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                     訴 状 の 概 要 2010.8.5 原告団作成（一部訂正 8.25） 

 

■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ＭＯ

Ｘ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（うち原告のみ記述） 

 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240ｋｍ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

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。 

 

第２、玄海３号機プルサーマルの問題点 

（１）玄海３号プルサーマル 

 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(図１)。用いるウランは劣化ウランであるためＭＯ

Ｘ燃料で燃えるのはほとんどプルトニウム(Pu)である。 

ＭＯＸペレット約320個で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）。集合体平均のPu含有率は、設置変更許

可申請書の代表組成の場合、トータルPu (Pu-t)で約

9.0％、核分裂性Pu(Pu-f)で約6.1％である。 

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ＭＯ

Ｘペレットが約85,000個含まれている。このＭＯＸ集合体を従

来のウラン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

料集合体は最大で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 

Puはウランと核特性が著しく異なっており、数種類のPu239、

Pu241、Pu240などがあり、奇数の数字(質量数)をもったPu239

と Pu241は核分裂するがPu240はそうではないというように性

質が異なる。図４は各種Pu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

図１． 

図２． 

註：M位置は九電説明書より。●位置は輸
入燃料体検査申請書2-101頁より。 
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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、Pu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。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、ウランの平均約2.5個に対し、Pu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。 

通常のウラン炉心ではPu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燃料集合体は図３のように

モザイク状に配置され、その中には３種類のPu含有率の違う燃

料棒があり、さらにＭＯＸ燃料ペレットの内部には、Puスポッ

トと呼ばれるPuの濃密な部分(図５)があって激しく燃え(核分

裂し)、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。 

玄海３号用の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Pu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Pu含有率になるよう劣化ウランを

加えて第二段階混合を行う。前記PuスポットのPu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。PuスポットはPu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。 

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Puの不均一が存在し、

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Pu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、 

 ① 制御棒の効きが悪くなる。 

 ② 中性子吸収剤であるほう素の効きが悪くなる。 

 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。 

 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 

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 

図４．プルトニウムとウランの核特性比較 

中性子エネルギー(eV) 
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プルサーマルの安全性や危険性は、ウラン燃料と区別されるＭＯＸ燃料の特性であるPu含有率、

特に核分裂性Pu(Pu-f)富化度によって特徴づけられる。 

ドイツの許可条件は最大核分裂性Pu(Pu-f)富化度で4.65％であり、玄海３号の6.1%よりずっと低

い。世界的に最も実績のあるフランスの場合、出力が90万 kW級の加圧水型で実施され、玄海３号の

ような120万 kW級では実施されていない。最大の全Pu(Pu-t)含有率が7.0%で玄海３号の9.0%より低

い。2007年 4月にトリカスタン１号でより高度なプルサーマルが実施されたが、それでもPu-t含有

率は8.65%（Pu-f富化度の推測値5.8%）なので、まだ玄海３号より低い。 

このようにして玄海３号機プルサーマルでは、Pu-f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。しかも、日本では、以前は90万 kW級でまず実験をしてから、90万 kW級の商業運転

に入る予定であったが、結果的に120万ｋW級の玄海３号がなし崩し的にいきなり最前列に出た。こ

のようにして、玄海３号機プルサーマルは世界に類を見ない危険な実験となる。 

 

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 

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最初約0.085mm（直径で0.17mm）の

隙間(ギャップ)が開いている(図６)。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

膨張していくので(図７)、ペレットから被覆管への熱伝達は順調に行われる。 

しかし、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

は炉心溶融事故につながるため、ギャップ再開は禁止されている（「発電用軽水型原子炉の燃料設計

手法について」）。 

 

◆被告の主張するメロックス社ＭＯＸ燃料棒最大内圧とギャップ再開内圧 

（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 

冷却材 

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 

冷却材 ＭＯＸ 
燃料 
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約

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 

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再開する圧力（設計

基準値）を超えないこととされている。 

ところが、被告の2007年９月３日付輸入燃料体検査申請書では、図９のようになっており、内圧

値19.5Mpa（註）と設計基準

値19.7MPaの差はわずか

0.2MPaであり、設計比0.99、

つま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

＝約10気圧) 

 

◆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   

・図９(表3-8)にはＭＯＸ燃料棒最大内圧19.5MPaが内圧の「最確値」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示されていない。被告は、上記算出の根拠を明らかに

していない。 

・前述のように、玄海３号プルサー

マルは世界に類を見ないほどに

危険性が高いのに、わずか１％の

余裕などないに等しい。 

・被告自身が2004年 5月の設置変更

許可申請書では最大内圧を

16.1MPaと評価し（図８）、それ

で国の安全審査を受けたのに、そ

の後なぜか19.5MPaと 21%も高く

評価し直した(1.21倍にした)。し

かし、それについて何も説明して

いないし、その変更の結果が安全

性評価に及ぼす影響などは何も

検討していない。 

・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、最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。 

・関西電力が2009年8月19日に不合格としたレベルのＭＯＸ燃料を被告は使用している疑いがある。

この問題は佐賀県議会をめぐる経過の中でも大問題になったが、その最中の2009年 9月 30日に被

告は突然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、多くの県民・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。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。また、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。しかし、被告は10月 15日に炉内へのＭＯＸ燃料装荷を強行した。 

 

◆燃料棒最大内圧は、ギャップ再開内圧19.7MPaを上回る可能性がある 

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。その気体には、初期ヘリウム

ガス、核分裂生成ガス（ＦＰガス）、蒸発性不純物によるガス及びアルファ線等由来のヘリウムガス

がある。そのうちＦＰガスが主要な割合を占めると見なされている。 

図９．輸入燃料体検査申請書の燃料棒内圧評価 

表3-8  燃料棒内圧評価結果（通常運転時） 
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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３－８ FPガス放出率の実測値と予測値の比較（輸入燃料

 

被告が内圧計算に採用しているＦＩＮＥモ

デルでは、ペレット内で生成されるＦＰガスの

うちペレット外に放出される累積の割合（ＦＰ

ガス放出率）が、ＭＯＸ燃料ではウラン燃料よ

り1.3倍高いと仮定している。ところが、最新

の実測データによれば、ＦＩＮＥモデルによる

計算値より約2.24倍も高い放出率の実測値が

存在する（図10の矢印が示すデータ。45度線

上がモデル値）。 

被告が内圧計算に採用しているＦＩＮＥモ

デルでは、ペレット内で生成されるＦＰガスの

うちペレット外に放出される累積の割合（ＦＰ

ガス放出率）が、ＭＯＸ燃料ではウラン燃料よ

り1.3倍高いと仮定している。ところが、最新

の実測データによれば、ＦＩＮＥモデルによる計算値より約2.24倍も高い放出率の実測値が存在する

（図10の矢印が示すデータ。45度線上がモデル値）。 

内圧は被覆管内のガス量に比例するので、ＦＰガス放出率が高まるとそれに応じて内圧も高まる。

いま仮にＦＰガス分が全体ガスの30%と少なめの場合を考えると、下図のように最大内圧が設置変更

許可申請書段階の16.1MPaから22.1MPaに上がり、設計基準値19.7MPaを超える。全ガス中の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。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。 

 

 

 

 

 

◆ギャップ再開内圧(設計基準値)は燃料棒最大内圧19.5MPaを下回る 

上記とは逆に、ギャップ再開内圧(設計基準値)の方が本当はもっと低い値で、燃料棒最大内圧

19.5MPaを下回ることが示される。被覆管の膨張は、膨張するペレットに直接押される接触圧とガス

による内圧によって起こる。仮にギャップが開くと、その瞬間に接触圧はゼロになり内圧だけで被覆

管は膨張する。それゆえ、内圧だけによる被覆管の膨張速度がペレットの膨張速度を上回る時点でギ

ャップ再開が起こる。 

下記の(a) (b)から、設計基準値が19.5MPaより低くなり、ギャップ再開が運転期間中に起こる。 

(a)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 

 最大内圧は外圧(冷却材圧力)より

4.0MPa(約 40気圧)も高く、この大き

な圧力差によって被覆管 は高スピ

ード で膨張する。そのため被告の

評価でも、運転期間が約５日延期す

れば、そこでギャップ再開が起こる

ほどである。ただし、その被告の評

価では、ＭＯＸペレットの膨張速度 

は二酸化ウランペレットの膨張速度

と同じだと仮定している。 

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)) 

    FP ｶﾞｽ以外 70           FP ｶﾞｽ 30 

   FP ｶﾞｽ以外 70       FP ｶﾞｽ 30×2.24=67.2 

100⇔ 内圧 16.1MPa 

137.2⇔22.1MPa  

全ガス中のＦ

Ｐガス割合

=30%のとき 
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図２１．核燃料サイクルと放射性廃棄物の概念図 

(b)実際のＭＯＸペレット膨張速度は二酸化ウランペレットの膨張速度より小さいペレットの膨張速

度は被告自身が示す図18から分かる。図18で黒丸が示すＭＯＸ密度の低下率は、白丸のウランより

明らかに低いと読みとれる。それはペレット径膨張率がやはりウランより低いことを意味している。

被告はこの同じ図から白丸と黒丸は同じ膨張率だと結論しているが、それはまじめな態度ではない。

結局、ペレット膨張速度が被覆管膨張速度について行けなくなる時点（ギャップ再開時点）は被告の

想定より早くなる。設計基準値は19.7MPaではなく、ある計算では18.6MPa程度にまで下がり、運転

期間中にギャップ再開が起こる。 

 

◆ギャップ再開による重大な事故 

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てさ

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、ＭＯＸ燃料では融点が下がっていることからも燃料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。被覆管材料であるジルコニウムの発熱酸化反応によって水素が発生し、

格納容器内で水素爆発を起こして格納容器内から大気中へ大量の放射能が放出され、風向きを反映し

ながらも九州一円で住民の放射能被害が発生する。 

   

◆差止請求 

（１）差止請求と主張する権利 

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ばくの具体的危険があ

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（2009年 3月 18日名古屋高裁金沢支部判決の判断基準） 

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

あることを主張立証した。  

そうすると、被告が安全性に欠ける点がないことを相当の根拠と必要な資料を示して主張立証すべ

きである。原子力発電所の著しい危険性に鑑みると、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。 

 

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 

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。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。 
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図２５． 

 この第二再処理工場の目処は、原子力政策大綱(2005)で使用済ＭＯＸ燃料処理の方策を検討開始す

るための一つの前提とされている。第二再処理工場の建設は、高速増殖原型炉「もんじゅ」の順調な

運転が前提になっている。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％出力の試運転に入って、2013年 3月末に終了する予定である。少なくとも、これら

の試運転経過を見た後でないと、高速増殖炉開発は原型炉段階をパスするかどうかの目処が立たない

のは明らかである。 

使用済ＭＯＸ燃料の処理方策を検討開始するためのもう一つの前提とされている六ヶ所再処理工

場は、再処理と不可分な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。核分裂生成物の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、電流バイパスを形成してガラスの

溶融を妨げるという本質的な技術的欠陥があり、解決の見込みは立っていない。 

「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。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、さらには最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。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。 

 

２．使用済ＭＯＸ燃料--超長期保管による危険性 

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。３サイクル終了した時点（約３年半後）で使用済Ｍ

ＯＸ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。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。 

使用済ＭＯＸ燃料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。 

超長期保管の間に劣化が進むと、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保証はない。地震に耐えられるという保証もない。さらに米国では、インディア
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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、結局は大量に漏えいし地下水を汚染している。 

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。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、その溝がホウ

酸等で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。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。 

わが国でも、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

通孔があき水漏れしている。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。六ヶ所再処理工場使用済燃料プールでは2001年７月に、その後2005年 5月にも漏

えいが発見されている。東京電力福島第一原発２号機では、2005年４月に気水分離器等貯蔵プールで

漏えい事故が起こり、関西電力美浜１号機の原子炉キャビティでは、2007年 3月に床ライナー溶接部

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。 

これらの事実から、玄海３号使用済燃料燃料ピットからも、検知できないまま長期に渡って少しず

つ、結果的に大量の漏えいが起こり環境を汚染して広範な周辺住民に健康上の危険をもたらす。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 

このような状況で、使用済ＭＯＸ燃料を作り出すこと自体が原子炉等規制法第23条第2項に違反

している。事実、「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、処分

の方法とともに相手方を記述するよう要求しているが、現状で相手方を書けるはずがない。 

さらに、使用済ＭＯＸ燃料の超長期間貯蔵は環境基本法の「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。  

 

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 

 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。 


