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意 見 書 

輸入燃料体検査申請書のデータが示す玄海３号機ギャップ再開の現実性 

 ２０１２．８．６ 原告代理人補佐人 小山英之  

 

１．ギャップ再開問題の重要性 

 ギャップ再開問題とは、いったん閉じていた燃料被覆管と燃料ペレット間の隙間（ギャップ）

が再開することにより起こる問題であり、その可能性と重要性については、訴状の第３で詳し

く論じられている。ギャップ再開は、燃料溶融を引き起こし水素ガスを発生させて水素爆発の

危険性をもたらす。そのため、ギャップ再開は法的にも禁止されている。 

玄海３号機では、ギャップ再開の起こる内圧の設計基準値が 19.7MPa であるのに対し、最大

内圧の評価値が 19.5MPa で設計比が 99%、すなわち余裕がわずか１％しかない。しかも実際に

は、評価値は 19.5MPa より高い値をとる可能性があること、設計基準値は 19.7MPa より低い値

をとる可能性があること、それゆえギャップ再開が起こる危険性がすでに存在していることを

訴状で指摘している。これらに加えて、輸入燃料体検査申請書の図３－３（２）の示す問題が

具体的に浮上してきた。 

 被告は、ＭＯＸ燃料は基本的にＵＯ２燃料と同質だとアプリオリに仮定して、ＭＯＸ燃料は

ウラン燃料と同等に安全だと断定している。しかし、そのような同質性は、事実資料に基づい

て検証されるべき問題である。事実、図３－３（２）を見れば、ＭＯＸ燃料の密度はＵＯ２燃

料の密度と相当に異なる様相を示していることは一目瞭然である。 

このような原告の指摘に対し、被告は図３－３（２）のデータ解析を行って、やはり両者は

同等だと結論している。しかし、被告が読み取ったデータには意図的とも言える見落としがあ

る。 

それに対し、正確にデータを読み取った結果に基づけば、ＵＯ２燃料のギャップ再開時期が

運転末期から約５日後であるのに対し、ＭＯＸ燃料のそれは運転末期より約７日早く訪れるこ

とが以下で明らかになる。すなわち玄海３号機プルサーマル炉には、運転期間中にギャップ再

開が起こる現実的危険性が存在するのである。 

 

２．図３－３（２）で被告が見落としたＭＯＸ燃料データ 

輸入燃料体検査申請書の図３－３（２）は、ウラン(UO2)とＭＯＸの燃料ペレット密度が燃焼

度とともに変化する様子を示している。燃焼度は一定重量（１トン）の燃料がどれだけ熱を出

したか（核分裂したか）を表す単位であり、出力が一定なら基本的に運転時間に比例している。

燃焼が進むと、核分裂によって生成されるガスなどのためにペレットが膨脹して体積が増え、

それだけ密度が低下する傾向になる（密度＝重量／体積で重量は一定）。ペレット内でガスが多

く生成しても、それがペレット内の微小亀裂などを通じてペレット外に導かれれば、密度の低

下は緩和されることになる。 

これまで被告は、ウランとＭＯＸの密度変化率は同等であると主張してきた。その主張が正

当かどうかは、まさに図３－３（２）のデータによって検証できるのであり、被告もこの考え

方を受け入れている。 

事実被告は、２０１２年３月１６日付準備書面５の表１で４７個のＭＯＸ密度データの読み

とり値を、表２で４８個のウラン密度データの読みとり値を示している。それらのデータから

最小２乗法によって最適曲線（２次式）を求め、被告準備書面１で次の式を示している。 
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MWd/t 

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

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

ただし、x は燃焼度を表し、単位は MWd/t である（MWd は kWh の 24,000 倍の熱量を表す）。 

 原告らは、被告が提示したデータを用いてこの式をチェックしたところ、わずかな誤差があ

るものの、おおむね正しいことを確認した（たとえば、最初の係数は-1.309 と-1.308 なので、

どちらも-1.31 となるが被告は 1.30 としている等）。これらの式をもって被告は、ウランとＭ

ＯＸの密度挙動に違いはないことを裏付けたと考えている。しかし実際には、被告が読み取っ

たデータについて、次のような問題点が指摘できる。 

① 被告が読み取ったデータは、ウラン燃料については原告が読みとったデータと個数は一致

し、値もほぼ一致している。 

② ところが、ＭＯＸ燃料データについては、原告が読みとった５６点に対し４７点しかない。

被告が見落とした９点を下図に説明入りの矢印で示しているが、これを見れば明らかに意

図的に見落としているのが分かる。それら９点について原告がＣＡＤを用いて読みとった

数値を下表に示す。 

 

 

  

 

 

これら９組のｘ、ｙ座標を被告のＭＯＸデータに加え、ウランについては被告データをその

まま用いた場合、最小２乗法で求めたペレット密度の式は次のようになる。 

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

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

番号 ｘ座標 ｙ座標 番号 ｘ座標 ｙ座標 番号 ｘ座標 ｙ座標 

48 11900 10.44 51 24400 10.35 54 39400 10.23 

49 14700 10.38 52 26300 10.41 55 44700 10.31 

50 20500 10.43 53 37300 10.25 56 47900 10.27 

表．図３－３（２）で被告が見落とした点のデータ 

図：輸入燃料体検査申請書の図３－３（２）で被告が見落としたＭＯＸ燃料の点 
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ただし、ウランについては被告のデータをそのまま用いてより正確な表式にした。 

 被告はウランとＭＯＸの

挙動は変わらないと主張し

ているが、実際は上記９組

のデータを加えた場合、Ｍ

ＯＸはウランより燃焼度が

高い領域で(運転末期に)密

度が高くなる傾向が見られ、

運転末期での密度の比（Ｍ

ＯＸ密度／ウラン密度）は

1.0075 となっている（右

図）。この値の 1 からのズレ

はわずかなように見えるが、

そうではない。これだけの

密度のズレを膨脹でもたら

すにはおよそ９ヶ月もかか

るからである（注）。それほ

どにナイーブな対象をここでは扱っているのである。 

 （注）次頁の訴状図１３の第３サイクル領域のグラフから読み取るとペレットが 0.001mm 膨脹するのにおよ

そ 320 時間(１３日)かかる。上図より、被告データ＋９ＭＯＸデータの場合、運転末期の燃焼度 62000 でＭ

ＯＸ密度／ウラン密度＝1.0075。これより直径の逆数比＝ウラン径／ＭＯＸ径＝1.0075 の３乗根＝1.0025

となる。運転末期でペレット直径は約 8.36mm なので、これをウラン直径とすると（ＭＯＸ直径としても趣

旨は同じ）、ＭＯＸ直径＝8.36/1.0025=8.34mm となるので、ウランとＭＯＸの直径の差がおよそ 0.02mm に

なる。これだけの差を膨脹で埋めるにはおよそ 8.7 ヶ月かかることになる。 

なお、密度＝重量／体積で重量は一定なので、体積（または直径）の膨張率は逆にウランよ

り低い傾向にある。結局、被告は図３－３（２）からＭＯＸはウランと同じ挙動をすると主張

したが、それには根拠がなく、実際はＭＯＸの方がウランより膨張率が低いためにギャップ再

開が早く訪れることになる。このことを次に示す。 

 

３．ギャップ再開を起こす原動力 

 ギャップ再開は、次のようなイメージで捉えることができる。次図は、訴状の図１３である

が、そのもとは設置変更許可申請書の第３．２．６（４）図である。横軸単位の EFPH(Effective 

Full Power Hour)はフル出力運転に換算した時間を表している（例えば、80%出力で１時間運転

したとき、EFPH=0.8 時間となる）。運転当初、被覆管内径とペレット外径とは離れていて隙間

があるが、第１サイクル末期に隙間がなくなり、その後両者はくっついて膨脹している。その

第２サイクル以後の膨脹の原動力は基本的に次の２つの力の和である。 

① 燃料ペレット内に核分裂生成物(FP=fission product）などが溜まり、それによってペレッ

トが膨脹し、接触圧によって被覆管が押される。つまりペレットによる接触圧が働く。 

② ペレット内から核分裂等によるガスがペレットと被覆管の間に放出され、そのガスによる

内圧が被覆管に働く。つまりガス内圧が働く。 

燃焼（核分裂）が進むにつれて、ペレット径が増大し接触圧が発生するが、同時に被覆管内

のペレットとの微小な隙間などにガスが溜まり被覆管の内圧が高まる。内圧が非常に大きくな
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（設置変更許可申請書(2004.5.28)） 

訴状図１３．玄海３号機ＭＯＸペレット外径と被覆管内径の推移 

って支配的になると、ついにペレットと被覆管との間に隙間（ギャップ）が再開する。その瞬

間に接触圧はゼロとなるので、内圧だけによる被覆管の膨脹速度が内圧＋接触圧による膨脹速

度と等しくなり、ギャップ再開後は内圧だけの力で被覆管は膨脹する。 

 

 結局、ギャップ再開は、仮想的な内圧だけによる被覆管の膨脹速度がペレットの膨脹速度を

上回るときに起こる。このうち、ペレットの膨脹速度は上記図３－３（２）のデータから読み

とれる。内圧は、本当はＭＯＸの方が高くなる傾向にあると考えられるが（訴状１１頁、また

は、甲４号１７頁参照）、ここではウラン燃料と同等とし、設置変更許可申請書のデータから読

み取り、訴状図１４で示したように下図のように決まるとする。そうすると結局、内圧だけに

よる被覆管の膨脹速度は両者で同じだが、ペレットの膨脹速度がＭＯＸではウランより低い分

だけ早くギャップ再開が起こることになる。 
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例えて言えば、帆掛け船がタグボート（ペレット）の押す力（接触圧）と風の力（内圧）に

押されて進んでいるとする。やがて風の力が強くなりその分による速度が両者による速度と等

しくなった瞬間に、タグボートの接触力はゼロとなり、その後帆掛け船は風力だけでタグボー

トから離れていく。これがギャップ再開であり、具体的に以下で示す。 

 

４．ＭＯＸ燃料のギャップ再開 

 まず、設置変更許可申請書の図（訴状図１３、図１４）に合わせるため、被告データ＋９Ｍ

ＯＸデータの場合の２次式のｘの単位を MWd/tから 103EFPH(フル出力で 1000時間)に変換する。

ここでは、運転末期の燃焼度 62,000MWd/t が 29.44・103EFPH に対応しているとする。そうする

と、被告データ＋９ＭＯＸデータの場合の式は次のようになる(ｘの単位：103EFPH)。 

ウラン密度：  yU=-5.806・10-4 x2+3.549・10-3 x+10.405 

         ＭＯＸ密度： yM=-4.926・10-4 x2+1.950・10-3 x+10.457 

ここで、この後の記述のためにペレットの密度と直径（半径）の関係を明らかにしておこう。

円筒形ペレットの半径を r、高さを h、体積を V、重量を M とすると、密度 y は次式となる。 

   y=M/V; V=πr2h (π：円周率) 

これを微分して、縦方向と横方向の相対膨脹率が等しいとすると、(1/y)dy/dx=3(1/r)dr/dx と

なり、これを積分すると 

   直径＝K/y1/3 (K：定数) 

という関係が得られる（注）。 

（注）変化率（速度）を求めるために x で微分し、通常行われているように半径方向の相対増加率と縦方向

の相対増加率は等しい、すなわち(1/h)dh/dx=(1/r)dr/dx と仮定する。そうすると次の関係が成り立つ。 

      (1/y)dy/dx=-(1/V)dv/dx=-3(1/r)dr/dx 

結局、どの方向にも相対膨張率が等しいとした結果、球の場合と同じ法則に従っている。逆にこの式を

積分すると、直径＝2r なので、直径＝K/y1/3 (K：定数、y：密度)が得られる。 

 

ＭＯＸ燃料のギャップ再開時期を以下の観点に立って評価する。 

① ＵＯ２ペレット直径の挙動は、ウラン密度の式から計算できるが、運転末期の値を上記訴

状図１３の値から決める。これはＭＯＸの直径を表す図ではあるが、被告はＭＯＸとウラ

ンは同等であるとしているため、一つの基準としてこの値を用いる（この場合、上記図の

ように運転サイクル末期の x=29.44より後の x=29.56でギャップ再開が起こる）。これより、

ＵＯ２ペレット直径の膨脹速度 vU が次の式で与えられる。上記式より、 

        ウラン直径＝18.0/yU1/3 

    vU=-{(1/3)18.0/yU4/3}dyU/dx 

② ＭＯＸペレット直径の挙動は上記ＭＯＸ密度から決まるが、初期値（ｘ＝０）のときウラ

ンの直径と等しいとする。これよりＭＯＸペレット直径の膨脹速度 vM が求まる。 

      ウラン直径＝18.0/yM1/3 

vM={-(1/3}18.0/yM4/3}dyM/dx 

③ 他方、ウランペレット直径の膨脹速度を内部圧力 P の１次式で AP+B と近似的に表す。ここ

で内部圧力 P は上記の考えから、P=Pi(内圧) + Pc(接触圧)と書ける。そうすると、次の２

つの条件から定数 A と B が定まる。 

・ウランのギャップ再開が起こるとき、P＝Pi=19.7(Pc=0),x=29.56 なので、 

     19.7A+B=vU(29.56) 
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   ・輸入燃料体検査申請書２－１３頁より、ウラン膨脹速度＝０となるときの圧力が 16.20

と求まる。ただし、被覆管の内径 di=8.36、外径 do=9.50、外圧 Po=15.5、被覆管のポ

アソン比を 0.34（ジルコニウム値）とした。ゆえに、 

       16.20A+B=0 

  こうして、ウランペレット径の膨脹速度＝0.025P-0.40 となる。 

④ これより、内圧だけによる膨脹速度＝0.025Pi-0.40 となる。また、内圧 Pi（x=29.44 で

Pi=19.5）は前記の訴状図１４から定まって、x=29.44 の近傍（x>=28）では次式で与えられ

る。 

    Pi=0.3229x2-17.343x+250.27 

 こうして、ウラン、ＭＯＸそれぞれのペレット直径の速度及び内圧だけによる被覆管の膨脹

速度が求まった。それらを運転末期の領域でグラフに描くと次図のようになる。 

 ギャップ再開は、ＵＯ２及びＭＯＸペレット径膨脹グラフと内圧だけによる被覆管内径膨脹

グラフの交点で起こる。ＵＯ２の場合は想定どおり、x=29.56 でおこるが、これは運転末期

x=29.44 より 0.12・103EFPH＝120h=5d の後、つまり運転末期の５日後なので、運転中はかろう

じてギャップ再開を免れることになる。 

他方、ＭＯＸの場合、交点が x=29.27 となり、運転末期の約 7 日前に起こる。このときの内

圧は約 19.3MPa となるので、ウラン燃料のときの設計基準値 19.7MPa よりずっと低い値でギャ

ップ再開が起こることになる。 

 

６．結論 

 輸入燃料体検査申請書の図３－３（２）に基づけば、被告がアプリオリに想定しているよう

なＭＯＸ燃料はウラン燃料と同等という仮定は成り立たない。ウラン燃料については、内圧が
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設計基準値 19.7MPa になるまでギャップ再開はあり得ないとしているが、ＭＯＸ燃料ではこの

想定も崩れて、約 19.3MPa で運転期間中にギャップ再開が起こることになる。 

 このようになる原因は、図３－３（２）が示すように、ＭＯＸペレットの膨脹速度がウラン

ペレットの膨脹速度より遅いことにある。この場合、内圧は両者で同等と仮定したが、甲４号

１７頁が示すように、一般にはＭＯＸ燃料の方が内圧は高くなるので、実際にはさらにギャッ

プ再開時期は早まると考えるべきである。 

 この点については若干の考察が必要になる。ＭＯＸ燃料にはプルトニウムスポットと呼ばれ

るプルトニウムの塊が多く生じ、そこが激しく燃える分だけガスが多く発生することが一般に

認められている。そうするとＭＯＸの方がウランよりよく膨張することになるはずだが、図３

－３－（２）が示すように事実は逆になっている。実は、ＭＯＸでは内部で発生するガスがペ

レット外に導かれるような微小亀裂のルートが多く生じることが知られており、こうして、ガ

スは多く発生してもペレット膨張よりもペレット外に出て内圧を高める方に寄与すると考えれ

ば整合性がある。 

 結局、ＭＯＸ燃料では運転期間中の末期にギャップ再開が起こりえることを示した。その結

果、熱が熱を呼ぶように燃料の温度が雪だるま式に上昇し、被覆管が水と酸化反応を起こして

水素が発生し、炉心溶融の重大事故に至り、原告は重大な放射能被害を蒙ることになる。 

元々、ウランを燃料とするように設計された軽水炉で、性質の異なるＭＯＸ燃料を燃やすこ

とが、そもそも無謀な行為なのである。福島事故の悲惨な結果を目の当たりにしている今もな

お、異常で危険なプルサーマルを実施するなどは、断じて許されるべきではない。 

 


