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第１ 被告準備書面１４に対する反論 

１ 問題の所在 

（１）新基準が求める安全上の基準と立証責任 

設置許可基準規則１５条５項は、「 燃料体は、通常運転時における圧力、温度

及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を

保持するものでなければならない」と規定し、これについての同規則解釈では、

同１５条に関する５項で 

「第５項に規定する『通常運転時における圧力、温度及び放射線に起

因する最も厳しい条件』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及び温度の変化、化学的効果、静的

及び動的荷重、燃料ペレットの変形並びに燃料棒内封入ガスの組成の変

化等をいう。」 

とし、同じく７項で 

 具体的な評価は「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日原子力安全委員会了承）等による。 

としている。「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

日原子力安全委員会了承）（甲１１）は、「３．２．１燃料棒内圧基準」において、 

「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」 

 との燃料棒内圧基準を採用し、その理由として、 

「燃料温度の過大な上昇防止の観点からは新しい燃料棒内圧基準に

よりサーマルフィードバックの発生が防止されている」 

としている。 

つまり、原子炉等規制法改正に伴う新基準のもとでも、燃料温度の過大な上昇防

止の観点から、燃料棒内圧基準によりサーマルフィードバックの発生の防止が求め
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られているのである。 

既に指摘したように、名古屋高等裁判所金沢支部判決平成２１年３月１８日判タ

１２７７号３１７頁は、原子炉設置者に対する人格権に基づく原子炉の運転差止訴

訟における主張立証責任について、当該原子炉の安全性について原子炉設置者がま

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、この主張立証を尽くさない場合は、当該

原子炉に安全性に欠ける点があり、住民の生命などの侵害の具体的危険があること

が事実上推認されるとした。 

（２）安全性に欠けることを前提にした被告の主張 

 被告は、被告準備書面１０の第３、２（２）アにおいて「仮にギャップ再開が生

じ、冷却材への熱伝導が低下したとしても、直ちに冷却が失われるわけではなく、

燃料棒の内圧が相当高まらない限りは、ペレットの温度が有意に上昇することはな

く、またさらにギャップが押し広げられるサーマルフィードバックに達することも

ない」との主張を追加した。これは、上記の「発電用軽水型原子炉の燃料設計手法

について」の「３．２．１燃料棒内圧基準」を公然と無視するおそるべき主張であ

る。すなわち上記のとおり、「燃料温度の過大な上昇防止の観点からは新しい燃料棒

内圧基準によりサーマルフィードバックの発生が防止されている」のに、被告は、

燃料棒内圧基準を上回っても燃料温度の過大な上昇は防止され、サーマルフィード

バックは防止される、とするのである。福島第一原発事故の悲惨かつ広範な被害に

鑑み、安全基準が改定され、安全基準の厳格な遵守が求められているのに、考えが

たい主張である。 

 上記のように燃料棒内圧基準は、上記判例で求められる「安全な基準」である。

上記名古屋高裁の裁判例によれば、安全性に欠ける点が有る場合、住民の生命など

の侵害の具体的危険があることが事実上推認される。この場合、原子炉設置者がこ

の事実上の推認を打ち破るためには、住民の生命などの侵害の具体的危険がないこ

とを主張立証しなければならない。以下に述べるように、被告はこのような主張立
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証を到底なしえていない。 

２ 従来の双方の主張 

（１）被告準備書面１０、第３、２（２）アの主張とこれに対する反論 

 被告は、試験研究炉（ノルウェーのハルデン炉）において燃料棒内にガスを入れ

て加圧し、燃料棒内圧を段階的に上昇させた場合の試験の結果を以下のように指摘

する（被告準備書面１０、第３、２（２）ア）。 

① 燃料棒の内圧が２５．５MPa を上回ってはじめてペレットの温度が上昇

したこと 

② 燃料棒の内圧が４５．５MPa となる状況においいても継続的なギャップ

の増加は生じなかったこと 

 これに対して、原告は、同実験と実機との間に以下のような条件の違いがあり、

同実験の結果を実機にあてはめることはできないと指摘した（原告第五準備書面、

第２）。 

③ ハルデン炉ではただ一本の燃料棒が設置されているにすぎないこと 

④ 被覆管の厚みがハルデン炉のほうが玄海原発より１．２８倍大きいこと

（これは、UO2 燃料棒の場合であり、MOX 燃料棒では同じであったこ

とが判明したので撤回する） 

⑤ ハルデン炉では、外部から燃料被覆管内にガスを注入し、そのガス圧の

ためペレット内部の核分裂生成ガスがギャップにでることが抑制され、

それだけペレットは膨張し、ギャップ再開を抑えるように作用すること 

⑥ ハルデン炉ではアルゴンガスが注入されるが、ヘリウム、アルゴン及び

キセノンとクリプトンの熱伝導率には著しい差があるので、この点でも

実機と同等であるとは簡単にはいえない 

（２）被告準備書面１４の主張 

  上記の原告第五準備書面の主張に対して、被告は準備書面１４において、 

⑦ 被覆管の厚みの問題については、被覆管の径と厚みを基に、同じ応力が



 5

発生する場合をそれぞれ算定すると、玄海３号機の過圧量がハルデン炉

より１～２割低くなるにすぎないこと。 

⑧ ガス圧については、注入ガス圧によりペレット内部の生成ガスがギャッ

プに出ることが抑制される、との原告の主張が誤りであり、ペレットか

らのガス放出は、熱拡散による放出とペレット表面からの直接の放出で

あり、いずれもペレットの外圧の影響はほとんどないと考えられること。 

⑨ ハルデン炉ではアルゴンガスを注入する点を熱伝導率が実機と異なる

と原告が指摘する点については、玄海３号機の熱伝導率は、アルゴンガ

スよりも高く、ハルデン炉の試験は玄海３号機よりもペレットからの熱

が除去されにくい状況下で行われたものである。 

３ 被告準備書面１４の主張の問題点 

被告準備書面１４は、③の主張には何ら反論をしていないが、主要な問題は⑧

にある。 

 玄海３号機では、ペレット内部の核分裂やアルファ線によって発生するガスが

ギャップに放出されることによってギャップ内圧が高まり、それによって被覆管

に押し広げる力が働くのであるが、そのとき同時にそのギャップ内圧はペレット

にも作用してガスの放出を抑えるように作用することは、単純な物理的原理とし

て明白である。実際 FINE モデルでは、MOX 燃料の FP ガス放出率を UO2 燃料

の場合の１．３倍にとっている。このように放出率が高いこととペレット径の増

加率（増加速度）が MOX 燃料のほうが低いことは関連しているものと思われる。 

  被告はペレットからのガス放出を、ペレット内で FP ガスが熱拡散により移動

することによるもの、と核分裂のエネルギーでペレット表面付近から直接ペレッ

ト外の放出されるもの、との二つに区分し、いずれも「ペレットの外圧の影響は

ほとんどないと考えられる」として「ハルデン炉の試験において、ペレットの外

圧により FP ガスの放出が抑制されているとの原告らの指摘はあたらない」とす

る。しかしガス放出については、微細な間隙を経由する放出なども考えられると
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ころ、これを全く無視している。このガス放出の区分や、ペレットの外圧の影響

はほとんどない、ということについてその根拠の説明も、証明もなされていない。 

４ 結論 

 以上ハルデン炉と玄海３号機との間には重大な相違がある。ハルデン炉の模擬試

験の結果をもって玄海３号機に当てはめるのはあまりに無理がある。新基準が求め

る燃料棒内圧基準の違反という重大な安全基準違反があってもなお、「住民の生命な

どの侵害の具体的危険」が生じない、と主張するのであれば、玄海３号機と同一条

件による実験などによって厳格に証明することが必要不可欠であるところ、これは

なされていない。 

  

第２ 被告準備書面１５ 

１ 「第１ 『密度変化率』の定式は不可能であることについて」 

（１） 「１ 原告らの主張」について 

  原告らが第六準備書面で以下のような主張をした。 

① 設置変更許可申請書の第 3.2.6(4)図より「元ＭＯＸ」の各有効時間

(EFPH) x ごとのペレット径（＝被覆管内径）Z(x)を求め、その導関数と

して径の膨張速度 V=dZ/dx を導いた。 

② 図 3-3(2)より、ＵＯ２とＭＯＸそれぞれの密度を求め、それよりペレッ

ト径を求めてそれぞれ dU(x), dM(x)とし、その比を R(x)= dM(x)／dU(x)

と定義した。 

③ この比を「元ＭＯＸ」のペレット径に掛けて「修正ＭＯＸ」のペレット

径を次のように定義した。すなわち、ZM(x)=R(x)Z(x)。これより微分に

よって速度 VM(x)=dZM(x)／dx を導いた。 

④ 内圧Pi(x)だけによる速度Vi(x)を定義し、２つの曲線y= Vi(x)とy= VM(x)

の交点によってギャップ時点を求めた。 

被告は原告の主張を４項目にまとめているが、その内容は誤っている。準備書面
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１５の２頁の②と③では、ペレット径を密度変化または密度変化率で置き換えてい

る。原告が用いていない「密度変化率」という概念を被告は勝手に用い、そのあげ

く自ら作り上げた「密度変化率」の定式化は不可能である、と非難している。被告

は、原告の主張を離れた「ひとり芝居」をしているにすぎない。④では内圧のみに

よる膨張速度を引用していない。 

これらからすると、被告は原告の主張を理解せず、あえて曲解して恣意的な結論

に結びつけているに過ぎないことが明らかである。 

（２）被告の反論について 

 被告の反論の主旨は、原告らが求めた比率Ｒが「変動しない」ことを前提にして

結論を導いていることにあるらしい。被告は「密度変化率の比率」と称しているが、

原告らはペレット径の比率 R(x)しか用いていない。被告は勝手に密度「変化」率と

いう概念を作り出し、さらに「密度『変化』率の比率」というものまで作り出した。

そしてこれが変動しないものでない限り、原告らの主張は成り立たない、と断定す

る。 

「密度変化率」や「密度『変化』率の比率」なるものがいかなる意義を有するの

か、この比率が「変動しない」とは何を指しているのか説明されていない。変動な

るものは、通常なら有効時間（EFPH）に関しての変動を指すはずだが、R(x)は x

の関数であることを示しているのでたぶんそうではないようである。 

 主張とは、論理の展開であるはずであり、これはさらに証明をもって裏付ける必

要がある。被告の上記「反論」においては、何ら論理が展開されておらず、原告の

主張とはかけ離れたひとりよがりの趣旨不明のものでしかない。 

２ 「第２、２ ギャップ再開時点について」 

 被告は、原告が輸入燃料体検査申請書の内圧グラフ図 3-14（2-45 頁）を用いる

べきところ、これが被告によって隠蔽されているため、やむなく設置変更許可申請

書の内圧グラフ第 3.2.5(4)図（8-3-92 頁）で代用したことを批判している。被告は、

重要な資料を公開せず隠蔽しているが、これは、本件が広範な市民の生命健康など



 8

の公の利益にかかわることを忘れ、自らの私的利益の追求を第一義におくものであ

る。厳しく指弾されなければならないのは、隠蔽を行う被告の方である。 

３ 「第２ ３ 実効応力がゼロのときの被覆管クリープ速度について」 

 これは、クリープ速度には実効応力ゼロのときでもゼロにならない項があること

についてであるが、原告はすでに裁判所の指摘を受けてこの点は修正している。 

４ 「第２ ４ 実効応力σについて」 

（１）σθを採用したこと 

 輸入燃料体検査申請書２-14 頁のクリープ速度式の中に登場する実効応力の定義

は示されていない。 

 原告は実効応力としてσθを採用した。応力にはもちろん３種類あり、それらは

被告準備書面１３の 31～32 頁及び 34～３５頁（熱応力）で示されている。このう

ちσｚは軸方向の応力なので、今のようにクリープで径の増加を問題にする場合に

は直接の関係はないと考えられる。またσｒは、被覆管の厚みに関係している応力

なので径の増加にはほとんど関係しないと見なすことができる。それゆえ、実質的

に実効応力はσθだと考えることができる。実際、教科書的な文献では、クリープ

速度を支配する応力としてσθを用いて定式化している（甲８１、京都工芸繊維大

学の森田辰郎准教授による「材料強度学」の授業プリントでは、第８章８頁の問題

２の解答でσ＝σθとしている。また、甲８２『材料力学概要』１７４頁にも「σｒ

は・・・・肉厚が極めて薄い薄肉円筒の場合には、σθに比較してきわめて小さく

なるので普通はこれを無視（する）」という記述がある）。なお、被告準備書面１３

の 32 頁及び 35 頁の出力欄には、「σｒ, σθ, σｚを用いて平均応力を求め」と書か

れているが、そこの注）に記載されている乙Ｂ1-4 及び乙Ｂ20-9 にはそのような「平

均応力」は書かれていない。被告の反論には理由がない。 

（２）熱応力の影響の考慮 

 被告は、実効応力について原告が熱応力を考慮していないことを批判するようで

ある。そこで、熱応力としてのσθ
’（内外圧差によるσθと区別するため「’」を付
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ける）の影響をチェックする。 

熱応力のσθ
’を計算する式は準備書面１３の計算式-１６及び計算式-１７である

（輸入燃料体検査申請書の 2-34～2-35 頁の式と同じ）。ただしこれらの式を計算す

るためには、被覆管の内面と外面の温度、ヤング率 E、ポアソン比ν及び熱膨張係

数αの数値が必要であるが、これら肝心な数値が準備書面１３や輸入燃料体検査申

請書には書かれていない。そのためここでは、まず ATOMICA の図（甲８３）から

被覆管の内面温度 Ti と外面温度 To を読み取り、Ti=397℃、To=342℃とする。次

にヤング率等は、たとえば｢軽水炉燃料のふるまい｣（平成１０年７月）230～231

頁より求めることができるが、ここでは次のような考えをとることにするので、そ

れら数値は不要となる。 

 被覆管の熱応力σθ
’を、輸入燃料体検査申請書 2-34 頁の 3-30-2 式及び 2-33 頁

の 2-29 式のＴを用いて計算すると、半径ｒが r i(内面)からｒo(外面)に変化するに

つれて途中で符号が変わり、ほぼ中間（ｒ＝1.067 r i）でσθ
’＝０となる。 

そこで、以前には内外圧差により生じる応力σθを内面（ｒ＝ r i）で考察してい

たのだが、これをｒ＝1.067 r iで考察するように改めると、そこでは熱応力のσθ
’

＝０なので考慮する必要はない。ただし、内外圧差によるσθ＝０となるときの内

部圧力Ｐ’の値は輸入燃料体検査申請書 2-32 頁３－２７式より決まるが、この場合

R=ｒ/ r i＝1.067 となって以前の R=1 から若干ずれるので、Ｐ’の値も少し変わっ

てＰ’＝17.61MPa となる（前はＰ’＝17.47MPa）。後は、前と同様の方法で計算す

ると、交点はｘ＝29.09 となり、ギャップ再開時期が前より５０時間＝約２日だけ

早くなり、運転末期の１４．５日前（約２週間前）となる。 

もともと被覆管には厚みがあるため、どの半径で考察するかには不確定性があっ

た。厚みのほぼ中央で考察すれば、熱応力は無視することができ、ギャップ再開時

期は被覆管内面で考察したときより２日ほど早まるというのが結論である。 

５ 「第２ ５．被覆管クリープ速度がゼロのときの被覆管外形及び内径について」 

 被告は、原告が被覆管の内径・外径の比ｋ＝外径／内径を照射前の数値から決め
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て、それを運転中にも適用しているとして批判し、運転中の挙動としては設置変更

許可申請書の第 3.2.6(4)を挙げている。 

 では、被告いうとおり第 3.2.6(4)に基づけばどうなるかをチェックする。運転末

期は運転初期の8.36～8.37mmとほぼ同等であり、途中で径が小さくなっているが、

最小で 8.28ｍｍ程度だと読み取れる。すなわちその変化の程度はせいぜい約 1％で

ある。まして、比ｋについては、内径と外径はほぼ歩調を揃えて変化するので、比

ｋは１％より相当小さい範囲でしか変化しない。特に運転末期では径自体がほぼ運

転初期に等しいのである。 

 それゆえ、ｋの変化による影響はせいぜい１％程度しかないと確認できる。 

６ 「第２ ６ ペレット径の膨張速度について」 

 ここの被告の論点は、上記「２ 被告準備書面１５ 第２、２ ギャップ再開時

点について」の内容に帰着できる。 

以 上 


