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平成２２年(ワ)第５９１号 ＭＯＸ燃料使用差止請求事件 

原 告  石丸 ハツミ 外１２９名 

被 告  九州電力株式会社 

 

訴えの変更申立書 

 

２０１１（平成２３）年１２月２７日 

 

佐賀地方裁判所 民事部合議係 御中 

 

           原告ら訴訟代理人                       

              弁 護 士  冠   木    克   彦 

              弁 護 士  武   村    二 三 夫 

              弁 護 士  大   橋    さ ゆ り 

 

第１ はじめに 

１ 原告らは２０１１（平成２３）年１０月１３日付第一準備書面において、「第

１．福島第一原子力発電所事故の教訓」を陳述した。陳述の趣旨は、２０１１（平

成２３）年３月１１日発生した東京電力福島第一発電所事故は、津波による事故

の前に、もともとの設計において、「全交流電源の長期喪失」に対する対策自体

が存在していなかったこと、そのことが重大な誤りであり、その結果津波による

全電源喪失の自体から炉心溶融という最悪の苛酷事故に至ったこと、加えて、津

波の前の巨大地震による地震動によって配管の損傷を生じ放射能が大気中に放散

された事実により、現在の耐震設計の安全性に重大な疑義が生じたことを明らか
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にした。 

２ 上記根本的欠陥が判明した現在、今、我国において設計建築された原発は等し

く上記欠陥を有しているわけであり、この事実によって当然に運転は差し止めら

れなければならない。 

  もともと、玄海３号機については、メロックス社製造のＭＯＸ燃料の危険性を

根拠にその燃料の使用差止を求めていたが、この請求より前に、そもそも玄海３

号機は原発自体のもっている根本的欠陥により運転が差し止められなければなら

ないから、従前の請求を予備的請求にかえ、主位的には、運転差し止めを求める

ため、以下のとおり訴えの変更を行う。 

 

第２ 原告らは、請求の趣旨を以下のとおり追加的に変更する。 

 （主位的請求） 

１ 被告は、玄海原子力発電所３号機を運転してはならない。 

 （予備的請求） 

２ 被告は、玄海原子力発電所３号機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。 

３ 訴訟費用は被告の負担とする。 

との判決及び仮執行宣言を求める。 

 

第３ 訴えの変更の請求原因 

１ はじめに 

２０１１年３月１１日東日本を襲った地震及びこれに引き続く津波によって

福島第一原子力発電所１号機から３号機は、原子炉圧力容器内の燃料棒が溶けて

崩れ落ちるメルトダウンに至った。政府はこの事故を国際的な原子力事故の評価

尺度で最悪の「レベル７」と評価した。このレベル７は、過去には旧ソ連のチェ

ルノブイリ原発事故しか例がない。原子力安全・保安院はこの事故で大気中に放
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出された放射性物質の量を７７万テラベクレル、内閣府原子力安全委員会は６３

万テラベクレルと推定した。上記の地震、津波及びこの放射能汚染により、原子

炉から２０キロ以内は立ち入り禁止の警戒区域と指定され、国が年間２０ミリシ

ーベルトを越える地域として避難を求める計画的避難区域の面積は計約１１０

０平方キロメートル、対象人口は計８万５０００人に及ぶ。 

このため多数の住民が住まいや職場を奪われ、また原子炉周辺での野菜、米、

牛などの放射能汚染が危惧されており、現に外国では日本製食品などの輸入規制

がなされている。 

政府や電力会社は、原子力発電は安全であるとして、推進してきた。原子力発

電は、一旦放射能漏洩事故が発生した場合その被害が極めて広範かつ甚大になり、

長期化することがかねてから危惧されてきた。しかしこの危惧されてきた原子力

発電所の事故が現実に発生し、上記のように多量の放射性物質が放出された。原

子力が安全であるとの神話は、文字通り崩壊した。 

２ 苛酷事故発生の原因 

  原子力発電所の安全規制は、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）及び電気事業法に基づき、原子炉設置許可

（原子炉等規制法２３条）、工事計画の認可（電気事業法第４７条）など一連の規

制によって確認される仕組みになっている。実用発電用原子炉の設置に際しては、

経済産業大臣の許可を受けなければならない（原子炉等規制法２３条１項１号）。

そして主務大臣は、原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性に関して規定する

基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない（原子炉

等規制法２４条１項４号、２項）。原子力安全委員会は、「発電用軽水型原子炉施

設に関する安全設計審査指針」（甲４８ 以下単に「安全設計審査指針」という）、

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（以下単に「耐震設計審査指針」

という）などの安全審査指針やこれらを補完する報告書等を用いて審査をする。

日本における商業用の発電用原子炉は、これらの安全審査指針に適合することに
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よって、その安全性が確保されるという構造になっている。 

  上記安全設計審査指針２７は「原子炉施設は、短時間の全交流動力電源喪失に

対して、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後の冷却を確保できる設計であるこ

と」としている。２０００年１月の原子力安全･保安院の「高浜発電所１号炉及び

２号炉蓄電池負荷の変更について」では、上記指針の「短時間」を「約３０分間

を考慮することが妥当とされている」としている（甲４９ｐ３－１以下）。今回の

福島第一原子力発電所では、地震で外部電源が失われ、その後の津波で非常用デ

ィーゼル発電機のほとんどが浸水して使用不能となったため、原子炉を冷却でき

るのはほぼ蒸気で駆動するポンプだけとなった。その際も弁の開閉にはバッテリ

ー電源が必要だが、そのバッテリーは８時間しかもたない設計であった。もっと

も早かった１号機では、地震発生から５～１５時間でメルトダウンが起きたとさ

れる。福島第一原発では、電源を回復したのは、１号機及び２号機は３月１９日、

３号機は３月２２日であり、３０分をはるかにこえる長時間の全交流動力電源喪

失が現に発生したのである。原子力安全委員会の斑目春樹委員長は、２０１１年

５月１９日上記の長期間にわたる全電源喪失を考慮する必要はないとする安全設

計審査指針２７は、「明らかに間違い」と認め、原発の安全設計審査指針など各種

指針を見直す方針を示した（甲５０）。 

３ 政府の対応 

  ２０１１年３月３０日経済産業大臣は「平成２３年福島第一・第二原子力発電

所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について（指示）」を発した（甲

５１別紙２）。これは「現在判明している知見に基づき、津波による電源機能など

喪失時においても放射性物質の放出を抑制しつつ原子炉施設の冷却機能を回復す

ることを可能とするための緊急安全対策を講ずる」としている。具体的には、 

「津波により 

① 交流電源を供給する全ての設備の機能 

② 海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備の機能 



 - 5 - 

③ 使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能 

を喪失したとしても、炉心損傷及び使用済燃料の損傷を防止し、放射性物

質の放出を抑制しつつ原子炉施設の冷却機能の回復を図るため、 

① 緊急時の電源確保 

② 緊急時の最終的な除熱機能の確保 

③ 緊急時の使用済燃料貯蔵槽の冷却確保」 

 など６項目の対策を指示するものである。 

 

４ 現段階では安全性は保障されていない。 

(1) 安全設計審査指針の誤り 

(ア) 今回安全設計審査指針２７が誤りであったことが確認された。これは単に安

全設計審査指針２７を改訂すればよい、ということにはならない。安全設計審査

指針の根拠となる安全確保の考え方自体の当否の検討がなされるべきである。上

記のとおり原子力安全委員会斑目春樹委員長は、原発の安全設計審査指針など各

種指針を見直す方針を示し、現に、原子力安全委員会原子力安全基準・指針専門

部会に安全設計審査指針等検討小委員会が設置され、７月１５日から１２月２１

日までに１１回の会合が開かれて検討されている 

(http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/anzen_sekkei.htm)。 

(イ) 安全設計審査指針は、「Ⅲ 用語の定義」において、「単一故障」を、「単一の

原因によって一つの機器が所定の安全機能を失うことをいい、従属要因に基づく

多重故障を含む」と定義している。そして指針９、２項は「重要度の特に高い安

全機能を有する系統については、その構造、動作原理、果たすべき安全機能の性

質等を考慮して、多重性又は多様性及び独立性を備えた設計であること」として

いる。多重性とは「同一の機能を有する同一の性質の系統又は機器が二つ以上あ

ることをいう」、多様性とは「同一の機能を有する異なる性質の系統又は機器が二

つ以上あることをいう」、独立性とは、「二つ以上の系統又は機器が設計上考慮す

http://www.nsc.go.jp/senmon/shidai/anzen_sekkei.htm
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る環境条件又は運転状態において、共通要因又は従属要因によって、同時にその

機能が阻害されないことをいう」とそれぞれ定義されている（以上甲４８）。つま

りこれは単一の原因によって一つの機器しか機能を失わないという単一故障の仮

定（これを裏返したものが独立性である）を前提に、多重性または多様性によっ

て機能を保持する（できる）とするものである。しかしこの単一故障の仮定は妥

当であろうか。一つの地震によって複数の系統又は機器の機能が損なわれること

は十分ありうる。今回のような津波の場合複数の系統又は機器が損なわれうるこ

とが明らかになった。あるいは火災などもありえよう。単一故障の仮定が成立す

るのかどうか、するとすればどの範囲なのか、十分に検討すべきである。前述の

２０１１年３月３０日経済産業大臣の指示は、「海水を利用して原子炉施設の冷却

する全ての機能の喪失」などの対策を指示しており、これは単一故障の仮定が妥

当ではない場合（多重性・多様性では対応できない場合）があることを前提にし

ているのである。 

(ウ) 多くの系統又は機器は、電気を動力とし、また電気的信号を経由して作動状

況が監視され、また作動の指示がなされる。従って全電源喪失の場合には、上記

の単一故障の仮定が成立しないことは当然であるが、安全設計審査指針２７が、

全交流動力電源喪失を約３０分という「短時間」内と想定していたこと、これが

誤りであると確認されたことは前述した。この約３０分の根拠は、「外部電源の復

旧実績や非常用ディーゼル発電機の故障事例など」とされている。これは地震や

津波による外部電源施設の大規模な破壊を想定していない。また津波により外部

電源施設の破壊のみならず非常用ディーゼル発電機も故障することを想定してい

ない点で、やはり「単一故障の仮定」にたつものともいえよう。 

(エ) 今回の津波について、電力会社や原子力安全・保安院あるいは原子力安全委

員会などの関係者は「想定外の津波」であったとする。とすれば、従前の安全指

針での「想定」についてもそれが妥当かどうか再検討が必要であろう。安全設計

審査指針でも指針２「地震以外の想定される自然現象」 指針３「想定される外
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部人為事象」など想定という用語を明示で用いた箇所がある。後者については、

ミサイル攻撃、テロ集団による襲撃などは含まれていないとされる。これらの「想

定」についても根本的な観点から再検討がなされるべきである。 

  既に述べたように、実用発電用原子炉の設置については、安全設計審査指針な

どに適合していることが確認されてはじめて許可がなされるものであり、安全設

計審査指針などの適合性によって安全性が担保される構造になっている。したが

って、安全設計審査指針が見直されるのであれば、それが完了し、新しい指針に

適合していると認められない限り、原子力発電所の運転は認めるべきではない。 

(2) 緊急安全対策実施指示への適合性 

  前述の２０１１年３月経済産業大臣の指示は、上記のような安全設計審査指針

などの見直しの必要性を踏まえながらも、緊急安全対策として「津波により、①

交流電源を供給する全ての設備の機能、②海水を使用して原子炉施設を冷却する

全ての設備の機能、③使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能、を喪失し

たとしても、炉心損傷及び使用済燃料の損傷を防止し、放射性物質の放出を抑制

しつつ原子炉施設の冷却機能の回復を図るための対策を指示するものである。 

  この緊急安全対策指示の観点からすれば、少なくとも津波によって上記の三つ

の機能が喪失したとしても、炉心損傷及び使用済み燃料の損傷を防止し、放射性

物質の放出を抑制しつつ原子炉施設の冷却機能の回復が図れるよう対策が講じら

れていなければ、その原子炉の運転は許されないことになる。 

  しかし、これは、安全設計審査指針の見直しとそれへの適合性を確認する前の

段階で原子炉施設の運転を認めようとするものであり、その意味で重大な疑問が

ある。 

(3) 緊急安全対策への疑問・・・地震動による破損の可能性 

(ア) はじめに 

  上記緊急対策は、まさに「現在判明している知見に基づき」津波の影響だけに

限って出された指示である。しかし、津波に先立つ地震によって、設備の損壊な
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どが生じている可能性がある。福島第一原子力発電所において地震動によって設

備などの損傷が生じ、これが事故につながったとすれば、津波の影響のみを考慮

した上記の緊急安全対策の指示だけでは不十分であり、この指示を遵守したとし

ても原子力発電所の安全性は確保されたことにはならない。 

(イ) 大津波到達前の放射性物質の漏洩  

  大津波が福島第一原子力発電所を襲う数分前である１５時２９分１号機から１．

５キロ離れたモニタリング・ポストで高いレベルの放射線量を知らせる警報が鳴

っており、東電原子力設備管理部小林照明課長は、「津波が来る前に放射性物質が

出ていた可能性も否定できないと認めた」という（甲５２）。東京電力が事故の２

ヶ月後に公表した１号機の運転員引継日誌には、３月１１日記載されたホワイト

ボードのメモから転記したとして「15:29/15:36  MP-3 Hi-Hi 警報発生」と書か

れている(甲５３、１６頁目、１９頁目。MP はモニタリング・ポストをさす)。 

(ウ) １号機の配管破損 

  原子炉圧力容器の圧力は通常運転時約７０気圧である。また圧力容器を収めて

いる格納容器は通常運転中大気圧程度である。１号機については、地震発生後１

２時間後の３月１２日３時頃原子炉圧力容器の圧力が８気圧まで落ち、格納容器

の圧力は８．４気圧まであがった（甲５４のＡ系原子炉圧力と D/W 圧力）。これは、

炉心溶融、さらに圧力容器の破損により、溶けた燃料等が格納容器内に流出した

ためと考えられている。すなわち原子力安全・保安院が行った解析を示す図（甲

５５ｐ６の右上図）では「燃料損傷」「一部 PCV（格納容器）へ流出」との記載が

ある。これらの時点では RPV 水位（炉水位）の解析値はほぼマイナス４メートル

（右目盛）に達してほぼ完全に燃料は露出している。他方通常では約７MPa ある

炉圧の解析値は急減に下がって約０．６MPa にまで到達している（左目盛）。さら

にその炉圧の下降と歩調をそろえて、甲５５号証ｐ６の右下グラフの格納容器

（D/W）圧力の解析値が急激に上昇している。つまり炉圧が抜けて格納容器圧力が

高まっている。これら解析結果を基に、原子力安全・保安院は圧力容器に損傷が
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起こったと判断し、「一部 PCV(格納容器)へ流出」と記述している。 

  それより前、地震発生からわずか約３時間後の３月１１日１７時５０分に原子

炉建屋内の入口付近で計測器が振り切れるほどの高い放射線量が計測されている

（甲５３号証ｐ２３ OS との記載はｵｰﾊﾞｰｽｹｰﾙの意味である）。つまり、この頃に

はすでに燃料が溶融し、その放射能が何らかのルートで格納容器外に漏出してき

たことを意味している。この事実は地震による配管等の破損なしで放射能が格納

容器外に漏出したとする東電や原子力安全・保安院の想定、すなわち津波による

全電源喪失→原子炉冷却機能喪失→炉心溶融→逃し安全弁開による格納容器内へ

の漏出→放射性物質の格納容器外漏出というルートではまったく説明できない。

保安院の６月６日報告書の解析（甲５５号証６頁目右下の図）では、１１日１９

時頃（地震発生後４時間頃）までは格納容器圧力はほぼ１気圧に維持されている

ので、同日１７時５０分までに格納容器から外部に放射能が出るはずはない。格

納容器外に出ている配管（おそらく非常用復水器系の配管）が地震で破損したこ

とにより、原子炉から格納容器外への流出ルートが生じたためとしか考えられな

い。 

  保安院の設置した建築物・構造に関する意見聴取会第５回（２０１１年１２月

９日）に提出された保安院の資料２－１、５１～５２頁の耐震評価結果によれば、

非常用復水器系配管について、最も裕度の低い箇所で、評価基準値（破損しない

上限値）３１０MPa に対し、今回の地震で配管に作用した力の計算値は１０５MPa

であった。もし配管が実際に破損していれば、これら耐震評価は破綻したことに

なる。同じ耐震評価方法を前提とする玄海原発も安全とはいえないことになる。 

 (エ) ３号機の高圧注入系配管の破損 

  東京電力の２０１１年５月２３日付「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第

一原子力発電所運転記録及び事故記録の分析と影響評価について」によれば、３

号機で最初に起動した炉心冷却のための原子炉隔離時冷却系（RCIC）が３月１２

日１１時３６分停止した。そののち同日１２時３５分高圧注入系（HPCI）が起動
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した。そのとたんに、原子炉圧力容器の圧力は急低下し始め、約６時間の間に約

６MPa（約６０気圧）も低下し、１Mpa 前後で経過した。この高圧注入系は１３日

２時４２分に停止した。そのとたん、原子炉圧力容器内の圧力は同日４時過ぎま

でに７MPa まで上昇している。この経過から高圧注入系に蒸気漏れがあると推測

されるが、現に東京電力が高圧注入系に蒸気漏れがあると仮定して解析をしたと

ころ、実測とよく合う結果が得られている（甲５７の１～４）。また、政府の原子

力災害対策本部が６月に IAEA に提出した報告書では、「ＨＰＣＩ系統からの蒸気

流出の可能性も考えられる」としている（甲５８ｐ１１）。原子力安全・保安院の

解析では、３号機で炉心溶融が始まったのは３月１４日２２時以後とされ（甲５

５号証８頁目「３号機の原子炉の状態について」の左下の図）、炉心溶融により原

子炉圧力容器の健全性が阻害されるのはそれよりもあとということになる。従っ

てこの高圧注入系の蒸気漏れの原因は津波ではなく、津波に先立つ地震というこ

とになる。 

  このＨＰＣＩの挙動には、東電の解析では解明できていない点があるため、保

安院は１２月１６日に再検討するよう指示を出した。それに対する回答を東電は

１２月２２日付で提出・公表したが、その中でもなおＨＰＣＩの挙動が説明でき

ていない。「今後調査が進むに従い、異なる情報、異なる解析結果が得られる可能

性がある」と東電は述べて、まだ調査検討が不十分であることを認めている（１

２月１６日付保安院指示に対する同月２２日付東電回答）。 

  ３号機の原子炉建屋基礎盤上の最大加速度は５０７ガルであるとの観測記録が

ある。これは基準地震動 Ss から計算される最大応答加速度（予測される最大加速

度）４４１ガルを１５％超えるものである（甲５９号証ｐ２）。観測記録が予測さ

れる最大加速度を上回ったことからすれば、従前の予測される最大加速度の算出

方法自体に問題があったことになる。 

 他方、東電が７月２８日に公表した今回の地震による HPCI 配管の耐震性評価に

よれば、配管の評価基準値３３５MPa に対し、今回の地震動により配管に働いた
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力は最大１１３MPa だとしている（甲６０ 参考別紙―２「高圧注水系（ＨＰＣ

Ｉ系）配管の耐震評価について」 参別表-2.1）。破損しないとされた上限値の３

分の１の力でＨＰＣＩ配管は破損した可能性がある。 

  もしＨＰＣＩ系統の配管が実際に破損していれば、これまでの地震動の

最大加速度の予測及び耐震評価は破綻することになり、問題は玄海原発の地震

動の最大加速度の予測や配管系耐震評価にも波及することになる。さらに、同

様の耐震解析に依拠するストレステストも意味を失うことになる。 

５ 結論 

  安全性が保障されていない原発の運転は許されない。もともと、原発の安全性

を保障してきたとされる安全設計審査指針が間違っていることが明らかとなった。

また発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針による耐震評価は、福島事故で

生じた結果をみれば破綻した可能性がある。 

、現在、原子力安全委員会が設置した安全設計審査指針等検討小委員会で安全

設計審査指針などの見直し作業をしており、同じく地震・津波関連指針等検討小

委員会では耐震指針の再検討をしている。後者には現在進行中の、保安院の地震・

津波に関する意見聴取会及び建築物・構造に関する意見聴取会での検討結果も反

映されることになっている。 

原子力発電所の運転は、これら指針類に適合してはじめて安全が確認される建

前になっており、これら指針類の見直し、再検討作業が進行中の現在では、その

安全性が確認されていないことになる。原子力発電所において事故が発生すれば、

多数の住民の生命、健康及び財産などに重大な被害を及ぼすおそれがあることは

繰り返し指摘してきた。このような原子力発電所は、その安全が確認されない限

り認められない。 

以上から、玄海原子力発電所３号機の運転は認められるべきではない。また

MOX 燃料の使用も認められない。 

 


