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平成２７年（ネ）第４５４号 ＭＯＸ燃料使用差止請求控訴事件 

控訴人  石  丸 ハ ツ ミ、外９７名 

被控訴人 九州電力株式会社 

 

控訴理由書 

 

２０１５（平成２７）年７月３日 

 

福岡高等裁判所  御中 

 

            控訴人ら訴訟代理人 

                弁護士 冠   木   克   彦 

 

                弁護士 武   村   二 三 夫 

代 

                弁護士 大   橋   さ ゆ り 

代 

         弁護士 谷       次   郎 

 

第１ 立証責任 

１ 原判決の判断 

原判決は、「第４章 当裁判所の判断、第２」において立証責任に触れ、「玄

海原発３号機の安全性については、被告において、まず、その安全性に欠け
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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、

玄海原発３号機の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」とした。 

そして原判決は、同章、第３判断の進め方、において、本件各安全審査に

おける審査指針等の定める安全上の基準「が満たされていることが確認され

た場合は、被告は、本件訴訟の争点に関し、玄海原発３号機の安全性に欠け

る点がないことについて、相当の根拠を示し、かつ必要な資料を提出した上

での主張立証責任を尽くしたことになる」とした（以上原判決２７頁。傍線

引用者）。 

２ 原判決の誤り 

結論からいえば、上記の「１ 原判決の判断」は、前段は相当であるが、

後段は不当であり、前段の意義をまったく無にするものである。 

原判決は、前段の「安全性に欠ける点がない」と後段の「本件各安全審査

における審査指針等の定める安全上の基準が満たされていること」との関係

をなんら明らかにしていない。さらに、後者が確認された場合、前者につい

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責任を尽く

したことになる、としているがどうしてそのようなことになるのかについて

も何の説明もしていない。 

 現行の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下原子

炉等規制法という）が定める安全審査における審査指針等の定める安全上の

基準が万全なものであるかどうかは必ずしも明らかではない。しかしこの安

全上の基準を満たすことは、安全性に欠けることがない、とするための必要

条件であることは間違いないであろう。「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」が

あるとする場合には、まず、この安全上の基準を満たすことについて「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

ことになる。 

 原判決自身が示す主張立証責任からすれば、被告は安全上の基準を満たす

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

証責任を尽く」すことが求められる。しかし原判決は、安全上の基準を満た
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すことについて、相当の根拠を示し、かつ必要な資料の提出した上での主張

立証がなされたかどうかを検証せず、実質的には単に安全性の検査に合格し

たことをもって、「安全上の基準を満たすことが確認された」としているので

ある。 

 以下安全上の基準をみたしているか否かについて各論点にふれていくが、

いずれについても、被控訴人は、「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責任を尽く」していないのである。 

 

第２ 燃料棒内圧基準についての安全上の基準が満たされていることが確認さ

れた、とはいえないこと 

１ はじめに 

この訴訟で問題にしている安全性問題の中心課題はギャップ再開である。

ギャップ再開は燃料棒内圧評価値が燃料棒内圧設計基準値に到達したときに

おこる。したがって、これらの燃料棒内圧評価値及び燃料棒内圧設計基準値

をどう定めるかが重要であり、その定められた燃料棒内圧設計基準値に運転

中の燃料棒内圧評価値が到達しない設計となっているか否かが安全性におけ

る基本的問題である。 

被控訴人は、玄海３号機の燃料棒設計基準値は１９．７ＭＰａであるとこ

ろ燃料棒内圧評価値は１９．５ＭＰａであり、０．２ＭＰａ（約２気圧、１．

０％）の安全余裕があるとする。しかし、玄海３号機を現在日本でＭＯＸ燃

料を使用する他の原子炉と比べると、以下のとおりその安全余裕は１５分の

１あるいは９分の１であり、極端に小さい。 

            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％ 

 また被控訴人自身２００４年５月２８日の設置変更許可申請書では、燃料

棒内圧評価値を１６．１ＭＰａとしていたのに、２００７年９月３日の輸入

燃料体検査申請書ではこれが現在の１９．５ＭＰａとしており、３ＭＰａ以

上も跳ね上がっている。しかも輸入燃料体検査申請の段階では初期ヘリウム

加圧量の引き下げという、燃料棒内圧評価値の引き下げのための人為的操作
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と思われる処置がなされている。この燃料棒内圧は、燃焼の進行、原子炉の

運転にしたがって次第に増加し、３サイクル末期には燃料棒内圧評価値は１

９．５ＭＰａになったが設計基準値１９．７ＭＰａにはなお及ばないとする

ものである（原審被告準備書面１７、１１頁図３）。控訴人において、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第３サイクル

終了の１５日後設計基準値に到達することが判明した（甲８５、５頁、甲８

４の２、１頁の各グラフ）。３サイクルは３９ヶ月を超えない期間となるが、

仮に３サイクルを３９ヶ月、１５日を半月とすると、半月÷３９ヶ月＝１．

２８％となる。上記の安全余裕は１％であったが、運転期間の観点からみて

余裕は１．２８％であり、極めて小さいことになる。 

 燃料棒内圧基準についての安全上の基準が満たされているのか、すなわち

燃料棒内圧はギャップ再開を起こす内圧値（燃料棒内圧設計基準値）に運転

期間中に達しないといえるのかどうか、十分に慎重な検討が必要である。 

 以下、燃料棒内圧基準についての安全上の基準の内容を確認したうえで、

被控訴人が、燃料棒内圧値を求めるため、①ＦＩＮＥコードを用いるに際し

て、ＭＯＸペレットの焼きしまりとスエリングに関して二酸化ウランペレッ

トと同じモデルを用いた点、②やはりＦＩＮＥコードを用いるに際して、Ｆ

Ｐガス放出率について、１．３倍とするモデルを用いた点、③燃料の安全性

が確認できていない初期ヘリウム加圧量までの低減を前提に計算がなされて

いること、④評価対象の燃料棒仕様そのものについての評価がなされていな

いこと、⑤解析における不確定性などの内容、根拠が示されていないこと、

のいずれからしても、この安全上の基準を満たしているとはいいがたいのに、

原判決はこの確認がなされたと事実誤認ないし評価を誤ったものであること

を指摘する。 

２ 燃料棒内圧についての安全上の基準 

（１）原子炉等規制法と設置許可基準規則 

現行の原子炉等規制法４３条の３の６は、発電用原子炉の設置の許可

の基準を規定する。この４３条の３の６第１項４号は、「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で定める基準に適合するものであること」と規定

する。実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準
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を定める規則（以下単に設置許可基準規則という）はこの４号でいう原

子力規制委員会規則である。なお原子力規制委員会は、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の解釈（以

下単に基準規則解釈という）も定め、設置許可基準規則の各条項の解釈

を示している。 

設置許可基準規則１５条５項は「燃料体は、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。」と規定する。基準規

則解釈１５条７項は、設置許可基準規則１５条５項について、「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等による」として

いる。 

（２）「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法について」 

この「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

では、ＰＷＲ燃料について「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」として、以前の燃料棒外圧（冷却材圧力）に替

わる新しい燃料棒内圧基準を採用した（乙Ａ２、９０５頁）。同報告書

付録２「ＰＷＲ燃料設計手法」と題する書面では、この新しい燃料棒内

圧設計基準値が採用された理由を以下のように説明している。 

サーマルフィードバックの発生防止 

 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

いた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（引用

者註：ギャップの熱伝導度）が低下し燃料温度が上昇すると、さら

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。 
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さらに、燃料棒内圧評価に用いる燃料棒内圧設計基準値は、以下の①

～③の方法により求めることとしている（乙Ａ２、９０９頁）。 

①  解析条件 

評価対象の燃料棒仕様に対して実際の炉心運用で考えられる燃料

棒出力履歴のうち燃料棒内圧が厳しくなる複数の燃料棒出力履歴

を用いる。 

②  ギャップが増加しない 大内圧 

燃料棒設計コードによるペレットと被覆管のギャップ変化の解析

結果からギャップが増加する（あるいは一旦閉じたギャップが開

く）時点を求め、この時の燃料棒内圧を 大内圧値とする。 

③  燃料棒内圧設計基準値 

上記②の方法で求めた各出力履歴に対する 大内圧値の下限を包

絡する内圧値を設定し、更に解析における不確定性（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）を考慮して、これを燃

料棒内圧設計基準値とする。 

（３）「１／３ＭＯＸ報告書」（ＦＩＮＥコードとモデル） 

 上記（２）にあるように燃料棒設計コードによる解析によって燃料棒

内圧設計基準値が求められる。「１／３ＭＯＸ報告書」（「発電用軽水

型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料について」）は、「ＭＯＸ燃

料を装荷することに係る安全審査の際の指標を作成する観点から、安全

設計、安全評価およびその他関連事項について検討」を行ったものであ

るが（乙Ａ２、９５２頁）、「安全評価に当たって、従来ウラン燃料炉

心に用いている判断基準並びにＭＯＸ燃料の特性を適切に取り込んだ安

全設計手法、安全評価手法を適用することは差し支えないものと判断す

る。すなわちＭＯＸ燃料の特性、プルトニウムの組成変動およびＭＯＸ

燃料の装荷率などを評価モデル、入力値などに適切に取り入れることに

より、安全設計及び安全評価ができるものと判断した」との結論を出し

ている。すなわちもともとウラン燃料用に開発されたＦＩＮＥコードを

用いることはできるが、ＭＯＸ燃料の特性等を評価モデルなどに適切に

取り入れることを求めている。本報告は、１９９５年（平成７年）６月

１９日当時の原子力安全委員会了承にかかるものであるが、我が国の軽

水炉によるＭＯＸ燃料の利用について、２０１０年までには十数基程度
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の規模までに計画的かつ弾力的に拡大することが計画されていることを

踏まえ、「ＭＯＸ燃料の拡大使用に先立って更なる知見や実績などの蓄

積に基づいて見直しがなされるものと考える」としている（乙Ａ２、９

５２頁、９５９頁）。 

３ ＭＯＸペレットの焼きしまりとスエリングに関するモデルについての原判

決の誤り 

（１）被控訴人がＭＯＸ燃料の焼きしまり／スエリングについてＦＩＮＥコ

ードにウラン燃料と同じモデルを用いたことを、原判決が認めたこと 

ア 被控訴人がＭＯＸ燃料の焼きしまり／スエリングについてＦＩＮ

Ｅコードにウラン燃料と同じモデルを用いたこと 

  本件での要の問題となるＭＯＸ燃料の焼きしまり／スエリングに

ついてＦＩＮＥコードにウラン燃料と同じモデルを用いた。 

  被控訴人は、輸入燃料体検査申請書（甲１２）の添付一、１―１

２頁で３つの図（図３―３（１）～（３））をもとに、ＭＯＸ燃料の

焼きしまり／スエリングについてＦＩＮＥコードにウラン燃料と同

じモデルを用いた。原判決もその認定過程を述べているので、ここ

で引用する。 

「ＭＯＸペレットには照射による焼結時の気孔が一部消滅する

ことによって焼きしまり現象が発生し、その体積が収縮する。

また、一回の核分裂により、約０．３個のガス状の核分裂生成

物（以下「ＦＰ」という。）と約１．７個の個体状のＦＰが生じ、

これらがＭＯＸペレット中に蓄積することによって体積増大す

なわちスエリングが発生する。その結果、原子炉運転中ＭＯＸ

ペレットには焼きしまりによる体積減少とスエリングによる体

積増大が重畳し、その体積（すなわち寸法）が変化する。」とし

た上で、「ＭＯＸ及び二酸化ウランペレットの照射による密度変

化を別紙１２の図３－３（１）に示す。別紙１２の図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、別紙１２の図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

別紙１３の図３－３（３）では、ＳＢＲ法ＭＯＸペレットのス
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エリング率として、０．８５％ｖｏｌ．／（１０，０００ＭＷ

ｄ／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。」旨記載した（甲１２・１－１１、１－１２頁）。」（原判決

５０頁～５１頁） 

イ 原判決は、「１／３ＭＯＸ報告書」がＭＯＸ燃料の焼きしまり／

スエリングについてＦＩＮＥコードにウラン燃料と同じモデルを用

いるものとしたと誤解し、被告の上記モデル使用を是認したこと 

原判決は、「第４、１、（２）ＭＯＸ燃料に関する報告 ア」に

おいて、以下のように認定している（２９頁以下。網掛け引用者）。 

「原子炉安全基準専門部会報告書「発電用軽水型原子炉施設に

用いられる混合酸化物燃料について（平成７年６月１９日原子

力安全委員会了承。以下「１／３ＭＯＸ報告書」という。）」

の（付録１）「燃料設計手法について」では、ＭＯＸペレット

の焼きしまり及びスエリングについては、ペレットの体積変化

等の燃焼度依存性がウランペレットと同様であることから、Ｆ

ＩＮＥコードでもウラン燃料と同じモデルを用いているところ、

この点については、実用炉及び試験炉における照射データ等に

より、妥当性が確認されている（乙Ａ２・９６４頁以下）。」 

この記述では、妥当性が確認された「この点」とは「ＦＩＮＥコ

ードでもウラン燃料と同じモデルを用いている」ことを指すことに

なる。しかし引用されている（付録１）「燃料設計手法について」

の実際の記述は、以下のとおりである（乙Ａ２、９６６頁。傍線網

掛け引用者）。 

「ＦＰガス放出率については、ウラン燃料のＦＰガス放出モデ

ルをべースに様々な製法のＭＯＸ燃料のデータを包絡するモデ

ルにより、ヘリウム放出量については、燃料計算コードにより

ヘリウム生成量を計算し、ヘリウム放出率をＦＰガス放出率に

依存するモデルにより求める。なお、ＭＯＸペレットの焼きし
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まり及びスエリングについては、ペレットの体積変化等の燃焼

度依存性がウランペレットと同様であることから、両コードと

もウラン燃料と同じモデルを用いている。 

一例として、図１－４、図１－５にＦＰガス放出率の測定と

解析の比較を示す。これらのコードは、実用炉及び試験炉にお

ける照射データ等により、妥当性が確認されている。」 

 この記述は、ヘリウム放出率とＭＯＸペレットの焼きしまり及び

スエリングの双方について記述しているが、妥当性が確認されたの

は、コードであり、コードに用いられたモデルではない。 

 上記の「発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料に

ついて」との報告書は、原子力安全委員会の原子炉安全基準専門部

会が作成したものであり、この報告書で紹介されている「安全設計、

安全評価及びその他関連事項についての検討」は同専門部会が行っ

たものと思われる。この報告書の（付録１）とされる「燃料設計手

法について」との報告書も上記の検討を踏まえて作成されたもので

あるが、上記の「両コードともウラン燃料と同じモデルを用いてい

る」との記述は、同専門部会の上記検討の際、ＭＯＸペレットの焼

きしまり及びスエリングについてはＦＩＮＥコードとＦＰＡＣコー

ドのいずれも同じモデルを用いて検討をしたことを示しているに過

ぎない。その直後の記述で上記のように「これらのコードは、実用

炉及び試験炉における照射データ等により、妥当性が確認されてい

る」としているのは、同じモデルを用いたことの妥当性の確認は含

まれていないことを当然意味しているのである。 

上記「１／３ＭＯＸ報告書」にあるように「ＭＯＸ燃料の特性、

プルトニウムの組成変動およびＭＯＸ燃料の装荷率などを評価モデ

ル、入力値などに適切に取り入れることにより、安全設計及び安全

評価ができる」というのが結論である。実際の設計に当たっては事

業者などが、ＭＯＸペレットの焼きしまり及びスエリングについて

も、これらコードを使用するにあたり、「ＭＯＸ燃料の特性、プルト

ニウムの組成変動およびＭＯＸ燃料の装荷率などを評価モデル、入

力値などに適切に取り入れる」ことが求められているのである。 

 被控訴人は、燃料棒の強度評価について、燃料棒設計計算コード
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（ＦＩＮＥコード）を用い、「ＭＯＸペレットにおける焼きしまり／

スエリング特性は二酸化ウラン燃料と同等である」として、同じモ

デルを使用した（乙Ｂ２０－９、２－７頁）。ＭＯＸペレットの焼き

しまり及びスエリングについてウランペレットと同じモデルを用い

るのであるならば、当然その根拠を確認しなければならないところ、

原判決は、「１／３ＭＯＸ報告書」（付録１）「燃料設計手法につ

いて」について上記のとおり誤った理解をしたために、この根拠を

確認することを怠ったものである。 

（２）同じモデルを用いる根拠はないこと 

ア 被控訴人が同じモデルを採用した根拠 

  被控訴人が経済産業大臣に提出した上記輸入燃料体検査申請書

（甲１２、１－１２頁）の記載からすると、被控訴人がＭＯＸペレ

ットの焼きしまり及びスエリングについてウランペレットと同じモ

デルを用いることにした根拠は、①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）は同等であること、②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、③図３－３（３）では、ＳＢＲ法ＭＯＸペレットのスエリング

率として、０．８５％ｖｏｌ．／（１０，０００ＭＷｄ／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Ｍ

ＯＸペレットも二酸化ウランペレットと同等であること、の３点で

ある。 

イ 同じ（同一）のモデルを採用する根拠はないこと 

被控訴人は、この①から③のいずれでも「同等」ないし「同様」

であるとしている。「同等」とは幅がある概念であり、同じ（同一）

とは明らかに異なる。すなわち被控訴人は上記③では、０．８５％

ｖｏｌ．／（１０，０００ＭＷｄ／ｔ）と約０．５－１％ｖｏｌ．

／（１０，０００ＭＷｄ／ｔ）とを「同等」と表現し、明らかに幅

のある数字を比較している。さらに③の「図３－３（３）ＳＢＲ法

ＭＯＸペレットの照射による体積変化」はデータが８しかない。①

はＭＯＸについて１４、ウランについて４のデータがある。これに
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比べ②の「図３－３（２）ＭＯＸ及び二酸化ウランペレットの密度

変化」はＭＯＸについて相当数のデータがある。この三つの根拠の

中では、②が統計的な処理にはもっとも適していると思われる。 

また、前記の原判決の引用によれば、スエリングは固体状ＦＰと

気体状ＦＰの両方で起こるが、そのうち気体状ＦＰについては、Ｆ

Ｐガス放出率がＭＯＸではウランより高いことによりペレット内に

残る割合がそれだけ低くなる。したがって、スエリングがそれだけ

低くなるが、被控訴人においては気体状ＦＰを無視することによっ

てスエリングを同一にしてしまった。しかし次に述べるように、実

際の密度（または体積）の測定データには、この気体状ＦＰの効果

の違いが反映されるはずである。 

被控訴人自身が、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、そ

の傾きが同等である、としてその線を追記した（被告準１、７９頁、

８１頁の図１１）。この「多項式近似による密度変化」の追記は、

被控訴人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（被告準２ｐ５以

下）。 

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 

ここで問題となるのは密度変化である。上記の多項式からは、ウ

ランとＭＯＸの密度変化はほぼ同じようにも見える。しかし被控訴

人が無視し、あるいは見落としをした９のデータを加えると、上記

の多項式は以下のとおりとなる（原２準、１２頁）。 

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 

ウランとＭＯＸの密度変化では、ｘ２の係数に明らかに相違が出て

きた。密度は焼きしまり／スエリング（体積）の逆数である。密度

変化の大きさはすなわち体積変化の大きさを示す。このｘ２の係数だ

けの比較では、１５パーセントの相違があることになる。前述のよ

うに本件では、安全余裕で１．０％、運転期間で１．２８％の余裕

しかないのである。この密度変化（体積変化）を示す多項式でこれ
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だけのｘ２の係数の差がある場合、これを同一とみることはきわめて

危険である。控訴人は、ＦＩＮＥコードの内容が非公開のためにわ

からないので、ウランとＭＯＸとで上記の多項式のような差異があ

るとき、これをモデルの修正にどのように反映させるべきか、被控

訴人において示されたい。控訴人がＦＩＮＥコードのモデルの修正

に反映し、それが、燃料棒内圧値及び燃料棒設計基準値にどのよう

に影響を及ぼすかを示すべきである。それがなされなければ、ＭＯ

Ｘペレットの焼きしまりとスエリングに関して、ＭＯＸ燃料の特性

等を評価モデルなどに適切に取り入れたことにはならないである。

本件では安全性に欠ける点がないこと、すなわち安全性の基準を満

たすことについて控訴人が、相当な根拠を示し、かつ必要な資料を

提出した上で主張立証すべきである。既に指摘したように、安全余

裕で１．０％、運転期間で１．２８％の余裕しかない本件において

この密度変化（体積変化）を示す多項式でｘ２の係数に１５パーセン

トものの差がある場合、これを無視して同一とみてよい、という判

断は到底できないのである。 

ウ 原判決の判示とその誤り 

（ア）原判決の判示 

原判決は、「２ 争点２（ＭＯＸペレットとウランペレット

がスエリングにおいて同等と評価することが相当であるか）に

ついて」で、控訴人らの上記の多項式の主張について「ウラン

ペレットとＭＯＸペレットでは焼きしまり及びスエリングが同

等とはいえない旨主張する」ととらえた上で、第１に、同図（図

３－３（２）がウランペレットとＭＯＸペレットでは焼きしま

り及びスエリングを同等とする根拠として用いられていること

になんら変わりはないから、被告が同図におけるプロットを見

落としていることなどから、同等とは認められない旨の原告ら

の主張は採用できない、第２に、ＦＩＮＥコードにおいて、Ｍ

ＯＸペレットの焼きしまり及びスエリングについて、ウラン燃

料と同じモデルを用いることの妥当性は認められるところ、図

３－３（２）をもってその妥当性を揺るがすものとは認められ

ない、とした。しかし、いずれの点も正当な判断とは到底いえ
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ない。 

（イ）原判決の誤り 

 原判決はその論点の設定のしかたそのものが誤っている。「Ｍ

ＯＸペレットとウランペレットがスエリングにおいて同等と評

価する」ことができるかどうか、自体は本件にとってあまり意

味がない。ＦＩＮＥコードを用いる場合ＭＯＸ燃料の焼きしま

り及びスエリングについてウラン燃料と同じモデルを用いるこ

とが妥当か、どうかこそが本件の争点である。原判決は問題の

所在を理解していない。プロットの見落としが判明しても、幅

のある概念としては「同等」かもしれない。しかし、問題は、

同じモデルを用いていいかどうかであるが、その判断には原判

決は立ち入らないのである。第２の誤りは既に指摘した。１／

３ＭＯＸ報告書は、ＭＯＸ燃料の焼きしまり／スエリングに関

して、ＦＩＮＥコードを用いることの妥当性は認めても、同じ

モデルを用いるべきとはしていない。「ＭＯＸ燃料の特性、プ

ルトニウムの組成変動及びＭＯＸ燃料の装荷率などを評価モデ

ル、入力値などに適切に取り入れる」ことが求められているの

である。 

（３）控訴人らの試算について 

ア 控訴人らの原審における主張 

控訴人らは、ＭＯＸ燃料の径の変化を示すグラフとして、いった

んは設置変更許可申請書の第３．２．６（４）図を取り上げた（本

来なら輸入燃料体検査申請書の同様の図（添付書類二、２－４４頁、 

図３－１３）を取り上げる方が現実的なのだが、その図は完全に白

ぬきにされているためのやむを得ない措置であった）。ただし、第３．

２．６（４）図は代表的なＭＯＸ燃料棒の径の挙動を示すグラフで

あるとは言え、そのグラフはウラン燃料と同じスエリング率を仮定

した結果である。そのため、その挙動を、輸入燃料体検査申請書の

図３－３（２）から求められるウランとＭＯＸの差異を考慮して修

正し、その修正された結果からＭＯＸのスエリング率（径の増加速

度）を導いた。その結果、ギャップ再開が運転中に起こりうるとい

う結論になったのである。 
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イ 原判決の判示 

 この控訴人らの試算に対して、原判決は、以下のように非難する。 

 第１に、燃焼度を燃焼時間に置き換えることは可能としながら、

炉心内の燃料集合体の配置や燃料棒を構成するペレットの配置場所

が異なり、ペレットの出力も異なってくることから燃焼度と運転時

間（×１０３ＥＦＰＨ）とが比例関係にあるとは認められない。第２

に、図３－３（２）のグラブリ－ヌ４号機のデータのプロットはペ

レットの仕様や出力履歴が明らかではないことからそれらのデータ

そのものを本件ＭＯＸ燃料に直接適用することはできない。第３に、

図３－３（２）の右端の○の横軸地点を燃焼度６万２０００ＭＷｄ

ｔとみなし、燃料ペレットの燃焼度を原子炉の運転時間（×１０３

ＥＦＰＨ）に置き換えることはできない（原判決ｐ５４以下）。 

ウ 原判決の誤り 

 第１の点は、出力履歴の違いがある場合に、燃焼度を運転時間（×

１０３ＥＦＰＨ）に置き換えることができるかという問題である。こ

こで、ある時刻における燃焼度とは、それまでの各時点における出

力×時間の当該時刻までの総和である。それゆえ出力履歴が異なっ

てもこの総和が同じなら燃焼度は同じである。つまり、出力履歴は

燃焼度によって代表されるのである。 
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他方、原判決がいう運転時間（×１０３ＥＦＰＨ）とは、運転時間

とはいうものの、その実態はＥＦＰＨ（Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｆｕ

ｌｌ Ｐｏｗｅｒ Ｈｏｕｒ：全出力換算時間）であり、要するに

時間単位で表した燃焼度である。そのことは、図３．２．６（４）

図のタイトルが「燃料径の燃焼度変化」と書かれていることに明確

に表されているように、横軸のＥＦＰＨは燃焼度を表している。そ

れゆえ、燃焼度と運転時間（×１０３ＥＦＰＨ）は比例関係にあって、

燃焼度を運転時間（×１０３ＥＦＰＨ）に置き換えることは可能なの

である。その置き換えの方法は、比例係数として、たとえば運転末

期の１０３ＥＦＰＨ を対象としている燃料棒の運転末期の燃焼度

と対応させることによって決めればよい。 

 第２については、まず、「図３－３（２）」の意義を確認しておく

必要がある。 

 Ｐ．Ｂｌａｎｐａｉｎらの元論文では図（Ｆｉｇ．５）のタイト

ルは「燃焼度の関数としての燃料密度」となっている。すなわち、

燃料密度の変化またはペレット径の変化は核分裂の影響で起こると

いう考えに立てば、それらは燃焼度（核分裂数）によって決まるこ

と、すなわち燃焼度の関数となることを意味しているのである。こ

の観点からは、燃料の製法の違いや外国の燃料であるかどうかなど

は問題外となる。燃料密度またはペレット径が燃焼度によって決ま

るという抽象化された法則を、Ｐ．Ｂｌａｎｐａｉｎらの分析結果

は示していると見るべきであり、このように抽象化・一般化される

のが科学法則だと捉えるべきである。そうであるからこそ、フラン

スの１つの炉の燃料から導かれた結果が法則として普遍的な意味と

意義を持つのである。被控訴人自身が、図３－３（２）がウランペ

レットとＭＯＸペレットでは焼きしまり及びスエリングを同等とす

る根拠として用いたことは既に指摘した。したがって、この点から

も原判決の上記見解は失当であることが明らかである。 

 第３については、原判決は誤解をしている。「図３－３（２）の右

端の○の横軸地点を燃焼度６万２０００ＭＷｄ／ｔとし」としてい

るが、控訴人らも、また、誰もこのような指摘をしていない。「図３

―３（２）の右端の○」点の数値はどう見ても６万２０００ではな
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く少なくとも６万４０００であろう。 

「第３．２．６（４）図 燃料径の燃焼度変化」は横軸は「運転

時間（×１０３ＥＦＰＨ）」であり、「図３－３（２）」は横軸は燃焼

度である。前記のように、これら両図の横軸を対応させることは可

能である。つまり、「第３．２．６（４）図」の「サイクル３」の

終時点の燃焼度を具体的に設定すれば対応させることができる。被

控訴人は設置変更許可申請書においいて、燃料ペレットの 高燃焼

度を６２、０００ＭＷｄ／ｔとしている（甲１ ８－３－６４頁）。

「第３．２．６（４）図」のサイクル３の末期時点は 高燃焼度と

考えるのが合理的であるからこれを６万２０００ＭＷｄ／ｔと設定

して比例係数を決めれば、「図３―３（２）」の各燃焼度を「第３．

２．６（４）図」の対応する時点の数値に対応させれば、その時点

でのＭＯＸの内圧評価値が計算される。 

以上、原判決の控訴人らの試算に対する批判がいずれも失当であ

ることを示した。控訴人らの試算の結果、ＭＯＸ燃料では第３サイ

クルの終了時点より約５６日前に内圧設計基準値に到達し、その時

点でギャップが再開するという危険が発生する。 

（４）控訴審における試算の追加 

 前記のように控訴人らは第３．２．６（４）図の運転末期の燃焼度が

ペレット 高燃焼度である６２、０００ＭＷｄ／ｔの場合にギャップ再

開が起こる時期を予測したが、これは も過酷な 高燃焼度燃料棒の中

心付近の様相を検討したことになる。しかし、より緩やかな条件の下で

はどうなるかについても、以下のように試算する。 

 情報公開法により入手した「玄海原子力発電所３号機及び伊方発電所

第３号機ウラン・プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃料について」（平

成１９年１０月 燃料ＷＧ資料１９０５－００２ 甲７０－２）の４頁

の表２－２の 下行「（ｌ）燃焼率」によれば、ＭＯＸ燃料に関する燃焼

度（ＭＷｄ／ｔ）は、ペレット 高で６２、０００、燃料要素（燃料棒）

高で５３、０００、燃料集合体 高で４５、０００となっている。ま

ず、ＭＯＸ燃料集合体の燃焼度とは、燃料集合体を構成する２６４本の

燃料棒の燃焼度の平均値である。これら燃料棒には３種類のプルトニウ

ム富化度があり、集合体内の位置によっても燃焼度が異なるため、それ
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らの平均値である。次に、燃料棒燃焼度とは、長さが約４ｍある燃料棒

では、中心付近で も中性子密度が高いので、中心付近にあるペレット

の燃焼度は高く、端に行くほど低下するので、それら全体の平均値であ

る。 後にペレットの 高燃焼度は、前記のように 高燃焼度をもつ燃

料棒の中心付近にあるペレットの燃焼度である。 

３サイクル末期をこれらそれぞれの燃焼度として、ギャップ再開時期

を求めると下図のようになる。その結果、燃焼度が４５、０００の場合

でも、ギャップ再開は運転末期の約１０日前に起こりうることになり、

そのときの内圧は１９．３７ＭＰａとなる。つまり、ＭＯＸ燃料設計基

準値は１９．７ＭＰａではなく、それより０．３ＭＰａ（約３気圧）低

い値をとることになる。このようにして、ＭＯＸ燃料では、ウラン燃料

とのスエリング率の差異により、運転期間中にギャップ再開が起こりう

るという基本的な主張が変わることはない。その起こる時期は、確率的

なばらつきを考慮すれば、さらに早まることもあり得ると考えておく必

要がある。 

 

４ ＦＰガス放出率【争点３】 

（１）原判決の認定 

原判決は被告が燃料棒内圧評価値及び燃料棒内圧設計基準値を設定し
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た手法を 

①多数の他の原子炉のデータとともにベズナウ炉のデータも踏まえた

上で、 

②今回のＭＯＸ燃料の設計ではＭＯＸペレットのＦＰガス放出率を旧

製法の照射試験データをも包絡するように、ウランペレットのモデ

ルの１．３倍とし、 

③ＦＰガス放出モデルによる予測のばらつきは不確定性として評価し

た 

 ものと認定し、この手法は原子力安全基準・指針専門部会が平成１９年

７月２４日に了承した「「１／３ＭＯＸ報告書」に係る追加データ等の整

理について」に適合するものであるとした。 

その上で、これを「相当なものである」と評価した。 

（２）１／３ＭＯＸ報告書付録１「燃料設計手法について」 

 「１／３ＭＯＸ報告書」とは「発電用軽水型原子炉施設に用いられる

混合酸化物燃料について」（平成７年６月１９日原子力安全委員会了承）

のことであるが、その付録１「燃料設計手法について」によれば、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により、ヘリウム放

出量については、照射後試験結果に合致するようウラン燃料のモデルを

ベースにペレット内でのヘリウム生成量をウラン燃料の定数倍とし、ヘ

リウム放出率を調整するモデルにより求めることとされている（乙Ａ２、

９６５頁）。 

 原判決は、被告の手法を相当なものと評価するにあたり、「１／３ＭＯ

Ｘ報告書」そのものに適合することをも根拠としているはずであるので、

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」におり求められ

ていなければならない。 

（３）原判決の事実誤認 

原判決におけるベズナウ炉のＭＯＸ燃料の仕様についての評価付けは、 

①本件原子炉のＭＯＸ燃料の仕様とは異なっており、 

②ベズナウ炉のデータは、ＦＰガス放出率の実測値と予測値を比較す

る上で、他の多数のデータとともに統計的価値を有するものと位置
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付けられており、 

③「別紙４の図３－８ ＦＰガス放出率の実測値と予測値の比較」に

おけるベズナウ炉のデータのプロット約１０個のうち、実測値が予

測値を２．２４倍上回るのは１つだけで、あとはほぼ一致または下

回っている 

として、このベズナウ炉のデータのたった一つのプロットを根拠にして、

本件原子炉において本件ＭＯＸ燃料を使用するとＦＰガスの放出率が約

２．２４倍に増えるとみるのは相当でないのは「明らか」であるし、こ

のプロットの存在がＦＩＮＥコードの信頼性に疑問を生じさせるものと

もいえない、と判断して控訴人の主張を排している。 

しかし、この原判決には以下の点で、「様々な製法のＭＯＸ燃料のデー

タを包絡するモデル」により求められてはいないということを看過した、

重大な事実誤認がある。 

ⅰ）そもそも別紙４の図３－８は、輸入燃料体検査申請書で引用さ

れている図であるが、図の趣旨は、ＭＯＸ燃料についてＦＰガ

ス放出率をウラン燃料の場合の１．３倍にとるのが妥当かどう

かを検証するためのものであるため、横軸の予測値は、すでに

１．３倍した放出率がとられている。 

 ここに載せた各実測データは、１．３倍モデルの妥当性を検

証するのにふさわしいデータとして、原子力安全委員会によっ

て選定されたものである。これらのデータから発生した結果を

軽視することはあってはならない。 

また、選定された各実測データはＦＰガス放出率を比較する

目的で選定されたのであるから、個々の燃料の仕様の違いは当

然捨象されるべきものである。 

 各実測データは、そのように抽象化・一般化された法則性を

表すものと捉えない限り、他の原発の異なる製法の燃料に適用

することはできない。 

現に、元の１／３ＭＯＸ報告書の図１－４では、データ点はす

べて同じ白丸印で示され、製法は区別されていない。このよう

にして、１．３倍モデルの２．２４倍になったデータが現に存

在する以上、そのような場合が起こりえるものと考えるべきで
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ある。 

ⅱ）「１／３ＭＯＸ報告書」にベズナウ炉データを追加するに際し、

そのデータの中で実測値が予測値を２．２４倍上回るものがあ
．

る
．
というだけでも看過できないことである。 

控訴人らは「本件原子炉において本件ＭＯＸ燃料を使用する

とＦＰガスの放出率が約２．２４倍に増える」と主張立証した

のではない。控訴人らは、「本件原子炉において本件ＭＯＸ燃料

を使用すると、ＦＰガスの放出率が約２．２４倍に増えるとい

うデータがあるが、被控訴人は、その可能性に対して絶対にギ

ャップ再開が起こらないといえる安全対策をしたことの相当の

証拠を挙げた説明をしていない」ことを問題にし、被控訴人の

主張立証を促したのである。 

ⅲ）被控訴人は「予測のばらつきは不確定性として評価に考慮する」

としているが、２．２４倍ものばらつきを実際にどのように考

慮したのかは明らかにされていない。また、原判決は「ベズナ

ウ炉のデータは、・・・統計的価値を有するものと位置づけられ」

としているが、「統計的価値を有する」とはどういう意味なのか

が明らかにされていない。 

ＦＰガス放出率を、ベズナウ炉のデータを包絡するモデルに

より求めていないということ自体が、既に被控訴人の手法の相

当でないことを明らかにしている。 

５ 初期ヘリウム加圧量の低減を前提とした燃料棒内圧評価であること【争点

４】 

（１）原判決の認定 

 原判決は以下のように認定した。 

 ＭＯＸ燃料ではウラン燃料よりも初期ヘリウム加圧量を下げ

ており、また、輸入燃料体検査申請では設置変更許可申請におけ

るよりも初期ヘリウム加圧量を低減している。 

 しかしながら、ヘリウム加圧は被覆管が外圧に押しつぶされる

現象であるクリープコラプスを防止する目的で行われるが、その

加圧の限度はペレットと被覆管との間のギャップが増加する圧

力を超えないものとされており、初期ヘリウム加圧量の低減の関
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係からは、クリープコラプスが起こらない限度までは低減するこ

とが可能であると解される。 

 そうすると、燃料棒の外圧は一定であるところ、燃焼に伴って

被覆管内のＦＰガスの量が増えて内圧が高まっていくため、燃焼

初期にクリープコラプスが生じなければ、その後もクリープコラ

プスは生じないと考えられるところ、これまでの実績において、

本件ＭＯＸ燃料についてクリープコラプスは生じていない。 

また、本件ＭＯＸ燃料と同程度のヘリウムを加圧したＭＯＸ燃

料が海外の実績においてクリープコラプスが生じていないこと

が実証されている。 

これらを考慮すると、本件全証拠によっても、被告が輸入燃料

体検査申請に当たり初期ヘリウム加圧量を低減させたことが不

相当であり、これによりクリープコラプスが起こる、とは認める

に足りない。 

というのである。 

（２）原判決の問題点 

しかし問題は、燃料体が、少なくとも、設置許可基準規則１５条５項

に定める 

 
 「燃料体は、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。」 

 
という基準を満たすことについて、被控訴人（原審被告）がこれをまず

立証しなければならないところ、これが立証されているとはいえないこ

とである。 

 すなわち、原判決の認定した「燃料棒の外圧は一定であるところ、燃

焼に伴って被覆管内のＦＰガスの量が増えて内圧が高まっていくため、

燃焼初期にクリープコラプスが生じなければ、その後もクリープコラプ

スは生じないと考えられるところ、これまでの実績において、本件ＭＯ

Ｘ燃料についてクリープコラプスは生じていない」という事実について

は、燃料を炉内から取り出して実験ラボにおいて詳細な検査をしない限
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り実証できないのに、そのような検査はやられていない。 

 初期ヘリウム加圧量については、それがクリープコラプスをひき起こ

さない下限が当然設定されるべきであり、現実の初期ヘリウム加圧量が

これを上回ることが示されなければならない。被控訴人は、この下限を

示していない。被控訴人は、輸入燃料体検査申請において、急に初期ヘ

リウム加圧量を低減させた。それは従前の初期ヘリウム加圧量では、ギ

ャップ再開を起こす危険があるからそれを避けるためになされたものと

当然推測される。初期ヘリウム加圧量は、クリープコラプスを引き起こ

さないことを含めて上記規則１５条５項の要請を満たすことについて

「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」され

ていなければならないところ、それがなされていない。 

 本件では、ＭＯＸ燃料が、ギャップ再開を引き起こさないという安全

基準を満たすかどうかが問題となっているが、それは、燃料体が同時に

要請されるほかの安全基準を満たすことが当然の前提となっているので

ある。 

６ 評価対象の燃料棒仕様について評価していないこと【争点５】 

（１）原判決の認定 

原判決は、第４章当裁判所の判断、第４被告の安全確保対策が安全上

の基準を満たしているかどうかについて １ 燃料設計に関する安全確

保対策、（６）本件ＭＯＸ燃料の設置許可基準規則１５条５項への適合性、

において、「被告は、実際に調達しうるＭＯＸ燃料の核分裂性プルトニウ

ム割合の範囲内で４種類の燃料棒を評価対象として用い」たものであり、

「被告は、燃料棒内圧設計基準値を求めるにあたり、燃料設計手法報告

書の解析条件に則ったものと認められる」、として、本件ＭＯＸ燃料の設

置許可基準規則１５条５項への適合性を認めた（原判決３６頁以下）。 

（２）原判決の誤り 

 上記の「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

書付録２「ＰＷＲ燃料設計手法」と題する書面では解析条件を以下のよ

うに定めている。 

 「評価対象の燃料棒仕様に対して実際の炉心運用で考えられる燃料棒

出力履歴のうち燃料棒内圧が厳しくなる複数の燃料棒出力履歴を用い

る。」 
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 この「評価対象の燃料棒仕様」とは、実際に使用するプルトニウム組

成の燃料棒を意味するところ、原判決では、「実際に調達しうるＭＯＸ燃

料の核分裂性プルトニウム割合の範囲内で４種類の燃料棒を評価対象と

して用い」るとした被控訴人の解析を、「燃料設計手法報告書の解析条件

に則ったものと認められる」と安易に認定している。 

 これは、評価対象の燃料棒仕様について解析をしていない、という点

で解析条件を満たしていないだけではなく、４種類の燃料棒を評価対象

とするのみでは、４種類であらゆる燃料棒のパターンを必ずしも代表し

えていない。この解析だけでは、安全性の基準を満たすことを立証しえ

てはいない。 

７ 解析における不確定性 

（１）原判決の認定 

原判決は、第４章当裁判所の判断、第４被告の安全確保対策が安全上

の基準を満たしているかどうかについて １ 燃料設計に関する安全確

保対策、（６）本件ＭＯＸ燃料の設置許可基準規則１５条５項への適合性、

ア 燃料棒内圧設計基準値の求め方について、（ウ）燃料棒内圧設計基準

値の設定、において、「被告は、限界内圧の下限を包絡する内圧値を設定

した上で、さらに解析における不確実性を考慮して燃料棒内圧設計基準

値を１９．７ＭＰａに設定しており、被告は、燃料設計手法に則って、

燃料棒内圧設計基準値を設定していることが認められる」としている。

また「 大内圧を示す燃料棒内圧に、評価上の製造公差や評価モデルの

不確定性を考慮した結果、燃料棒内圧評価値は１９．５ＭＰａとなり、

種々の不確定因子を考慮しても、燃料棒の内圧は設計基準を満足するも

のと評価していることが認められる」としている。 

（２）原判決の問題点 

 上記「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

付録２「ＰＷＲ燃料設計手法」と題する書面は、燃料棒内圧基準値の求

め方として、以下のように定めている。 

③ 燃料棒内圧設計基準値 

上記②の方法で求めた各出力履歴に対する 大内圧値の下限を包絡す

る内圧値を設定し、更に解析における不確定性（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）を考慮して、これを燃料棒内圧
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設計基準値とする 

上記の「解析における不確定性」とは、「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」を示す。 

しかし被控訴人は、この「設計コードの不確定性」と「製造公差に起

因する不確定性」のいずれについても具体的に示そうとしなかった。 

原審の 終盤になって、被告準備書面２０の図１０（５０頁）で数字

を開示し説明をしてきたが、それがどのような理由でどのように数字に

反映するのかをまったく示していない。 

繰り返し指摘してきたように、被控訴人は、この安全上の基準を満た

すことについて「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」をしなければならないところ、被控訴人は上記の解析におけ

る不確実性についてなんら明らかにしていない。 

 

 

第３ 使用済み燃料 

１ 争点１１（使用済ＭＯＸ燃料の超長期保管について安全性は確保されてい

るか。）についての原判決の誤り 

（１）原判決の骨子 

 原判決は、「使用済ＭＯＸ燃料の超長期保管について安全性は確保され

ているか」という争点について、骨子以下の通り認定し、使用済ＭＯＸ

燃料の超長期保管について安全性は確保されていないという控訴人らの

主張を排斥した。 

① 使用済ＭＯＸ燃料について、フランスで平成４年から平成２０年まで

の間に合計約７５ｔＨＭ（なお、ｔＨＭとは“ｔｏｎ Ｈｅａｖｙ Ｍ

ｅｔａｌ”のこと。）が再処理された実績があり、日本でも、「ふげん」

の使用済燃料合計約２９ｔＨＭを再処理した実績があること。 

② 平成２６年４月１１日、政府は「使用済燃料の貯蔵能力の拡大を進め、

具体的には、発電所の敷地内外を問わず、新たな地点の可能性を幅広

く検討しながら、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用を促進

するとともに、そのための政府の取り組みを強化する」旨の記載のあ

るエネルギー基本計画を閣議決定したこと。 

③ 使用済燃料ピットは指針に定める安全上の基準を満たしていること。 
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④ 原審原告らの主張する使用済ＭＯＸ燃料の超長期保管については本件

全証拠により認めるに足りない。 

⑤ イギリスのマグノックス燃料の腐食は、屋外の貯蔵プールで水中保管

の難しいマグノックス燃料だから発生したものであり、本件の、屋内

において水中での腐食に強いジルコニウム合金を使用した燃料を貯蔵

する場合は危険性が認められないこと。 

⑥ 使用済燃料ピットの冷却系がＢクラスであることによる重大事故の機

序が不明であること。 

（２）原判決の認定の誤り 

ア 関連する審査基準等 

（ア）使用済ＭＯＸ燃料の保管問題に関連する審査基準は、まず、

設置許可基準規則５４条である。 

第五十四条  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。 

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。 

（イ）また、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５０（乙Ａ２）によると、「想定されるいかなる場合でも、

臨界を防止できる設計」であることを要求している。 

指針五〇 燃料の臨界防止 

燃料の貯蔵設備及び取扱設備は、幾何学的な安全配置又はそ

の他の適切な手段により、想定されるいかなる場合でも、臨界

を防止できる設計であること。 

（ウ）これらのことから、使用済ＭＯＸ燃料の保管に関する審査基

準については、まず、燃料貯蔵施設の「想定されうる」使用条
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件について漏れなく適切に想定した上で、その想定されるいか

なる場合においても安全性が確保できる内容でなければ審査基

準に不合理な点があるということになる。 

イ 使用済ＭＯＸ燃料の超長期保管について認められないとした原判

決の誤り 

（ア）原判決が、ＭＯＸ再処理工場の実現のメドが立っていないこ

とを看過していること 

 原判決は、フランスや日本の「ふげん」でのごく小規模な使

用済ＭＯＸ再処理の実績（量的には、１６年間あるいは２２年

間の合計実績で、原発１基から１年間に発生する使用済燃料の

１～３基分程度に止まる）を取り上げ、あたかも本件の使用済

ＭＯＸ燃料の再処理も可能であるかのような認定をした上で、

控訴人らが主張した本件使用済ＭＯＸ燃料の超長期保管につい

て認められないとしている。 

 しかし、使用済ＭＯＸ燃料の再処理工場や中間貯蔵施設につ

いては全く具体化しておらず、現時点では本件使用済ＭＯＸ燃

料の搬出先は存在しないということを、原審で被控訴人側の証

人であった小鶴証人も認めているところ（小鶴３６２項、３６

５項）、本件の使用済ＭＯＸ燃料について本件発電所の敷地から

の搬出先が見いだせない以上、超長期保管の可能性が存在する

のであるから、原判決の認定は誤っている。小鶴証人も、玄海

原発３号機の廃炉以降も本件使用済ＭＯＸ燃料が本件使用済燃

料プールに貯蔵される可能性についても否定出来なかった（小

鶴３７５項）。 

（イ）政府のエネルギー基本計画の存在によっては本件使用済ＭＯ

Ｘ燃料の超長期保管の可能性は否定されないこと 

 原判決は、中間貯蔵や乾式貯蔵に言及する政府のエネルギー

基本計画を根拠に、将来的な本件使用済ＭＯＸ燃料の敷地外搬

出が可能であるかのように認定し、控訴人らが主張した本件使

用済ＭＯＸ燃料の超長期保管について認められないとしている。 

 しかし、前述のように、使用済ＭＯＸ燃料の中間貯蔵施設に

ついては全く具体化していないのは被控訴人側証人の小鶴氏も
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認めるところである。また、乾式貯蔵については、既に実用化

のレベルに達している使用済ウラン燃料とは異なり、使用済Ｍ

ＯＸ燃料は、発熱量が大きいなどという理由から乾式貯蔵につ

いては未だに実用化には至っておらず、初期的な研究の段階に

止まる（例えば、電力中央研究所は沸騰水型で使用したＭＯＸ

燃料の燃料棒２０本程度（燃料集合体ではなく燃料棒であるこ

とに留意）につき長期の湿式・乾式貯蔵の実証試験を行ってい

るが、燃料集合体の形状による貯蔵試験ではなく、ばらした燃

料棒による貯蔵試験であるために、温度条件等は実機と大いに

異なる（電中研報告「海外で貯蔵された金属製乾式キャスクと

その収納物の長期健全性」））。 

 以上のことから、政府のエネルギー基本計画の存在によって、

本件使用済ＭＯＸ燃料の超長期保管の可能性が否定されるもの

ではなく、原判決の認定は誤っている。 

（ウ）以上より、使用済ＭＯＸ燃料の超長期保管については本件全

証拠により認めるに足りないとした原判決の認定は誤っている。 

ウ 本件使用済ＭＯＸ燃料の超長期保管により、使用済燃料ピットが

超長期に使用され、劣化する問題点を看過していること 

 前記イより、燃料貯蔵施設に関する審査基準については、使用済

燃料が超長期保管されることをも使用条件として「想定」したもの

でなければ不合理な点がある、ということになる。 

 しかし、そもそも使用済燃料ピットを超長期に使用するというこ

とはそもそも審査基準においては想定されていない。小鶴証人は「適

切な管理によって維持できる」と証言したが（小鶴３７９項以降）、

それは、技術的な検証を経たものではなく、証人の推測に審査基準

が超長期保管について何ら想定したものでないことは明白である。 

そうであれば、そもそも超長期保管を想定していない審査基準は

想定されうる使用条件を想定し尽くしていない点で不合理な点があ

るというべきであり、原判決が認定するように、単純に指針に適合

しているという事実によって被控訴人側において尽くすべき安全性

の証明がされたことにはならない。そうであれば、立証責任の分配

により本件ＭＯＸ燃料の危険性が事実上推認されることになる。 



28 
 

原判決は、本件原子力発電所の使用済燃料ピットが、指針に定め

る安全上の基準を満たしていることを根拠に、控訴人らが主張した

使用済燃料ピット超長期使用による劣化の問題を否定しているので

あり、誤っている。 

エ 小括 

 原判決は、使用済燃料貯蔵施設にかかる審査基準が、使用済燃料

の超長期保管を想定しておらず、かつ、本件使用済ＭＯＸ燃料が超

長期に保管される可能性があることを看過し、安易に安全性を認め

たものであり、誤っている。 

（３）使用済み燃料ピットの冷却不能から重大事故が発生する危険性につい

て 

 この点は、前記した立証責任の分配によれば、事実上推認される内容

であるので、主張を要しない。 

２ 争点１２（玄海原発３号機使用済燃料ピットから、大量漏えいが起こり、

原告らの健康を侵害する具体的危険があるか）についての原判決の誤り 

（１）原判決の骨子 

 原判決は、「玄海原発３号機使用済燃料ピットから、大量漏えいが起こ

り、原告らの健康を侵害する具体的危険があるか」という争点について、

控訴人らが主張した米国セーレム原発や伊方原発等、国内外のプール水

漏えい事故によっては、住民の健康を侵害する具体的危険性が明らかで

はなく、かつ、本件原発における大量漏えい等の機序が不明であるとし

て、控訴人らの主張を排斥した。 

（２）原判決の誤り 

ア 本争点に関連する審査基準等は、争点１１と同様、設置許可基準

規則５４条、安全設計審査指針の指針５０である。 

イ 米国セーレム原発や伊方原発等の事例は審査基準の不合理さを示

すものである 

 控訴人らが、米国セーレム原発や伊方原発等の事例を指摘してい

るのは、設置許可を受けていてもなお、このような事例が発生して

いることからすれば、審査基準等には不合理な点があり、単純に基

準に適合していることによっては安全性が証明されたことにならな

い、という点の例証として挙げているのである。 
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そして、伊方原発訴訟 高裁判決の規範に基づけば、本来は事業

者である被控訴人の側において、上記国内外の事例にもかかわらず

本件使用済燃料ピットが安全であることの主張を求められ、それが

不奏功であれば危険性が事実上推認されるはずである。にもかかわ

らず、原判決は端的に控訴人らに反証を求めた上でその不奏功をい

うものであるから、原判決の認定は誤っている。 

３ 争点１３（原審被告による使用済ＭＯＸ燃料貯蔵について、原子炉等規制

法２３条２項（改正後の４３条の３の５第２項）、環境基本法１条、３条違反

があるか。）についての原判決の誤り 

（１）原判決の骨子 

 原判決は、原審被告による使用済ＭＯＸ燃料貯蔵について、原子炉等

規制法２３条２項（改正後の４３条の３の５第２項）、環境基本法１条、

３条違反があるかという争点について、骨子以下の通り控訴人らの主張

を排斥した 

①原子炉等規制法は、使用済燃料の処分の方法について、主務大臣（あ

るいは原子力規制委員会）の許可にかからしめ、その適正を図る趣旨

の規定をおいているところ、「搬出前までに政府の確認を受ける」こ

とにより適正を担保しているのであるから原子炉等規制法には違反

しない。 

②環境基本法違反は、その前提となる超長期保管が前提を欠いている。 

（２）原判決の誤り 

ア 使用済燃料の処分の方法を定めないまま許可を出すことは原子炉

等規制法に反する 

原子炉等規制法は、「使用済燃料の処分の方法」について定めるこ

とを設置許可の要件としている。このことは、原子炉による災害を

防止するという原子炉等規制法の趣旨に基づき、万が一にも原子力

災害が発生することのないよう安全性を担保するための規定である

というべきである。そして、控訴人らは、使用済ＭＯＸ燃料の再処

理が全く具体化せず、搬出のメドが立たないにもかかわらず、それ

を先送りにしたまま許可が出る内規をつくり、本来予め定めるべき

使用済燃料の処分の方法を定めないでも許可が下りているという点

が端的に原子炉等規制法に違反している、という点を問題にしてい
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るものである。そして、原子炉等規制法違反があるのであれば、そ

もそもの設置変更許可自体が違法に帰するのだから、違法な設置変

更許可を受けていることをもって被控訴人に求められる安全性の立

証が尽くされていることにはならないというのは当然である。原判

決は、使用済ＭＯＸ燃料の問題について先送りにしたまま許可を出

している国の姿勢を安易に追認し、単に設置変更許可を受けている

ことをもって足りるとするものであり、誤っている。 

イ 本件使用済ＭＯＸ燃料について、超長期保管の可能性が認められ

ること 

 この点については、前記１において述べたところである。 

ウ 環境基本法違反 

 このように、本件使用済ＭＯＸ燃料の超長期保管を容認すること

は、超長期保管に起因して発生しうる放射能漏えいなどによって発

生する環境汚染の危険性を無視するものであり、環境基本法１条、

３条の定める環境保全の理念に反するものである。 

 

以 上 


