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本準備書面においては,原告らの平成 24年 8月 7日 付「第二準備書面」を受

け,改めて被告の主張を行つた上で,原告らの主張に対する反論を行 うもので

ある。

なお,原告らの平成 23年 10月 13日 付「第一準備書面」に記載の求釈明のう

ち緊急安全対策に関するもの (「第一準備書面」19頁以下)については,被告の平

成 24年 1月 11日 付「準備書面 4」 で既に回答したとおり,MOX燃料自体の安

全:性に関する議論ではなく,本件訴訟の請求の趣旨 (MOX.燃料の使用差止)と は

直接関係しないため,釈明の必要はないと思料する。

第 1 はじめに                    _
原告らは,被告がメロックス社製 MOX燃料を使用すると,ギャップ再開が

起き,ひいては,サーマルフィー ドバックからペレット溶融および燃料被覆管

の破壊が起きて,重大な事故に至る危険性があると主張する。

しかしながら,被告が玄海 3号機で使用するMOX燃料 (以下「本件MOX燃
料」という)1については,輸入燃料体検査申請に際して実施した燃料棒内圧評

価において,燃料棒内圧評価値の最大値が燃料棒内圧設計基準値 (ギャップが

増加しない最大内圧値)を下回ることを確認しており,本件 MOX燃料の内圧は

ギャップが増加する内圧まで高まることはなく,ギャップ再開が起きる危険性

はない。

第2 輸入燃料体検査申請に際して実施した燃料棒内圧評価

1 概要

被告は,輸入燃料体検査申請の際に,本件 MOX燃料の燃料仕様を前提と

して燃料棒内圧評価を行い,燃料棒内圧評価値の最大値 (19.5MPa)が燃料

棒内圧設計基準値 (19。7MPa)を下回ることを確認した 【乙B20‐ 5「輸入燃料体

検査申請書」添付書類二の2‐50頁】2。

本件MOX燃料は,三菱重工から納品されたものである。すなわち,①三菱重工が設計を
行い (被告は三菱重工の設計を確認して承認する。この時点で本件MOX燃料の燃料仕様
が決まる),②その設計に基づいて,メ ロックス社がペレット,三菱重工がペレット以外
の部品 (燃料被覆管など)を製造し,③メロックス社において組立てを行つて燃料を完成
させ,④メロックス社から三菱重工に納品され,三菱重工から被告に納品された。
実際の評価作業自体は,三菱重工が本件MOX燃料の設計の際に行つたものである。被告
は,三菱重工の評価内容が適切であると判断して,輸入燃料体検査申請書に記載したもの
である。



2 燃料棒内圧設計基準値の設定について

(1)燃料棒内圧設計基準値の設定

燃料棒内圧設計基準値は,サーマルフィー ドバ ックを避けるために設

定されるものであ り,「 これよりも低い内圧値でペ レッ トと燃料被覆管の

ギャップが増加することはあ り得ない」 とい う下限値である。

被告は,以下の方法により,本件 MOX燃料の燃料棒内圧設計基準値を

「19.7MPa」 に設定 した 【燃料棒内圧設計基準値の設定方法については,乙 A2号

証「原子力安全委員会指針集」908～ 910頁/燃料設計手法報告書「(付録2)PWR燃料

設計手法」1.0)。 本件MOX燃料に関する燃料棒内圧設計基準値については,乙 B20‐ 5

「輸入燃料体検査申請書」添付書類二の 2‐50頁 ,乙 B10‐ 6,7「MHI‐ NES‐ 1030改 1三

菱PWR4ループプラント装荷MOX燃料機械設計」32,33頁 】。

① まず,燃料棒設計コー ド (FINEコ ー ド)を使って,ギャップが増

加する時′点の燃料棒内圧値を求めた。

FINEコー ドは,燃料棒の挙動を評価するための計算コー ドであり,

0燃料仕様 (ペ レットの寸法・密度,プルトニウム組成,初期ヘリウム加圧

量など),6)プラント条件 (1次冷却材の温度・流量・圧力)及び(0照射

条件 (燃料棒出力履歴など)を入力すると,計算コー ドによつて,当該

入力条件下における燃料棒内圧やペレット0燃料被覆管ギャップなど
,が算出される (図 1「FI卜Eコードを用いたMOX燃料の内圧計算の流れ図」

参照)。

被告は,FINEコー ドを使って,本件 MOX燃料の燃料仕様を前提

として,仮想的に内圧を順次高く変化させた場合等についての計算を

行うことによつて,内庄変化によるギャップの変化を解析し,その解

析結果から,ギャップが増加する時点の燃料棒内圧値を求めた。

② 次に,上記①の方法で求めた燃料棒内圧値を基に,解析における不

確定性を考慮して,燃料棒内圧設計基準値を「19。7MPa」 に設定した。

(2)FINEコ ー ドにおけるMOx燃料の特性の考慮について

ア 上記(1)①の FINEコー ドでは,ウラン燃料との比較における MOX
燃料の特性が考慮されている。

例えば,MOXペレットの核分裂生成ガス (以下「FPガス」という)放
出率はウランペレットの 1。 3倍,ヘリウム生成量はウランペレシトの 3

倍として,計算コー ドに反映されている。

他方,MOXペ レットの焼きしまりやスエリングの挙動はウランペレ

ットと同等となるため,これらの点に関して特別な考慮はされていない

【以上,乙 A2号証「原子力安全委員会指針集」964～ 966頁/軽水炉MOX報告書「(付



録 1)燃料設計手法について」(1)(3),乙 B10‐ 3「三菱 PⅦ 4ループプラント装荷

MOX燃料機械設計」11頁 ,乙 B10‐ 4「三菱PⅦ 4ループプラント装荷 MOX燃料

機械設計」12頁】。

イ このよ うな FINEコー ドを MOX燃 料の評価 に用いることについて

は,原子力安全委員会によつて妥当性が確認 されている 【乙A2号証「原

子力安全委員会指針集」965～966頁/軽水炉MOX報告書「(付録 1)燃料設計手法

について」(D】。
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燃料挙動評伺

(燃料棒内圧評価値)

燃料棒内圧を基に,解析による

不確定 l■ を考慮 し算出

(燃料棒内圧設計基準値 )

・本件 MOX燃料の燃料仕様を前提と

して,仮想的に内圧を順次高く変化
させた場合等について計算するこ

とにより,ペ レットー被覆管ギャッ
プが増カロする時点の燃料棒内圧を

求める
・この燃料棒内圧を基に,解析におけ

る不確定性を考慮し算出

(出カデータ)

燃料棒温度
燃料棒内圧

燃料被覆管応力
燃料被覆管歪

へ°レットー被覆管キ
゛
ャッフ

°

図 l FINEコー ドを用いたMOX燃料の内圧計算の流れ図



3 燃料棒内圧評価値の最大値の算出について

(1)燃料棒内圧評価値の最大値の算出

燃料棒内圧評価値は,「炉心内のいずれの燃料棒においてもこれよりも

高い内圧値とならない」という上限値である。

被告は,以下の方法により,本件 MOX燃料の燃料棒内圧評価値の最大

値を「19。 5MPa」 と算出した 【乞 B20‐ 5「輸入燃料体検査申請書」添付書類二の

2‐ 50]頁】。

① まず,FINEコ ー ドを用いて,本件 MOX燃料の燃料仕様 (但 し,

後記0)ウ で述べるように,プルトニウム組成については,高組成・代表組成・

低組成・核分裂性プルトニウム割合 55%の各組成を想定した)を前提とし,

照射条件 (出力履歴など)な どの入力条件を設定して解析し,燃料棒内

圧を算出した。

② 次に,上記①の方法で求めた燃料棒内圧を基に,解析における不確

定性を考慮したところ,燃料棒内圧評価値の最大値は「19.5MPa」 と

なった。

(2)プル トニウム組成について

ア MOX燃料の製造におけるプル トニウム組成の意義

ω MOX燃料は,使用済燃料の再処理によつて得られるプル トニウム

とウランとを混合して製造されるが,使用済燃料の再処理によって得

られるプル トニウムにおける「プル トニウム組成」(プルトニウム全体

重量に対する各プルトニウム同位体の割合。このうち,核分裂性プルトニウム

割合については,図 2「プルトニウム組成」参照)は,再処理される使用
.

済燃料の初期ウラン濃縮度3,燃焼度4等により変動する。

この点,被告が実際に調達し得るMOX燃料のプル トニウム組成は,

55.00%～ 81.60%の範囲内のものであるため,被告は,燃料棒内圧評

価値の算出において,①核分裂性プル トニウムの割合が平均的なプル

トニウム組成 (核分裂性プルトニウム割合 :67.50%。 以下「代表組成」とい

う),②核分裂性プル トニウムの割合が最も高いプル トニウム組成 (核

分裂性プルトニウム割合 :81.60%。 以下「高組成」という),③後記(イ)の「反

32種以上の同位体で構成される物質中のひとつの同位体の濃度を,天然の比率より増加さ
せることを「濃縮」 とい う。天然ウランは質量数 234,235及 び 238の 3種類の同位元素
からな′り,ウ ラン 235は 0.7%しか含まれていないので,軽水炉で使用するには,濃縮に
よつてウラン 235の含有率を高めなくてはならない。濃縮後のウラン中のウラン 235の
含有率を「ウラン濃縮度」という。

4原子炉に装荷された燃料が炉内に滞在 している期間中に核分裂反応で発生した熱エネル
ギーを単位燃料重量当たりで表示 したもの。MWd/tま たは GWdん の単位が使用 される。



応度」の条件と後記(ウ)の 「プル トニウム含有率」の条件のいずれを

も満たす範囲内において核分裂性プル トニウムの割合が最も低いプ

ル トニウム組成 (核分裂性プルトニウム割合 :63.77%。 以下「低組成」と

いう),お よび④核分裂性プル トニウムの割合が最も低いプル トニウ

ム組成5(核分裂性プルトニウム割合 :55。 00%。 以下「55.00%組成」という)

の4つの組成を前提として,評価を行つた。

(イ)と ころで,MOX燃料の反応度 (燃焼し易さ)は一定の範囲内とす

る必要がある6と ころ,反応度は,基本的に MOX燃料に含まれる核

分裂性プル トニウムの量によつて定まり,核分裂性プル トニウムが多

いほど燃焼しやすくなる。また,核分裂しないプル トニウムが存在す

ると,その分だけ燃焼しにくくなる。

従つて,核分裂性プル トニウムの割合が低いプル トニウムを利用す

る場合には,核分裂性プル トニウムの割合が高いプル トニウムを利用

する場合と比べて,混合するプル トニウムの全体重量を多くすること

で,核分裂性プル トニウムの量を多くする必要がある。

その結果,プル トニウム含有率7も ,核分裂性プル トニウムの割合

が低いプル トニウムを利用した MOX燃料の方が高くなる (図 3「プ

ルトニウム含有率」参照)。

(ウ)も つとも,プル トニウム含有率にも上限があり,個別のペレットに

おいて最大でも約 13%以下とする必要があるため,こ の範囲内でし

かプル トニウムは混合できない 【乙A2号証「原子力安全委員会指針集」952

頁/軽水炉MOX報告書「2.検討範囲」】。

このプル トニウム含有率の制限の範囲内で反応度を約 4.1%濃縮ウ

ラン相当とすることができるもののうち最も核分裂性プル トニウム

の割合が低いのが「低組成」(核分裂性プルトニウム割合 :63.77%)であ

る (最大となるプルトニウム含有率は上限値である約 13%)。

低組成より核分裂性プル トニウムの割合が低いプル トニウムを利

用する場合,混合するプル トニウムの量は上限値でそれ以上増やせな

いため,核分裂性プル トニウムの割合が低下するにつれ,核分裂性プ

ル トニウムの量が低下することになる。

これまでの被告の書面においては,原告の求釈明に対し個別に必要な釈明を行つてきたことか

ら,「 55.00%組成」について言及していなかつたが,今回プル トニウム組成について改めて

説明するにあたつて,「55.00%組成」を含めて燃料棒内圧評価の前提としたすべてのプル ト
ニウム組成について説明することとした。

被告は,反応度が約 4.1%の濃縮ウラン相当以下となるようなMOX燃料を使用 している。

ウランとプル トニウムの合計重量に対するプル トニウム重量の割合。



55.00%糸且月に

低組成

代表組成

高組成

核分裂性プル トニウム 1 核分裂 しない

55.00%   | プルトニウム

63.770//0

67.5096

811600/6

55.00%組成

低組成

代表組成

高組成

0%
図2 プル トニウム組成

50% 100%(プルトニウム全体重量)

(プル トニウム全体重量に対する核分裂性プル トニウムの割合)

(約 7.0%)
約 10.9%

(約 6.1%)
約 9.0%

(約 4.5%)
約 5.5%

l  l

0% 10% 50% 100%(ペ レット全体重量)

図3 プルトニウム含有率 (ペ レット全体重量に対するプルトニウムの割合 (集合体平均))

イ プル トニウム組成による燃料棒内圧への影響

(ア)低組成のプル トニウムを利用した
‐
MOX燃料は,混合するプル ト

ニウムの全体重量を多くしているため,高組成のプル トニウムを利用

したMOX燃料と比べて,燃焼時の出力が高くなる。

すなわち,3サイクルを通じた燃焼時の出力は,核分裂性プル トニ

ウムの量が多いほど高くなるところ,燃焼が進むと核分裂しないプル

トニウムも核分裂性プル トニウムに変化するため,プル トニウム含有

核分裂性プル トニウム

核分裂 しないプル トニウム



率が高く核分裂性プル トニウムおよび核分裂しないプル トニウムを

多く含む低組成のプル トニウムを利用したMOX燃料の方が,3サイ

クルを通じた出力が高くなる。

また,55.00%組成のように低組成よりさらに核分裂性プル トニウ

ムの割合が低い組成も想定されるが,上記ア(ウ)に記載したようにプ

ル トニウムの全体重量は低組成と同じであるものの,核分裂性プル ト

ニウムの量は低組成よりも少ないため,燃焼時の出力は,低組成のプ

ル トニウムを利用したMOX燃料に比べ低くなる。

従つて,MOX燃料の出力は,低組成のプル トニウムを用いたMOX
燃料において最も高くなる。

(イ)そ して,後記(3)で詳述するように,出力が高いほど燃料棒内圧は

高くなる。

その結果,低組成のプル トニウムを利用したMOX燃料の方が,そ

のほかの組成のプル トニウムを用いたMOX燃料よりも,燃料棒内圧

は高くなる。

(ウ)また,プル トニウム組成に関して,燃料棒内圧に影響を与える要因

としては,出力のほかに熱物性8(熱伝導率9,熱中性子吸収性Ю)な どが

あり,中には低組成よりも高組成のプル トニウムを利用したMOX燃
料の燃料棒内圧を高くする方向に作用する要因もある (例えば,熱物

性のうちの熱中性子吸収性)が,出力は他の要因と比較にならないほど

大きな影響を与える要因である。

従つて,低組成のプル トニウムを利用したMOX燃料の燃料棒内圧

が,代表組成や高組成のプル トニウムを用いたMOX燃料の燃料棒内

圧を下回ることはあり得ない。

8材料が持つ性質・性能のうち,材料の熱量・温度により変化するものをいう。
9熱伝導は,物体中の温度分布に沿つて,温度の高いところから温度の低いところに向かつ

て熱が伝わる現象である。熱伝導率 [W/Qa・ Ю]は,物質内に同じ温度分布が生 じる場

合の熱の伝わり易 さを表す尺度である。MOX燃料のプル トニウム含有率の増加 とともに

熱伝導率が低下し,燃料中心温度が上昇する結果,燃料棒内圧は高くなる方向に作用する。
10熱中性子はペ レット外面からペ レット内に入射 し,ペレット内で吸収される。このため,

熱中性子東はペ レット外周から中心部に向かうにつれ減少する。出力は,熱中性子東と核

分裂性物質量の積にほぼ比例するため,ペ レット内に核分裂性物質が均等に分布 している

場合,ペ レット内出力は,熱中性子束分布に比例 したものとなり,ペ レット外周部で高く,

中心部に向かい低い分布となる。MOX燃料はウラン燃料に比べ熱中性子を吸収しやすい

ので,熱中性子のペレット中心部での落ち込みは大きくなり,ペレット外周部と中心部の

差が大きな出力分布となる。ただし,燃焼が進むとペレット外周部のプル トニウムが消費

され,そこでの出力が低下し,ペ レット径方向の出力分布の差は小さくなる。MOX燃料

のプル トニウム含有率が高くなると,熱中性子はペレットの表面付近で多く吸収され,燃
焼初期に燃料中心温度が低下する結果,燃料棒内圧は低くなる方向に作用する。



ウ 被告の燃料棒内圧評価におけるプル トニウム組成

(ア)前 述の通 り,被告は,燃料棒内圧評価において,①代表組成,②
高組成,③低組成,お よび④ 55。00%組成の 4つの組成を前提 として

.評価を行うた。

この評価においては,後記(3)で述べるように,低組成以外のプル

トニウムを利用 した前提で評価する場合においても,照射条件 として
｀

の出力履歴については,低組成のプル トニウムを利用 した MOX燃 料

の出力を基に設定 したものを用いた (低組成以外のプル トニウムを用いた

MOX燃料において,実際に低組成の場合のような高い出力履歴を辿ることは

あり得ないが,仮定的に安全側の評価を行つたものである)。

(イ)その結果,評価値は,①代表組成のプル トニウムを前提とした場

合が 19。5MPa,② 高組成のプル トニウムを前提 とした場合が

19。OMPa,③低組成のプル トニウムを前提とした場合が 19.3MPa,

④55.00%組成のプル トニウムを前提とした場合が 18.9MPaと なり,

代表組成の 19。 5MPaが最大値となったため,これを燃料棒内圧評価

値の最大値とした。

前述したとおり,実際には,低組成のプル トニウムを利用したMOX
燃料の燃料棒内圧が,代表組成のプル トニウムを利用したMOX燃料

の燃料棒内圧を下回ることはあり得ないが,今回の評価では,代表組

成のプル トニウムを前提とした評価においても,仮定的に低組成のプ

ル トニウムの出力を基に厳しく設定した出力履歴を用いて安全側に

評価したために:出力以外の要因の影響によつて,代表組成のプル ト

ニウムを前提とした評価値が低組成のプル トニウムを前提とした評

価値を上回る結果となったものである。

(3)出 力履歴の設定について

ア 出力履歴の意義

燃料棒の出力は,上記(2)イ (ア)で述べたプル トニウム組成の他,炉心

における燃料棒の配置11や,燃料の取り替え方12に よっても異なり,ま
た,燃料の照射期間 (燃料の燃焼度)によつて変化する。出力履歴は,燃

11燃料集合体は各サイクル毎に炉心における配置が異なる。燃料集合体の出力はこの炉心内
での配置により変化する。また,燃料集合体内には制御棒案内シンブルなど燃料棒以外の

部品もあることから,燃料棒の出力は,燃料集合体内の燃料棒の配置により変化する。
12ぁ るMOX燃料集合体の燃料棒の出力は,自身の原子炉内での配置や使用履歴に加え,隣

接する燃料集合体の種類 (MOX燃料,ガ ドリニア入 リウラン燃料,ウ ラン燃料)や内挿
物の種類などの要因で変わる。
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料棒毎に燃料棒の使用期間全体における出力の変化を示したものであ

る。

出力が高いと,以下で述べるように,燃料棒内圧は高くなる。また,

燃料棒内圧値は 3サイクルを通じて燃料ペレットから放出されるガス

の総量により変化することから,3サイクルを通じた出力履歴によつて

決まる。

① 燃料棒内庄は,燃料ペレット内に生じるFPガスが,燃料ペレ

ット外に放出されることにより上昇する。FPガスは燃料棒内に

おける核分裂反応の結果生じるものであるところ,出力が高い場

合には多くの核分裂反応が生じ,よ り多くのFPガスが生成され

て放出される。

② 燃料棒内圧は,燃料棒内の空隙の体積・燃料温度・ガスの総量

によって変化する (空隙の体積が小さく,燃料温度が高く,ガスの総量

が多い方が,燃料棒内圧は高くなる)。 出力が高くなれば,中性子の

照射によるペレットの体積変化から燃料棒内の空隙の体積は減

少し,燃料棒内圧は上昇する。また,出力が高くなれば燃料温度

が上昇し,ペ レットから放出されるFPガスの総量も増加する。

イ 被告の燃料棒内圧評価における出力履歴の設定

出力履歴は,燃料棒内圧評価において FINEコー ドに入力する照射条

件の一つであり,被告は,以下で述べるように出力履歴を設定した。

① プル トニウム組成については,出力が最も高くなる低組成のプ

ル トニウムを前提とした。

② 炉心内の燃料棒配置に関しては,代表炉心13の全てのMOX燃
料の出力履歴を計算し,こ の中から燃料棒内圧が最も高くなる出

力履歴を選んだ。

③ 取替炉心において出力が変動する可能性を考慮して,②で選ん

だ出力履歴について更に出力を高くして,評価に用いる出力履歴

を設定した。

4 不確定性の考慮について

上記 2(1)②および 3(1)②で述べたように,被告は,燃料棒内圧設計基準

値の設定と燃料棒内圧評価値の算出のいずれにおいても,「解析における不

確定性」を考慮している。

13設置変更許可申請書添付書類人に記載したMOX燃料 48体を炉心に装荷した平衡炉心で

ある。
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解析における不確定性とは,FINEコー ドのモデルの不確定性とFINEコ
ー ドの入力に使用した燃料諸元の製造に伴う不確定性などであり,合計で数

10%以上を不確定性として考慮している (図 4「被告が実施した燃料棒内圧評価

の概念図」参照)。

サーマルフィードバックの発生する
燃料棒内圧の下限包絡値

合計で数10%以上を不確
定性として考慮

燃料棒内圧評価値
(不確定性込み) IitT

(安全側に立った評価)

寿命末期      時間

図4 被告が実施した燃料棒内圧評価の概念図

5 結論

以上のとおり,被告は,輸入燃料体検査申請において,本件 MOX燃料の

燃料棒内圧評価値の最大値 (19.5MPa)が 燃料棒内圧設計基準値 (19。7MPa)

を下回ることを確認している。

第3 原告らの主張に対する反論

1 原告らの主張の概要

原告らは,平成 24年 8月 7日 付「第二準備書面」において,大要次のよ

うな主張を行っているが,以下で述べるようにいずれも理由がない。

<本件 MOX燃料の燃料仕様について>
① 初期ヘリウム加圧量の低減は「禁じ手」である。

② 蒸発性不純物の規定値の緩和は不当である。

<燃料棒内圧設計基準値の設定について>
③ MOXペ レットの体積膨張速度はウランペレットよりも遅く,燃料

棒内圧設計基準値はもつと低いはずである。

<燃料棒内圧評価値の算出について>
④ プル トニウム組成は3パターンの評価では不十分である。

⑤ 出力履歴の設定が妥当でない。
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2 ①初期ヘリウム加圧量の低減について

,(1)原告らは,本件 MOX燃料の燃料仕様のうち,初期ヘリウム加圧量に

ついて,被告が設置変更許可申請時よりも低減したことについて「禁じ手」

であるとし,設置変更許可申請時と同じ初期ヘリウム加圧量であれば燃料

棒内圧評価値はより高いはずであり,燃料棒内圧設計基準値を超える旨を

主張する。

(2)燃料棒においては,燃料被覆管が外圧に押されてつぶれることを防止

するために,ヘ リウムガスを封入して加圧するが,他方で,ペ レット0被

覆管のギャップが増加する圧力を超えないようにするために,ヘ リウムガ

スによる加圧は一定程度以下とする必要がある。

初期ヘリウム加圧量はこの範囲内で設定する必要があるが,こ の範囲

内であれば自由に設定できるものである。

(3)被告は,上記の範囲内で初期ヘリウム加圧量を設定したものであり,

設置変更許可申請時よりも低減したことは「禁じ手」でも何でもない。全

く的外れな主張である。

3 ②蒸発性不純物の規定値の緩和について

(1)原告らは,本件 MOX燃料の燃料仕様のうち,蒸発性不純物の規定値

について,不当に緩和した数値であるとの趣旨の主張を行つている。

なお,こ の蒸発性不純物の規定値の緩和の主張が,原告らが主張する「ギ

ャップ再開」に具体的にどのように繋がるのか (燃料棒内圧設計基準値がも

つと低いはずだと主張するのか,燃料棒内圧評価値がもつと高いはずだと主張する

のか)については不明である。

(2)蒸発性不純物 (炭素,ふっ素及び窒素)は,MOX燃 料の材料となるウラ

ン及びプル トニウムにもともと含まれている元素であり,ペ レットに蒸発

性不純物が多く含まれると燃料被覆管の内面の腐食が進んでしまうため,

国際的な基準 (AttM(米国材料試験協会)の基準)を参考に,規定値 (上限

値)を設定したものである。

そもそも蒸発性不純物のうちペレットの外に放出されるものは微量で

あり,燃料棒内圧に与える影響は極めて小さい。

また,燃料棒内圧評価においては,蒸発性不純物を不確定性として考

慮した上で,評価を行つている (第 2の 3(1)②の燃料棒内圧評価値の算定にお

ける「解析における不確定性」で考慮されている)。

(3)なお,そ もそも,本件 MOX燃料の蒸発性不純物の規定値について,

被告が玄海 3号機で採用しているウランペレットの蒸発性不純物の規定
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値から緩和した (規定値を低減した)事実はない。本件 MOX燃料の蒸発性

不純物の規定値は,ウ ランペレットにおける蒸発性不純物の規定値と同等

である。

輸入燃料体検査申請書における「二酸化ウランペレットより不純物規定

値を緩和した元素」との記載は,三菱重工の社内管理基準におけるウラン

ペレットに関する規定値よりも緩和したとの意味で記載したものである。

(0 以上のとおり,原告らの主張はその前提に誤りがある。

4 ③MOXペ レットの体積膨張速度について

(1)原告らは,燃料棒内圧設計基準値の設定に関して,MOXペレット及び

ウランペレットの密度変化に関する図面 (「輸入燃料体検査申請書」添付書類

一の 1‐18頁 0図
3‐30))における被告の「見落し」を指摘した上で,MOX

ペレットとウランペレットの密度変化率は異なるものであり,MOXペレ

ットの体積膨張速度は被告が前提としたものよりも遅いため燃料棒内圧

設計基準値はより低くなり,燃料棒内圧評価値を下回る旨を主張する。

(2)前述のとおり,燃料棒内圧設計基準値の設定は FINEコー ドを使つて

行つており,FINEコー ドにおいては,ウ ラン燃料との比較におけるMOX
燃料の特性が考慮されているが,MOXペ レットのスエリング (体積膨張)

については,ウ ランペレットと同等であるものとして特別な考慮はされて

い な い 。    ,

この点,MOXペ レジ トのスエ リング (体積膨張)が ウランペ レットと同

等であることは,一般的に定着 した見解であ り 【乙A2号証「原子力安全委員

会指針集」964～966頁/軽水炉MOX報告書「(付録 1)燃料設計手法について」(1)③】,

前述 したように,FINEコ ー ドにおいてスエ リング (体積膨張)について

ウラン燃料 と比べて特別な考慮は しない点についても原子力安全委員会

か ら妥当性が確認 されている 【乙A2号証「原子力安全委員会指針集」965～ 966

頁/軽水炉MOX報告書「(付録 1)燃料設計手法について」③】。

また,上記の考え方による FINEコ ー ドを使つて算出した MOXペ レ

ッ トの体積変化の予測値 と,照射済ペ レッ ト14の体積変化の実測値 とがほ

ぼ一致 してお り (図 5「ペレット体積変化の実測値と予測値の比較」参照),上

記の考え方の正 しさは実証 されている (なお,図 5において,予測値と実測値

が完全に一致するわけではないが,十分許容されるバラつきの範囲内にある。また,

この予測値と実測値との間のバラつきについては,第 2の 2(1)②の燃料棒内圧基準

値の設定における「解析における不確定性」で考慮されている)。

14国内外の原子炉で実際に使用 した MOX燃 料。
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◆BR3炉 (旧製法 )

■BR3炉 (MIMAS法 )

o美浜 1号炉 (旧製法 )

口BR3炉 (MIMAS法 、高出力 )

◇ベズナウ炉 (SBR法 )M501
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図 5 ペ レッ ト体積変化の実測値と予測値の比較

(3)原告 らは,原告 らが引用する図面(「輸入燃料体検査申請書J添付書類一の

1‐ 18頁・図 3‐3②)(以下「図 3‐ 3(2)」 という)における被告の「見落 し」を基

に,MOXペ レットとウランペ レッ トの「密度変化率」について独 自の見

解を展開している。

しか しながら,密度変化率15を算定するには,個々のペ レッ トについて

燃焼度が進行 した場合の密度値の変化を測定する (各ペレットにつき,燃焼

の前後において,そのペレットの密度がどれだけ変化したかを測定する)必要があ

るが,図 3‐ 3(2)は ,各プロッ トが具体的にどのような条件のデータなのか

(複数のペレットについての密度値の変化を記したものなのか,全て異なるペレッ

トについての密度値を記しただけのものなのか。),データの前提条件が一切明

らかでない。従つて,図 3‐ 3(2)か ら「密度変化率」を算定することは不可

能である (ペ レットは個々に製造時の密度が異なるものである。グラフにおいては

15密度の変化の割合を表す数値。照射を受けた期間のペ レットの密度 (g/cm3)の変化を,

その間の燃焼度 (MWdん)の変化で割ることで求める。したがつて,その数値の算出には

照射の前後でペ レットの密度がどれだけ変化 したのかを測定する必要がある。
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密度値のみが示されているが,製造時の密度が与えられなければ,密度変化を算出

することはできない)。

被告は,輸入燃料体検査申請において,図 3‐3("を もとに,MOXペ レ

ッ トとウランペ レッ トの密度変化の大まかな傾向が同等であること16を

確認 したに過ぎない (前述のように一般的に定着した見解であるが念のため確認

したものである)。 そ して,それを前提 とした FINEコー ドの正 しさが実証

されたことは,前述のとお りである。

5 ④プル トニウム組成 3パターンの評価について

(1)原告らは,燃料棒内圧評価値の算出方法に関して,被告がプル トニウ
ム組成について低組成・代表組成・高組成の3パターンの評価を行つたこ

とに関し,3パターン以外のプル トニウム組成の場合に燃料棒内圧評価値

がより高くなり,燃料棒内圧設計基準値を上回る可能性を主張する。

(2)しかしながら,前述のとおり,実際に調達し得る MOX燃料のプル ト
ニウム組成 (55.00%～ 63.77%)において,プル トニウム含有率の制限内で

反応度を約 4。1%濃縮 ウラン相当とすることができるもの (63.77%～

81.60%)の うち最も核分裂性プル トニウムの割合が低いのが「低組成」(核

分裂性プルトニウム割合 :63。77%)であり内圧が最大であること,及び低組

成よりさらに核分裂性プル トニウムの割合が低い組成 (55.00%～63.77%)

と比べても内圧が最大となるのは「低組成」であるから,他の組成におい

て低組成よりも内圧が高くなることはあり得ず,本件 MOX燃料の内圧も

これを上回ることはない:

6 ⑤出力履歴の設定について

(1)原告らは,燃料棒内圧評価値の算出方法に関して,被告が評価の条件

として設定した出力履歴について,妥当ではない旨の主張を行 う。

(2)しかしながら,前述のとおり,被告は,出力が最も高くなる低組成の

プル トニウムを前提として,燃料棒配置および取替炉心による変動に関し

ても考慮。し適切に出力履歴を設定している。

以 上

16密度 と体積の関係は,ペ レット体積が大きくなれば密度が小さくなる。この関係のもとで
は,MOXペ レットとウランペ レットの密度変化の傾向が同等であれば,体積変化の傾向
も同等となる。
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