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（１）「第１ 被告」のうち、「被告は，福岡県」より「株式会社であり，」まで

は認め、その余は不知（ただし、積極的に争う趣旨ではない）。 

（２）「第２ 玄海３号機の概要」は認める。 

 

２ 「被告の主張」第２章について 

争う。 

 

３ 「被告の主張」第３章について 

（１）「第１ 原子力発電の仕組み」については、概要の説明としておおむね認

める。 

（２）「第２ 原子力発電所（加圧水型）の構成」について 

ア 「１ 全体の構成」については、システムの概要の説明ということで

あればおおむね認めるが、原子力発電所のシステムの全体構成が記載さ

れた限りにとどまるという趣旨であれば否認する。原子力発電所（加圧

水型）を構成するシステムとしては、記載された他にも復水器における

海水を使用した冷却系統や燃料取扱設備などが存在する。 

イ 「２ １次冷却設備」、「３ 原子炉格納容器」、「４ ２次冷却設備」

についてはおおむね認める。 

 

４ 「被告の主張」第４章について 

（１）「第１ 原子力発電所の安全設計」について 

ア 柱書部分（２２頁）については、被告が「多重防護」の考え方による

安全確保の考え方を取り入れていることに関する記載内容はおおむね認

めるが、「多重防護」の考え方により現実に安全が確保されているという

評価については争う。 

イ 「１ 多重防護の設計」については、玄海３号機を含む原子力発電所
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において、「多重防護」の設計思想に基づいて、記載されているような対

策がなされていることはおおむね認めるが、その対策により、現実に放

射性物質が外に漏れ出ることを防止できるという評価は争う。福島第一

原子力発電所の事故は多重防護設計によって事故を防止できない場合が

あることを事実を以て示した。 

（２）「第２ 原子力発電所の安全規制」について 

  原子力発電所に関して、原子炉等規制法、電気事業法により記載されてい

るような段階的規制制度が設けられており、被告が玄海３号機につき国か

ら許認可を受けていることはおおむね認めるが、その規制制度により安全

性が確認されているという評価は争う。福島第一原子力発電所の事故は、

上記段階的規制制度が立脚する安全設計審査指針等が誤りであったことを

示しており、現時点では日本国内の原子力発電所の安全性は何ら担保され

ていない。 

（３）「第３ 運転・保修要員の資質向上」については不知（ただし、事実関係

につき積極的に争う趣旨ではない）。 

（４）「第４ まとめ」については争う。 

 

５ 「被告の主張」第５章について 

（１）「第１ 燃料の設計・製造」については不知ないし争う。 

（２）「第２ 燃料の運用・管理」については不知ないし争う。 

（３）「第３ 使用済燃料の貯蔵・管理」については不知ないし争う。 

（４）「第４ まとめ」については争う。 

 

６ 「被告の主張」第６章について 

（１）「第１ 原子燃料サイクルとプルサーマルの必要性」については争う。 

（２）「第２ 原子燃料サイクルの流れ」について 
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ア 「１ 天然ウランの採掘・精錬」、「２ ウラン燃料の製造」、「３ 原

子力発電」についてはおおむね認める。 

イ 「４ 使用済燃料貯蔵」について 

（ア）第一段落中、「一定期間使用した」から「取り出されたうえで、」ま

で、及び「原子力発電所内に設置された」から「貯蔵・管理する。」ま

では認め、「次の再処理過程までの間は、」は不知。玄海３号機の使用

済ＭＯＸ燃料については、現時点では再処理を具体的にどのように行

うのかについては全く未定であり、「次の再処理過程」とはいつのこと

か全くわからない。 

（イ）第二段落、第三段落は、事実関係としてそのような検討、建設が行

われていることはおおむね認めるが、それらは全く進捗していないと

いうことを留保する。 

ウ 「５ 再処理」について 

（ア）第一段落は、再処理の大略の説明としては認める。 

（イ）第二段落はおおむね認める。 

（ウ）第三段落中、「他方、日本原燃（株）は、」から「着手しており」は

認め、その余は認否の限りではない。 

（エ）第四段落は不知（ただし、事実関係につき積極的に争う趣旨ではな

い）。 

（オ）第五段落は不知。 

エ 「６ ＭＯＸ燃料の製造」について 

（ア）第一段落、第二段落はおおむね認める。 

（イ）第三段落は不知。 

オ 「７ ＭＯＸ燃料を利用した原子力発電（プルサーマル）」について 

（ア）第一段落中「玄海３号機においては、」から「ウラン燃料集合体を

使用している。」までは認め、その余は争う。ＭＯＸ燃料を使用するこ
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とにより固有の危険性が生ずる。 

（イ）第二段落について、事実関係はおおむね認めるが、この事実関係が

「相当数の実績」であるという評価は争う。 

カ 「８ 放射性廃棄物の処理・処分」について 

（ア）「（１）高レベル放射性廃棄物」について 

  第一段落は認める。第二段落は、国において記載された方法の処理・

処分を検討しているという事実関係は認めるが、ガラス固化体製造の

実用化の目処は全く立っていないこと、地層処分の場所の選定が全く

進んでいないことを留保する。 

（イ）「（２）低レベル放射性廃棄物」について 

  否認ないし争う。低レベル・高レベルというのは体積比の放射能量

による比較であり、放射能量はベクレルの値によって比較されるべき

である。低レベル放射性廃棄物であるから危険性が少ないということ

ではなく、埋設処分が安全かつ合理的な方法というわけでもない。 

（３）「第３ 我が国のプルサーマルの現状」について 

ア 「１ 国の方針」について 

  第一段落は国の方針として記載のようなものであったことはおおむね

認める。第二段落は、原子力安全委員会が記載のように評価したという

事実は認めるが、その評価の妥当性は否認ないし争う。 

イ 「各電力会社におけるプルサーマルの状況」について 

  答弁書作成当時の状況としてはおおむね認める。但し、福島第一原子

力発電所事故の発生により、大幅に遅れていることを留保する。 

（４）「第４ まとめ」については認否の限りではない。 

 

第２ 平成２３年３月４日付被告準備書面１に対する認否 
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１ 第１章について 

（１）「第１ 概要」について 

  段階的規制の内容についてはおおむね認めるが、この規制により原子力発

電所の安全性が確認されているという評価については争う。福島第一原子

力発電所の事故は、上記段階的規制制度が立脚する安全設計審査指針等が

誤りであったことを示しており、現時点では日本国内の原子力発電所の安

全性は何ら担保されていない。 

（２）「第２ 原子炉設置許可」について 

ア 「１ 審査手続」について 

  審査手続きの概要についておおむね認める（ただし７月に改正法が施

行される）。 

イ 「２ 審査基準」について 

（ア）「（１）安全審査指針類」については不知。ただし、被告準備書面

１が作成された平成２３年３月４日時点で記載されたような安全審査

指針類が存在していたことを争う趣旨ではないが、２０１１年３月１

１日の福島第一原子力発電所事故の発生によりこれら安全審査指針類

の誤りが明らかになった。 

（イ）「（２）安全審査指針等に基づく審査基準」について 

ａ 柱書部分（１６頁）について 

事実関係についてはおおむね認める。 

ｂ 「ア 燃料の設計基準」について 

（ａ）柱書部分（１６頁から１７頁（表１を含む））について、事実

関係についてはおおむね認める。 

（ｂ）「（ア）燃料棒内圧に関する設計基準」について、（ａ）、（ｂ）

の記述（図１を含む）は事実関係としてはおおむね認める。（ｃ）

については不知ないし争う。図２については認否を留保する。同
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図には内圧上昇要因として「ＦＰガス蓄積」のみが記載されてい

るが、他に要因はないのか、説明されたい。 

（ｃ）「（イ）燃料中心温度に関する設計基準」（図３を含む）につ

いて、事実関係についてはおおむね認める。 

（ｄ）「（ウ）燃料棒設計コード（ＦＩＮＥコード）の概要」につい

ては不知ないし争う。 

ｃ 「イ 使用済燃料ピットの設計基準」について、事実関係につい

てはおおむね認める。 

ｄ 「ウ 小括」については争う。 

（ウ）「（３）安全評価審査指針等に基づく審査基準」 

審査基準の内容が記載のようなものであるという事実関係について

はおおむね認めるが、この基準により原子力発電所の安全性が確認さ

れているという評価については争う。福島第一原子力発電所事故によ

り、審査基準の妥当性は破綻した。 

ウ 「３ 玄海３号機に係る審査実績」 

（ア）「（１）玄海３号機増設に係る原子炉設置変更許可」について 

ａ 「ア 審査の流れ」については不知（ただし、事実関係を争う趣

旨ではない）。 

ｂ 「イ 燃料の設計に関する審査」については不知。 

ｃ 「ウ 使用済燃料ピットの設計に関する審査」については不知な

いし争う。 

ｄ 「エ 小括」については争う。 

ｅ 「オ 事故に関する審査」については争う。 

（イ）「（２）玄海３号機増設後の原子炉設置変更許可実績」について 

ａ 「ア 原子炉設置変更許可の実績」については不知（ただし、事

実関係を争う趣旨ではない）。 
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ｂ 「イ 燃料集合体最高燃焼度変更時の原子炉設置変更許可におけ

る燃料棒内圧の審査」については不知（ただし、事実関係を争う趣

旨ではない）。 

（３）「第３ 工事計画認可」について 

ア 「１ 認可手続」、「２ 認可基準」は認否の限りではない。 

イ 「３ 玄海３号機に係る認可実績」については不知（ただし、事実関

係を争う趣旨ではない）。 

（４）「第４ 使用前検査」について 

ア 「１ 検査手続」、「２ 検査基準」は認否の限りではない。 

イ 「３ 玄海３号機に係る検査実績」については不知（ただし、事実関

係を争う趣旨ではない）。 

（５）「第５ 燃料体設計認可及び検査」について 

ア 「１ 燃料体設計認可手続及び検査手続」、「２ 認可基準及び検査基

準」は認否の限りではない。 

イ 「３ 玄海３号機に係る認可実績及び検査実績」については不知（た

だし、事実関係を争う趣旨ではない）。 

（６）「第６ 原子炉施設保安規定の認可」について 

ア 「１ 認可手続」、「２ 認可基準」は認否の限りではない。 

イ 「３ 玄海３号機に係る認可実績」、「４ 原子力保安検査官による保

安検査」については不知（ただし、事実関係を争う趣旨ではない）。 

（７）「第７ 品質保証活動・定期検査・定期安全管理検査」について 

ア 「１ 品質保証活動」について 

（ア）「（１）品質保証活動に係る手続」、「（２）品質保証活動に係る基準」

は認否の限りではない。 

（イ）「（３）玄海３号機に係る品質保証活動実績」については不知（ただ

し、事実関係を争う趣旨ではない）。 
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イ 「２ 定期検査・定期安全管理検査」について 

（ア）「（１）検査手続」、「（２）検査基準」は認否の限りではない。 

（イ）「（３）玄海３号機に係る検査実績」については不知（ただし、事

実関係を争う趣旨ではない）。 

 

２ 第２章について 

 

（１）「第１ 概要」について 

 おおむね認める。 

（２）「第２ 原子炉設置変更許可」について 

ア 「１ 審査手続」について 

 審査手続きの概要についておおむね認める（ただし７月に改正法が施行

される）。 

イ 「２ 審査基準」について 

（ア）「（１）安全審査指針類」については不知。 

（イ）「（２）安全設計審査指針等に基づく審査基準」について 

ａ 柱書き部分（７３頁～７４頁）は不知。 

ｂ 「ア ＭＯＸ燃料の設計基準」については否認ないし争う。 

ｃ 「イ ＭＯＸ燃料を貯蔵する使用済燃料ピットの設計基準」につい

ては不知。 

ウ 「３ 玄海３号機に係る審査実績」について 

（ア）「（１）審査の流れ」については不知（ただし、事実関係を争う趣旨

ではない）。 

（イ）「（２）燃料設計に関する審査」については不知ないし争う。 

（ウ）「（３）使用済燃料ピットの設計に関する審査」については否認ない

し争う。 
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（エ）「（４）原告らの主張について」については争う。 

（オ）「（５）事故に関する審査」については否認ないし争う。 

（３）「第３ 工事計画認可」について 

ア 「１ 認可手続」、「２ 認可基準」は認否の限りではない。 

イ 「３ 玄海３号機に係る認可実績」については不知。 

（４）「第４ 使用前検査」について 

ア 「１ 検査手続」、「２ 検査基準」は認否の限りではない。 

イ 「３ 玄海３号機に係る検査実績」については不知。 

（５）「第５ 輸入燃料体検査」について 

ア 「１ 検査手続」、「２ 検査基準」は認否の限りではない。 

イ 「３ 玄海３号機に係る検査実績」については不知ないし争う。 

（６）「第６ 原子炉施設保安規定の認可」について 

ア 「１ 認可手続」、「２ 認可基準」は認否の限りではない。 

イ 「３ 玄海３号機に係る認可実績」、「４ 保安検査の実績」について

は不知。 

（７）「第７ 品質保証活動」について 

ア 「１ ＭＯＸ燃料の製造に係る品質保証手続」、「２ ＭＯＸ燃料の製

造に係る品質保証に係る基準」は認否の限りではない。 

イ 「３ ＭＯＸ燃料の製造に係る品質保証活動実績」については不知。 

 

３ 第３章について 

 争う。 

 

第３ 平成２４年１１月１６日付被告準備書面７に対する認否 

 

１ 「第１ はじめに」について 
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 争う。 

 

２ 「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」について 

 争う。 

 

３ 「第３ 原告らの主張に対する反論」について 

争う。 

 

以上 


