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訴     状 

 

２０１０年８月９日 

佐賀地方裁判所  御中 

 

           原告 石丸ハツミ、外１２９名訴訟代理人 

 弁護士 冠    木    克    彦 

 

 弁護士 武    村    二  三  夫 

 

 弁護士 大    橋    さ  ゆ  り 

 

      原告の表示     別紙原告目録記載のとおり 

 

〒５３０－００４７ 大阪市北区西天満４丁目３番３号 星光ビル２階 

冠木克彦法律事務所（送達場所） 

電 話 ０６－６３１５－１５１７ 

ＦＡＸ ０６－６３１５－７２６６ 

原告ら訴訟代理人弁護士 冠    木    克    彦 

 

〒５３０－００４７ 大阪市北区西天満４丁目６番１２号 

                     第一住建裁判所前ビル４階 

原告ら訴訟代理人弁護士 武    村    二  三  夫 

電 話 ０６－６３６５－１５６５ 

ＦＡＸ ０６－６３６５－１５６２ 
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〒５４１－００４１ 大阪市中央区北浜２丁目１番３号 北浜清友会館ビル９階 

原告ら訴訟代理人弁護士 大    橋    さ  ゆ  り 

電 話 ０６－６２０５－９０９０ 

ＦＡＸ ０６－６２０５－９０９１ 

 

〒８１０－０００４ 福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号 

         被     告     九 州 電 力 株 式 会 社 

         上記代表者代表取締役  眞    部    利    應 

 

 

ＭＯＸ燃料使用差止請求事件 

訴訟物の価額  金２億０８００万円 

貼用印紙額   金６４万４０００円 

 

請  求  の  趣  旨 

 

 １．被告は、被告が設置し稼働している玄海原子力発電所３号原子炉においてメ

ロックス社製ＭＯＸ燃料を使用して運転してはならない。 

 ２．訴訟費用は被告の負担とする。 

 との判決を求める。 

 

請  求  の  原  因 

 

第１、当事者 

 

 １．原告 
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   原告らは、佐賀県東松浦郡玄海町大字今村所在玄海原子力発電所から約 240

ｋｍ圏内の九州電力管内に居住するものであり、同発電所３号原子炉（以下、

玄海３号機という）で重大な原子炉事故が発生すれば、直接的な急性死、放射

線障害、もしくは、食物汚染、土壌汚染、水源汚染などにより、生命、健康、

生活全般に不可避的、かつ、回復不可能な損害を受ける。その影響は環境汚染

や遺伝を通じて子々孫々にまで伝わるものである。そればかりでなく、使用済

ＭＯＸ燃料が超長期に玄海原子力発電所サイト（敷地）に貯蔵される場合、そ

の長寿命の放射性物質により原告らの子や孫に直接的に重大な損害を与えるこ

とは不可避である。 

 ２．被告 

   被告は、佐賀県東松浦郡玄海町大字今村に玄海原子力発電所を設置し、1994

年３月 18 日に３号機の営業運転を開始した。この原子炉は、本来ウラン燃料を

使用するように設計されている。 

   ところが、被告は 2009 年 12 月２日、ウラン燃料とは核特性の異なるＭＯＸ

燃料（メロックス社製ＭＯＸ燃料Ａ型）を用いるプルサーマル営業運転を、多

くの人々の反対や不安の声を押し切って強行開始した。 

   プルサーマルがいろいろな特性において安全余裕を切り縮めることは、被告

も認めている。その上、玄海３号機は電気出力が 118 万ｋＷと日本の加圧水型

炉では 大級であり、ＭＯＸ燃料内のプルトニウム含有率（富化度）は世界に

例を見ないほど高く、これは危険な実験というべきである。 

   特に、フランス・メロックス社製の玄海３号機用ＭＯＸ燃料には明らかな欠

陥があるため、燃料と燃料被覆管が破損する危険をもたらす。さらに、使用済

ＭＯＸ燃料が発電所サイトから運び出されるという保証はなく、永久的にサイ

ト内で貯蔵される恐れが強い。 

   

第２、玄海３号機プルサーマルの問題点 
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 １．原子力発電 

 （１）原子力発電の概要 

   原子力発電は、原子炉において核燃料(ウラン 235 など)を用い、核燃料の核

分裂によって発生した熱で蒸気を発生させ、その蒸気でタービンを回し、これ

によって発電をするものである。本件プルサーマルはウランとは核特性の異な

るＭＯＸ燃料（ウランとプルトニウムの混合酸化物）を使用するものである。 

 （２）核分裂 

   核分裂反応が起こるのは，原子炉の炉心においてである。ウラン 235 を用い

た場合の核分裂反応では、ウラン 235 の原子核が１個の中性子を吸収して２つ

の原子核に分裂し、平均約 2.5 個の中性子を放出すると同時に大きなエネルギ

ーを発生する。この２つに分裂した原子核は放射能をもっているため、核分裂

反応は放射能生成反応となる。核分裂反応により、大量のエネルギーが発生す

る。このエネルギーが発電に使われる。なお、放射性物質は放射線を出すが、

放射線自身もエネルギーであるため、放射性物質があると必ず発熱がある。こ

のことは、放射能の隔離を困難にする一つの原因になっている。 

   核分裂反応では、増加して放出される中性子を他の原子核が吸収し、さらに

核分裂反応が拡大して再生産されるという連鎖反応が発生する。したがって、

核分裂連鎖反応を制御し、核分裂反応が一定の割合で維持される状態（臨界状

態）に保ち、安定した状態でエネルギーを得るという操作が必要になる。 

   核分裂反応の度合いは、炉心部における中性子吸収材の量及び冷却材の温度

に強く依存する。核分裂によって生じる 2.5 個の中性子のうち１個だけがウラ

ンに再度吸収される状態であれば、反応は安定する。それを実現するために，

中性子吸収材を炉心の中に入れる。中性子吸収材としては、ほう素、カドミウ

ム、ガドリニウムがある。ほう素は、加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）においては、

一次冷却材の中にほう酸という形で含まれている。カドミウムは、銀、インジ

ウムとの合金の形で制御棒として使用し、ガドリニウムは、一部の燃料棒のペ
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レット内に混ぜ合わせて使用されている。長時間の出力制御は、冷却材中のほ

う酸濃度の調整で行われ、短時間の出力変動の制御（具体的な運転出力の制御

やトリップ（緊急停止）の場合）は、制御棒を炉心に出し入れすることによっ

て行われる。冷却材の温度との関係は、温度を低くすると反応を促進し、温度

を高くすると反応を抑制する性質がある。 

２． 加圧水型軽水炉（ＰＷＲ） 

 （１）ＰＷＲとは 

   原子炉の形式としては、軽水炉やガス炉などがある。軽水炉とは、数パーセ

ントのウラン 235 を含んだ低濃縮二酸化ウランを燃料とし、減速材と冷却材に

軽水（普通の水）を使用するものである。 

   軽水炉には、沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）と加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）とがある。

前者は、原子炉で直接蒸気を発生させてタービンにその蒸気を送るものである。

後者は、冷却材（一次冷却材）に高圧をかけることによって、冷却材を沸騰さ

せることなく蒸気発生器に送り、そこで別系統の二次冷却材に熱を伝え、二次

冷却材を蒸気に変えて、その蒸気の力でタービンを回して発電するものである。 

   本件の玄海３号機は加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）である。 

 （２）原子炉一次系 

   原子炉一次系は、原子炉格納容器の中に入っている。これには、原子炉容器、

一次冷却材管、蒸気発生器等がある。炉心は原子炉容器の中にあり、そこで大

量の熱が発生する。その熱は、約 320℃、約 157 気圧（正確には、kgf/cm2、以

下「気圧」という。）でもって、高速で一次冷却材管内を循環する一次冷却材

によって高温側一次冷却材管から蒸気発生器に送られ、二次冷却材に熱を伝え

る。蒸気発生器から出てきた一次冷却材は、ポンプによって低温側一次冷却材

管から再び原子炉に送られる。 

   一次冷却材は、加圧器によって約 157 気圧に加圧されているため、炉心でも

沸騰せず、したがって蒸気とならないようになっている。 
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 （３）原子炉二次系 

  二次冷却材は蒸気発生器で一次冷却材から熱を伝えられ、その熱によって約

270℃の高圧の蒸気が大量に発生する。その高温高圧の蒸気が主蒸気管を通って

タービンに流れ、タービンを回して発電する。このタービンを回した後、蒸気

は復水器で海水によって冷却されて水に戻り、主給水ポンプで主給水管から再

び蒸気発生器に送られる。 

 

 ３．玄海３号機プルサーマルとその基本的危険性 

（１）本件プルサーマルの基本構造とＭＯＸ燃料 

ア．プルサーマルとは、ウラ

ン燃料を用いるように設計

された原発（軽水炉）で、

ウラン燃料とは核特性の異

なるＭＯＸ(Mixed OXide：

混合酸化物)燃料を燃やす

ことである。 

ＭＯＸ燃料ペレットは、

二酸化ウラン粉末と二酸化

プルトニウム粉末を混合し、

焼き固めて（焼結工程）セ

ラミックにし、一定の寸法

になるように研削する工程

を経てつくられる。ここで

用いるウランは劣化ウラン

であるため燃えるウランは

0.2％程度しか含まれてい

図１． 

図２． 
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ない。それゆえ、ＭＯＸ燃料で燃えるのはほとんどもっぱらプルトニウム

である（図１）。 

イ．ＭＯＸ燃料ペレット約 320 個を約４メートル(ペレット部分の有効長約

3.7m)の燃料被覆管に入れて１本の燃料棒をつくり、それを 17×17 形に組

み立ててＭＯＸ燃料集合体をつくる（図２）。実際にはプルトニウム含有

率の異なる３種類のＭＯＸ燃料棒がつくられ、プルトニウム含有率の低い

燃料棒が燃料集合体の外側にくるように配置される。集合体平均のプルト

ニウム含有率は、設置変更許可申請書（甲１）8-3-64 頁の代表組成の場合、

トータルプルトニウムで約 9.0％、核分裂性プルトニウムで約 6.1％である。

核分裂性プルトニウム含有率は富化度とも呼ばれている。 

ウ．集合体の中には 24 本の制御棒   

案内管と１本の電気ケーブル案  

内管があるため、１体中の燃料  

棒は 264 本で、その中にＭＯＸ  

燃料ペレットが約 85,000 個含  

まれている。 

エ．このＭＯＸ燃料集合体を従来

のウラン燃料集合体とともに並

べて炉心を構成する。出力 120

万 kW 級（118 万 kW）の玄海３号

機では、全 193 体のうちＭＯＸ

燃料集合体は 大で 48 体（1／

4）を占める（図３）。 

（２）二重炉心ともいうべき複雑な構造 

ア．ＭＯＸ燃料は前記のように二酸化ウラン粉末と二酸化プルトニウム粉末

を混合しているが、ウランとプルトニウムの核特性は著しく異なっており、

註：M の位置は九電説明書(ホームページ)より、 

●位置は輸入燃料体検査申請書 2-101 頁より。 
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図４．プルトニウムとウランの核特性比較 

「軽水炉燃料のふるまい」213 頁、1990.7.原子力安全研究協会 

中性子エネルギー(eV) 

かつ、そのプルトニウムの中

でも数種類のプルトニウム

（Pu239、Pu241、Pu240 など）

があり、奇数の数字（質量数）

をもったプルトニウム 239 と

プルトニウム 241 は核分裂す

る性質があるがプルトニウム

240 はそうではないというよ

うに性質が異なり、それぞれ

中性子に対する核特性が異な

る。図４は各種プルトニウム

の中性子による核分裂性能

（核分裂し易さ）及びそれと

矛盾する中性子吸収性能（吸

収し易さ）についてウランと

の比較を示している。両性能

とも、ウランが穏やかな性質であるのに比べ、プルトニウムは全体的に反

応度が大きく、また特定エネルギーの中性子に対して激しく反応すること

が分かる（甲２）。中性子吸収性能は制御棒と性能が同じであるから、制

御棒の近くにＭＯＸ燃料があると制御棒の効きが悪くなるので、プルサー

マル炉心ではＭＯＸ燃料集合体が制御棒位置を避けるように配置されてい

る（図３）。また、核分裂で飛び出す中性子数は、ウランの場合は平均約

2.5 個であるのに対し、プルトニウムでは平均約３個であるため、連鎖反

応が促進される傾向にある。 

イ．通常のウラン炉心ではウラン燃料の中にプルトニウムがほぼ均等に生成

され分布しているが、プルサーマル炉心ではＭＯＸ燃料集合体はウラン燃 
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料集合体とは別の位置にモザイク状に配置され、そのＭＯＸ燃料集合体の

中では、３種類のプルトニウム含有率の違う燃料棒が配置され、さらに、

ＭＯＸ燃料ペレットの内部には、プルトニ

ウムの濃密な部分とそうでない部分があり、

濃密な部分はプルトニウムスポットと呼ば

れ（図５）、ウランと違ってプルトニウム

が激しく燃え（核分裂）、それに伴って、

キセノンやクリプトンなどの気体が核分裂

生成物として産み出される。 

これら気体は燃料ペレットを膨張させ、

ペレットの割れ目を通ってペレット外に出

てきて被覆管を内側から押す力（内圧）を

高め、こうして本件ＭＯＸ燃料の危険性の

原因となるギャップ再開問題を引き起こす。 

ウ．玄海３号機用のＭＯＸ燃料はフランスのメロックス工場でつくられたが、

そこでは、ＭＩＭＡＳ法と呼ばれる二段階混合法が用いられている。第一

段階ではプルトニウム含有率約 25％のＭＯＸ燃料粉末が作られ、その後に

顧客の注文通りのプルトニウム含有率になるように劣化ウランを加えて第

二段階の混合を行う。平成 12 年度燃料集合体信頼性実証試験に関する報告

書（甲３）によれば、前記プルトニウムスポットのプルトニウム含有率は

ほぼ 25％であるため、第一段階での混合物が第二段階混合で均等化せずに、

そのままスポットとして残留していることを示している（同 53 頁）。プル

トニウムスポットはプルトニウム含有率（富化度）が高いペレットほど密

に存在することが図５から分かる（同 119 頁）。 

このようにプルサーマル炉心では、燃料ペレット、燃料集合体、炉心の

各レベルで、ウランとは核特性の異なるプルトニウムの不均一が存在し、
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二重炉心ともいうべき複雑な構造を形成しているため炉心の運転制御を複

雑化させている。 

（３）プルサーマルは安全余裕を切り縮めている。 

前記のようなプルトニウムのウランとは異なる核特性を反映して、プルサー

マル炉心では従来のウラン炉心よりも安全余裕を切り縮めることになる。この

ことは国も被告も佐賀県も認めている。佐賀県が 2006 年２月７日にまとめた説

明資料（甲４）に基づいて、安全余裕を切り縮めている主な点を要約すると以

下のとおりである。 

① 制御棒の効きが悪くなる（甲４、10～11 頁） 

甲４、10 頁の図に示されているように、原子炉停止の安全余裕が 130 か

ら 110 に低下する。 

② 中性子吸収剤であるほう素の効きが悪くなる（同 10～11 頁） 

燃料取替用水タンクや緊急時に用いる畜圧タンクの冷却水のほう素濃度を

2,500ppm から 3,100ppm 以上へと、24％以上も高める措置をとる。 

③ ＭＯＸ燃料の融点がウラン燃料より下がり溶けやすくなる（同 15～16

頁）。 

甲４、15 頁の図では、溶融点がウランの 2,790℃から 2,720℃へと 70℃

低下するとしており、それだけ事故時に溶けやすくなる。実際にはさらに

融点は下がるとされており、燃料の溶融は後述するような危険性をもたら

す。被告の 2005 年２月 20 日公開討論会説明資料（甲 40）10 頁では、低下

温度を約 90℃として「2,500℃以上でなければ溶けず」と記述しているが、

2,500℃はサイクル初期での溶融点なのでサイクル末期ではさらに溶融点

は下がる。実際、被告の設置変更許可申請書 8-3-12 頁（甲１）では、燃焼

が進んだ時点でのＭＯＸ燃料溶融温度の解析上制限値を 2,310℃としてい

る。 
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④ ＭＯＸペレットから放出される気体は多く、燃料棒の内圧が高くなる（同

17 頁） 

ＭＯＸ燃料ペレット内からペレット外（燃料被覆管内）へ放出される気

体がウラン燃料より多いため、燃料被覆管の内圧が高まる恐れがある。そ

のため、あらかじめ燃料棒内に封入しておくヘリウムの量を減らすという

措置がとられる。このヘリウム封入は約 15.5MPa(約 157 気圧)の冷却材圧

力に対抗するための措置であるため、ＭＯＸ燃料では被覆管が早く収縮す

るという欠点につながる。 

   以上のように、プルサーマル炉心がウラン炉心より危険であることは明らか

である。 

（４）玄海３号機プルサーマルは世界に類を見ない危険性を有している。 

ア．プルサーマルの安全性や危険性を問題にする場合、ＭＯＸ燃料の特性、

つまり、ウラン燃料と区別される特性であるプルトニウム含有率、特に核

分裂性プルトニウム(Pu-f)富化度を問題にしなければならない。 

イ．ドイツのプルサーマルは許可条件も実績も原発ごとにずいぶんと異なっ

ている。そこでＰＷＲで実績の格段に高いブロックドルフ原発について具

体的に見てみよう。ブロックドルフの出力は玄海３号機の 118 万 kW を上回

る 144 万 kW、総集合体数は玄海３号機と同じ 193 体であり、ＭＯＸ燃料集

合体は2000年末の実績で許可条件一杯の64体が入っている（甲５、80頁、

第 2.5 表）。ＭＯＸ燃料集合体の許可条件は Pu-f 富化度が 3.9%で１体当

たりの Pu-f 重量は 20.8kg である（同、84 頁、第 2.9 表）。玄海３号機の

Pu-f 富化度 6.1％、１体当たりの Pu-f 重量 28.0kg と比べて相当にレベル

が低い。ドイツの原発全体について見ると、許可条件としては 大 Pu-f

富化度が 4.65％、 大燃焼度が 48,000MWd/t となっている（同、227 頁、

第 8.4 表）。やはり、 も本質的に重要な核分裂性プルトニウム富化度が

ドイツは低い。 
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   次に、世界的にも も実績のあるフランスの場合と比較する。フランス

では出力が 90 万 kW 級の加圧水型（ＰＷＲ）20 基でプルサーマルが実施さ

れている（120 万 kW 級では実施されていない）。その基本的な仕様を玄海

３号機と比較すると下表のようになっている（甲６）。 

 

（注：Pu-t は全プルトニウム。Pu-t 中の Pu-f を約６7%としている。 

出所：「プルサーマル討論」1998.4、大阪平和人権センター、美浜・大飯・高浜原

発に反対する大阪の会（甲６、76～79 頁）） 

ウ．フランスでは、ウラン燃料は４サイクル装荷、ＭＯＸ燃料は３サイクル

装荷というハイブリッド（併用）管理が行われている。Pu-f 富化度は基本

的にウランの濃縮度に相応するように決めている。フランスでは３サイク

ル用ウラン濃縮度が約 3.3～3.7％であるのに対し（甲５、45 頁、第 1.3

表）、玄海３号機では約 4.1％であるので、必然的に Pu-f 富化度も高くな

る。事実、フランスの場合の推測値約 4.7％（全プルトニウム(Pu-t)含有

率 7.0％の 67％とした）に対し、玄海３号機では 6.1％と格段に高い。 

なお、フランスはハイブリッド管理から、ＭＯＸ燃料も４サイクルにす

る管理方式に移行する計画である。2007 年４月にようやくトリカスタン１

号機でそれが実施され、ＭＯＸ燃料集合体の平均富化度 Pu-t 8.65％、燃

焼度 52,000MWd/t に引き上げられた。この Pu-t 含有率 8.65％（Pu-f 推測

 フランス AFA-2G 型 玄海３号機で使用する MOX 燃料集合体 

MOX 燃料棒 本数  Pu-t 富化度% 本数  Pu-t 富化度% Pu-f 富化度% 

低富化度  12         1.8 12         4.5           3.05 

中富化度  68         5.17 76         6.2           4.15 

高富化度 184         8.0 176        10.6           7.15 

合計／平均 264         7.0 264         9.06          6.1 

集合体燃焼度   高約 40,000MWd/t          高 45,000MWd/t 

表１．フランスと玄海３号機のＭＯＸ燃料集合体比較 
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富化度約 5.8％）は４サイクル用ウラン濃縮度 3.7％（前記甲５、第 1.3

表）に相応すると考えられる。それでもやはり玄海３号機のＭＯＸ燃料に

比較して低いことが分かる。 

エ．このようにして玄海３号機プルサーマルでは、核分裂性プルトニウム富

化度が世界に例を見ないほどに高いＭＯＸ燃料が使われる。核分裂性プル

トニウム富化度こそはウラン燃料との区別を表す本質的な指標なのである。

しかも、日本では、以前は 90 万 kW 級の原発でまずプルサーマルの実験を

してから、その結果を見て 90 万 kW 級の商業運転に入る予定であった（甲

７）。ところが、実験はしないことにしていきなり商業炉で実施すること

にしたものの、1999 年に高浜３・４号機のＭＯＸ燃料（イギリスのＢＮＦ

Ｌ製）でデータ不正があったりして停滞状態になった。そのため、結局 120

万 kW 級の玄海３号機がなし崩し的に前に出たのである。しかも、高浜３・

４号機プルサーマルに関しては原子力安全委員会で第 95 部会が設けられ

て専門的な検討がなされたが、玄海３号機では専門部会は設けられなかっ

た。このようにして、玄海３号機プルサーマルは世界に例を見ない危険な

実験となる。 

４．原子力発電所の安全設計 

（１）深層防護という基本思想 

   原子力発電所の安全設計とは、①原子炉のエネルギーを管理し、②放射性

物質を隔離することにより、原子炉施設の安全性を確保するという観点から

みた原子力発電所の設計のことである。安全設計は、「深層防護」という基

本思想に基づいている。これは、安全対策を何段構えにもする、すなわち、

何段もの安全対策を講じておくことにより安全性を確たるものにするという

思想である。具体的には、次の三つの段階に区分できる。 

   ⅰ 異常な状態の発生自体を未然に防止する。 
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   ⅱ 異常な状態が発生した場合には、これを早期に発見し、速やかに対策

を講じて、その波及・拡大を防止する。 

   ⅲ 異常な状態が事故に発展したような場合においても、放射性物質の環

境への異常な放出を防止する。 

 （２）エネルギーの管理 

   ア．自己制御性 

   原子炉で、何らかの理由により核分裂反応が急増した場合、自ら核分裂

を制御する性質のことを原子炉の自己制御性という。原子炉の予想される

すべての運転範囲で自己制御性を持たせることにより、核分裂が抑制され

ないで急激に増加することによって生じる事故（反応度事故）の発生を防

止する。 

   イ．原子炉停止系 

何らかの理由により、核分裂が急激に増加し原子炉の出力が上昇したり、

一次系の圧力が異常に上昇又は低下したりするような場合で、原子炉を緊

急に停止する必要のある場合や、原子炉を未臨界状態に維持する場合のた

めの機能である。原子炉停止系は、これを作動する必要のある場合に、こ

れを作動させるための信号を送る安全保護系からの自動信号により、必要

な作動をする。 

ウ．原子炉制御設備 

核分裂をより安定に保ち、原子炉の出力を制御するための設備であり、

主として、①制御棒制御系、②ほう素濃度制御系、③加圧器圧力制御系が

あるが、原子炉の反応度の制御には、制御棒制御系による制御棒の位置調

整と、ほう素濃度制御系による一次冷却材中のほう素濃度調整との二つが

用いられている。 

（３）放射性物質の隔離 

ア．燃料の健全性 
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（ア）燃料と燃料被覆管の健全性 

原子力発電所(以下、原発という)の危険性は、チェルノブイリ事故の

悲惨な結果を見るまでもなく、放射能の危険性にある。 

   原子炉の運転により発生する膨大な放射能は、燃料の中で生成されそ

こに蓄積されている。この放射能をそこに閉じ込めることができるかど

うかは、まず、第一に燃料の健全性に依存しており、この健全性が原発

の安全性の根本的基礎である。 

   原子力安全白書 平成３(1991)年版（甲８）は 

   「原子力発電所は、その運転により原子炉内に放射性物質が生成され、

蓄積されるが、その放射性物質が異常に漏えいしたりすると、周辺公

衆に影響を及ぼしかねないという潜在的な危険性を有している。この

ため、この潜在的な危険性を顕在化させないように、平常運転時には

放射性物質の放出を合理的に達成できる限り低くするように管理し、

万一の事故に際しては放射性物質を閉じこめることによって多量に放

出されるのを防止することが、原子力発電所における安全確保の基本

的方針となっている」（136 頁） 

と述べ、さらに、平常運転時の放射線防護の考え方として、 

「原子力発電所は、原子炉の運転によって発生する放射性物質を内部

に閉じこめる設計となっている。具体的には、燃料被覆管の健全性を

確保して燃料棒内に蓄積した核分裂生成物が冷却材中に漏出しないよ

うにするとともに‥‥」（138 頁） 

  と述べている。 

   このように、燃料と燃料被覆管の健全性を確保することは、原発の安

全性にとってもっとも基礎的に重要な事柄なのであり、「発電用軽水型

原子炉施設に関する安全設計審査指針」（甲９）でも「指針１２．燃料

設計」（５頁）において次のように定式化されている。 
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   「１．燃料集合体は、原子炉内における使用期間中に生じ得る種々の

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。」 

   また、同指針の解説「指針１２．燃料設計」でも 

   「『生じ得る種々の因子』とは，燃料棒の内外圧差、燃料棒及び他の

材料の照射、負荷の変化により起こる圧力・温度の変化、化学的効

果、静的・動的荷重、燃料ペレットの変形、燃料棒内封入ガスの組

成の変化等をいう」 

   と解説されている（19 頁）。 

（イ）燃料被覆管の役割 

     ＰＷＲにおいて燃料となる二酸化ウランの融点は極めて高いため、融

解加工によって製作することが困難である。そこで，二酸化ウラン粉末

をプレス成型後、これを円柱状に焼き固めた二酸化ウラン焼結ペレット

として燃料被覆管内に収めている。燃料被覆管は、直径約９㎜強であり、

炉心においては、この間を一次冷却材が流れている。このペレット自体

で、放射性物質が保持され、核分裂によって発生した放射性物質は、そ

の大部分がペレット内にとどまる。これに対し、核分裂によって発生し

た放射性物質の一部はペレットから放出される。しかし、放出された放

射性物質も、燃料被覆管の中に閉じ込められる。燃料被覆管の役割は、

このような放射性物質の閉じ込めということのほかに、燃料と冷却材の

反応を妨げるということがある。燃料被覆管の材料としては、ジルコニ

ウム合金が用いられている。ジルコニウム合金は、内外圧差による変形

等に耐えられ、一次冷却材、二酸化ウラン、核分裂生成物等による変形

等に対して高い耐性を有する。 

   （ウ）メロックス社製ＭＯＸ燃料の問題点  

本件玄海３号機で現に使用されているメロックス社製ＭＯＸ燃料Ａ型

は正にこの燃料の健全性に重大な問題をもっている。後に詳しく述べる
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ように、ＭＯＸ燃料ペレットと被覆管の間の隙間（ギャップ）が当初約

0.085mm 程度開いているが、運転を始めると被覆管とくっついた状態で

膨張している。このギャップが再度開くと燃料が溶融し、被覆管が破壊

され重大事故につながる危険性を有している。 

イ．原子炉冷却材圧力バウンダリ 

     原子炉の通常運転時に一次冷却材を内包して原子炉と同じ圧力条件とな

り、異常状態において圧力障壁を形成するものであって、それが破壊する

と一次冷却材喪失となる範囲の施設をいう。原子炉冷却材圧力バウンダリ

は、燃料被覆管から一次冷却材中に核分裂生成物が漏洩してきても、これ

を閉じ込めるという機能を期待されているものであり、一次系の圧力、温

度等に耐えるものでなければならない。原子炉容器には、内面にステンレ

ス鋼を溶接した低合金鋼（クロム・モリブデン綱）が、一次冷却材管等に

はステンレス鋼が、蒸気発生器伝熱管にはインコネル 600 や 690 等が使用

されている。 

ウ．工学的安全施設 

      工学的安全施設とは、放射性物質を閉じ込める機能を有する原子炉冷却

材圧力バウンダリが破損するような異常状態が発生した場合に、放射性物質

の環境への異常な放出を防止できるような機能を有することを目的とした

施設である。工学的安全施設は、安全保護系からの信号により、必要な作動

をするものであり、非常用炉心冷却設備（ＥＣＣＳ）などがある。 

（４）安全審査 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法、

甲 10）23 条は、発電の用に供する原子炉（実用発電用原子炉）を設置しよう

とするものは、経済産業大臣の許可を受けなければならないことを定め、同

法 24 条は、経済産業大臣が許可をするにあたっては、原子炉施設の位置、構

造及び設備が核燃料物質、これによって汚染されたものまたは原子炉による
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災害の防止上支障がないものであるという条件に適合していると認められな

い場合等には、設置の許可をしてはならないと定める。そして、この規定は

変更をする場合にも準用される（同法 24 条４項）。この許可をするにあたっ

ての審査を安全審査という。原子力の研究、開発及び利用に関する行政の民

主的運営を図ることを目的として内閣府に設置された原子力安全委員会は、

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（以下、「安全評

価審査指針」という）等を定め、これに基づいて安全審査が行われている。 

   但し、本件における重要な問題として、プルサーマルに使用されるＭＯＸ

燃料には具体的な審査基準（規格）がないことから、極度に安全余裕が切り

縮められたメロックス社製燃料ペレットが使用されるという事態が生じてい

る。 

第３、ギャップ再開による重大事故の危険性 

１．ギャップ再開 

（１）ギャップ再開とは何か 

ＭＯＸ燃料ペレットは被覆管につめられて一本の燃料棒となっているが、被

覆管の外側は冷却材で囲まれており、被覆管内部における核分裂（燃焼）によ

って発生した熱は冷却材に伝達され蒸気発生器に運ばれて発電する仕組みであ

るが、この冷却材は燃焼熱を伝達するとともに燃料の熱を奪い取ることによっ

て燃料温度の上昇を抑えペレットの溶融及び燃料被覆管の溶融を防止すること

によって原子炉を重大事故に至らないように防護している。 

この燃料ペレットとそれをつめている燃料棒の被覆管の間には 初約

0.085mm（直径で 0.17mm）の隙間（ギャップ）が開いている（甲１、8-3-65 頁）

（図６参照）。原子炉の運転当初開いているこのギャップは被覆管の外圧 

  約 157 気圧（冷却材圧力）によって押され、被覆管の直径が縮まりやがてギャ

ップは閉じる。その後ペレットは核分裂生成物である固体や気体が内部に蓄積 



19 

（設置変更許可申請書(2004.5.28)） 

図７．玄海３号機ＭＯＸペレット外径と被覆管内径の推移 

  して次第に膨張し、被覆管とくっついた状態で膨張していく。この間の経過を

示すのが図７のグラフである。 

 

このようにペレットと被覆管がくっついた状態で運転されていくかぎり、燃

料棒内部の核分裂によって生じた熱は冷却材に伝達されて燃料棒内部の温度が

加熱上昇することはないので燃料の健全性は保たれるが、被覆管とペレットと

のギャップが再開すると、外部の冷却材ヘの熱伝達が低下し、ペレット温度が

上昇し、そうなると、ペレット内の熱運動でさらに多くの気体がペレット内か

ら隙間に放出されさらにギャップを押し広げるという正のフィードバックが働

く（サーマルフィードバック）。そうなると、ペレット溶融の危険とともに、

被覆管が内圧によって破壊される危険性が生じ、ひいては重大事故につながる

ため、ギャップ再開は禁止されている。すなわち、「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 目 原子力安全委員会了承）（甲 11）

は「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｡」としている。 

 

図６．燃料ペレットと被覆管 

「未来を開く原子力」2008 日本原子力 
研究開発機構 2008、図 5-4 より 

ペレットと 
被覆管の隙間 
（ギャップ） 被覆管 

ＭＯＸ 
燃料 
ペレッ

冷却材 
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   その説明文（付録２．ＰＷＲ燃料設計手法、５頁）は 

   「（１）サーマルフィードバックの発生防止 

      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、一且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。 

（２）被告の主張するメロックス社ＭＯＸ燃料棒 大内圧とギャップ再開内圧 

上記のようにギャップ再開を防止するため、燃料棒の内圧は、ペレットと

被覆管の「ギャップが増加する圧力」（ギャップが再開する圧力）を超えな

いこととされている。 

被告が玄海３号機でメロックス社のＭＯＸ燃料を使用するために 2007 年

（平成 19 年）９月３日提出した輸入燃料体検査申請書（甲 12、2-50 頁、表

3-8）では、 

         燃料棒 大内圧          19.5MPa(註) 

         ギャップ再開内圧（設計基準値）  19.7MPa 
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となっており、その差はわずか 0.2MPa であり、ギャップが再開しないとい

う安全余裕がわずか 1.0 パーセントである。 

  （註：１MPa(メガパスカル)＝10.197kg/cm2G (1kg/cm2G は 1cm2当たりに 1kg の 

重量がかかるような圧力)） 

（３）ギャップ再開防止のための安全余裕があることは示されていない。   

ア．玄海３号機プルサーマルは安全余裕を切り詰めていること 

すでに述べたように玄海３号機プルサーマルでは、燃料ペレット、燃料

集合体及び炉心の各レベルで核特性の異なるプルトニウムの不均一が存在

する。 

また前記佐賀県の 2007 年２月７日とりまとめの説明資料（甲４）にある

ように、①原子炉停止の安全余裕の低下、②中性子吸収剤であるほう素の

効きが悪くなる、③ＭＯＸ燃料の融点が下がる、④ＭＯＸペレットから放

出される気体が多く、燃料棒の内圧が高くなる、ことが指摘されている。

このうち④はギャップ再開に直接つながる問題である。 

玄海３号機は、フランスやドイツのプルサーマル原発に比べても Pu-f

富化度などが高く、世界にも類をみない危険性を有している。 

また日本ではもともと 90 万 kW 級原発で実験をしさらに商業運転をする

予定であったところ、実験を省略し、しかも 120 万 kW 級でいきなり商業運

転を開始するという当初の予定からしても著しく危険な「実験」を行うと

するものである。 

イ．被告自身の挙げる燃料棒 大内圧などの変遷 

被告は、2004 年（平成 16 年）５月 28 日、玄海３号機の MOX 燃料使用に

ついて、設置変更許可申請書（甲１）を提出し、2005 年１月 18 日補正書

（甲 13）の提出を経て（内圧の評価には変動なし）、国は同年８月７日許

可をした。この設置変更許可申請書の 8-3-13 頁の「ｂ．燃料棒内圧」の項

において、次のように述べてギャップ再開は起こらないと判断している。
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約 16.1MPa 

図８．玄海３号機ＭＯＸ燃料棒の内圧の推移 

(注)EFPH:全出力換算時間 

（設置変更許可申請書(2004.5.28)） 

約 16.1MPa 

「 高燃焼度を有する燃料棒内圧でも、通常運転時において、第 3.2.5 図

に示すように過大となることはなく、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である約 19.0MPa～約

19.7MPa（約 194kg/cm2G～約 201kg/cm2G)を超えることはない」。ＭＯＸ燃

料（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）に関するこの様子は、下記の

設置変更許可申請書の第 3.2.5（4）図（8-3-92 頁）（下記図８）で見るこ

とができる。このときの燃料棒内圧の 大値は、サイクル３の末期に見ら

れ約 16.1MPa と読みとれる。これがギャップ再開内圧に関する被告の評価

値である上記約 19.0MPa～約 19.7MPa を超えないのでギャップ再開はない

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところが、現在被告が装荷して運転している燃料は、その後の輸入燃料

体検査申請書（2007.9.3）（甲 12）に基づいており、同申請書における「燃

料棒の内圧」は前記設置変更許可申請書（2004.5.28）における 16.1MPa

を 1.21 倍も高めた 19.5MPa になっている（2-50 頁、表 3-8、下記図９）。

他方ギャップ再開内圧（設計基準値）は、上記設置変更許可申請書では約

19.0MPa～約 19.7MPa としていたところ、これを 19.7MPa（同表）と変更し
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ている。その結果上記のとおり、0.2MPa という約 1.0 パーセントの安全余

裕がある、と変更した。数字だけみれば、 大内圧の変動にあわせてギャ

ップ再開内圧も適当に調整したかのようにもみえるところである。 

上記の2007年９月３日付輸入燃料体検査申請書の表3-8(下記図９)には

ＭＯＸ燃料棒 大内圧 19.5MPa が内圧の「 確値」と「不確定性」の合計

である、とされているが、それぞれの数字は市民には隠されている。被告

は、上記算出の根拠を明らかにしていないのである。 

 

 

 

 

 

      上記 2004 年５月 28 日付変更許可申請書に対しては国の許可がなされた  

    が、2007 年９月３日付輸入燃料体検査申請書については、燃料棒内圧等が  

    大きく変化したにもかかわらずその事故時の影響等は改めて検討されてい 

    ない。 大内圧と設計基準値の評価の変遷は以下のとおりである。 

 

ウ．関西電力が不合格としたレベルのＭＯＸ燃料を使用している疑いがある。 

日付と申請書等 大内圧 設計基準（ギャップ再開） 

2004.5.28 変更許可申請書 16.1MPa(グラフより) 約 19.0～約 19.7MPa 

2005.9.12 佐賀県環境安全連絡会議 

    片山正一郎安全委事務局長 
16.1MPa 19.7MPa 

2006.9.28  ＭＯＸ供給契約  

2007.8.10&31 燃料ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 19.5MPa 19.7MPa 

2007.9.3  輸入燃料体検査申請書 19.5MPa 19.7MPa 

表 3-8  燃料棒内圧評価結果（通常運転時） 

図９．輸入燃料体検査申請書の燃料棒内圧評価 

表２．最大内圧と設計基準値の評価の変遷 
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2009 年８月 19 日に関西電力が、玄海３号機用と同じメロックス社製の

ＭＯＸ燃料の１／４を自主検査によって不合格・廃棄処分にする事態が起

こった（甲 14）。この問題は佐賀県議会においても取り上げられ、被告は

同じ不合格レベルのＭＯＸ燃料を使用しようとしているのではないかとの

強い懸念が議員から表明され、佐賀県はその問題の調査をすると議会で表

明した（甲 15）。この動きは、この問題に関して明確な説明を求める声が

多くの県民・市民から佐賀県に寄せられたことを受けている。ところが被

告は、この問題が議会で審議中の９月 30 日に、突然ＭＯＸ燃料を 10 月２

日に炉内に装荷すると表明した。それに対し、県民・市民の反対の声を受

けた佐賀県議会は全会派一致で、装荷をしないよう被告に要請するようと

の文書を県知事に提出した（甲 16）。そのため、被告はいったんは装荷を

延期せざるを得なくなったのである（甲 17）。また、このような過程の中

で、10 月７日の市民と原子力安全・保安院検査課との交渉において、検査

課の担当者は、関西電力が不合格にしたのと同レベルのＭＯＸ燃料が被告

の玄海３号機用ＭＯＸ燃料に混ざっていることは否定できないと明確に述

べた（甲 18）。しかし、このような疑問を無視し、佐賀県の調査結果も説

明されない中で、被告は10月15日に炉内へのＭＯＸ燃料装荷を強行した。 

（４）燃料棒 大内圧は、ギャップ再開内圧 19.7MPa を上回る可能性がある。 

ア．はじめに 

被告の採用する計算方法及びデータをもとにしても、本件のメロックス

社製のＭＯＸ燃料の 大内圧は、19.7MPa を超える可能性があり、この点

からしてもギャップ再開の危険があるというべきである。  

イ．被告の採用するＦＩＮＥモデル 

内圧とは、燃料被覆管内の気体（ガス）が及ぼす圧力のことである。そ

の気体としては、初期ヘリウムガス、核分裂生成ガス（ＦＰガス）、蒸発

性不純物及びアルファ線等由来のヘリウムガスが考えられている。そのう
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図１０．ＦＰガス放出率の予測値（ＦＩＮＥモデル）と実測値の比較 

（図中の矢印は引用者による） 

図３－８ FP ガス放出率の実測値と予測値の比較（輸入燃料体検査申請書） 

ちＦＰガスが主要な割合を占めていると見なされている（ただし、この割

合は公表されていない）。ペレット内に蓄積されたＦＰガスの何割がペレ

ット外に放出されるかに内圧評価は大きく依存することになるが、Ａ型燃

料ではその評価はＦＩＮＥモデルを用いて行うことが輸入燃料体検査申請

書 2-50 頁にも書かれている。ＦＩＮＥモデルでは、ＭＯＸ燃料の場合のＦ

Ｐガス放出率（ペレット内に蓄積しているＦＰガスのうち間隙に累積放出

される割合）を、ウラン燃料のそれの 1.3 倍としている。そして、このよ

うなモデル計算が妥当かどうかについて、計算結果を実測値と比較するこ

とによって検証している。 

ウ．ＭＩＭＡＳ法によって製造されたＭＯＸ燃料のデータが示す事実 

そのような検証結果が、輸入燃料体検査申請書の図 3-8 で示されている

（図 10）。 

グラフの縦

軸は実測値を

示し、各実測

値に対応する

計算結果が横

軸の数値で示

されている。

予測値と実測

値が一致すれ

ば 45 度の線

の上に点が乗

る。その線より上にある点は、実測値が予測値より大きいことを示してい

る。引用者が矢印で示した点は実測データ NOK-M109(MIMAS 法)に対応して

いる。これを含む３種類の NOK データは北東スイス電力ベズナウ炉の燃料
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でメロックス社と同じＭＩＭＡＳ法によって製造されたＭＯＸ燃料のデー

タであり、測定値自体は 2000 年にすでに存在したものの、2007 年７月に

国の委員会でＦＩＮＥモデルの比較データとして認められている（甲

19-1）。それゆえ、この３種類のデータは設置変更許可申請書提出以後に、

輸入燃料体検査申請書の段階で新たに考慮するべきデータとして加わった

ものと考えられる。事実、1999 年時点での実測データでは、関西電力・高

浜プルサーマルを審査した第95部会資料3-9-6頁の図１で示されているよ

うに、NOK データは存在していない（甲 19-2）。 

図 10 中の矢印が示すデータは一見したところほとんど 45 度の線に近い

ように見えるが、縦軸が対数目盛になっていることに注意すると、実はこ

の実測値は予測値の約 2.24 倍にもなっている。つまり、ＭＯＸ燃料ではＦ

Ｐガス放出率をウラン燃料の 1.3 倍にとっているが、その 2.24 倍だから、

結局ウラン燃料の約３倍ものＦＰガスがペレット外の隙間に放出されるこ

とを示している。この「不確定性」の結果は内圧評価に相当な影響を与え

るはずである。 

エ．上記データによる 大内圧の計算 

安全側に考えるなら当然、ＦＰガス放出率が設置変更許可申請書で想定

したときの約 2.24 倍に増えると考えなければならない。内圧は被覆管内の

ガス量に比例するので、ＦＰガス量の増加によってガス全体がどれだけ増

えるかが問題になる。これを評価するためには、ガス全体に占めるＦＰガ

スの割合を知る必要があるが、その割合は公表されていないので、少なめ

の 30％の場合を考えてみる。ガス全体量を 100 とすると、ＦＰガス分の 30

が 30×2.24=67.2 となり、残り 70 分は変化しない。それゆえ、全ガス量が

100 から 67.2+70=137.2 へと 1.372 倍になる。それに比例して内圧も 1.372

倍に増える。そうすると、設置変更許可申請書での内圧評価値である

16.1MPa が 1.372 倍の 22.1MPa に跳ね上がることになる。これでは、運転
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末期がくるよりずっと前の時点で、内圧は設計基準値の 19.7MPa を超える

ことになり、ギャップ再開が運転中の早い時期に起こることは避けられな

いと結論される。４ガス中のＦＰガス割合が 18％以上あれば内圧評価値は

19.7MPa 以上となり、運転期間中にギャップ再開が起こることになる。被

告はこのＦＰガス割合をどのように算定したかを公表するべきである。 

オ．ＦＩＮＥモデルの破綻 

被告がＦＩＮＥモデル自体を変えていないことは、以前から存在する測

定データと斜め線との関係が変わっていないので確かである。しかし、そ

もそも２倍以上もモデル計算が合わない場合、その事実は不確定性などと

いうものではなく、モデル自体に根本的な欠陥があると捉えるべきである。

ＦＰガスが外部に放出されるメカニズムのとらえ方に欠陥があると見なす

べきであり、その見直しはペレットの膨張率にも影響し、ギャップ再開問

題に相当な影響を与えることになる。 

さらに、矢印が示す NOK-M109 燃料は全プルトニウム富化度（含有率）

が６％のＭＯＸ燃料であるが、玄海３号で使うＭＯＸ燃料のそれは約９％

と高い。富化度が高いと燃料内のプルトニウムスポットと呼ばれるプルト

ニウム塊も多くなり、ＦＰガスを多く生成することが知られている。この

ような点も考慮すれば、単なる不確定性として扱っていいという問題では

ない。被告は内圧評価を根本的にやり直すべきである。 

（５）ギャップ再開内圧（設計基準値）は燃料棒 大内圧 19.5MPa を下回る。 

ア．はじめに 

ＦＰガス放出率に関する解析モデルの破綻を考慮すれば、実は 大内圧

は 19.5MPa ではなく設計基準値の 19.7MPa を十分超えるので 1.0％の余裕

など 初から存在しないことを上記で示した。ここでは、仮に被告がいう

とおり 大内圧が 19.5MPa であったとしても、設計基準値の方が実際は
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19.7MPa どころか 19.5MPa より低いためにギャップ再開が運転期間中に起

こることを示す。 

その核心的な内容は次の点にある。 

・被覆管の内圧が異常に高いために、被覆管が内外圧差で膨張する速度

が大きいこと。 

・ＭＯＸペレット膨張速度が被告想定の二酸化ウランペレットの膨張速

度より幾分小さいこと。そのために被覆管の膨張速度について行けな

くなりギャップが開く。 

このような内容を以下で示す。 

イ． 大内圧 19.5MPa の場合のギャップ再開時点  

（ア）指針におけるギャップ再開内圧の決め方 

指針である「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法について」（甲 11）

によれば、ギャップ再開は高燃焼度領域で内圧が外圧を超えるという「内

圧支配」の状況において、被覆管の外向きクリープ変形が生じることに

よって起こる（５頁、（１））。 

ギャップ再開内圧の決め方は、上記指針内の付記的な説明によれば下

記のようになっている（５頁、（２））。 

   ①ある燃料棒を選んでギャップ再開

の「時点」（図 11 の x1）を求め

る。 

    ②その「時点」に対応する内圧グラ

フの値を求める（図 11 の「 大内

圧値」）。 

    ③このような手続きを各種の出力履

歴をもつ燃料棒について行い、さ

らに解析における不確定性をも考

図１１．ギャップ再開時点と対

応する最大内圧値 

x1 
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約 16.1MPa 

図１２．玄海３号機ＭＯＸ燃料棒の内圧の推移 

(注)EFPH:全出力換算時間 

（設置変更許可申請書(2004.5.28)） 

約 16.1MPa 

慮してすべてを包絡する安全側の値（内圧の 小値）を求め、それを

内圧基準値とする。 

（イ）設置変更許可申請書における内圧とペレット径・被覆管内径の変化 

玄海３号機における内圧とペレット径・被覆管内径の時間変化は、設

置変更許可申請書のグラフで示されているが、輸入燃料体検査申請書で

はそのようなグラフは示されていない。図 12 は設置変更許可申請書にお

けるグラフである（8-3-92 頁）。横軸は全出力換算時間、つまり、定格

出力で運転した場合の時間を 1,000 時間単位で表している（たとえば

50％出力で１時間運転した場合は 0.5 時間と計る）。内圧の 大値は第

３サイクル末期に起こり、点線グラフでほぼ 16.1MPa となっていて前記

表の値と一致している。輸入燃料体検査申請書では、この値が 19.5MPa

に変わっている（注：１領域とは平衡炉心の定検で１度に入れる燃料の

集合）。 

２番目の図（図 13）に示す被覆管内径とペレット外径のグラフはほぼ 

     第１サイクルの末期に一致してギャップが消滅している（甲１、8-3-95    

     頁）。ギャップ再開が起こり得るのは第３サイクル末期なので、以下で  
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（設置変更許可申請書(2004.5.28)） 

図１３．玄海３号機ＭＯＸペレット外径と被覆管内径の推移 

    は第３サイクルに焦点を絞る。これら内圧とペレット径・被覆管内径のグ  

    ラフから数値を読みとってグラフを再現し、それに基づいて 大内圧を  

        19.5MPa とする輸入燃料体検査申請書でのグラフを予測し、ギャップ再開  

        に関して検討する。 
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 （ウ） 大内圧を 19.5MPa とする輸入燃料体検査申請書における予測グラフ 

ⅰ 輸入燃料体検査申請書では、内圧評価が大きく変わったにもかかわ

らず、内圧挙動を示すグラフが示されていない。また、ペレット径と

被覆管内径の挙動を示すグラフも示されていないが、これは基本的に

設置変更許可申請書でのグラフと同じだと考えられる。しかし、ギャ

ップ再開時点は第３サイクル末期より後の時点に想定されているので、

その時点までのグラフを予測する必要がある。以下で、輸入燃料体検

査申請書での内圧グラフとペレット径・被覆管内径グラフを予測する。 

ⅱ 内圧グラフ 

設置変更許可申請書における上記図 12 の 大内圧グラフ（上側の点

線グラフ）について、第３サイクル末期付近における挙動を２次式
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（ax2+bx+c の形）で再現し、それを第３サイクル末期以降まで外挿す

る（つまり第３サイクル末期以降の時点でもその２次式によって内圧

値を求める）。次に、輸入燃料体検査申請書における内圧予測グラフ

として、サイクル末期に 19.5 を通るように、設置変更許可申請書のグ

ラフを 1.21 倍したグラフを求める（19.5/16.1=1.21）（図 14）。 

ギャップ再開内圧（設計基準値）は両申請書とも 19.7 なので、各グ

ラフが 19.7 を通る「時点」（横軸の値：図 14 の x1 及び x2）が、そ

れぞれのギャップ再開時点となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ ペレット外径と被覆管内径のグラフ 

同様に、上記設置変更許可申請書におけるペレット径・被覆管内径

グラフの終期付近の挙動を２次式で再現し、それをより後の時点まで

外挿する。ペレットの膨張速度は、後述するように「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」とされており、そのスエリング(膨張)挙動は実測デー

タに基づいて決めるとされている（甲 12 輸入燃料体検査申請書 1-12

0

5
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25

19.6 21.6 23.6 25.6 27.6 29.6 31.6

★ ★●

●外圧15.5

サイクル終点

xf=29.44
x2

29.56
x1

31.38

103EFPH

ギャップ再開内圧

（設計基準値）19.7最大内圧

19.5

最大内圧

16.1設置変更許可申請書

での内圧評価値

輸入燃料体検査申請書

での内圧評価値

ギャップ再開

時点

MPa 図１４．内圧評価の変化―設置変更許可申請書から輸入燃料体検査申請書へ（第３サイクル内圧挙動の推定）
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mm
図１５．ペレット直径と被覆管内径の評価（第３サイクル推定）

設置変更許可申請書から輸入燃料体検査申請書への評価の変化

★

★

ペレット直径＆被覆管内径

ギャップ再開

時点

x2=
29.56

x1=
31.38

被覆管内径

サイクル終点

xf=29.44

頁）。それゆえ、ペレット径の膨張グラフは内圧評価の変更とは関係

なく、輸入燃料体検査申請書でも設置変更許可申請書と変わることは

ないと考えられるので次図（図 15）のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ) 大内圧を 19.5MPa とする輸入燃料体検査申請書におけるギャップ再開

時点 

こうして、指針とは逆の手続きで、内圧グラフがギャップ再開内圧で

ある 19.7MPa 線を横切る時点からペレット径グラフでのギャップ再開時

点を指定する。ギャップ再開時点は、設置変更許可申請書での x1 から輸

入燃料体検査申請書では x2 へと変化したことになる。ギャップ再開時点

は横軸目盛で運転終了の約 0.12=120 時間後、つまりわずか５日後である。 

ウ ＭＯＸ燃料ペレット直径膨張率を前提としたギャップ再開 

（ア）被告はＭＯＸペレット膨張速度と二酸化ウランペレットの膨張速度を

同じとした 

ギャップ再開は内圧による被覆管の膨張速度がペレット膨張速度を超

えた時点で起こる。被覆管の膨張速度はギャップ再開時には気体による
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内圧によって決まるが、ここではその内圧は前記のように決まっている

ことを前提としよう。そうすると、ギャップ再開がどの時点で起こるか

は、もう一つの要因であるペレット膨張速度に支配され、その速度が遅

いほどギャップ再開は早く訪れることになる。それゆえ、ペレットの膨

張速度がどのように決められているかが重要な問題になる。 

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｡密度は体

積の逆数に比例

するので、それ

らは体積の膨張

率を示している

（体積膨張率の

1/3 がペレット

直径の膨張率を

与える）。それ

らの膨張率には

図１６．ペレット密度の変化(輸入燃料体検査申請書 図 3-3(1)) 

図１７．ペレット体積変化(輸入燃料体検査申請書 図 3-3(3)) 

図３－３（３） SBR 法 MOX ペレットの照射による体積変化 
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幅があるが、そのうちどのような値を膨張率として選んだのかの説明は

まったくなされていない。それでもＭＯＸペレットの膨張率を二酸化ウ

ランペレットの膨張率と同じにとったことは明記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） ＭＯＸ燃料ペレットの膨張率は二酸化ウラン燃料ペレットのそれよ

り低い 

ところが、３つのグラフのうち もデータの数が多く信頼性の高い真ん

中のグラフ（図 3-3(2)： 上記図 18）に注目すれば、ＭＯＸ燃料ペレット

の膨張率が二酸化ウラン燃料ペレットの膨張率より低いことは一目瞭然

である。しかもそのデータはメロックス社のＭＩＭＡＳ法による燃料から

得たものなので、その意味でも今回の参考にふさわしい。このようなＭＯ

Ｘとウランの違いを定量的に把握するために、それぞれのデータを読みと

ってペレット径の相対変化率に直し、 小２乗法でそれぞれの 適曲線を

求める（注： 小２乗法とは、すべての測定点の も近くを通る曲線を求   

める方法のこと。つまり、各点と求めるべき曲線とのｙ－座標の差の２乗

の和が 小になるような曲線を求める方法のこと）。その 適曲線を２次 

図１８．ウラン及びＭＯＸペレット密度の変化（輸入燃料体検査申請書 図 3-3(2)） 
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図１９．図１８が示すペレット直径の推移－ウランとＭＯＸの比較（ｘ＝０での値を１としたとき）

ウラン

ＭＯＸ

Ｒ＝ＭＯＸペレット径／ウランペレット径

xF

曲線として求め、比率（Ｒ＝ＭＯＸペレット径／ウランペレット径）とと

もにグラフで示したのが下図（図 19）である（xF が運転終了時点）。 

次に、このようにして求めた比率Ｒを設置変更許可申請書での上記ペ

レット径のグラフに掛けると、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が得られる（図 20）。ウランペレット径とＭＯＸ

ペレット径の差は普通の意味ではわずかである。たとえば、第３サイク

ル終了時点 x=29.44 で比率は R=0.9968 程度でわずか 0.3%程度の違い

しかない。ところが、この比 Rを前記設置変更許可申請書でのペレット

径 8.361mm に掛けて得られるＭＯＸペレット径の値は 8.334 mm となる。

ウラン径との差はわずか 0.027mm(0.3%)にすぎないようであるが、しか

しこの差はグラフで示すように、燃料ペレットという対象の場合は決し

て小さい値ではない。元々運転前に半径分でわずか 0.085mm であったギ

ャップがどうなるかというレベルを問題にしているのである。この結果

は次の教訓を与えている。すなわち、輸入燃料体検査申請書での図
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3-3(2)（ここでの図 18）の扱いを慎重にして、わずかにしか見えないよ

うなウランとＭＯＸの挙動の差でも重視すべきだということである。 

（ウ）ギャップ再開は運転期間中に起こる 

      膨張挙動グラフ（図 20）はペレット直径の時間的変化の様子を表して

いるが、それからペレット径の膨張速度が読みとれる（グラフの接線の

傾きまたは微分が速度を表す）。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ようになっている。 

      そうすると、ウランペレットの速度で内圧が 19.7MPa 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２７日前で約 18.6MPa と

なるとする試算もある。つまり、ギャップ再開内圧（設計基準値）が

19.7MPa から約 18.6MPa へと低下したことになる。 

エ．まとめ 
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図３－３（２）の比率でウラン径

から導いたＭＯＸペレット径

図２０．ウランと異なるＭＯＸペレット径の膨張挙動mm

103EFPH
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     上記のように 大内圧が 16.1Mpa から 19.5MPa に上がることからギャッ

プ再開の時点は早まることになる。またＭＯＸ燃料ペレットの膨張率が二

酸化ウランペレットの膨張率よりも低いことからギャップ再開の時期が早

まり 19.7MPa から 18.6Mpa となるとの試算もある。 

（４）小結 

被告は、内圧の 大値を 19.5MPa、設計基準値（ギャップ再開内圧）19.7MPa

としてその間にわずか 1.0％の余裕しかない状態になった。被告が挙げるこれ

らの数値は過去大きく変動しており、計算根拠もしめされておらず、玄海３号

機プルサーマルは安全余裕が切り詰められ、海外のプルサーマル原発と比べ

Pu-f 富化度が高いこと、日本国内の実施状況も実験を省略するなどしている点

からすれば、１％程度では到底安全とはいえない。さらに被告の引用するデー

タ自身によっても燃料棒 大内圧はギャップ再開内圧とされる 19.7 M Pa を上

回る可能性がある。他方ギャップ再開は、燃料棒 大内圧が 16.1MPa から

19.5MPa に高まることによりその時期は早まり、ＭＯＸ燃料ペレットが二酸化

ウランペレットよりも膨張率が低いことからもギャップ再開の時期が早まり、

ギャップ再開内圧は 19.5MPa を下回る可能性がある。いずれにしても玄海３号

機プルサーマルによってギャップ再開が起きる具体的危険がある。 

 

２．ギャップ再開による重大な事故 

（１）はじめに 

すでに指摘したように、被覆管とペレットとのギャップが再開すると、外部

の冷却材ヘの熱伝達が低下し、ペレット温度が上昇し、そうなると、ペレット

内の熱運動でさらに多くの気体がペレット内から隙間に放出されさらにギャッ

プを押し広げるという正のフィードバックが働く（サーマルフィードバック）。

そうなると、燃料の温度は上昇して燃料の溶融の危険が起こるとともに、ペレ

ットからギャップヘの気体放出が増大して内圧が増え被覆管が破損する危険が
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同時に生じる。溶融燃料が冷却材と直接接触すると蒸気爆発によって原子炉容

器が破壊されるという重大な事故を引き起こす危険性がある。 

（２）ギャップ再開は安全設計審査指針等に違反している 

ギャップ再開が起これば燃料破損が生じ得ることは指針でも認められている。

それゆえ、ギャップ再開が起こるような燃料設計は「発電用軽水型原子炉施設

に関する安全設計審査指針」（安全設計審査指針）（甲９）違反となる。 

安全設計審査指針は燃料設計に関して次のように規定している。 

「指針 12．燃料設計 

1.燃料集合体は、原子炉内における使用期間中に生じ得る種々の因子を

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。」 

ここで、「使用期間中に生じ得る種々の因子」については同指針の解説（19

頁）で次のように説明されている。 

「『生じ得る種々の因子』とは、燃料棒の内外圧差、燃料棒及び他の材

料の照射、負荷の変化により起こる圧力・温度の変化、化学的効果、静

的・動的荷重、燃料ペレットの変形、燃料棒内封入ガスの組成の変化等

をいう」。 

また前述した「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 目 原子力安全委員会了承）（甲 11）はＰＷＲ燃料棒の従来の「燃料棒

の内圧は、運転中冷却材圧力（157kgf/cm2G)以下であること」という基準を変

更し「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｡」によること

としている（甲 11、2 頁、3.2.1 燃料棒内圧基準）。その付録２、ＰＷＲ燃料

設計手法は 

   「（１）サーマルフィードバックの発生防止 

     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、被覆管は内向きのク
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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、一且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）。 

 このような安全設計審査指針等は原子炉の安全性を保証するために存在す

るのであり、これに違反する事態が生じることは、住民の安全が損なわれる

ような事態が発生し得ることを示していると考えるべきである。それゆえ、

もし被告が運転を継続するのであれば、安全設計審査指針等を満たしている

ことを証明しなければならない。 

（３）燃料溶融の危険 

燃料の溶融点は安全評価に関して非常に重要な点なので、被告自身が溶融点

をどのように評価しているかをあらかじめ概観しておく。 

 ＭＯＸ燃料の燃料中心温度の解析上の制限値については、設置変更許可申請

書の 8-3-11～8-3-12 頁及び輸入燃料体検査申請書の 1-10 頁に同じ趣旨の説明

が書かれている。それは次のような考えに立っている。 

① ＭＯＸ燃料では、ウラン燃料の溶融点 2,800℃からプルトニウム含有率

に応じて溶融点が低下するが、その低下率は含有率１％当たりに 5℃であ
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る。ＭＯＸ燃料ペレットの 高含有率は 13％（甲１ 設置変更許可申請書

8-3-63 頁）であるので、その場合の溶融点は 2,730℃となる。 

② 解析上の制限値は、計算モデルの不確定性や燃料の製造公差を考慮して、

未照射燃料で 2,510℃とする。 

③ 燃焼が進むとそれに応じて、10,000MWd/t 当たり 32℃の割合で溶融点は

下がる。ペレットの 大燃焼度（３サイクル目末期）を 62,000MWd/t とす

ると、そのときの溶融点は 2,310℃となる。これを解析上の制限値とする。 

なお、輸入燃料体検査申請書（甲 12）の 2-48 頁では、表 3-7 で、通常運転

時及び過度変化時の「燃料中心温度評価結果」を記述しており、その温度制限

値として 2,500℃と記述しており、この内容についても同頁や設置変更許可申

請書 8-3-12 頁で説明している。通常運転中で燃料中心温度が も高くなるとき

の燃焼度はサイクル初期の約 1,200MWd/t であるため、この場合はその燃焼度に

対応する溶融点として 2,500℃を制限値としてとったということである。この

様子は、輸入燃料体検査申請書（甲 12）の 2-49 頁の図 3-16 で示されている。 

要するに、 高プルトニウム含有率 13％のＭＯＸ燃料ペレットの溶融点は燃

焼度に依存し、燃焼度がゼロに近い場合は約 2,500℃であるが、３サイクル目

の末期の頃には 2,310℃にまで落ちるということである。また、プルトニウム

含有率が集合体平均値 9.1％の場合は、これらの 13%の場合より約 20℃溶融点

が高まるが、いずれにせよ３サイクル末期での溶融点は 2,400℃より相当に低

いというのが被告自身の評価になっている。ギャップ再開も燃焼度が高い３サ

イクル末期に起こる可能性が高いので、そのとき溶融点を超える危険性が生じ

る。 

（４）燃料溶融による原子炉容器の破壊の危険 

被告の玄海３号機では、2009 年 12 月に装荷したＭＯＸ燃料 16 体のうち炉心

内の位置に関して同じ条件を満たすものが８体あり、そのどれもで３サイクル

目の末期にギャップ再開が起こり得る。 
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燃料ペレットの温度が上昇して溶融点に達するか、ＭＯＸ燃料被覆管が膨張

して冷却材の流れが妨げられることによって冷却困難になり、燃料の温度が上

昇して溶融点に達して溶融し燃料集合体が崩れ落ちる危険がある。また燃料被

覆管の溶融点はペレットの溶融点より低く、被覆管が破損すると燃料ペレット

は比重が高いので原子炉容器の底にたまり、冷却材による冷却が難しくなると

燃料ペレットは高温に達し自身が溶融する危険もある。その結果、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。このような場合、熱エネ

ルギのうち圧力波などの機械的エネルギに変換される割合（機械的エネルギ変

換係数）は数％から大きい場合では 20%にも達するとされている（甲 20、42～

43 頁）。 

そこでいま、機械的エネルギ変換係数を控え目に見積もって 1%とする。機械

的エネルギ変換係数１％に対応する燃料の保有熱量（エンタルピ）は「発電用

軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」（甲 21）の７頁にある

式を用いて計算すれば約 400cal/g（=1,700kJ/kg）となる。１本の燃料棒内の

燃料重量は約2kgなので、１本の燃料棒のもつ熱エネルギは約3,400kJとなり、

１本分の溶融燃料から発する機械的エネルギはその１％で約 34kJ となる。ＭＯ

Ｘ燃料集合体１体中には 264 本の燃料棒があるので、１体が発する機械的エネ

ルギは約 9,000kJ となる。この値は、被告の設置変更許可申請書（甲１）の

10-3-45頁による原子炉容器の吸収可能な歪エネルギ9,000kJに相当している。

それゆえ、機械的エネルギ変換係数が１％よりわずかに大きければ原子炉容器

は破壊され得る。まして複数の燃料集合体が同時に溶融すれば、原子炉容器は

確実に破壊されることになる。 

３．事故による放射能被害 

（１）被告の原子炉冷却材喪失事故（大ＬＯＣＡ）と制御棒飛び出し事故の事故

解析 
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燃料が破壊された場合に放射能が燃料（炉心）内から原子炉容器外（格納容

器内）へ放出され、さらに格納容器外の大気中へと放出されることは、被告の

設置変更許可申請書における事故解析によって解析されている。この解析は、

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（以下、安全評価審

査指針、甲 41）に基づくものである。その中の原子炉冷却材喪失事故（大ＬＯ

ＣＡ）と制御棒飛び出し事故の場合を見ると、核分裂生成物としては希ガスと

ヨウ素だけが外部に出ることになっており、それによる敷地境界外での 大実

効線量が評価されている。そのうち希ガスの放出経路については表３のように

なっている（甲１、10-3-107 頁・第 3.4.4.2 図及び 10-3-109 頁・第 3.4.5.2

図）。 

住民の被ばくに関わる実効線量の評価は、大気中への希ガスとヨウ素の放出

量が決まれば気象指針という決まった評価方法によって求めることができる。

したがって決定的なのは、①原子炉容器内の炉心にある燃料がどの程度破損す

るか、②どれだけの放射能が炉心から格納容器内に放出されるか。③格納容器

内の放射能のどれだけが格納容器外の大気中に放出されるかである。上記の２

つの事故の場合も、事故の経緯にはほとんど関係なく想定された燃料破損率や

移行割合によって、被ばく線量が決まっている。それでもとにかく放射能が外

部に放出されること、住民がある程度被ばくすることを被告は認めている。 

なお、上記数値は安全評価審査指針（甲 41）で規定される「事故」の場合で

あり、原子炉立地の適合性判断のために、安全評価審査指針及び「原子炉立地

審査指針」（甲 42）によって重大事故及び仮想事故が想定されることになって

いる。被告の原子炉冷却材喪失に関する重大事故及び仮想事故の解析結果では、

   炉心内  格納容器内  大気放出 実効線量(含ヨウ素分) 

冷却材喪失 4.3×1019 4.3×1017[1.0%] 4.8×1013[0.011%] 0.086mSv 

制御棒飛出 4.3×1019 1.4×1017[0.33%] 1.8×1013[0.013%] 0.038mSv 

表３．各パートにおける希ガス量(Bq)[前段からの移行割合] 
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炉内の希ガスが格納容器内に放出される割合が事故の場合のそれぞれ２倍

（２％）及び 100 倍（100％）になるとされているが、格納容器内から大気に放

出される割合は「事故」時と同程度に低く抑えられている（甲１、10-4-49 頁・

第 4.1.2 図及び 10-4-53 頁・第 4.2.2 図）。その結果、たとえば外部ガンマ線

による 大被ばく線量は仮想事故でも約 1.2mSv になると評価され、この程度の

被ばくなら低人口の立地条件では許されることになっている（甲１、10-4-45

頁）。 

（２）ギャップ再開による燃料溶融の場合の放射能放出 

いま問題にしているギャップ再開の場合には、次のような点から住民の被ば

くはいっそう深刻なものにならざるを得ない。 

① 燃料からの放射能放出量が格段に増える 

ギャップ再開による燃料溶融の場合、燃料集合体が溶け落ちることによ

って冷却材の流れが妨げられいっそう多くの燃料が破損・溶融することに

なる。被告の冷却材喪失事故（大ＬＯＣＡ）の解析では、燃料棒のバース

ト（破壊）は起きないことになっているが、それに比べるとはるかに大量

の燃料が破損・溶融することになる。 

② 原子炉容器が破壊されて冷却不能になり、放射能が原子炉容器外の格納

容器内に放出される 

蒸気爆発による衝撃波で原子炉容器が破壊され、緊急炉心冷却装置（Ｅ

ＣＣＳ）から冷却材を炉内に注いでも漏れてしまう状態となり、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

されることになる。仮に原子炉容器が破壊を免れても、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性物質を含む１次冷却材が格納容

器内に放出される。 

③ 格納容器内の圧力が上がり、格納容器が破壊される 
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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℃程度から水と発熱反応を始め、ますます温度が上がる。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く。水素はある程度の濃度に達すると水素爆発を起

こすので（スリーマイル島原発事故では実際に発生した）、それによって

格納容器が破壊される可能性が高い。そうなると、格納容器内に蓄積して

いるいろいろな種類の放射能が大気中に放出される。 

（３）原告ら住民の放射線被ばく 

ア．放射線被ばくと人体への影響 

原子核の崩壊や核分裂反応のときに高エネルギーで飛び出してくる素粒

子などの超高速の微粒子を放射線といい、放射線には、アルファ線（ヘリ

ウムの原子核）、ベータ線（高速の電子）、ガンマ線（光子）、中性子線

（中性子）などがある。放射線は、細胞のＤＮＡなどに直接当たったり（直

接作用）、細胞内の水や有機物質などを電離することにより酸化力の強い

物質（フリーラジカル）を発生させ、そのフリーラジカルがＤＮＡなどを

傷つける（間接作用）ことで生体に影響を与える。損傷を受けた細胞が死

ぬなどして本来の働きを失い、生体の有する自己修復の能力を超えると、

その細胞が構成している中枢神経系や臓器、造血器官などの機能が損なわ

れ、ときには被ばく者が死に至る。ＤＮＡが損傷を受け、自己修復に失敗

して細胞分裂の統制が失われると被ばく者がガンに罹患することがある。 

2000 年版の国連放射線影響科学委員会報告によれば、0.5 シーベルトの

全身被ばくで末梢血中のリンパ球が減少し、１シーベルトの全身被ばくで

10 パーセントの人に悪心、嘔吐が出現し、７ないし 10 シーベルトの全身

被ばくで死亡に至るとされている。ＩＣＲＰの 1990（平成２）年勧告は、

一般公衆の防護のための線量限度として、実効線量限度を１年当たり１ミ

リシーベルトなどとすることを勧告している。我が国においても、原子炉
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等規制法 35 条、同法施行令 11 条の２、実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則（昭和 53 年 12 月 28 日通商産業省令第 77 号）（甲 43）１条

２項６号、８条３号、同規則の規定に基づく線量当量限度等を定める告示

（平成 13 年３月 21 日通商産業省告示第 187 号）３条１項１号により、周

辺監視区域（管理区域の周辺区域であって、人の居住が禁止され、業務上

立ち入る者以外の者の立ち入りが制限される区域）の外側において、実効

線量が１年間に１ミリシーベルトを超えないことを求めている。更に、「発

電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和 50 年５月

13 日原子力委員会決定）（甲 44）では、発電用軽水炉施設周辺の公衆の受

ける線量についての目標値を、実効線量で年間 1000 分の 50 ミリシーベル

トとする旨が定められている。 

イ．玄海３号機重大事故により原告らが放射線被ばくをすること 

（ア）事故によって原子炉内の放射性物質が外部に放出されると、周辺公衆は、

放射性煙霧からのガンマ線外部照射、放射性煙霧を吸入して放射性物質が

体内に取り込まれることにより身体各部が受ける内部照射、放射性煙霧が

直接農作物に沈着して汚染し、それを食べることによって起こる内部照射、

放射性煙霧が沈着して土地を汚染し、そこにできる農作物やそこに育つ家

畜などを食べることによって起こる内部照射などの過程を通じて、放射線

を被ばくする。  

（イ）チェルノブイル原発事故によって、炉心の黒鉛火災が約10日間にわたっ

て続き、その間、莫大な放射性物質が環境に放出され、8000㎞以上離れた

我が国においても放射性物質が検出されたこと、原子力発電所から30㎞以

内の住民の強制避難が実施された。旧ソ連が1986（昭和61）年８月にＩＡ

ＥＡに提出した報告書によれば、事故後10日後の５月６日現在で、希ガス

性のクリプトン、キセノンが約5000万キュリー、これにヨウ素、セシウム
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等を合わせて約１億キュリーというものであったが、民間の研究者の間で

は、実態はこれの数倍に及ぶという見解が強い。  

（ウ）1961(昭和36)年に原子力産業会議が科学技術庁から委託されて行った調

査「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害に関する試算」の報告

書においては、1000万キュリーの放出を想定し、低温放出では、数百名の

致死者、数千名の障害者、100万人程度の要観察者が生じ得る、物的損害

は、 高では、農業制限地域が幅20ないし30㎞、長さ1000㎞以上に及び、

損害額は１兆円以上に及ぶとされている。  

（エ）アメリカ合衆国ブルックヘブン国立研究所が米国原子力委員会の依頼に

よってまとめた報告書（「ＷＡＳＨ740」と略称される。）においては、

電気出力約17万キロワットの原子炉が大爆発を起こしたと仮定した場合

に、約２億キュリーの放射能が環境に放出され、 悪の場合、急性障害で

の死者が3400人、急性障害者４万3000人、要観察者380万人、永久立ち退

き人口46万人、農業制限等面積39万平方キロメートルとされている。  

（オ）2005(平成17)年３月に原子力資料情報室が、志賀２号炉原子炉で、炉心

が溶融し、蒸気爆発を起こし、格納容器が破壊され、希ガス100％、無機

ヨウ素60％、セシウム40％等が放出された場合を想定し、被害予測をした。

その結果、そこに留まっている人間全員が死亡する６シーベルト以上の被

ばく地域が26㎞以内、半数が死亡する３シーベルト以上の被ばく地域が45

㎞以内、急性障害が生じる0.25シーベルト以上の被ばく地域が262㎞以内、

放射線作業従事者の年間線量限度である0.05シーベルト（50ミリシーベル

ト）以上の被ばく地域が728㎞以内との結果になった。  

ウ．上記各事実によると、原子力発電所で重大事故が発生した場合、その影響

は極めて広範囲に及ぶ可能性があるというべきである。そして、玄海３号機

において事故が生じたと想定した場合は、全ての原告らにおいて、許容限度

を越える放射線被爆の具体的危険が認められるというべきである。 
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４．差止請求 

（１）差止請求と原告らの主張する権利 

原告らは、被告が玄海発電所３号機においてメロックス社製ＭＯＸ燃料 A型

を使用した場合、ギャップ再開から重大事故を引き起こし、原告らに対して許

容限度を越える放射線被爆の具体的危険があるとして人格権に基づいてその差

止めを求めるものである。人格権とは、人間の尊厳の維持と人たるにふさわし

い生活環境の中で生きていくための権利である。 

（２）立証責任 

ア．本件において原告らは、本件原子炉の運転により、原告らが許容限度を超

える放射線を被ばくする具体的危険があることを主張しているものである

が、その主張立証責任について一般的基準ではなく原発事故の特殊性に鑑み、

以下に引用する平成２１年３月１８日名古屋高裁金沢支部判決の判断基準

を主張するものである。  

イ．「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。
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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。  

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」（平成２１年３月１８日名古屋高裁金沢支部判

決志賀原発差止控訴審判決）。 

  

第４、使用済ＭＯＸ燃料による健康被害、環境被害 

１．核燃料サイクルとその行き詰まり 

（１）核燃料サイクルとプルトニウム 
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図２１．核燃料サイクルと放射性廃棄物の概念図 

プルサーマルは核燃料サイクルの中に位置づけられており、これまでの原子

力長期計画の中では一貫して再処理と不可分の関係にあると考えられてきてい

る。プルサーマルに関する核燃料はプルトニウムを含むＭＯＸ燃料であり、プ

ルサーマルはプルトニウム利用の中に位置づけられている。プルトニウムは軽

水炉でウランから産み出され、その使用済燃料から再処理によって抽出され、

ＭＯＸ燃料としてプルサーマル炉で燃やされる。燃焼終了後に炉から取り出さ 

れた使用済ＭＯＸ燃料は、図 21 で示すように軽水炉サイクルとは異なり、高速

増殖炉サイクルという別のサイクルに位置する第二再処理工場に入り込まざる

を得ない。ここに使用済ＭＯＸ燃料と通常の使用済（ウラン）燃料との本質的

な違いがある。 

このように現在のプルサーマルは、ＭＯＸ燃料の入口では六ヶ所再処理工場

によって、出口では第二再処理工場によって位置と性格が特徴づけられている。 

核燃料サイクルは一般にはウラン燃料の動きをも含んでいるが、再処理によ

って取り出される回収ウランはわずかしか利用されていないし、ウラン濃縮工

場で燃料製造の残骸物として残る劣化ウランはわずかの量がＭＯＸ燃料の製造



50 

に使用されるだけである。それゆえ、特にプルサーマルとの関係では、プルト

ニウムの動きだけに目を向ける方が本質的な関係を端的に表現することができ

る。また、サイクルは不可避的に大量の放射性廃棄物を産み出す。図 21 はその

ような観点で、主にプルトニウムの動きと放射性廃棄物に焦点を当てている。 

（２）使用済ＭＯＸ燃料の再処理の前提 

プルサーマル炉から生ずる使用済ＭＯＸ燃料の処理のためには上記核燃料サ

イクルにあるように、第二再処理工場の建設が必要である。この第二再処理工

場建設そのものが、六ヶ所再処理工場と高速増殖原型炉「もんじゅ」の成功が

前提になっている。すなわち第二再処理工場については、現在の六ヶ所再処理

工場よりも高度な再処理・ガラス固化技術が要求されるものである。したがっ

て現在の六ヶ所再処理工場が正常に運転できることが第二再処理工場実現の前

提である。また高速増殖炉については、実験炉（発電機構をもたない）、原型

炉（商業炉と同じ発電機構をもつ）、実証炉（経済的に成り立つことを実証）

及び商業炉と開発を進めていく予定で、現在は原型炉の「もんじゅ」を試運転

する段階にある。高速増殖炉の実現の可能性は、まずは原型炉「もんじゅ」が

10 年間無事に運転できるかどうかにかかっており、さらにその後実証炉が数年

間無事に運転できるかどうかにかかっている。事故で 14 年以上停止していた

「もんじゅ」は、ようやく今年５月に出力約１％での試運転を行い、来年春に

事故時と同じ 40％出力の試運転に入り、それを無事にパスすれば 2012 年秋に

100％出力の試運転をする予定である。少なくとも、これらの試運転経過を見た

後でないと、原型炉段階をパスする見込みがあるかどうか目処が立たないのは

明らかである。 

2006 年の原子力立国計画（甲 31）ではそのため、基本シナリオ（７）で六ヶ

所再処理工場の操業終了時頃（2045 年頃）に第二次再処理工場の操業を開始す

るとし（甲 31、66 頁）、2005 年の原子力政策大綱（甲 32-1）は、プルサーマ

ルによって発生する軽水炉使用済ＭＯＸ燃料の処理の方策は六ヶ所再処理工場
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の運転実績、高速増殖及び再処理技術に関する研究開発の進捗状況、核不拡散

を巡る国際的な動向などを踏まえて 2010 年頃から検討を開始する。 

この検討は使用済み燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウランなど

を有効利用するという基本的方針を踏まえ、柔軟性にも配慮して進めるものと

し、その結果を踏まえて建設が進められるその処理のための施設の操業が六ヶ

所再処理工場の操業終了に十分間に合う時期までに結論を得ることとする。と

した（甲 32-1、38 頁（５））。使用済ＭＯＸ燃料の再処理は確定方針ともなっ

ていないのである。 

（３）六ヶ所再処理工場はほぼ完全に行き詰まっている 

上記「検討」の前提であるはずの六ヶ所再処理工場は、実際の使用済燃料を

用いて再処理の試験をするアクティブ試験を 2006 年３月末から行っている。再

処理の試験工程自体は基本的に終了しているものの、再処理と不可分の工程で

ある高レベル廃液のガラス固化工程でほぼ完全に行き詰まっているため、アク

ティブ試験を終了して商業運転に入ることはできない状態にある。 

ガラス固化工程は 2007 年 11 月５日に開始したものの、図 22 のように核分裂

生成物であるルテニウムやパラジウムなどの白金族がガラス材に溶け込まずに

析出して下部に沈

み込む現象が起こ

ったため、運転開

始後間なしに不調

に陥り、その年の

暮れに停止した。

炉底に溜まった白

金族をハツりとる

作業などを行い、

2008 年７月２日

白金族の堆積 

図２２．ガラス固化溶融炉－白金族の沈降・堆積 
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に運転再開したものの溶融ガラスを流下させる下部ノズルが詰まったため１日

で停止し、その後 10 月 10 日に運転を再開した。しかしまたもや白金族が炉底

に蓄積したため 10 月 27 日に停止し、その後現在に至るも１年９ヶ月も停止し

たままの状態にある。その過程で上部炉壁のセラミック製レンガが熱ではがれ

て炉底に落下し、炉内を撹拌するための棒が 90 度折れ曲がったりしている。 

核分裂生成物である白金族が炉底に溜まり、そのために炉の熱を上げるべき

電流が炉底の白金族を流れるためガラス温度が上昇しないという現象は、この

タイプの溶融炉がもつ本質的な欠陥である。この欠陥は東海村での試験段階か

ら指摘されていたにもかかわらず、日本原燃は経済的理由から炉を大幅に大型

化してこの欠陥をむしろ拡大してしまった。現在は、炉底のレンガを苦心惨憺

の末なんとか引き上げたところであるが、それでようやく 2008 年末の段階に戻

ったに過ぎない。そこから別の道をたどれるだけの本質的な改善が何かなされ

たというわけではない。 

それゆえ、六ヶ所再処理工場がアクティブ試験を終了して、本格的な商業運

転に入る見込みはまったく立っていないのである。その結果、各原発からの使
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図２３．六ヶ所再処理工場使用済燃料プールの在庫状況（２０１０．６）
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用済燃料をこれ以上は搬入できないほどに、六ヶ所再処理工場の使用済燃料プ

ールは事実上の満杯状態になっている（図 23）。また、再処理をすれば海洋や

大気に大量の放射能をばらまくことも実際に明らかになっている。 

このような六ヶ所再処理工場の現実をまともに踏まえるならば、第二再処理

工場の建設について、少なくともいま何か結論づけることはできないはずであ

る。 

（４）「もんじゅ」は不透明な状態にある 

高速増殖炉原型炉の「もんじゅ」は、1995 年 12 月に出力 40％の段階で事故

を起こし、14 年間以上も停止状態にあった。その間、冷却材であるナトリウム

が固まらないようにするために税金をつぎ込んで外から電気を購入してきた。

これまでの建設費・維持管理費等の総経費は人件費等を除いて約 8700 億円、

近の３年間の運転管理費は年平均で約 200 億円にも達している（図 24 参照）。

ようやく 2010 年５月６日に運転再開し、出力わずか約１％で運転しているもの

のトラブル続きである。2011 年春ごろには出力を事故時と同じ 40％に上げる計

画になっているが、その状態を無事に乗り切れるかどうか、きわめて不透明な

状況にある。 
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もし「もんじゅ」が再びつまずけば高速増殖炉路線は破綻し、従って第二再

処理工場計画は破綻する。事故を起こさなくても電気事業者の費用負担が余り

に増える場合、事実上破綻することもあり得る。事実、1995 年８月に電気事業

連合会（電事連）は、国策として進められていた新型転換炉路線から撤退する

と突如発表した（甲 33）。建設費と維持費が膨大になることが撤退の理由だっ

た。今後、高速増殖炉という不透明な路線に膨大な国家予算をつぎ込むことが

妥当なのか、それとも長期に見れば太陽光発電などの再生可能エネルギーによ

り重点を置くべきではないかという議論が起こる中で、高速増殖炉路線そのも

のの見直しが浮上する可能性がある。 

低限、使用済ＭＯＸ燃料の処理の方策の検討は、「もんじゅ」が無事に 100%

出力で確実に動くことを確認した後でないと現実的な意味をもたない。「もん

じゅ」が止まれば、使用済ＭＯＸ燃料の行き先は完全に宙に浮くのであり、結

局は地元住民が核ゴミの脅威にさらされることになる。 

（５）見通しのないままプルサーマル導入 

2009 年６月 12 日に電事連は「プルサーマル計画の見直しについて」を発表

した。それまでは、2010 年度までに全国で 16～18 基の原子炉にプルサーマル

を導入する予定だったのを、５年遅らせて目標年度を 2015 年に変更した。変更

の直接の理由として挙げているのは、ＭＯＸ燃料加工工場の操業開始時期を遅

らせると日本原燃が４月に発表したことである。しかし現実には、2010 年度に

プルサーマルを 16～18 基で導入することは不可能なことが誰の目にも明らか

であった。それならば、被告が玄海３号機でプルサーマルを急ぐ理由もこのと

き消えていたはずである。 

1995 年 12 月の「もんじゅ」事故によって抽出プルトニウムを高速増殖炉で

使う見込みが立たなくなり、1997 年 12 月の閣議了解によってプルサーマル計

画に重点を移すことになった。ところが、1999 年秋の高浜３・４号機用ＭＯＸ

燃料のデータ不正事件、2001 年５月の新潟県刈羽村の住民投票、さらには 2002
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年８月の東電のデータねつ造事件によってプルサーマル計画はいったんはとん

挫し、その後は当初予定していた実施順序等もなし崩しになっている。 

また、使用済ＭＯＸ燃料の行き場が見えないこともプルサーマル実施を遅ら

せる十分な理由になるはずである。実際、「もんじゅ」事故による「失われた

10 年」を反映して、第二再処理工場をめぐる政策は下表（表４）が示すように

著しく後退してきている。1987 年の長期計画では、2010 年頃には第二再処理工

場は運転開始しているはずであったが、2005 年の政策大綱において第二再処理

工場は、「第４章、原子力研究開発の進め方」で触れられているだけで、前記

のように 2010 年頃に検討開始されるはずの使用済ＭＯＸ燃料の「処理の方策が

明らかにされることを受けて」技術開発のあり方を検討するとしているだけで

ある（甲 32-2）。 

さらに、六ヶ所再処理工場の建設が遅れ、2001 年に発覚した使用済燃料プー

ルの「計画外溶接」という大規模な不祥事によって、さらにはガラス固化溶融

炉の本質的欠陥によって再処理の進行も大幅に遅れた。 

このように核燃料サイクルの全体が著しく後退を余儀なくされており、さら

には も肝心の高レベル放射性廃棄物の処分の目処がまったく立っていないの

が現状である。地層処分の目処が容易に立つ見込みがないことは、滋賀県余呉

町や高知県東洋町の実例を見れば明らかである（甲 34-1，34-2）。このような

状況で、長期に渡って発熱の激しい使用済ＭＯＸ燃料を産み出すこと自体 

表４．「第二再処理工場」等についての国の政策の変遷 

1987 年 長期計画 民間第二再処理工場 2010 年頃の運転開始 

1994 年 長期計画 民間第二再処理工場 2010 年頃に方針決定 

2000 年 長期計画 六ヶ所再処理工場に続く再処理工場 

   2010 年頃から建設計画について検討開始 

2005 年 政策大綱 使用済ＭＯＸ燃料の処理の方策  

2010 年頃から検討開始 
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が、ますます矛盾・混迷を深め将来の住民・人類に大きな負の遺産を残すこと

になる。 

このような現状を憂慮して、原発立地等の 14 道県で構成する「原子力発電関

係団体協議会」は、2009 年５月 28 日に国に対する要望書の重点要望項目とし

て「具体的な処理の方策を決定すること」を要望している（甲 35、１．(3)、

⑤）。しかしこの要望に対し、国は 2010 年頃から処理の方策を検討するという

原子力政策大綱の抽象的な線で回答しているにすぎない。 

２．使用済ＭＯＸ燃料 

（１）現状 

上記のように使用済ＭＯＸ燃料を処理する第二再処理工場の建設どころか、

その具体的な処理の方策の検討すらなされていないのに、被告は 2009 年 12 月

２日メロックス社製ＭＯＸ燃料Ａ型を使用して玄海３号機プルサーマル商業運

転を開始した。現在玄海３号機で使用されているＭＯＸ燃料が事故なく使用済

みになったとしても、被告原発サイト内のプールに半永久的か、もしくは、少

なくとも 40 年以上放置される事態は必然的である。 

玄海３号機に装荷されたＭＯＸ燃料は、３サイクル終了した時点（約３年半

後）で使用済ＭＯＸ燃料となって炉内から取り出され、使用済燃料ピット（プ

ール）に保管されることになる。通常の使用済ウラン燃料であれば、一定期間

ピットで冷却した後、六ヶ所再処理工場に搬出されて再処理されることになる。

しかし、使用済ＭＯＸ燃料は六ヶ所再処理工場では再処理できないため、そこ

に搬出することはできない。 

使用済ＭＯＸ燃料にはウラン燃料と比べて長寿命の超ウラン元素（ウランよ

り重いプルトニウムなど）が多く含まれており、それらがアルファ線や中性子

線を放出する。その使用済ウラン燃料との差異は、図 25 に示すように発熱量の

時間的変化の比較から明らかである。発熱量は放射線のエネルギーに由来して

いるので、結局使用済ＭＯＸ燃料はウラン燃料と比較して多くの放射線を、超
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図２５． 
長期に出し続けるこ

とを示している。炉

内から取り出して以

後の発熱量は、使用

済ＭＯＸ燃料の場合、

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

以上かかることが分

かる。使用済ウラン

燃料の場合、地層処分に回すまでに地上の施設で 40～50 年保管すると言われて

いるが、使用済ＭＯＸ燃料であれば地層処分できるまでに 4～500 年かかること

になる。 

（２）超長期保管の安全性と臨界の危険 

現在、六ヶ所再処理工場はガラス固化工程の行き詰まりのために、そこに使

用済燃料を運び出すことは、使用済ウラン燃料といえどもほぼ不可能になって

いる。そのため、玄海３号機用貯蔵ピットはラック間の距離を縮めてぎゅうぎ

ゅう詰め状態にするための工事（リラッキング）が計画されている。それでも

原子力安全委員会の指針 50 に規定される「燃料の臨界防止」の条件を満たすと

いう計算がされているが、それはラックの幾何学的形状が超長期に保たれるこ

とが前提になっている。超長期保管の間に劣化が進んで地震で崩れるような場

合の検討はなされていない。 

イギリスの使用済燃料貯蔵プールＢ30 では、腐食により燃料形状が崩れてス

ラッジとなり底に溜まっている（甲 23）。放射線レベルは労働時間が 1日に１

時間以内、ある場所では 2～3分に制限されるほどに高い。強い放射線と水の汚

濁のためにどれだけの物が入っているかが把握できない状況にあるが、推測で
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は、プール内に約 1.3 トンのプルトニウムが含まれ、そのうちの 400kg はスラ

ッジとしてプールの底に堆積している。プルトニウムは 10kg 程度が凝縮すれば

核分裂連鎖反応を起こす臨界に達する恐れがあるので、400kg もの場合、堆積

のし具合によっては臨界に達する恐れさえある。 

（３）漏えいの問題点 

ア．外国での漏えい 

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ないまま長期に

わたって少しずつ、そして結局は大量に漏えいし、地下水を汚染している

（甲 24，25-1，25-2）。 

インディアン・ポイント原発では、２号機の使用済燃料プールからトリ

チウムが流出していた。このような漏れは１日にせいぜい 10 リットル程度

のため水の蒸発量に埋没して検知されない。結局、インティアン・ポイン

ト２号機プールからは約 200 立米もの水が漏れだしていたと推定されてい

る（甲 24、2 頁）。セーレム原発には使用済燃料プールのライナーからの

漏れを検知する検知溝があったが、その溝が詰まったために結局は約５年

間も気づかれずに漏れ続けていた。この漏えいによって地下水が汚染され、

汚染のレベルはニュージャージー州の飲料水汚染の規制レベルを超えてい

た（甲 24、３頁）。 

このような放射能による環境汚染は大きな社会問題となっている。バー

モント・ヤンキー原発ではモニタリング井戸から飲料水の連邦安全基準の

126倍ものトリチウムが検出されストロンチウム90やセシウム137なども

検出されている。この汚染源ははっきりしていないが、この原発の寿命延

長に反対する運動が起こり、2010 年２月 24 日の州議会上院は 26：４で寿

命延長を認めない決議を行った（甲 24、４頁）。 
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このように使用済燃料の長期貯蔵は、長期に気づかれないままの大量の

汚染水による環境汚染を引き起こし、大きな社会問題を引き起こすことを

現実に示している。この問題は米国原子力規制委員会（ＮＲＣ）によって

も総括され、漏えいが検出されず長期に放出される場合、より重要な安全

上の問題になることを認めている。 

イ．日本での漏えい 

わが国でも使用済燃料ピット（プール）などからの漏えいは起こってい

る（甲 26）。 

・2000 年３月に四国電力伊方３号機の使用済燃料ピットで、ライナー溶接

部の腐食で貫通孔があき水漏れ。四電は７～８年間腐食の進行に気づか

ず、たまたまリラッキング工事の際に気が付いた（甲 27）。 

・2001 年７月に六ヶ所再処理工場使用済燃料プールで発見された漏えいは

ライナーの「計画外溶接」（コンクリート壁面がせり出した等のため、

ライナーでコンクリート面を覆うことができず、ライナー間に別の部材

を入れるなどした不正溶接）が原因であり、調査は 2003 年８月まで続い

た。ところがその後 2005 年６月にまたも漏えいが起こっている。日本原

燃は蒸発量より少ない漏えいは重視しない考えであり、漏えい水は処理

すればいいという考えである（甲 28）。 

・2005 年４月、東京電力福島第一原発２号機では、気水分離器等貯蔵プー

ルで漏えい事故が起こり、その１年後でも未だ問題になっている（甲 29）。 

・2007 年３月、関西電力美浜１号機の原子炉キャビティで床ライナー溶接

部から漏えい。コンクリート壁内を通って約７ｍ先で水がしみ出してい

たことで初めて漏えいしていたことが分かった（甲 30）。「いつから漏

れだしたのか分からない」と関電は発言している。 

ウ．玄海３号使用済燃料ピットからも大量漏えいが起こり環境を汚染する 
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被告の設置変更許可申請書（甲１）の使用済燃料ピットの項では、漏え

い対策として内面をステンレス製板で内張りすること、漏えい検知装置を

設置することが書かれている（8-1-21 頁及び 8-6-2～8-6-3 頁）。しかし、

前記セーレム原発のプール漏えいを見れば、そのような検知装置があって

も漏えいが検知できない場合があり得ることが示されている。事実、セー

レム原発の場合は、検知溝がホウ酸などで詰まったために漏えい水が検知

溝から脇にそれて地中に漏れ５年間以上も検知できないまま漏れ続けてい

たのである。被告の管理姿勢は基本的にはピットの水位を守ることで、漏

えいがもたらす環境汚染は頭からあり得ないものと考えている。 

放射線はいかに微量でも細胞の遺伝子を傷つけ健康上の被害をもたらす

ことは国際放射線防護委員会で認められている。超長期の貯蔵は放射性物

質による環境汚染を引き起こし、広範な周辺住民に健康上の危険をもたら

す。現に米国ではプール水の漏えいによる環境汚染が大きな社会的問題を

引き起こしている。また、将来そのような状況が到来するという予感は、

自らの子や孫の行く末を案じる現在の周辺住民に著しい精神的苦痛を与え

るものであるし、現に与えている。 

  

３．使用済ＭＯＸ燃料の貯蔵の違法性 

（１）原子炉等規制法第 23 条第２項違反 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（原子炉等規制

法）第 23 条第２項によれば、原子炉設置の許可を受けようとするものは、「八、

使用済燃料の処分の方法」を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければ

ならない（甲 10）。また、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」

第２条第１項第５号では、「法第 23 条第２項第８号の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」と規定している（甲 36）。 
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この点、被告が 2004 年５月 28 日付の玄海３号プルサーマル炉への変更申請

書では次のように記載しているが（甲１、17 頁）、これと同じ記載内容がすで

に 1999 年９月 30 日付の玄海３・４号炉に関する原子炉設置変更許可申請書で

提出されていた（下線は引用者）。 

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・管理する。 

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。 

貯蔵・管理は、原子炉等規制法第 23 条第２項の「処分の方法」とは別事項で

あることは原子力安全・保安院の担当者に確認している。再処理の委託先が記

載されていないので、原子炉等規制法第 23 条第２項違反はあきらかである。 

（２）使用済ＭＯＸ燃料の超長期間貯蔵は環境基本法に違反する 

使用済ＭＯＸ燃料を無期限に貯蔵することは、環境基本法第１条「現在及び

将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献

することを目的とする。」との規定及び第３条「環境の保全は・・・現在及び

将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存

続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければ

ならない。」との規定に違反している（甲 37）。 

環境基本法第 13 条では、放射性物質による環境汚染に関する防止の措置は、

原子力基本法等に委ねられていることになるが、環境基本法の基本理念は放射

性物質による汚染にも適用されるものとされている（甲 37）。原子力委員会の

新計画策定会議第９回資料第８号「環境適合性について（改訂版）」の３頁（甲

38-1）に、「原子力事業に対する適用：環境基本法に規定する基本理念や責務
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などは、原子力活動（に係る国、地方公共団体、事業者及び国民）に対しても

適用される」と書かれている。また、同会議第９回の議事録（甲 38-2）におい

て、吉岡委員の質問に答えて原子力委員会の事務局である内閣府の後藤企画官

が、「本規定（環境基本法第 13 条）に関する基本理念や責務については、原子

力事業についても適用されるというのが、環境省が作成しました環境基本法の

コンメンタールにおいて出ておりますので、基本的には環境基本法と原子力事

業の関係は、そういうふうに整理がなされていると。すべてが適用除外ではな

いということが、ある意味でオフィシャルな回答かというふうに存じます」と

答弁している（３頁）。 

後藤企画官が引用している環境基本法のコメンタールとは、環境省総合環境 

政策局総務課編著の「環境基本法の解説（改訂版）」であり、そこでは「本法

に規定する基本理念や責務などは、『防止のための措置』ではないから、原子

力事業についても適用される。」と記載している（甲 39、174～175 頁）。 

４．結論 

被告は、超長期にわたって多くの放射線を出す使用済ＭＯＸ燃料を玄海３号使

用済燃料ピットに再処理の委託先が確定しないまま無期限に貯蔵するものである

が、臨界を完全に防止できるものではなく、また漏えいにより地下水や環境が汚

染する危険は決して少なくない。この漏えいによって原告らの健康が害される可

能性もある。この使用済ＭＯＸ燃料の貯蔵は再処理の委託先の確定を求める原子

炉等規制法 23 条２項に違反し、また環境基本法第１条、第３条の定める環境保全

の基本理念や責務にも反するものである。 

原告らは、人格権あるいは環境権に基づいて、このような違法な使用済ＭＯＸ

燃料の貯蔵をもたらす、本件玄海３号機におけるメロックス社製ＭＯＸ燃料の使

用差し止めを求めるものである。 

 

第５ 結論 
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 以上のとおり原告らは、ギャップ再開による重大事故の危険性があること、およ

び使用済ＭＯＸ燃料を長期保管することによる健康・環境被害があることを理由に

人格権及び環境権により、請求の趣旨記載のとおり玄海発電所３号原子炉において

メロックス社製 MOX 燃料を使用して運転することの差し止めを求める次第である。 
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３２．甲第３２号証 「原子力政策大綱」 2005 年 

３３．甲第３３号証 新型転換炉の破綻、平成７年版 原子力白書 

３４．甲第３４号証の１ 滋賀県余呉町での高レベル処分場拒否の記事 

   甲第３４号証の２ 高知県東洋町での高レベル処分場拒否の記事 

３５．甲第３５号証 原子力発電関係団体協議会の国に対する要望書の重点項

目 2009.5.28 

３６．甲第３６号証 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」 

３７．甲第３７号証 環境基本法 

３８．甲第３８号証の１ 原子力委員会の新計画策定会議第９回資料第８号 

   甲第３８号証の２ 原子力委員会の新計画策定会議第９回の議事録（抜粋） 

３９．甲第３９号証 「環境基本法の解説（改訂版）」、環境省総合環境政策

局総務課編著 

４０．甲第４０号証 「玄海原子力発電所３号機でのプルサーマル計画につい

て」 九州電力株式会社 

４１．甲第４１号証 「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指

針」（平成２年８月 30 日原子力安全委員会決定） 

４２．甲第４２号証 「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめや

すについて」（昭和 39 年５月 27 日原子力委員会決定） 
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４３．甲第４３号証 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」 

４４．甲第４４号証 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指

針」(昭和 50 年 5 月 13 日原子力委員会決定) 

 

 

添  付  書  類 

 

   １．甲 各 号 証 の 写 し 各１通 

   ２．現在事項全部証明書 １通 

   ３．訴 訟 委 任 状 １３０通 


