害

の防止上支障がないものであること。」（同法２４条１項４号、２６条

４項）と規定するなど、災害の防止を原子炉の設置・増設、運転上の重

要な課題とし、これを確保するため、安全の確保に関する規制は原子力

安全委員会が所掌し（原子力委員会等設置法１３条）、その規制に専門

的な知見と検討結果が反映される制度が採られ（同法１６条、１７条

等）、原子力安全委員会の関与の下に学識経験者等の専門家により原子

炉施設の安全性を確保するに足りるものとして策定された安全設計審査

指針、安全評価審査指針、耐震設計審査指針等の審査指針等に基づいて

原子炉施設の設置、運転の許否が審査されているほか、原子炉施設の運

転開始後も、設置者において通商産業大臣（現経済産業大臣）による定

期検査（平成１１年法律第１２１号による改正前の電気事業法５４条）

等を受けることが予定されているのも、原子炉が前記のような危険性を

有することによるものである。 
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そして、その安全管理の方法は、各原子炉ごとに異なり、かつ、その

資料はすべて原子炉設置者の側が保持していることなどの点を考慮する

と、本件原子炉の安全性については、被告の側において、まず、その安

全性に欠ける点のないことについて、相当の根拠を示し、かつ、必要な

資料を提出した上で主張立証する必要があり、被告がこの主張立証を尽

くさない場合には、本件原子炉に安全性に欠ける点があり、その周辺に

居住する住民の生命、身体、健康が現に侵害され、又は侵害される具体

的危険があることが事実上推認されるものというべきである。 

すなわち当該原子炉の安全性について原子炉設置者がまずその安全性に

欠ける点のないことについて、相当の根拠を示し、かつ必要な資料を提出

した上で主張立証する必要があり、この主張立証を尽くさない場合は、当

該原子炉に安全性に欠ける点があり、住民の生命などの侵害の具体的危険

があることが事実上推認されるとした。 

上記裁判例は、原子炉設置者に「まずその安全性に欠ける点のないこと

について、相当の根拠を示し、かつ必要な資料を提出した上で主張立証す

る必要があ」るとした。「安全性に欠ける点のないこと」とは、「原子力

安全委員会の関与の下に学識経験者等の専門家により原子炉施設の安全性

を確保するに足りるものとして策定され」それ「に基づいて原子炉施設の

設置、運転の許否が審査され」る「安全設計審査指針、安全評価審査指針、

耐震設計審査指針等の審査指針等」並びに「原子炉施設の運転開始後も、

設置者において通商産業大臣（現経済産業大臣）による定期検査（平成１

１年法律第１２１号による改正前の電気事業法５４条）等を受ける」とこ

ろ、この定期検査等の基準がその内容をなすものである。 

（２）改正原子炉等規制法と「安全に欠ける点がないこと」 

上記裁判例の「安全に欠ける点がないこと」の内容のうち、前者（「安

全設計審査指針、安全評価審査指針、耐震設計審査指針等の審査指針
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等」）については、上記のとおり、改正原子炉等規制法４３条の３の５に

よって発電用原子炉の設置の許可に際して適合が求められる設置許可基準

規則が、取って代わるものである。後者（定期検査等の基準）については、

同法４３条の３の１４によって発電用原子炉の維持について適合が求めら

れる技術基準規則がこれに替るものといえよう。上記のように、同法４３

条の３の２３は、設置許可基準規則あるいは技術基準規則に違反している

場合は、原子力規制委員会は当該発電用原子炉施設の使用の停止などを命

ずることができるとし、設置許可基準規則適合性及び技術基準規則適合性

が、当該発電用原子炉施設の使用の条件であることを明らかにしたものと

評価できる。 

既に述べたように、原子炉等規制法改正前は、「発電用軽水型原子炉施

設に関する安全設計審査指針」の指針１２では、「燃料集合体は、原子炉

内における使用期間中に生じうる種々の因子を考慮しても、その健全性を

失うことがない設計であること」としており、これを受けて「発電用軽水

型原子炉の燃料設計手法について」（甲１１）は、ＰＷＲ燃料の燃料内圧

基準を「燃料棒の内圧は、通常運転時において被覆管の外向きのクリープ

変形によりペレットと被覆管のギャップが増加する圧力を超えないこと」

と定めていた。この「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法について」のＰ

ＷＲ燃料の燃料内圧基準に関する規定に適合することは、まさに上記裁判

例でいう「安全に欠ける点がないこと」の一内容をなすものである。 

既に繰り返し指摘してきたように、この規定は、改正原子炉等規制法の

もとでも、設置許可基準規則及び技術基準規則の内容として引き継がれて

いる。従ってこの規定に適合することは、「安全に欠ける点がないこと」

として本件訴訟においても被告が主張立証すべき事項となるのである。 

本件訴訟において、被告はさまざまな主張や立証を行ってきた。しかし、

それらを総合してもなお、被告が、本件玄海３号機が上記規定に適合する
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ことについて「相当の根拠を示し、かつ必要な資料を提出した上での主張

立証を尽くした」とすることは到底できない。以下詳論する。 

 

第２ 被告の主張立証の問題点 

１ 被告の評価 

被告のあげる数値は大きく変遷した。２００４年（平成１６年）５月２８日付

設置変更許可申請書で示した第３．２．５（４）図（甲１、８－３－９２頁、訴

状２２頁）によれば、燃料棒内圧 大値は、約１６．１ＭＰａと読み取れるとこ

ろ、ギャップ再開内圧（設計基準値）は、約１９．０ＭＰａ～約１９．７Ｍｐａ

となっている。２００７年（平成１９年）９月３日付輸入燃料体検査申請書にお

ける燃料棒内圧 大値は、１９．５ＭＰａになり、設計基準値は１９．７ＭＰａ

と変更している（甲１２、２－５０頁、表３－８）。設計基準値から内圧 大値

を引いた安全余裕という観点からすると、約３ＭＰａから０．２ＭＰａに激減し

た。 

 

         燃料棒内圧最大値  ギャップ再開内圧（設計基準値） 

設置変更許可申請書  約１６．１ＭＰａ 約１９．０ＭＰａ～約１９．７ＭＰａ 

輸入燃料体検査申請書  １９．５ＭＰａ     １９．７ＭＰａ 

 

２ 安全余裕が１％と極めて少ないこと 

（１）運転期間からみたゆとりはわずか１５日であること 

燃料棒内圧値は、燃焼の進行、原子炉の運転にしたがって次第に増加し、

３サイクル末期にはこれは１９．５ＭＰａになったが設計基準値１９．７Ｍ

Ｐａにはなお及ばないとするものである（被準１７ｐ１１図３。この図３の

第３サイクル末期のグラフを線形的に伸ばすと全出力で１５日後設計基準値

に到達する（甲８５、５頁、甲８４の２、１頁のグラフ）。発電用原子炉は
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電気事業法５４条に基づき１３ヶ月を超えない時期の定期検査を義務付けら

れている。１サイクルはこの定期検査の１３ヶ月を超えない期間に対応する

ものであるが、３サイクルで合計３９ヶ月（３年３ヶ月）を超えない期間と

なる。燃料棒は３サイクルの使用が想定されているが、上記の被告の評価か

らすれば、燃料棒内圧設計基準値１９．７ＰＭａのところ３サイクル末期に

おいて燃料棒内圧 大値は１９．５ＰＭａにまで及ぶが、仮にさらに１５日

間全出力で運転するならば燃料棒内圧 大値は燃料棒設計基準値に及ぶ、す

なわちギャップ再開がおこりうる、というぎりぎりの状況にあることになる。

燃料棒の使用は３年３ヶ月を超えない期間が想定されているが、燃料棒内圧

大値が燃料棒設計基準値を超えないのはわずか１５日分のゆとりしかない

ことになる。 

（２） ほかのプルサーマルとの安全余裕の比較 

 現在日本でＭＯＸ燃料を使用する原子炉は、本件の玄海原子炉３号機のほ

か、伊方３号機と高浜３号機、４号機のみである。これらの燃料棒内圧に関

する評価は以下のとおりである（甲９３、甲９４）。 

 

          設計基準値    評価結果    設計比   安全余裕 

玄海３号機、  ≦１９．７ＭＰａ  １９．５ＭＰａ  ０．９９    １％ 

伊方３号機   ≦１９．７ＭＰａ  １８．０ＭＰａ  ０．９１    ９％ 

高浜３号機   ≦１９．０ＭＰａ  １６．１ＭＰａ  ０．８５   １５％

高浜４号機   ≦１９．０ＭＰａ  １６．１ＭＰａ  ０．８５   １５％ 

 

設計比とは、評価結果を設計基準値で割った値である。１からこの設計比

を引いた値の百分比を安全余裕としてみるとすれば、玄海３号機の安全余裕

はわずか１％であり、伊方３号機の９％、高浜３号機・４号機の１５％に比

べてその値が極めて小さいことになる。 
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（３）小結 

 ギャップ再開の防止（燃料棒内圧の評価結果が設計基準値を上回らないこ

と）という観点から見た場合、玄海３号機のＭＯＸ燃料の内圧評価について

は燃料棒使用期間がわずか１５日間のゆとりしかないこと、安全余裕がわず

か１％であり、日本のほかのプルサーマルの例と比べて、伊方３号機の９分

の１、あるいは高浜３号機・４号機の１５分の１である。 

 これらのことからすれば、玄海３号機においてギャップ再開の防止が本当

にできるのか、について、一層慎重な検討が必要となる。 

３ 初期ヘリウム加圧量を低減した結果の安全余裕１％であること 

（１）輸入燃料体検査申請時の燃料棒内圧評価では初期ヘリウム加圧量を低減し

たこと 

被告は、原子炉設置変更許可申請の段階では、三菱重工製ＭＯＸ燃料と原

子燃料工業製ＭＯＸ燃料について、いずれも採用することができるよう、 

設計基準値を「約１９．ＯＭＰａ～約１９．７ＭＰａ」に設定したが、実際

に採用したＭＯＸ燃料は三菱重工製であった、とする（被告準準備書面１、

８３頁）。その三菱重工製のＭＯＸ燃料について設置変更許可申請の時点に

おいて、代表組成炉心、低組成炉心、高組成炉心のそれぞれについて、各組

成に応じた出力履歴を用いて燃料棒内圧評価を行った、これに対し輸入燃料

体検査申請の時点では低組成炉心の出力履歴を基に、更に・・出力履歴に厳

しい条件を設定し、この出力履歴を各組成に共通に用いて燃料棒内圧評価を

行った、とする（被告準備書面６、３頁）。被告によれば、三菱重工製ＭＯ

Ｘ燃料についての設置変更許可申請と輸入燃料体検査申請のときの各組成ご

との燃料棒内圧評価は以下のとおりとなる。 

組成  低組成 代表組成 高組成 

内圧 
設置変更許可申請書 

輸入燃料体検査申請書 

１９．５ 

１９．３ 

１６．２ 

１９．５ 

１３．８

１９．０
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（２）初期ヘリウム加圧量の低減 

上記の表を一見して気がつくことは、低組成については、設置変更許可申

請時よりも輸入燃料体検査申請時のほうが燃料棒内圧値が下がっていること

である。出力履歴により厳しい条件を設定すれば燃料棒内圧評価値は当然よ

り高くなる。このことは被告も認めている（被告準備書面９、２頁、第２、

１（１）回答）。にもかかわらず輸入燃料体検査申請時には上記のように燃料

棒内圧値が下がった矛盾を指摘されて、被告は、設置変更許可申請の時点と

比べて輸入燃料体検査申請の時点では、出力履歴により厳しい条件を設定し

たことから初期ヘリウム加圧量を低減して評価したことを認めた（被準６ｐ

３）。もともとＭＯＸ燃料では、初期ヘリウム加圧量をウラン燃料棒より約４

割低くすることにより、燃料棒内圧を低減する設計としていた（被１準ｐ８

４）。輸入燃料体検査申請に際してはその初期ヘリウム加圧量をさらに低減さ

せたものである。 

（３）初期ヘリウム加圧量低減の理由 

輸入燃料体検査申請書における代表組成の内圧評価１９．５ＭＰａが、上

記のとおり燃料棒内圧 大値とされ、設計基準値１９．７ＭＰａとの間にわ

ずか０．２ＭＰａしかないことは既に指摘した。この初期ヘリウム加圧量の

低減がなかった場合この余裕はさらに小さくなり、あるいは燃料棒内圧 大

値は設計基準値を上回った可能性がある。被告はこのような事態をさけるた

め初期ヘリウム加圧量を下げたものである。そして、設置変更許可申請の時

点での初期ヘリウム加圧量、あるいは輸入燃料体検査申請の時点での初期ヘ

リウム加圧量について、被告はこれをがんとして明らかにしようとしない。 

（４）初期ヘリウム加圧量低減の安全性は確認されていない。 

初期ヘリウム加圧は、燃料被覆管が外圧に押されてつぶされること（クリ

ープコラプス）を起こさないようにするために行うものであるとされる（被

告準備書面１６、２頁）。となると上記の初期ヘリウム加圧量の低減ののち、
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クリープコラプスを起こさないということがいえるのかどうかが問題となる。

被告は本件ＭＯＸ燃料棒における初期ヘリウム加圧量の下限値を示していな

い。この範囲までは安全が確認されているとする下限値は設定されていない

のである。 

被告は、①本件ＭＯＸ燃料と同程度のへリウムを加圧したＭＯＸ燃料が海

外でクリープコラプスが発生することなく健全に照射された実績があること、

②本件ＭＯＸ燃料よりも初期へリウム加圧量の低いウラン燃料についても特

異な外径変化は観察されず、クリープコラプスが発生しなかった実績がある

ことから、本件ＭＯＸ燃料の初期へリウム加圧量によってクリープコラプス

が発生しないと判断した、とする（被告準備書面１６、２頁） 

しかし①については同じＭＯＸ燃料であっても仕様が異なれば比較はほと

んど意味がない。②については、燃焼特性の異なるウラン燃料をそのまま参

考にできないばかりか、初期ヘリウム加圧量も隠されており、記述からして

も「本件ＭＯＸ燃料よりも初期へリウム加圧量の低い」とも判断できないも

のであり、到底根拠にはなりえない。被告の上記弁明により、被告は本件Ｍ

ＯＸ燃料そのものについて、許される初期ヘリウム加圧量の下限値の確認、

あるいは輸入燃料体検査申請で低減された初期ヘリウム加圧量で安全性が担

保されるかの確認を行っていなかったことが確認できる。 

このようなきわめて基礎的な作業がなぜなされていなかったのか。それは

輸入燃料体検査確認申請の際、出力履歴を変更して燃料棒内圧評価をおこな

ったところ、予想外に高い数字がでたため、急遽初期ヘリウム加圧量の低減

で対応した、ということが強く推認されるところである。 

４ 重要なデータがことごとく隠されていること 

被告はギャップ再開が起きない 大内圧値約２１ＭＰａのところ不確定性を考

慮し燃料棒内圧設計基準値は１９．７ＭＰａとし、また３サイクル終了時の燃料

棒内圧値が約１５ＭＰａのところ不確定性を加えて燃料棒内圧評価値１９．５Ｍ
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Ｐａとした、この不確定性は合計で数十％以上あるところ、設計コードの不確定

性及び製造公差に起因する不確定性であるとする（乙Ｂ４３、７頁、１１頁）。

この上記のように安全余裕はわずか１％であるところ、不確定性が数十％以上あ

る、とするのであるから、不確定性がさらに１％増えれば安全余裕はなくなって

しまうことになる。とするとその不確定性の幅というものはきわめて重要である

ところ、その幅、その算出方法などは一切示されていない。燃料棒内圧設計基準

値あるいは燃料棒内圧評価値を決定する過程で算出した 大内圧値や３サイクル

終了時の燃料棒内圧値も具体的に示されていない。 

その他にも、燃料内圧に関与する気体の割合（被告準備書面２、４頁）、予定

していた初期ヘリウム加圧量及び低減された後の初期ヘリウム加圧量（被告準備

書面８、２頁）などもあきらかにされていない。 

上記のように名古屋高等裁判所金沢支部判決は、「当該原子炉の安全性につい

て原子炉設置者がまずその安全性に欠ける点のないことについて、相当の根拠を

示し、かつ必要な資料を提出した上で主張立証する必要があり、この主張立証を

尽くさない場合は、当該原子炉に安全性に欠ける点があり、住民の生命などの侵

害の具体的危険があることが事実上推認される」としている。本件訴訟において、

被告は上記のように安全性の欠ける点がないことについて、必要な根拠や数字す

ら示しておらず、上記の「相当の根拠を示し、かつ必要な資料を提出した上で」

の主張立証を尽くさないものであり、本件原子炉については、「安全性に欠ける

点があり、住民の生命などの侵害の具体的危険があることが事実上推認される」

ことになる。 

 

第３ ＭＯＸペレットの体積変化について、ウランペレットと同等とみたこと 

１ ＦＩＮＥコードで同等とみたとする被告の主張  

被告はＦＩＮＥコードを用いて燃料棒内圧設計基準値及び燃料棒内圧評価値を

求めた。この ＦＩＮＥコードは、 ウラン燃料の燃料棒設計に用いるために開
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発されたものであるが、ＭＯＸ燃料を評価する上でそのペレットの特性を反映し、

物性として融点、熱伝導率等についてプルトニウム含有率の関数としており、Ｆ

Ｐガス放出率、ヘリウム放出モデル等についてプルトニウム含有の影響を考慮し

たモデルを用いている。しかし、被告はＭＯＸペレットの焼きしまり及びスエリ

ングについては、ウランペレットと同等であるとして、ウラン燃料と同じモデル

を用いている。 

 すなわち被告が経済産業大臣に提出した輸入燃料体検査申請書（甲１２、１－

１２頁）には、以下のような記載がある。 

ＭＯＸ及び二酸化ウランペレットの照射による密度変化を図３－３ 

（１）に示す。図３－３（１）で焼きしまり挙動が飽和していると考えら

れる燃焼後半では、両者のスエリング挙動（密度変化の右下がりの傾き）

は同等であり、図３－３（２）に示すＭＩＭＡＳ法ＭＯＸペレットの照射

データでも同様であることが確認できる。さらに図３－３（３）では、Ｓ

ＢＲ法ＭＯＸペレットのスエリング率として、０．８５％ｖｏｌ．／（１

０，０００ＭＷｄ／ｔ）を得ているが、二酸化ウランペレットのスエリン

グ率は、約０．５～１％ｖｏｌ．／ （１０，０００ＭＷｄ／ｔ）とされ

ており、ＳＢＲ法ＭＯＸペレットも二酸化ウランペレットと同等である。 

これより、設計ではＭＯＸペレットの焼きしまり／スエリングについて、

二酸化ウランペレットと同じとする。 

 さらに被告は、①ＭＯＸペレットのスエリング（体積膨張）がウランペレット

と同等であることは、一般的に定着した見解であること、②ＦＩＮＥコ－ドにお

いてスエリング（体積膨張）についてウラン燃料と比べて特別な考慮はしない点

についても原子力安全委員会から妥当性が確認されていること、③上記の考え方

によるＦＩＮＥコ－ドを使って算出したＭＯＸペレットの体積変化の予測値と照

射済ペレットの体積変化の実測値とがほぼ一致しており、上記の考え方の正しさ

は実証されていること、なお図５において、予測値と実測値が完全に一致するわ
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けではないが、十分許容されるバラつきの範囲内にある。また、この予測値と実

測値との間のバラつきについては、第２の２（１）②の燃料棒内圧基準値の設定

における「解析における不確定性で考慮されている、とする（被告準備書面７、

１４頁）。 

２ 同等とはいえないこと 

（１）原告の指摘 

 ペレットの膨張速度について被告は「設計ではＭＯＸペレットの焼きしま

り／スエリングについて、二酸化ウランペレットと同じにする」としている

（甲１２、輸入燃料体検査申請書、１－１２頁）。その膨張速度を、同申請

書１－１８～１９頁における３つのグラフ（図３－３（１）、（２）、

（３））が示すペレットの密度変化グラフに基づいて決めている。この３つ

のグラフのうち図３－３（２）は もデータの数が多く信頼性が高く、その

データはメロックス社のＭＩＭＡＳ法による燃料から得たものである。 

原告は、ＭＯＸとウランの違いを定量的に把握するために、この図のそれ

ぞれのデータを読みとって、 小２乗法でそれぞれの 適曲線を２次曲線と

してもとめ、比率（Ｒ＝ＭＯＸペレット径／ウランペレット径）を求め、設

置変更許可申請書のペレット径グラフ（第３．２．６（４）図）に掛けて、

設置変更許可申請書に基づくＭＯＸペレットの膨張挙動グラフを得た。さら

にこれを元にＭＯＸペレット直径膨張速度（修正ＭＯＸ）とウランペレット

直径膨張速度（元ＭＯＸ）の挙動のグラフを得た（２０１４年６月１８日上

申書及び甲８４の２、２頁の図）。明らかにＭＯＸペレットの膨張速度はウ

ランペレットの膨張速度より低い。ウランペレットの速度で内圧が１９．７

ＭＰａの時点でギャップ再開が起こっていたのに対し、ＭＯＸペレットの速

度ではそれより早い時点・低い内圧でギャップ再開が起こることになる。定

量的な評価を行い、その時点・内圧は運転終了時点のおよそ５６日前で約１

９．０ＭＰａとなるとする試算も示した。これによれば、ギャップ再開内圧
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（設計基準値）が１９．７ＭＰａから約１９．０ＭＰａへと低下したことに

なる。 

３ 被告の「多項式近似による密度変化」の反論 

 これに対して被告は、上記図３－３（２）のＭＯＸペレットとウランペレット

のデータをもとに多項式近似により密度変化線を求めた、としてその線を追記し

た（被告準備書面１、７９頁、８１頁、図１１）。この「多項式近似による密度

変化」の追記は、被告において各点の具体的数値を同図から読取り、それを基に

小２乗法により下記の多項式を導出したとした。 

 

ウラン密度：yU=-1.30･10-10x2+1.68･10-6x+10.41 

ＭＯＸ密度：yM=-1.30･10-10x2+1.95･10-6x+10.45 

（以上被告準備書面２、５頁以下） 

 

 しかしながら、上記の被告の多項式の導出は、図３－３（２）の９つのデータ

を無視し、あるいは見落としをしたものであった。これら９つのデータを加える

と被告が導出した多項式は以下のとおりとなる。 

 

ウラン密度：yU=-1.309･10-10x2+1.685･10-6x+10.405 

ＭＯＸ密度：yM=-1.111･10-10x2+0.926･10-6x+10.451  

 

 これら９つのデータも加え、ＭＯＸ燃料のギャップ再開の時期（被覆管内径の

内圧による膨張速度とＭＯＸペレット径の膨張速度が等しくなる時）は、前記の

ように運転末期の約５６日前となりこのときの内圧は１９．０ＭＰａとなった。 

４ 被告の再度の反論・・・・密度変化率は算定できない 

 これに対して被告はさまざまな反論を試みている。 

 まず、密度変化率を算定するには各ペレットにつき、燃焼の前後において、そ
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の密度がどれだけ変化したかを測定する必要があるとする（被告準備書面７、１

５頁）。これは同一のペレットだけではなく、同一仕様のペレットでもよい（被

告準備書面１３、５１頁）などともしている。 

しかし原告が行ったことは、被告が図３－３（２）をもとにウランペレットと

ＭＯＸペレットでは焼きしまりおよびスエリングを同等としたところ、それが同

等とはいえず、相違があることを示したことである。原告はまず、この図のそれ

ぞれのデータを読みとって、 小２乗法（ 小自乗法）でそれぞれの 適曲線を

２次曲線としてもとめた（甲８５、１２頁ギャップ再開の筋道チャート）。被告

は「上記図３－３（２）のＭＯＸペレットとウランペレットのデータをもとに多

項式近似により密度変化線を求めた」とするので、その被告の計算方法はそのま

まにして、これにさらに無視ないし見落としした９つのデータを加えた。そして

その多項式からも「同等」とはいえないことを示した。 

被告は「密度変化率の算定」はできないというが、原告は「密度変化率」など

算定していない。被告が行ったと同じ計算方法を用いて多項式を導出し、同等と

いえない、としたものである。被告の非難は的外れであり、天にむかって唾する

に等しい。 

５ ペレット燃焼度を原子炉経過時間（ＥＦＰＨ）に置き換えることはできない、

との批判 

 被告が作成した設置変更許可申請書（甲１）の第３．２．６（４）図「燃料径

の燃焼度変化（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料（３号炉））」は縦軸に燃

料径、横軸に運転時間（ＥＦＰＨ）をとっている。原告は、上記の被告のデータ

に９つの無視データを加えた多項式（２次式）は横軸ｘの単位がＭＷｄ／ｔであ

るため上記図にあわせるため、この２次式のｘの単位をＭＷｄ／ｔから１０３Ｅ

ＦＰＨに変換した。３サイクル運転末期の燃焼度６２、０００ ＭＷｄ／ｔが２

９．４４・１０３ＥＦＰＨに対応しているとした（甲６９の２、５頁）。被告は、

これについて「原告らはペレット燃焼度がそのまま原子炉の経過時間（ＥＦＰ
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Ｈ）に置き換えると想定」したとして、「両者は全く異なるため、同じものだと

してそのまま置き換えることは出来ない」と非難する。 

 燃料径の燃焼度変化を考察するとき、横軸にＥＦＰＨ（全出力換算時間）をと

ることは一般的になされているようである（甲１、第３．２．６（３）図、第３．

２．６（４）図）。燃料棒内圧や燃料棒平均線出力の燃焼度変化の場合にもやは

り横軸にＥＦＰＨをとっている（甲１、第３．２．５（４）図）。３サイクル使

用することを予定されている燃料棒について考察するとき、その３サイクルの範

囲内で考察することが実際の便宜である。この場合ＥＦＰＨは、燃焼度と比例関

係にあるものと考えられ、燃焼度を示すものとして用いられている。なるほど個

別の燃料棒の燃焼度は、その出力と燃焼時間の積によって求められる。ＭＯＸ燃

料の場合そのプルトニウム組成によって出力履歴が異なり、各サイクルごとに装

荷場所が異なってくることになる。そうすると各サイクルごとに、各燃料棒の装

荷場所の相違を考慮すれば、出力はそれぞれ微妙に異なってくることになるだろ

う。上記の燃焼度変化を横軸にＥＦＰＨをとったグラフは、それぞれ個別の装荷

場所による出力の相違を考慮して燃焼度変化をＥＦＰＨに置き換えているとは考

えがたい。それぞれの個別の装荷場所による出力の相違を考慮すれば、同様なグ

ラフが多数必要となるが、このようなそれぞれのグラフの相違は、実用上ほとん

ど意味はない。上記各グラフは、横軸にＥＦＰＨをとり、またサイクル１からサ

イクル３の区分を記入しているところから、このＥＦＰＨは原子炉全体としての

全出力換算時間を想定しているものであることは間違いない。一方これらのグラ

フの縦軸は燃料径、燃料棒内圧、燃料棒平均線出力であり、個別の燃料棒の項目

である。これらのグラフにおいて原子炉全体のＥＦＰＨ（全出力換算時間）と個

別の燃料棒の燃焼度とを具体的にどのように対応させているのか、原告らには明

らかではない。現に上記第３．２．６（４）図では「代表的な燃料棒に対する計

算例」という注記が付されている。おそらく何らかの方法により燃料棒のある種

の平均的な定格出力を想定しているものと思われるが、これは原告らには明らか
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ではなく、被告が説明すべきことである。第３－３（２）図（甲８５、６頁、図

１１）では 終の値が６万２０００ＭＷｄ／ｔ、第３．２．６（４）（甲８５、

３頁）では２９．４４・１０３ＥＦＰＨと読み取り、両者を対応させたものであ

る。このような燃料棒に即したＥＦＰＨを想定して、燃焼度変化をＥＦＰＨに置

き換えて考察することはなんら不当なことではない。 

６ 図３－３（２）は補足的に使用したものにすぎないとの主張について 

以上原告の批判は、第３－３（２）図の分析を中心にしたものであったところ、

被告はこれに対して正面から反論できず、この第３－３（２）図が重要なもので

はない、という観点から反論を試みている。すなわち上記図３－３（２）は、こ

のＭＯＸペレットの体積変化はウランペレットと概ね同等と判断するに際して参

考としたものであり、それ以上の意味はない（被告準準備書面１７、３頁。なお

乙Ｂ４３、１８頁、小鶴９９項（１９頁））などと弁明をしている。そこでは

「概ね同等」として程度をあいまいにし、また「参考とした」として根拠である

ことを弱めようとしている。 

しかし被告の見解は本件訴訟提訴前に作成し提出された輸入燃料体検査申請書

（甲１２）に明確に示されている。上記のように、そこでは、図３－３（１）、

図３－３（２）及び図３－３（３）を根拠に「スエリング挙動（密度変化の右下

がりの傾き）は同等」であるとし、「これより、設計ではＭＯＸペレットの焼き

しまり／スエリングについて、二酸化ウランペレットと同じとする。」との結論

を導いたとしている（甲１２、１－１２頁）。また本訴においても、被告は図１

１（図３－３（２））のウランとＭＯＸの密度変化の傾きが同等であることなど

を根拠に挙げて、「したがって、ＦＩＮＥコードにおいては、ＭＯＸペレットの

焼きしまり及びスエリングによる密度変化は、ウランペレットと同等としてい

る」と述べている（被告準備書面１、７９頁）。原告は上記の被告の主張の根拠

となった３つの図のうちもっともデータが多い図３－３（２）を中心に検討し批

判をしたものである。 
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被告自身、準備書面１では「傾きが同等である」と表現をしていたが、不利と

判断し、それをあいまいにしようとしてきた。これは図３－３（２）が同等性の

根拠にはならないことを被告自身も認めざるを得なかった証左である。 

７ 「焼きしまり」を考慮しない評価を行ったとの被告の主張について 

（１）被告は、美浜１号炉、ＢＲ３炉、ベズナウ炉（ＮＯＫ－Ｍ５０１）におけ

るＭＯＸペレットの体積変化にかかる実測値と、当該実測値が得られた際の

条件を同一の計算モデルを使用したＦＩＮＥコードに入力して算出した予測

値とを比較した結果、計算モデルを修正すべき程の大きなばらつきはなく、

このばらつきについて、ＭＯＸペレットの体積変化に関する計算モデルにお

いて「焼きしまり」を考慮しないとすることによって内圧評価に包含させ、

実測値よりも厳しい結果を算出したので、ウラン燃料と同一の計算モデルを

適用するという判断の当否は問題にならないという主張を行っている（被告

準備書面１７、第２（２頁～６頁）、小鶴９３項（１８頁））。しかし、被告の

この主張は当を得ない。 

（２）まず、この点についての被告の主張には変遷があり、「焼きしまり」を考

慮しない評価を行ったという主張は本件訴訟の審理の終盤で唐突に現れたも

のであることを確認する。 

ア 被告が、ＭＯＸペレットの体積変化にかかる実測値と予測値の比較に

ついて主張の中で取り上げたのは、平成２４年１１月１６日付被告準備

書面７の１４頁～１５頁が 初である。そこでは、ＭＯＸペレットのス

エリング（体積膨脹）がウランペレットと同等であることが一般的に定

着した見解であるとした上で、ペレット体積変化の実測値と予測値の比

較のグラフを示し、予測値と実測値がほぼ一致していること、予測値と

実測値とのバラつきについては「解析における不確定性」で考慮してい

る旨を記載している。この主張は、後に引用している、輸入燃料体検査

申請書（甲１２）の記載と符合しているのである。 
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  この主張は、平成２５年５月２９日付の被告準備書面９、９頁でも再

確認されているし、平成２５年１１月１３日の第１回争点整理手続にお

いても、被告側はスエリングについてはウラン燃料と比べて特別の考慮

をしない旨を説明していた。 

イ ところが、被告は裁判所の平成２５年１１月１９日付求釈明を踏まえ

て提出した平成２６年１月２２日付被告準備書面１３、２５頁で、ＦＩ

ＮＥコードの計算式－１０の説明の中で、唐突に「本件ＭＯＸ燃料の燃

料棒内圧評価においては、評価値が厳しい結果となるよう焼きしまりを

考慮していない。」との説明を行った。その後、平成２６年４月１１日

付被告準備書面１７、５頁で、「焼きしまり」を考慮しないことによっ

て、燃料棒内圧評価値が安全側の結果となるようにした旨の主張を行い

はじめた。また、被告準備書面１７以降において被告は、ＭＯＸペレッ

トとウランペレットの同等性について、「概ね」という言葉を加えるよ

うになっている（被告準備書面１７、３頁）。 

ウ このように、「焼きしまり」を考慮しない評価を行ったという主張は、

争点整理手続きにより裁判所から求釈明が出た以降である２０１４年１

月以降に現れ始めたものである。被告は、従前の主張によっては裁判所

を説得出来ないと見て、主張を変遷させたと言うべきである。 

（３）そもそも、被告が「焼きしまり」を考慮しないＦＩＮＥモデルを使って本

件ＭＯＸの内圧評価を行ったというのは事実なのか。この点、以下の通り、

本件ＭＯＸ燃料について、被告において、焼きしまりを考慮しない評価に基

づき国の審査が行われたことの証明は何らできていないことが確認出来る。 

ア まず、被告のいう、「焼きしまり」を考慮しないＦＩＮＥモデルを使

って本件ＭＯＸの内圧評価を行ったという話は、少なくとも本件ＭＯＸ

燃料にかかる輸入燃料体検査申請書には出てこないことを確認する。 

（ア）前述のように、焼きしまりを考慮しないという話は、平成２６年
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１月２２日付被告準備書面１３、２５頁の計算式－１０の説明に

おいて初めて出てきた。すなわち、計算式－１０には焼きしまり

を表す関数ｆが含まれているが、「本件ＭＯＸ燃料の燃料棒内圧評

価においては、評価値が厳しい結果となるよう焼きしまりを考慮

していない。」と説明している。 

他方、輸入燃料体検査申請書（甲１２）、２－６～２－７頁でも、

ＦＩＮＥモデルにおける固体スエリングの計算式（３－２）（この

式は前記計算式－１０と同じである）の焼きしまりによる寄与を

表す関数ｆは二酸化ウランと同等とするとしており、その理由と

して、「ＭＯＸペレットの焼きしまり／スエリング特性は二酸化ウ

ランと同等であることから」と説明している。 

（イ）また、甲１２、２－７頁には、ペレットの焼きしまりに関するＦ

ＩＮＥコードの実証性について以下のような記述がある。 

 ペレットの焼きしまり、固体及びガスバブルスエリングに

よる体積変化予測に対するＦＩＮＥコードの実証性は、照射

済ペレットの密度測定データとの比較により確認している。

ペレット体積変化の実測値と予測値の比較を図３－４に示す

が、ペレットの焼きしまり及びスエリングモデルは実測値を

適切に予測している。予測のばらつきは不確定性として評価

に考慮する。 

 すなわち、ここで書かれているのは、ＦＩＮＥコードにより

「ペレットの焼きしまり及びスエリングモデルは実測値を適切に

予測している」ということであり、焼きしまりを考慮しない評価

について被告は輸入燃料体検査申請書において何ら記載しておら

ず、むしろ、輸入燃料体検査申請の段階ではＦＩＮＥコードが焼

きしまりをも適切に予測出来ているという前提で申請書を書いて



 

25

いることは明らかである。現に、小鶴証人は輸入燃料体検査申請

書には焼きしまりを考慮して評価した結果が記載されている旨述

べているところである（小鶴調書４２７項（７１頁））。 

また、「予測のばらつきは不確定性として評価に考慮する」という

ことも記載されているが、ここにおける「不確定性」の「考慮」

とは一体どういう方法なのか、全く明らかではない。 

 なお、この甲１２の記述は、前述の通りＭＯＸペレットの体積

変化にかかる実測値と予測値の比較に関する被告の当初の主張と

符合する。 

イ 小鶴証人は、乙Ｂ４５が焼きしまりを考慮しない評価を本件ＭＯＸ燃

料の内圧評価で使用している証拠である旨証言した（小鶴調書４３２項

～４３４項）。しかし、乙Ｂ４５は、訴外三菱重工業株式会社（以下

「三菱重工業」という）の意見書であるところ、その１頁、３において

焼きしまりを考慮しない場合に予測値がこうなるのだ、ということにつ

いて説明したものにすぎず、乙Ｂ４５には、本件ＭＯＸ燃料にかかる国

の安全審査の中でこの内容について検討がなされたという記述はない。

従って、乙Ｂ４５は、本件ＭＯＸ燃料について、焼きしまりを考慮しな

い評価に基づき国の審査が行われたということに関連する証拠ではない。 

そのことは被告も十分に認識していたのだろう。被告はあわてて、乙

Ｂ５０として平成２６年８月２９日付の三菱重工業作成にかかる意見書

（２）を提出し、設置許可申請における評価及び輸入燃料体検査申請に

おける評価の双方において、ペレット焼きしまりを「なし」とした計算

モデルを用いて評価を実施したという三菱重工業の言質をとってきた。

この乙Ｂ５０が、本件ＭＯＸ燃料について、焼きしまりを考慮しない評

価に基づき国の審査が行われたという被告の主張に関する唯一の書証で

ある。しかし、前述のように、被告が国の安全審査という公的な場に提
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出した書類である輸入燃料体検査申請書では焼きしまりを考慮して評価

した結果が記載されているのであり、乙Ｂ５０の内容とは異なる。従っ

て、乙Ｂ５０は公的な場に出された資料と矛盾することになり、到底信

用出来る書証ではなく、本件ＭＯＸ燃料について、焼きしまりを考慮し

ない評価に基づき国の審査が行われたことが立証できているとは到底い

えない。また、乙Ｂ５０はその形式からいっても、三菱重工業作成と言

いながら、代表者名も担当者個人名も記載されていない責任の所在が曖

昧な文書であることを指摘しておく（これは乙Ｂ５０に限らず、本件訴

訟で被告が三菱重工業作成として出してきた書証全般に共通の問題点で

ある）。 

ウ このように、本件ＭＯＸ燃料については、被告が主張するように焼き

しまりを考慮しないＦＩＮＥモデルを使って厳しく内圧評価をしたとい

う事実は認められず、上記の焼きしまりを考慮しない内圧評価は安全審

査において国により妥当性の検証を受けたという事実もまた認められな

い。 

（４）以上のように、「焼きしまり」を考慮しない評価を行ったとの被告の主張

は、苦し紛れに主張を変遷させて出てきたものにすぎないし、事実とも認

められないのであり、何ら考慮に入れるべきものではない。そして、本件

ＭＯＸ燃料において、ウラン燃料とで同一の計算モデルを適用していると

いうのは被告も認めるところであるから、その判断の当否が、まさに問題

になるのである。 

 

第４ ＭＯＸ燃料の評価にＦＩＮＥコードを使用することの妥当性に対する疑問－

ＦＰガス放出率における予測値と実測値の大きな誤差について 

１ 問題点の所在と被告の主張の概要 

（１）被告は、ＦＰガス放出率に関してＭＯＸ燃料については二酸化ウラン燃料
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の１．３倍であるとすることにより、ＦＩＮＥコードをＭＯＸにも適用して

いる。一方、輸入燃料体検査申請書（甲１２）図３－８（２－３０頁）では、

ＮＯＫ－Ｍ１０９（ベズナウ炉）のプロットに、実測値が予測値の２．２４

倍となるものが存在する（注：ＮＯＫ－Ｍ１０９は同じベズナウ炉でも、前

記のＮＯＫ－Ｍ５０１とは別種のＭＯＸ燃料である）。 

（２）この点について、被告、小鶴証人はベズナウ炉の予測値と実測値のばらつ

きは燃料棒内圧評価において不確定性として考慮していること、ベズナウ炉

の仕様が燃料棒の長さや燃料棒出力といった仕様が玄海３号機と異なり、か

つ、２．２４倍になったプロットはＦＰガス放出率が低い領域のデータであ

り、燃料棒内圧も低いため、倍率にすると大きく見えるが数値にすると大し

た違いはない旨主張する（小鶴１１２項～１２１項（２１頁～２３頁））。ま

た、甲１９の１によって、このプロットのデータを見た上でＦＩＮＥコード

の妥当性が規制当局によっても確認されている旨主張する（小鶴２２８項

（４０頁））。しかし、被告のこの主張に対しては、以下の通り批判を加える

ことができる。 

２ 原告らの批判 

（１）まず、図３－８は実測値とＦＩＮＥコードによる予測値との比較という点

では前述の体積変化予測と通底するが、あくまでもＦＰガス放出率に関する

ものであるから、別途その妥当性を検討する必要があることを指摘する。 

（２）そして、甲１９の１は、１９９５年のいわゆる「１／３ＭＯＸ報告書」

（乙Ａ２、９５２頁以降）が作成された以降に得られた参考文献や実験デー

タを整理し、「１／３ＭＯＸ報告書」の妥当性を原子力安全委員会の原子力安

全基準・指針専門部会として再確認したものであり、ＮＯＫ－Ｍ１０９（ベ

ズナウ炉）のプロットもその参考文献の整理の中でＦＩＮＥコードの妥当性

を検証する材料として選ばれて取り上げられたものである。 

ここで、「１／３ＭＯＸ報告書」の付録１「燃料設計手法について」を確認
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すると、ＦＩＮＥコードは「ＦＰガス放出率については、ウラン燃料のＦＰ

ガス放出モデルをベースに様々な製法のＭＯＸ燃料のデータを包絡するモデ

ル」（傍線引用者）を用いている旨記載されている（乙Ａ２、９６５頁）。現

に、乙Ａ２、９７１頁の図１－４を見ると、ＦＩＮＥコードに基づく計算値

は実測値をおおむね包絡しているといえる。 

（３）しかるに、ＮＯＫ－Ｍ１０９（ベズナウ炉）の結果は、実測値が予測値の

２．２４倍というものであり、このデータがＦＩＮＥコードによって「包

絡」されているとは到底言えない。このＮＯＫ－Ｍ１０９（ベズナウ炉）の

結果から言えることは、「１／３ＭＯＸ報告書」が依然妥当であるというもの

ではありえず、逆に、ＦＩＮＥコードは様々な製法のＭＯＸ燃料のデータを

包絡するコードたり得ていないということである。にもかかわらず、甲１９

の１はＮＯＫ－Ｍ１０９（ベズナウ炉）の結果を踏まえてもなお、ＦＩＮＥ

コードをＭＯＸに適用することを妥当であると判断しているのであり、この

判断は当を得ない。 

そして、ＦＩＮＥコードが様々な製法のＭＯＸ燃料のデータを包絡するコ

ードたり得ていないのであれば、放出率の高い領域においても、コードによ

り「包絡」されない結果が出てくる可能性が否定できないことになる。 

（４）被告は、仕様や内圧の違いをことさらに強調してＮＯＫ－Ｍ１０９（ベズ

ナウ炉）のプロットを軽視しているが、妥当ではない。ＮＯＫ－Ｍ１０９

（ベズナウ炉）のプロットは、ＦＩＮＥコードの信頼性に疑問をなげかける

ものであり、ＦＩＮＥコードが前提とする、ＦＰガス放出率がＭＯＸ燃料に

ついては二酸化ウラン燃料の１．３倍という前提条件の妥当性に疑問を突き

つけるものに他ならない。そして、ＦＰガス放出率が予測より高くなるので

あれば、燃料棒内圧が高まることになり、燃料棒内圧評価値に疑問を投げか

けることになり、ひいては本件ＭＯＸ燃料の設置許可基準適合性に疑問を投

げかけることになるのである。 
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第５ 燃料棒内圧評価値の問題 

１ はじめに 

次に、被告の行っている燃料棒内圧評価の問題点について指摘する。 

（１）まず、本件ＭＯＸ燃料について、燃料棒内圧評価値が燃料棒内圧設計基準

値の１９．７ＭＰａを超えてはならないということが「発電用軽水型原子炉

の燃料設計手法について」（甲１１）、設置許可基準規則１５条３項、５項、

６項１号、原子炉等規制法４３条の３の６第１項４号により、設置許可基準

適合性の問題として法的に定められた要求であることを確認しておく。この

点は、被告も認めるところである（小鶴２７３項～２７４項（４７頁～４８

頁））。 

（２）そして、事業者において本件ＭＯＸ燃料が設置許可基準に適合しているこ

との立証をしないのであれば、本件ＭＯＸ燃料には安全性に欠ける点があり、

住民の生命などの侵害の具体的危険があることが事実上推認されることにな

る（前掲名古屋高等裁判所金沢支部平成２１年３月１８日判決参照）。 

２ 実際に使用するＭＯＸ燃料のプルトニウム組成に基づく評価は行われていない

こと 

（１）被告の輸入燃料体検査申請においては、燃料棒内圧評価に当たって、本件

で実際に使用するＭＯＸ燃料の実際のプルトニウム組成に基づく評価は行っ

ておらず、低組成、代表組成、高組成の３パターンの評価を行っているに止

まっている（小鶴１９６項（３５頁）参照）。 

（２）しかし、プルトニウムの組成と出力履歴が燃料棒の内圧評価に密接に関連

しているのだから、本来ならば被告は本件ＭＯＸ燃料の実際の組成・出力履

歴により燃料棒内圧評価を行うべきである。にもかかわらず、被告は実際使

用する燃料の組成・出力履歴による燃料棒内圧の評価は行っていないのだか

ら、被告は、燃料棒内圧について設置許可基準適合性についての立証を放棄

していると言わざるを得ない。そうであれば、前記名古屋高裁判決の規範に
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よれば、本件ＭＯＸ燃料には安全性に欠ける点があり、住民の生命などの侵

害の具体的危険があることが事実上推認されることになる。 

３ 評価が行われている３パターン以外のところに内圧のピークが出る可能性を被

告も認める 

（１）次に、被告の輸入燃料体検査申請において行われている低組成、代表組成、

高組成の３パターンの評価においては、燃料棒内圧評価値は代表組成が１９．

５ＭＰａと も高いが（被告準７、１０頁）、原告らは従前より低組成、代表

組成、高組成の３パターン以外のところに内圧のピークが出る可能性がある

のではないか、という指摘を行ってきた。この点について、被告の小鶴証人

は 

「（問）そうするとこの○の評価において、代表組成の１９．５ＭＰａ

という値がピークだとは限らないということになりますか。 

（答）はい、そうなります。」（小鶴４７項（１０頁）） 

として、原告らの主張を認めた。 

（２）被告は、輸入燃料体検査申請における燃料棒内圧評価値は仮定的に安全側

の評価を行うため、実際の組成ごとの出力履歴ではなく低組成の出力履歴を

用いて評価を行っており、問題がないかのように主張している。 

しかし、前述のように、燃料棒内圧評価値が燃料棒内圧設計基準値の１９．

７ＭＰａを超えてはならないということは設置許可基準適合性の問題として

法的に定められた要求である。出力履歴が違うから云々ということではなく、

安全側の評価をしてもなお設計基準値を超えないことが法的に要求されてい

るのである。 

（３）そして、被告の燃料棒内圧評価においては、代表組成で１９．５ＭＰａと

なり、さらにピークがそれを超える可能性があるにもかかわらず、ピークを

求めていないのだから、１９．７ＭＰａを超える可能性は否定出来ない。被

告はこの点においても、本件ＭＯＸ燃料が設置許可基準に適合していること
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の立証を放棄していると言わざるを得ない。そして、事業者において設置許

可基準に適合していることの立証をしていない以上、前記名古屋高裁判決の

規範によれば、本件ＭＯＸ燃料には安全性に欠ける点があり、住民の生命な

どの侵害の具体的危険があることが事実上推認されることになる。 

 

第６ ギャップ再開から発展する事態によって原告らは放射能被害を被る 

１ 被告にサーマルフィードバックの危険ひいては燃料溶融・原子炉容器の破壊の

危険がないことを立証する責任がある 

そもそも、前述したとおり、本件訴訟が対象としているのは原子力発電所とい

う放射性物質を内蔵する施設であり、その運転は高度かつ複雑な科学技術を用い

て核燃料の放射性物質の核分裂反応の制御をしながら行われるものであるから、

常に潜在的な危険性を内包している。そして各原子炉ごとに安全管理の方法が異

なり、かつその資料は全て原子炉設置者の側が保持していることなどの点を考慮

すると、本件原子炉の安全性については、被告（事業者）の側において、まずそ

の安全性に欠ける点がないことを主張立証しなければならず、それが尽くされな

い場合は、「本件原子炉に安全性に欠ける点があり、その周辺に居住する住民の

生命、身体、健康が現に侵害され、または侵害される具体的危険があることが事

実上推認される」（本書面６頁以降）。 

したがって、被告においては、この具体的危険がないことを主張立証しなけれ

ばならない。 

原告側では小山証人が「第３サイクル終了（運転末期）の約５６日前にギャッ

プ再開が起こりうる」ことを示して、サーマルフィードバックの危険があり得る

ことまでの根拠を示した。 

 それに対し、被告側はその立証責任から、「ギャップ再開が起こったとしても

サーマルフィードバックは生じない」あるいは「サーマルフィードバックが発生

したとしても、原子炉冷却設備の健全性を喪失」して燃料溶融・原子炉容器の破
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壊に至ることはないことを具体的に立証する必要があるはずである。 

 ところが実際には、ＭＯＸ燃料ペレットの溶融点は燃焼度が進むにつれ下がり、

一方、ギャップ再開により燃料中心温度の上昇が起こると溶融点を超え、燃料溶

融に至る危険がある。 

 そして、燃料溶融が生じれば燃料集合体が崩れ落ちる危険があるほか、燃料被

覆管の溶融点はペレットの溶融点より低いので、被覆管が破損すると燃料ペレッ

トが原子炉容器の底に溜まり、冷却材による冷却が難しくなり、炉心が溶融する

危険がある。それらの結果、溶融燃料が冷却材と直接接触して蒸気爆発を起こす

危険がある。複数の燃料集合体が同時に溶融すれば、原子炉容器は蒸気爆発によ

る衝撃波で、塑性変形を通り越して破壊に至る。 

 原子炉容器が破壊されると、緊急炉心冷却装置（ＥＣＣＳ）から冷却材を炉内

に注いでも漏れてしまう状態になり、希ガスとヨウ素だけでなく多くの種類の放

射能が原子炉容器外の格納容器内に放出される。仮に原子炉容器の破壊を免れて

も、原子炉容器内の圧力が高まると加圧器逃し弁を通って放射能物質を含む一次

冷却材が格納容器内に放出される。 

 また、燃料溶融の前に燃料被覆管の材料であるジルカロイのジルコニウムが約

９００度程度から水と発熱反応を始め、ますます温度が上がり、その際、ジルコ

ニウムが水の酸素によって酸化されることによって水素が発生し、格納容器内に

蓄積されていき、水素爆発を起こし、これにより格納容器が破壊され、格納容器

内に蓄積している放射能が大気中に放出される。 

 以上の機序で、放射能放出が開始される危険がある。 

 なお、これらの機序を各段階で防止するため、技術基準規則は、 

  ６４条２項（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

  ６５条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

  ６６条（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

  ６７条（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 
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  ６８条（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

  ７０条（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

の各規定を設けていることを付言する。 

 

２ 被告側の主張と立証 

被告は、ギャップ再開後について以下のように主張し、証拠を示して危険性が

ないことを示そうとしている。 

（１）ギャップ再開が起こったとしてもサーマルフィードバックが生じないこと 

 被告は、その準備書面１１（平成２５年７月１１日付け）の３頁におい

て、 

「仮にギャップ再開が生じたとしても、燃料棒の内圧が相当程度高

まらない限りは、ペレットの温度が有意に上昇することはなく、ま

た、更にギャップが押し広げられるサーマルフィードバックに至る

わけではない。」 

と主張し、ハルデン炉試験の結果を証拠として提出している。小鶴章人証

人の陳述書（乙Ｂ４３）３１頁以下の説明及び証言も同様である。 

 要は、①玄海３号機の環境を模擬した上、燃料棒内にガスを入れて加圧

してＦＰガスにより内圧が上昇した状態を模擬し、その後更なる加圧をし

た場合に、燃料棒の内圧が２５．５ＭＰａを上回って初めてペレットの温

度が有意に上昇し始めたとの結果が出ている、②ウラン燃料・ＭＯＸ燃料

とも、燃料棒内圧が２５．５ＭＰａを超えた後から徐々に温度上昇が見ら

れたが、燃料棒内圧４５．５ＭＰａでも１０００時間あたり５０℃以下で

あった、③燃料棒内にガスを入れて加圧し、内圧を段階的に上昇させた場

合に、内圧がどの程度高まった時点でペレットにおける継続的なギャップ

増加を引き起こすのかの確認試験をした結果、内圧４５．５ＭＰａとなる

状況でも継続的なギャップの増加は生じなかった、というものである。 
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（２）サーマルフィードバックが生じたとしても原子炉冷却設備の健全性は維持

されること 

被告は、その準備書面１０（平成２５年５月２９日付け）の５頁以下に

おいて、 

「仮に燃料棒にサーマルフィードバックが発生したとしても、直ち

に原子炉冷却設備（１次冷却設備、非常用炉心冷却設備）の健全性

に影響が生じるわけではなく、燃料被覆管の冷却は維持される。」 

と主張し、小鶴証人の陳述書（乙Ｂ４３）３３頁以下及び証言で、ハルデ

ン炉試験の結果を引用した説明を行っている。また、被告の国に対する輸

入燃料体検査申請書の２－４９頁に掲載する図３－１６を引用している。 

 これも要は、①輸入燃料体検査申請書に掲載する図（運転時の異常な過

渡変化時におけるＭＯＸ燃料中心 高温度の燃焼度依存性（図３－１６））

によれば、燃料ペレットの制限値とペレット中心温度との差は、燃料棒の

内圧が高くなる燃焼の後半で約７００～８００℃もある、②さらに燃料は

温度が上昇すれば核分裂を抑制する特性があるので燃料温度の上昇は緩や

かになる、③ハルデン炉試験においても、１０００時間で５０℃程度しか

温度上昇はしなかった、④だから原告ら主張の３サイクル運転末期の５４．

２日（＝約１３００時間）前にギャップ再開が起こったとしても、その程

度の時間では到底燃料溶融につながるものではない、というものである。 

３ ハルデン炉試験は実機と条件が異なる 

 実機では、ギャップ再開はペレット内から被覆管との隙間に放出されたガスの

圧力（内圧）によって起こるが、ハルデン炉試験では、外から引きこんだガスに

よって非常に高い内圧をつくりだしている。ハルデン炉試験は、内圧というギャ

ップ再開問題の本質的役割形成において、実機とは異なる条件にあるため、ハル

デン炉試験の結果は実機には適用できない。 

実機では、内圧はペレットのスエリング（膨張）と密接な関係がある。ペレッ
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トのスエリングには固体スエリングとガスバブルスエリングがあり、ガスバブル

スエリング（ＦＰガススエリング）は、ＦＰガスが粒内気泡や粒界気泡として析

出することによって起こる（輸入燃料体検査申請書１－１２頁）。さらに燃焼度

が進むと燃料ペレットには多くのひび割れが生じ、粒界だけでなく、そのような

ひび割れの道筋を通ってＦＰガスバブルが外に放出されることになる（次図：甲

９５の１、２、甲９６の１、２）。 

 

ガスの放出率が高まると、内圧は増えるが、ガスバブルスエリングはそれだけ

抑えられることになり、逆にガスの放出率が抑えられると、それだけガスバブル

スエリングが増大することになる。 

 ハルデン炉試験では、実機と異なり、内圧を外部から引きこんだガスによって

人工的に作りだしている。しかもその圧力は、当該内圧の評価基準値である１９．

７ＭＰａをはるかに超える２５ＭＰａあるいは４５ＭＰａにまで高めている。そ

うなると、「ベルヌーイの法則」を持ち出すまでもなく、気体は高圧の場所から

低圧の場所へと移動するのだから、上記ガスの道筋を逆にたどって気体はペレッ

ト外から内へと向かうか、少なくとも、内部のＦＰガスが外に出るのを抑制する

ことは明らかである。そうすると、ガスバブルスエリングがそれだけ増大し、ペ

レットが膨張してギャップが開くのを抑制するように作用する。 

 ハルデン炉試験で高い内圧を人工的につくりだしても、容易にギャップが開か

ず温度が徐々にしか上がらなかったとすれば、このような事情によるものと考え
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られる。少なくとも、ハルデン炉試験の条件が実機と著しく異なっていることは

明らかである（しかも、外から引き込んだガスは、内部の空隙の程度を、ガスの

流れに対する摩擦力を通じて測定するために、燃料棒内を流れており、この点で

も実機と条件が異なっている）。 

 このような批判に対して被告は、「拡散によるＦＰガス放出は、ペレット内で

ＦＰガスが熱拡散により移動することによるものであって、ペレット温度が支配

的であり、ペレットの外圧の影響はほとんどないと考えられます」と述べている

（小鶴陳述書３５頁）。 

なるほど、ペレット内から外へのＦＰガス放出量の計算式（被告準備書面１３

の計算式－２２及び計算式－２３）を見ると、確かにその式内に圧力は登場して

いない。つまり、圧力が関係しないような場合の計算式を用いているのであり、

通常ならそれで通用するのであろう。 

ところが今のハルデン炉試験の場合は、著しく高い内圧を人工的につくりだし

ているのであり、そのような条件下でも同式がそのまま成り立つという保証はな

い。評価に用いた式に内圧項がないから、「ペレットの外圧の影響はほとんどな

いものと考えられます」と勝手に述べているだけであって、そのような証明はど

こにも見当たらないのである。 

 法規では、ギャップ再開が起こるとサーマルフィードバックが起こるのでギャ

ップ再開自体を禁止されている。ハルデン炉試験によってこの法的規定を覆すこ

とは到底できない。やはり、ギャップ再開によってサーマルフィードバックは起

こるものと考えるべきである。 
 

４ サーマルフィードバックから炉心溶融へ 

（１）ギャップ再開が起こればサーマルフィードバックが起こることの再確認 

 小鶴証人自身、ギャップ再開が法的に禁止されていることを認めている

（乙Ｂ４３、４頁）。そこでは、「サーマルフィードバックが起こる可能性の

防止」として、法規の内容「ギャップが開くことにより、・・・サーマルフィ
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ードバックを起こす可能性がある。このような状態での燃料使用は、燃料温

度の過大な上昇を招くこととなる。燃料棒内圧設計基準値は、サーマルフィ

ードバックを避けるために設けられている」をそこで引用している。 

 この点で、被告と原告の間に違いはないのだから、サーマルフィードバッ

クが起こることを認めたところから出発すべきである。 

（２）水－ジルコニウム反応の生起とその結果 

現に被告は、サーマルフィードバックによりペレットが溶融し、被覆管が

損傷する場合を想定している（乙Ｂ４３、３７頁（２））ので、この段階から

出発することができる。 

このような場合、被覆管温度は９００℃に達していると考えられる。そう

すると、被覆管の材料であるジルコニウムが水の酸素を奪って（酸化）水素

ガスを発生するという水―ジルコニウム反応が始まる。この反応は発熱反応

であり、それによって被覆管温度が高まるとさらに酸化反応が進展するよう

に勝手にどんどん温度が上昇していく（正のフィードバック過程）。この水―

ジルコニウム反応は、スリーマイル島原発事故で炉心溶融を起こすのに本質

的に重要な役割をしたと指摘されているものであるが、被告はまったく無視

しているものである（甲８８、石川迪夫「考証 福島原子力事故 炉心溶融

・水素爆発はどう起こったか」３７頁以下、酸化ジルコニウムに関する記述

参照）。 

実際、９００℃から水―ジルコニウム反応により被覆管が融点（１８５５

℃）に達するのに、わずか３０分程度しかかからない。このことが以下のよ

うに示される。 

ジルカロイ製の被覆管の酸化量はＢａｋｅｒ－Ｊｕｓｔの式を用いて計算

することになっている（甲９２、８頁⑩）。ただし、ω中の気体定数Ｒは１．

９８７ｃａｌ／ｍｏｌ・Ｋである。酸化に伴う発熱量は５８６ｋＪ／ｍｏｌ

＝１．５３５ｋｃａｌ／ｇ（１ｍｏｌ＝９１．２２４ｇ）なので、発熱に伴
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う被覆管の温度上昇値（ΔＴ）と酸化量ω（㎎／㎠）の関係が次のように求

められる。 

ΔＴ＝６６．１５ω； ω＝５．７７ｅｘｐ（－１、４５０／Ｔ）√ｔ 

（Ｔ：絶対温度（Ｋ）、ｔ：時間（ｓｅｃ）） 

ただし、被覆管の内半径０．４１８ｃｍ、外半径０．４７５ｃｍ、ジルカ

ロイの密度６．５２ｇ／㎤、比熱０．０６６４ｃａｌ／ｇ・Ｋを用いた。 

 いま、ジルカロイが温度９００℃（Ｔ＝９００＋２７３＝１１７３℃）か

ら融点１８５５℃になる場合、すなわちΔＴ＝１８５５－９００＝９５５と

なる場合の時間を求めると、ｔ＝１８７５ｓｅｃ＝３１．２ｍｉｎとなる。

すなわち３１分強である（また、このときの酸化量はω＝１４．４４ｍｇ／

㎠なので、酸化膜の厚みは０．０２２ｍｍで、これは被覆管厚み（０．５７

ｍｍ）の３．９％に相当する。） 

ただ一方では、水・ジルコニウム反応により生じた酸化ジルコニウムは融

点が約２７００℃と高いため、大部分の被覆管は溶け落ちても、０．０２２

ｍｍ程度の薄い酸化ジルコニウムの被膜が残ることになる。今の場合、内圧

が外圧（冷却材圧力）よりも相当に高いので、薄い酸化被膜は膨張して冷却

材の流れを妨げるように働くだろう。 

それでも、酸化ジルコニウム被膜は溶融を始めた燃料棒内の放射性物質が

冷却材中に漏れ出ることをも防いでしまうため、放射線モニタで放射線の上

昇を検出するのが遅れ、被膜管損傷を検知できず、原子炉停止等の適切な対

応をとることができない。また、仮に制御棒を下して原子炉を止めたとして

も、崩壊熱は止めることができない。 

こうして、石川氏が指摘しているような酸化被膜が燃料ペレットを締め付

ける状況とは異なって、溶融燃料は酸化被膜内で崩れ、酸化被膜を破って落

下していき、炉心溶融の事態が到来することになる。 

（３）メルトスルーから放射能放出へ 
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 現に福島第一原発では、溶融炉心が原子炉圧力容器の底を溶かして格納容

器内に落下するというメルトスルーが起こった。それと同様の事態はけっし

て起こらないと決めつけることはできない。新法規では、メルトスルーがあ

り得るものとして適合性審査がなされているのである。 

 ＰＷＲでは、溶融炉心は原子炉容器の下部にある格納容器内の下部キャビ

ティに落下する。その際、水蒸気爆発が起こる可能性がある。仮に起こらな

くても、格納容器内の圧力が高まり、少なくともある種の隙間から気体状の

放射能が外部にでると適合性審査でも想定されている。格納容器内で水素爆

発が起こり格納容器が破壊される可能性もある。 

仮にこれらを免れたとしても、汚染水が格納容器を貫いて外部に放出され

る可能性は否定できない。現に、福島第一原発では、炉内に注水している冷

却水が汚染水となり、そのすべてが格納容器を貫いて外部に日々流出してい

る。汚染水が厚み約３ｍのコンクリート壁にしみ込み貫いて流出することは

確実である。 

 こうして重大な放射能被害が原告に及ぶことになる。 

５ 被告のハルデン炉試験への肩入れは、国策的にギャップ再開の危険を過小評価

していたことの現れである 

 被告がその安全性主張の拠り所とするハルデン炉試験とは、遠い外国で行われ

た実験をたまたま借りてきたものではない。ハルデン炉試験自体に日本が原子力

研究所を窓口として深く財政的に関与していることが知られている（甲９１、小

山３２項（１１頁～１２頁）及び４１項から４４項まで（１５頁～１６頁））。 

日本がギャップ再開を生じた後の危険性評価のために、言い換えればギャップ

再開後もどこまで原子炉を稼働させても安全かを知るために関与しているハルデ

ン炉実験であるから、その過程及び結果は、ギャップ再開の危険性を安全側から

慎重に捉えようとする姿勢からは遠いものである。 

この実験結果をもって安全と評価するのは、そもそもこの実験の意味からすれ
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ば危険でしかない。 

６ 原子力規制委員会の新基準でもギャップ再開を認めていない 

 ハルデン炉実験の結果を既に日本で認識している中で生じた２０１１年３月１

１日の東日本大震災、引き続く福島第一原子力発電所の事故を契機に、日本での

原子力発電に対する安全神話は崩壊し、新たな規制基準の策定が、新設された原

子力規制委員会によって行われた。 

 その新たな法規制体系及び新基準において、ギャップ再開自体は認容するよう

に改正されたか。それは否であった。ハルデン炉実験の結果を認識しながらも、

日本の原子力規制委員会はギャップ再開を認めない法規制を維持している。 

 すなわち、ハルデン炉実験の結果は新基準において全く考慮されなかったので

ある。 

小鶴証人も、「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法について」と題する報告書

（甲１１）中にサーマルフィードバックの発生防止の規定が引き続き存在するこ

と（小鶴２６０項（４５頁）以降）、同報告書が設置許可基準規則で要求されて

いる燃料被覆管の閉じ込め機能、冷却可能な形状の確保についての評価基準と位

置付けられていることにより、ギャップ再開を起こしてはならないという設計基

準が原子炉等規制法の新基準においても法的に要求されていること（小鶴２７３

項（４７頁～４８頁））は認識している。 

そして、原子炉等規制法の新基準が２０１３年に策定されるより相当前である

２００６年１月までには実施されたとみられるハルデン炉の実験を踏まえても、

新基準においては「ギャップ再開を起こしてはならない」という内容が引き続き

法的規制の内容になっていることを認めているのである（小鶴証人調書２９１

項）。 

７ 結論―被告はサーマルフィードバックの危険がないことを立証し得ていない 

 被告が立証の大きな柱としたハルデン炉試験の結果であるが、以上のようにハ

ルデン炉実験試験自体が玄海３号機の実機での運転とは条件が異なるものであっ
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てこの実験結果を引き写しにして論じることができない。 

さらに、仮にサーマルフィードバックにより燃料溶融が起こったとする場合で

は、「水・ジルコニウム反応」を考慮に入れずに安全性を主張している。 

しかし実際には、水―ジルコニウム反応が大きな役割を果たして、炉心溶融か

らメルトスルー、さらには放射能の外部への放出へと発展して、本件原子炉の周

辺に居住する住民である原告らの生命、身体、健康が現に侵害され、または侵害

される具体的危険があることが事実上推認されるのである。 

 

第２章 使用済みＭＯＸ燃料の貯蔵の違法性と人格権侵害の危険性 

１ はじめに 

（１）２０１１年３月１１日の東京電力福島第一原子力発電所事故を経験し、従

来の原子炉の安全性を保障すべき法体系が改正された。基本法たる原子炉等

規制法も改正され、その「第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制」の

「第２節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制」の中で規定される

（許可の基準）と表示される第４３条３の６の１項４号に基づいて「実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準を定める規則」

（「設置許可基準規則」）を定めた。なお福島第一原発事故の炉心溶融という

深刻な事態を受け、改正法では「重大事故」が定義され、重大事故対策が新

たに設けられることになった。この重大事故とは、炉心の著しい損傷、核燃

料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷とされている

（原子炉等規制法４３条の６第１項３号、実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則４条１号、２号）。使用済燃料の著しい損傷は、福島第一原発事

故で現実に発生した炉心溶融（炉心の著しい損傷）に匹敵する重大かつ深刻

な事故と位置づけられたのである。 

（２）上記設置許可基準規則は、実用発電用原子炉の安全性を担保するための

も重要な規則であり、全三章に分けて規制されており、第三章は「重大事故
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対処設備」と規定され、第３７条３項において「‥‥使用済燃料貯蔵構内の

燃料体又は使用済燃料‥‥の著しい損傷を防止するために必要な措置」が規

定され、第５４条においては使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設置が規定さ

れている。 

（３）以上の法的規制対象をみても、使用済燃料の貯蔵・保存行為に対して、原

子炉事故と対等な水準でその安全性が保持されるべき事が規定されており、

本件玄海３号機における使用済ＭＯＸ燃料の貯蔵・保管も当然その対象であ

る。使用済ＭＯＸ燃料はウラン燃料と比べて発熱量が多く、使用済ウラン燃

料の１０年後のレベルに到達するのに１００年以上かかる。また使用済ウラ

ン燃料の場合地層処分に回すまで地上施設で４０～５０年保管するといわれ

ているが、使用済ＭＯＸ燃料は地層処分まで４００～５００年かかる（訴状、

５６頁）。以下に述べるように、このような使用済ＭＯＸ燃料については、そ

の使用済燃料を搬出する場所がないというさらに深刻な問題がある。そこか

ら、再処理されないままで、長期にわたる九州電力玄海原子力発電所のサイ

トにおける貯蔵・保管が不可避となり、その違法性及び、貯蔵・保管状態に

おける臨界の危険や、放射性物質の漏洩による周辺住民の健康被害や生態系

の破壊等、重大な被害が発生するものであって、本件ＭＯＸ燃料を使用して

使用済ＭＯＸ燃料を作り出せば、その超長期にわたる貯蔵・保管から付近住

民に対する放射性物質による被害も必然化される。 

 したがって、この事態を防ぐには、一切ＭＯＸ燃料を使用しないこと、プ

ルサーマルをやめることが求められる。 

２ 使用済ＭＯＸ燃料の超長期貯蔵・保管の不可避性 

（１）通常のウラン燃料の使用済燃料は再処理工場へ搬入されて処理されること

になっているが、ＭＯＸ燃料は高速増殖炉サイクルと呼ばれる核燃料サイク

ルにおける第２再処理工場でしか処理できない（訴状４９頁）。 

（２）ところが、この第２再処理工場は日本ではまだ計画もできていない。被告
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の小鶴証人は、証言で、 

  「３６２ ＭＯＸの再処理工場はいつできるんですか。日本国内で。 

          現状まだ計画はありません」 

そうだとすると本件使用済ＭＯＸ燃料はいつ本件原発の敷地外に搬出でき

るのかと聞かれて、 

「３６５ 現時点では搬出先がないという理解でよろしいですか。 

        はい、そうです」 

と答えており、今のところ玄海原子力発電所の敷地内で貯蔵・保管する以外

方法がないことが明白である。 

（３）そうすると、使用済ＭＯＸ燃料は原子炉から取り出したあと、玄海原子力

発電所の使用済燃料プールの中で冷却しながら、貯蔵・保管を続けることに

なるが、第２再処理工場は「計画もない」状態であるから、超長期にわたる

ことが必然である。計画もないということは、目途も立っていないというこ

とを示している。 

３ 法の予定しない違法な貯蔵・保管 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の５第２項８号は発電用原子炉を設置しよう

とするものは、「使用済燃料の処分の方法」を記載した申請書を主務大臣に提

出して許可を受けなければならないが、その「処分の方法」については、実

用発電用原子炉の設置、運転に関する規則第３条５号（旧第２条１項５号）

によって、「使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還

等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること」（甲３６、ただ

しこの書証は旧規定）と規定されている。 

 つまり、使用済燃料の「処分」とは実際には再処理しかないわけで、その

「相手方」の記載が求められている。 

   しかし、実際には、被告のこの玄海３号機でも「相手方」の記載はない。 

  設置変更許可申請書（甲１）、１７頁は、使用済燃料の処分の方法として、 
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「使用済燃料は、国内の再処理事業者において再処理を行うことを原則

とすることとし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・保管する。 

再処理の委託先の確定は、燃料の炉内装荷前までに行い、政府の確認

を受けることとする。 

ただし、燃料の炉内装荷前までに使用済燃料の貯蔵・管理について政

府の確認を受けた場合、再処理の委託先については、搬出前までに政府

の確認を受けることとする。」 

と記載されるに止まっている。 

（２）つまり、「再処理の委託先」については搬出前までに政府の確認を受ける

こととする」わけであるから、客観的な期限のない、正に超長期の貯蔵・保

管が被告玄海原子力発電所敷地でなされることになる。原子炉等規制法に基

づく「処分の方法」の記載に違反した手続でもって、実質的には、本来再処

理される場所への移転によって超長期の貯蔵・保管からくる以下に述べる危

険性を事前に防ごうとした法の予定が裏切られたまま続くことになる。 

（３）以上の事態は、原子炉等規制法に違反するばかりでなく、環境基本法１条、

３条に違反する。超長期にわたる使用済ＭＯＸ燃料の貯蔵・保管からくる臨

界、冷却維持ができなかった場合の損傷、放射能漏洩による環境汚染等によ

り、周辺環境ばかりでなく、生態系の破壊という深刻な事態をもたらす危険

性がある。 

４ 使用済ＭＯＸ燃料の臨界防止と冷却 

（１）設置許可基準規則第５４条は次のように規定する。 

     「発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能

が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因によ

り当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料

体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 
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２  発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した

場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨

界を防止するために必要な設備を設けなければならない。」 

  この規定は通常のウラン燃料の場合を含めて臨界の防止と冷却の維持によ

る損傷の防止を定められているが、ＭＯＸ燃料の場合は発熱量が多いため、

この冷却機能に支障が起こると被害が甚大となる。 

（２）貯蔵ピット（プール）の冷却機能と耐震性 

  使用済燃料はプールにつけて、たえず水を循環させて冷却しなければな

らない。 

 小山証人は証言で以下のとおり述べている。 

   「３６ まあ、プールは絶えず冷やしておかないといけないわけでし

て、もし燃料の冷却に失敗しますと、アメリカなんかの文献ではファイ

ヤーと呼ばれておりますけども、水が抜けると、水ジルコニウム反応が

起こって、山火事が広がるように火事が広がっていくという、そういう

ような表現がとられているほどに大問題が起こるわけですね。だから、

そういうことを避けるためには、冷却をずっと、水につけて、またその

水をモーターで循環させて、電気を使って循環させる、その冷却水を更

に海水で冷やすというような冷却系統が必要です。しかし、この冷却系

統は耐震Ｂクラスになっておりますので、地震が来た場合に壊れる可能

性が非常に高いと思われます。」 

使用済燃料ピットの冷却系は、耐震Ｂクラス（甲８９、３枚目 耐震評価

設備等リスト）であるから地震に弱く、この冷却不能から重大事故への危険

性は高いといわなければならない。本件玄海３号機の原則４０年の運転期間

の満了が２０３４年にくるが、その後の管理について現在でも確定された方

針は定められていない。小鶴証人は「今後国のほうでもいろいろ計画検討が
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行われておりますので、それに従って対応する‥‥」（小鶴３７３項（６２

頁））と述べるが、「その検討がうまく進まなかったら、いつまでも置いてお

くことになりますよね」と詰められると、「‥‥想定なので返事できません」

（小鶴３７４項（６２頁））と逃げるので精一杯であり、超長期保管を前提と

した対策をたてるのが事業者としての責務と考えるが、その方針はたてられ

ていない。 

（３）臨界 

「臨界を防止するために必要な設備」の要求が前記規則に規定されている。 

まず、使用済燃料の臨界の防止は、ピットの中でラックが配置され、その

一つの枠の中に１体の燃料集合体が入るように一定の距離をおいて配置され

る。しかし、このラックが劣化や地震その他の原因で崩れて、これまで離さ

れていた使用済燃料が寄り固まるという状況が生じると、臨界が生じる。使

用済燃料の超ウラン元素などから飛び出す中性子により、ウランやプルトニ

ウム等の核分裂が起こるが、あるいは、自発核分裂によって飛び出す中性子

により、ウランやプルトニウム等の核分裂が起こるが、燃料が寄り固まると

核分裂が持続するように、すなわち臨界が起こる。この場合、発熱により水

－ジルコニウム反応が起こって、燃料棒自体が崩れることにより一層燃料は

寄り固まり核分裂連鎖反応を促進する。 

小鶴陳述書（乙Ｂ４３）の４１頁に、使用済燃料ピットのラックの図が書

かれている。これは上記のように燃料どうしが近寄りすぎると臨界を起こす

ため、それを防止する距離を保って保管していることを主張するようである。

ただ、超長期の保管という場合、当然にラックの劣化が起こるわけで、地震

に対して「大丈夫」という保障はない。 

炉心においても臨界となっているが、冷却水の循環により一定の温度が保

たれる。しかし使用済燃料において、臨界が起これば、燃料温度は上昇をし

続け、燃料被覆管は破れて、放射性物質が飛び出し、周辺住民が被ばくする
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ことになる。特にヨウ素やセシウムは気体となって飛び出し、ピットは防護

程度の低い補助建屋にあるので、そこから外部へ飛び出す。 

（４）冷却が維持できないことによる燃料の損傷 

次に冷却機能が重要である。地震によって冷却系配管が破れたり、冷却水

の循環ポンプが壊れた場合、冷却水の循環が止まると冷却水が崩壊熱で蒸発

し、燃料棒がむき出しになったり、ピットのステンレス製内張りやコンクリ

ート製の壁が壊れた場合水が抜けるので、燃料棒がむき出しになり、燃料被

覆管の温度が上がり、９００℃程度になると、水－ジルコニウム反応が自発

的に起こって、エスカレートして被覆管自体が破れて、中に蓄積されていた

ヨウ素やセシウムなどが気体となって周辺環境に飛び出し広範囲に放射能に

よる被ばくを引き起こすことになる。 

５ 放射性物質の漏洩による汚染 

（１）水は漏れるものである。いかに確実に漏れない施設での保管というふれこ

みではじまっても、時間が経つと漏洩は起こっている。 

   米国では、インディアン・ポイント原発やセーレム原発などの使用済燃料

貯蔵プールから、放射能を含む大量の冷却水が、気づかれぬまま、長期にわ

たって、少しずつ漏洩し、地下水を汚染した（甲２４）。 

（２）日本でも、２０００年３月四国電力伊方３号機の漏れ（甲２７）、２００

１年７月六カ所再処理工場使用済燃料プールからの漏洩（甲２８）。２００５

年４月東京電力福島第１原発２号機での漏洩（甲２９）等々。訴状記載並び

に掲記した各証拠によって、「漏洩」は避けられない問題であることは争うこ

とができない。 

   漏れるという事実を前提にして対策をたてるべきであるが、完全な対策な

ど不可能である。 

６ 結論 

  以上、使用済燃料のその貯蔵・保管から発生する危険性を検討したが、ＭＯＸ
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燃料の場合、ウラン燃料より桁違いの発熱量を有しており、そのＭＯＸ燃料を超

長期にわたって、再処理もせずプールの中で冷却をし続ける管理、しかも、１０

０年以上は優に想定できる期間であるにもかかわらず、「安全」であるなどと責

任を持って管理できる者など予想しがたい。 

大切なことは、ＭＯＸ燃料を使用せず、その使用済ＭＯＸ燃料をうみださない

こと、つまり、プルサーマルをやめることが 大の安全対策である。 

 

第３章 まとめ 

以上、原告らは、本件九州電力玄海原子力発電所３号機のＭＯＸ燃料使用差止を

求める本訴において、原告らがなすべき主張立証は充分になしえたと考える。本

終準備書面は、第１章として、玄海３号機で使用しているＭＯＸ燃料は運転期間中

にギャップ再開を起こし、サーマルフィードバックの危険ひいては燃料溶融・原子

炉容器の破壊に至る危険性を指摘し、原告らで提出しうる証拠を提出した。被告は、

これに対して、かかる危険性がないことを立証する責任があるが、それはなされて

いない。被告の立証はハルデン炉試験に依拠するものであるが、そもそも実機であ

る玄海３号機と条件が異なり、安全性立証たりえないことは充分に述べたとおりで

ある。 

第２章として、使用済ＭＯＸ燃料の貯蔵の違法性と人格権侵害の危険性を主張し

た。新しい設置許可基準規則は、重大事故対処設備の規定の中に使用済燃料の著し

い損傷を防止する設備を規定し、使用済燃料の臨界を起こしたり冷却失敗による被

害を防止すべきことを定めている。しかし、本件ＭＯＸ燃料は再処理できないまま

玄海３号機サイト内のピットにおいて超長期の貯蔵・保管を余儀なくされ、そのた

め、上記安全保障を担保しえない危険が高いものである。 

これら第１章、第２章に充分主張したように、原告ら住民の放射能被爆を決して

させないためには、本件ＭＯＸ燃料を使用して稼働させることは許されてはならな

い。 
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よって、請求の趣旨記載の判決を求める次第である。 

以上 

 




