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要約 

•  原子炉でMOX（プルサーマル）燃料を使うと増える： 
–  重大な原子力事故（フクシマのようなもの）の可能性 
–  重大な原子力事故が公衆の健康に与える影響（ガン死） 
–  原子力事故の経済的影響（汚染地域の除染費用） 
–  使用済み燃料貯蔵の費用と危険性 

•  MOX燃料の安全性について数多くの未解明問題がある
－－もっと研究が必要 

•  原子力規制委員会は、フクシマの教訓に耳を傾け、情報
のない中で日本でのMOX燃料使用を許可してしまうことの
ないようにすべきである 
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フクシマの教訓 

•  原子力シビアアクシデントの確率の計算は極めて
不確かである。とりわけ自然の事象（地震・洪水
など）による事故の場合。 

•  不確実性に対処するためのクッションを提供する
には、十分な安全余裕と多重防護を用意しておく
ことが決定的に重要である。 

•  日本原子力規制委員会は、その規制哲学は「多
重防護を徹底的に適用する」ことに基礎を置いて
いると述べている。 
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MOX燃料は安全余裕を小さくする 

•  フクシマを経た今、もし日本で原発の再稼
働をするなら、安全余裕を増やし、安全性
分析の不確実性を減らすことが極めて重要 

•  だが、MOX燃料の使用は一般に安全余裕
を減らし、不確実性を増やす 
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MOX燃料とは何か? 
•  伊方3号機のような軽水炉は普通「低濃縮

ウラン」の酸化物でできた燃料を使う。この
酸化物のセラミック・ペレットはジルコニウ
ム合金でできた管に入っている 
– ウラン235の含有率は5％以下 

•  混合酸化物（MOX)燃料は、ウラン酸化物
とプルトニウム酸化物を混ぜたものからなる 
– プルトニウム含有率は10％以下 
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MOX vs. ウラン 

•  二酸化ウランは、比較的均一な物質である 
•  これに対し、MOXには、異なる物理・化学・

中性子特性を持つ二つの元素の混合物が
入っている 
– MOX燃料には、通常、二酸化プルトニウムの

塊を有する不均質の微細構造が存在する 
– この微細構造は、通常運転時および事故時に

おいて燃料特性に数々の悪影響を及ぼす 
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プルトニウムの塊 (Pu スポット) 
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縁効果（リム・エフェクト） 
•  高燃焼度ウラン燃料(平均：> 40 GWD/t ) は、重

大な構造変化を起こす: リム効果 
–  核分裂生成ガスを含む高空隙率域が粒子境界に：出

力エクスカーション（暴走）の際に燃料の不安定化を招
きうる 

•  MOX燃料では、Puスポットにおいて原子炉内で
の時間の短いうち（平均：> 30 GWD/t ）にリム効
果が発生。非常に高い燃焼度が部分的に発生す
るから。 
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核分裂生成ガスの放出 
•  リム組織の空隙に蓄積した核分裂生成ガスは、燃料棒の出力が変化

すると急速に放出されうる 。 
•  これは安全性上、問題である。なぜなら 

–  核分裂生成ガスは燃料棒内部の圧力を高め、その結果、燃料棒・被覆管
ギャップが再開する可能性がある 

–  ガスの動きによって燃料ペレットの膨張・破砕が生じる可能性がある 
–  ガスと膨張したペレットは燃料被覆管に圧力を与え、破損をもたらすかもし

れない 

•  MOX燃料はウラン燃料より多くの核分裂生成ガスを放出。なぜ
なら、リム構造を持つ燃料が多いから。 

•  MOX燃料ではまた、ウラン燃料の場合より多くのヘリウム・ガス
がプルトニウムその他のアクチニド（超ウラン元素）の崩壊から
発生する。これも燃料棒内の圧力増大につながる。 
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燃料・被覆管ギャップの再開 

•  照射が進む中で燃料と被覆管との間のギャ
ップ（隙間）が閉じることが安全性にとって
重要である。 

•  ギャップが再開すると 
– 燃料の熱伝導率が下がり、燃料中心部が熱く

なりすぎる可能性がある 
– 冷却材喪失事故の際に、燃料の破砕・「再配置

」の可能性が高まる恐れがある（ハルデン炉
試験） 
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ハルデン炉実験
における燃料 の 
「再配置」 



14 



15 



事故の確率の増大 

•  軽水炉におけるMOX使用は、ウランだけ
の炉心に比べ、一部の事故の可能性を高
める恐れがある 
– 原子炉の出力がより急激に変化する可能性があ

る 
– 制御棒の効きが悪くなる 
– 不均質な燃料構造の場合、過渡事象の際に、

燃料棒が破損して冷却材流路（チャネル）を塞
いでしまう可能性が高まりうる 
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反応度過渡 

•  制御棒の固定がゆるくなり炉心からはじき出され
た際に、出力が急速に高まる可能性がある 

•  はじき出された制御棒の近くの燃料棒の温度が
高まる可能性がある 

•  フランスにおける一連のCABRI 試験は、反応度
過渡を経験した燃料棒に何が起きうるかを示してい
る 

•  これらの試験は、このような事故においては、MO
X燃料ではウラン燃料よりも低い燃焼度で破損が
生じうることを示している。核分裂生成ガスの放
出量が多いからである。 17 



CABRI試験: ウラン vs. MOX 
試験	 試験された	

燃料棒	
パルス幅	

(ms)	
エネルギー付与	

(cal/g)	
被覆管	 腐食厚さ 

(μ)	
結果およびコメント	

Na 3 
(10/94)	

GRA 5 
4.5% U 

53 GWd/tM	

9.5	 120 
(at 0.4 s)	

Zr 4 low 
tin	

40	 破損なし　　Hmax=125 cal/g 
最大変形：2％ 
核分裂生成ガス放出:13.7%	

Na 7 
(01/97)	

MOX 
4 cycles 

55 GWdt/tM
 	

40	 125 at 0.48 s 
168 at 1.2 s	

Zr 4 
standard	

50	 Rupture, H = 120 cal/g 
ガス・燃料噴出 (17.5g) 
圧力ピーク 200-110 b	
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CABRI　REP　Na7 試験における燃料分散	



事故の際の放出量の増大 

•  フランスでの一連のVERCORS試験は、冷
却材喪失事故に典型的な温度上昇状況に
おいて、MOX燃料ではウラン燃料より多量
の半揮発性の核分裂生成物（例えばセシウ
ム137）を放出する傾向があることを示してい
る 
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冷却材喪失事故  
(VERCORS 試験) 
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図10：RT1（UO２燃料）とRT2（MOX－AUC燃料）の 
セシウム放出動力学の比較 



不確実性 
•  シビア・アクシデントの際にMOX燃料がいかにふ

るまうかに関しては多くの不確実性がある 
•  これらの問題について研究するために世界各地

で実験が行われている 
–  VERDON (MOXソースタームと空気中における劣化

の影響) 
•  一部の問題については資金不足ために研究され

ていない 
–  冷却材喪失事故におけるMOX燃料「再配置」 

•  公開されていない実験結果もある 
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事故の影響の増大 

•  炉心内のMOX燃料は、ウラン炉心の場合よりも多量のプ
ルトニウムその他の放射線毒性の強いアクチニド（アメリシ
ウムとキュリウム）を含んでいる 

•  相当量のアクチニドが放出されるようなシビア・アクシデン
トにおいては、MOX燃料の入った炉心の方がウランだけ
の炉心よりも公衆の健康や環境に与える影響が大きくなる  

•  この増大の程度は、MOX装荷のレベルとアクチニドの放
出割合（RF)による 
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Table C.1: サイクルの終わり（EOC)の原子炉級MOXのアクチニド炉心含有量

低濃縮ウラン炉心
(MCi)

原子炉級MOX
(MCi)

MOX/低濃縮ウラン比
Actinides
Np-239
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Cm-242
Cm-244

1755
0.2152
0.02667
0.03479
10.62
0.00973
2.965
0.1757

1443
2.667
0.1368
0.3532
86.51
0.2600
58.29
3.801

0.82
12.4
5.13
10.2
8.15
26.7
19.7
21.6

Table C.2:   サイクルの終わり（EOC)の原子炉級MOX炉心の関わるシビア・アクシデントの影響
 

原子炉級MOX  原子炉級MOX/
　　　　　　　　　　　　低濃縮ウラン比 ソースターム:

平均
潜在的ガン死
早期死亡

43,600
299

3.96
3.48

高
潜在的ガン死
早期死亡

119,000
1,590

5.86
4.42

低
潜在的ガン死
早期死亡

14,300
59

2.23
1.55

全炉心MOX

放出割合=1.5%

放出割合=6%

放出割合=0.3%
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原子炉級MOX  原子炉級MOX/
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5.86
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放出割合=0.3%
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アクチニド放出割合 
•  MOXプルトニウムその他のアクチニドの放出割合につい

ての情報はごくわずかしかない。MOXは特に。 
–  “燃料の研究はごくわずか ( RT [VERCORS]試験2回と 日本のVEGA計

画の試験2回 )であり、更なる研究が必要である－－とりわけ放出を促す
その特殊な微細構造のため” 

•  VERCORS試験（フランス）ではプルトニウムの放出割合
はウランより低かった (0.3—1%) 

•  VEGA 試験(日本) では、プルトニウムの放出割合がウラ
ンより高かった (1%のオーダー) 
–  VEGA試験のMOX燃料は、フランス提供のMOX燃料よりも均質だ

った。つまりは、典型的なものではない。 

•  これらの問題を解明するには、もっとずっと多くの試験が必
要 
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事故の影響の増大 
•  福島第一3号機では、MOX燃料は炉心の6％だ

けだった。このような少量で大きな違いが出たとい
うことはありそうにない。 

•  だが伊方3号や高浜3及び4号では、最大で炉心の
4分の１がMOXとなる。 

•  このレベルの装荷では、アクチニド放出割合が
1.5％の場合、ウランだけの炉心と比べ、ガン死
の数が2倍になる。0.3％のアクチニド放出割合では
50％の増加となる。 
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使用済み燃料プールのリスク 

•  使用済み燃料の冷却材喪失事故（LOCA)は次の
原因によって生じうる 
–  プールの内張の破損を起こす事故 
–  テロ攻撃  

•  高密度の貯蔵は、低密度の貯蔵に比べ、冷却材
喪失事故による使用済み燃料火災のリスク（確率
X影響）を相当程度高くする 

•  高密度貯蔵シナリオのみが爆発を起こすのに十
分な水素を発生させる 
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使用済み燃料火災 
•  使用済み燃料プールから水が流れ出てしまうと

燃料集合体は空気・水蒸気に曝される 
–  ジルカロイの被覆管は800-900°Cに達すると、燃え出

す可能性があり、そうなると加熱速度が増す 
–  火災は温度の低い集合体に伝播し得る 
–  核分裂生成物全体の大きな部分（主としてセシウム137

）が放出されうる 
–  使用済み燃料の空気中での燃焼は、水蒸気環境にお

けるよりも多くのプルトニウムその他のアクチニドを放出
しうる 

–  大気中への放出の可能性：使用済み燃料プールの建
物は密封状態にはない。建物はまた、十分な水蒸気が
発生した場合に起きる水蒸気爆発に対して脆弱である。 
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火災実験後の模擬使用済み燃料集合体 29 



エネルギー省の2011年 
3月25日の文書  
 
(情報公開法の下でUCS
に対して公開されたもの） 

Assumed Cs-137 
release: 16 MCi 
(590 PBq) 

この仮想シナリオでは、もっ
と放出点に近い場所だけで
なく、東京においても、総実
効線量に関する米国環境
保護庁（EPA)の防護措置
ガイドラインを超えるかもし
れない。 
 
この仮想シナリオでは、大
人及び子供の甲状腺被曝
のどちらについても米国環
境保護庁（EPA)の防護措
置ガイドラインを超えること
は東京ではないが、もっと
放出点に近い場所では超
える。	

公用専用	

3.妥当と思われる重大な放出	
2つの使用済み燃料プールからの放出	

図は、96時間の総実効線量がプ
ルームの通過も含め、1レム（黄色
）及び5レム（オレンジ）を超える場
所を示す	

想定されたセシウム
137の放出量：16 MCi	
(590 PBq)	
	



MOX使用済み燃料 
•  使用済み燃料プール内にMOX使用済み燃料があると、

冷却材喪失事故のリスクに影響を与え得る: 

–  MOX使用済み燃料集合体の崩壊熱は、取り出し後1日を過ぎると使用済
みウラン燃料のそれより大きくなる。 

–  使用済みMOX燃料は中に含まれるプルトニウムその他のアクチニドの量
が大きく。とりわけ、空気中での燃料劣化のシナリオにおいては、このこと
がソースタームに影響を与え得る。 

–  使用済みMOX燃料は、使用済み燃料プールの火災の場合に典型的な温度
(1800-2000 K）において揮発性の核分裂生成物（ヨウ素、セシウム、テルル
）を使用済みウラン燃料よりも高い率で放出する可能性がある。 
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翻訳は次ページ	



MOX　vs　低濃縮ウラン燃料 
R.O.Gauntt 
サンディア国立研究所 
	•  サンディアでは、MOX燃料からの核分裂生成物の放出について、そして、その低濃縮ウランとの

違いについて特性を明らかにする作業を米国原子力規制委員会（NRC)のために行った。これは、
NRIEG－1465規制ソースタームの修正案との関連したものである。これらの特性評価は、ORN
Lで実施された歴史的な核分裂生成物放出率実験と、フランスのVERCORS施設で実施されたも
っと最近の実験研究との両方に基づくものである。放出率モデルは、これらの相違を捉えた

MELCORコードに組み入れられている。結論から言うと、揮発性の核分裂生成物（セシウム、ヨ
ウ素、テルル）の放出率は、放出が低い温度（約2000K)で起きている場合は、MOX燃料の方が
低濃縮ウランと比べ高くなることが観察されている。しかし、温度が2400Kを超えると低濃縮ウラ
ンの率と同等になる。	

•  相当の燃料破損が起きた原子炉事故では、低い温度での放出におけるこれらの相違は、最終的
には、原子炉事故の総放出量には関知できるほどの影響を与えない。なぜなら、燃料の温度は

低い温度域を急速に登っていき、揮発性物質はほとんど完全に放出されるからである。MOX燃
料の関連した使用済み燃料プールの場合はそうではないかもしれない。プール火災に関する
MELCOR分析はしばしば2000K程度の領域に長時間留まる加熱挙動を提示するからである。こ
れらの場合には、使用済みMOX燃料の揮発性物質において、使用済み低濃縮ウランよりも高い
放出率が見られると予測される。違いが大きくなるのは、セシウムやヨウ素、テルルなどの揮発性

核分裂生成物の場合である。プルトニウムの放出率はMOX燃料、低濃縮ウラン燃料共に低く、
低濃縮ウランとMOXではプルトニウムの同位体組成が異なるが、炉から取り出された際にはどち
らの燃料にもプルトニウムが入っている。	

•  我々は、いずれかの時点で、使用済み燃料プール事故の温度における揮発性物質放出挙動に
おけるこの潜在的相違について評価するために、MOXと低濃縮ウランの放出に関するMELCO
R特定モデルを使ってMOX vs 低濃縮ウランの核分裂生成物放出挙動の比較研究を行うよう提

言する。	 33 



Puのダウンブレンディング（希釈）と処分：
MOXより安全なオプション 

•  廃棄物隔離パイロット・プラント（WIPP)：ニューメキシコ州
カールズバッドの近くで運用中の超ウラン　　　（TRU)廃棄
物用地層処分場 

•  米国はWIPPですでに余剰プルトニウム4トンを処分 
•  WIPPで余剰プルトニウム34トンを処分するコストは170億

ドルとの見積もり－－MOXの3倍の安さ 
•  WIPPは順調に運用されていたが2014年2月に停止。廃

棄物の入ったドラム缶がプルトニウムを処分場内に放出す
る事故が起きたため。 

•  しかし、2016年に運用開始予定 
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日本の貢献 
•  過去においては、ロシアは米国の余剰プルトニウムの全

量に関し、そのアイソトープ組成を変えずに処分すること
に反対 

•  日本がヨーロッパで保管しているプルトニウムを米国が輸
入するというのはどうか。米国の兵器級プルトニウムとこ
の日本のプルトニウムと混ぜ［同位体組成を変え］てから、
他の物質を加えて希釈し、処分する。日本のプルトニウム
のために日本に何十億ドルもを払っても、米国のＭＯＸ計
画を続けるよりも安くつく。 

•  この方式には原子炉級のプルトニウムが約10-20トン必要。 
•  WIPPは日本のプルトニウムによる増加分を扱えるだろう。 
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結論 

•  日本の原子炉でのMOX燃料の使用は、安全性を低下させ
、不確実性を高める 

•  原子力規制委員会はMOX燃料の安全性について情報に
基づく決定をするための十分な情報を持っていない：決定
には数多くの実験結果が必要である 

•  地層処分場におけるプルトニウムの直接処分は安全かつ
セキュリティーの確かな形で行うことができる。これは米国
で実証されている 

•  この戦略は、日本自身の余剰プルトニウムの相当量に関
して、より安全な処分の道を提供することができる 
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