
１．運転または建設中の発電所（

　　項　目

発電所名

１号機
日本原子力発電㈱

敦 賀 発 電 所
２号機

核燃料サイクル開発機構

高速増殖原型炉もんじゅ

１号機

２号機
関 西 電 力 ㈱

美 浜 発 電 所

３号機

事

１号機

２号機

３号機

関 西 電 力 ㈱

大 飯 発 電 所

４号機

１号機

２号機

３号機

関 西 電 力 ㈱

高 浜 発 電 所

４号機

２．運転を終了した発電所

　　項　目

発電所名

核燃料サイクル開発機構

新型転換炉ふげん発電所

（16.5 万 kW）

認可
設備容量　運転中：13 基 計 1128.5 万 kW、建設中：1 基 計 28.0 万 kW）

稼働率（％） 発電電力量（億 kWh）現状

平成 16 年度 運開後累計 平成 16 年度 運開後累計

運転中
　７７．７

７８．０

６６．５

６９．２

１６．２ ７２１．０

運転中
１０１．７

１００．０

８３．３

８３．５

６９．１ １５０６．４

性能試験中

（事故停止中）

―――――

（H7.12.8　中間熱交換器(C)二次系出口配管からのナトリウム漏えいに伴い、

            原子炉手動停止。)

計画停止中

(H16.9.5～12 上旬)

６５．６

６４．７

５１．１

５３．７

１３．１ ５１７．９

運転中
５５．５

５５．９

６０．６

６２．３

１６．２ ８５９．８

故停止(H16.8.9）
定期検査中

(H16.8.14～未定)

５４．９

５３．５

７４．４

７５．７

２６．６ １５０９．１

運転中
６６．８

６７．４

６４．４

６５．５

４６．０ １７０４．３

運転中
９５．０

９４．１

７１．８

７２．８

６５．４ １８４８．９

定期検査中

(H16.4.20～未定)

７．９

７．８

８４．８

８５．１

５．４ １１３６．４

運転中
７４．１

７３．５

８５．３

８５．４

５１．２ １０４３．４

運転中
６８．４

６６．８

６６．４

６７．７

３３．１ １４４４．８

運転中
９２．２

９０．５

６７．５

６９．０

４４．６ １４１９．９

運転中
９１．８

８９．６

８４．６

８４．８

４６．８ １２８２．６

運転中
６９．７

６７．８

８４．６

８４．８

３５．５ １２５６．８

合　計
７１．０

７０．０

７２．３

７０．７

４６９．１ １６４６７．６

(注) 稼働率は平成 16 年 11 月末現在、累計は営業運転開始以降。

稼働率（％） 発電電力量（億 kWh）現状

運転期間（S54.3.20～H15.3.29）

廃止措置準備中
６２．２

６３．８

２１６．１

原子力発電所の運転および建設状況
　　 　原子力安全対策課
平成 16 年 12 月３日現在
（上段）設備利用率＝

発電電力量

――――――――― ×100（％）
出力×暦時間
（下段）時間稼働率＝

発電時間

――――――――― ×100（％）
暦時間



３．各発電所の特記事項（平成 16 年 11 月 10 日～12 月３日）

発電所名 特記事項

敦賀１号機 ○第 29 回定期検査（H16.9.18～11.26）
　・発電停止　　（H16.9.18　00:00）
　・原子炉起動　（H16.10.24  19:00）、臨界（10.24  20:26）
・ 調整運転開始（H16.10.27  13:00）、営業運転再開（11.26  16:15）

敦賀２号機 ●1 次系純水タンク架台塗装作業中における転落について（添付資料－１）

もんじゅ ○平成 16 年度設備点検（H16.7.5～H17.3 月予定）

美浜１号機 △美浜３号機２次系配管破損事故に係る点検に伴う計画停止

　・発電停止　　（H16.9.5　19:03）
　・原子炉起動、臨界、発電再開（H16.12.4　予定）

　・定格熱出力到達（H16.12.6　予定）

美浜２号機 △美浜３号機２次系配管破損事故に係る点検に伴う計画停止

　・発電停止　　（H16.8.13　22:50）
　・原子炉起動　（H16.11.28  14:11）、臨界（11.28  14:57）
・ 発電再開　　（H16.11.29  14:58）
・ 定格熱出力到達（H16.12.1　17:15）

美浜３号機 ●タービン建屋での死傷事故（２次系復水配管の破損）　

　・発電停止　　 （H16.8.9  15:28）
○第 21 回定期検査（H16.8.14～未定）

大飯１号機 ○第 19 回定期検査（H16.6.4～11.10）
　・発電停止　　（H16.6.4　0:00）
　・原子炉起動　（H16.7.28  8:00）、臨界（7.28  13:24）
　・調整運転開始（H16.7.31  9:00）
△美浜３号機２次系配管破損事故に係る点検に伴う計画停止

　・発電停止　  （H16.9.24  10:00）
　・原子炉起動　（H16.10.15  20:00）、臨界（10.16  2:31）
　・調整運転再開（H16.10.16  15:00）、営業運転再開（11.10  16:30）

大飯３号機 ○第 10 回定期検査（H16.4.20～未定）

　・発電停止　　（H16.4.20  0:00）
●「原子炉容器上部ふた制御棒駆動装置取付管台からの漏えい」

・ 定期検査中の５月４日、原子炉容器上部ふたの制御棒駆動装置取付管

台（№47）の付け根付近に白い付着物を確認した。点検の結果、付着

物の主成分はほう酸であり、当該管台からの漏えいと判断した。      

・ 漏えいが発生した原因は、管台溶接部で表面仕上げが不十分であった

ことに起因して発生した応力腐食割れを起点として、１次冷却材中環

境下において溶接金属内を応力腐食割れが進展し、貫通に至ったもの

と推定された。なお、初期の割れは、溶接施工不良等による欠陥の可

能性も否定できない。

・ 対策として、次々回定期検査に、管台部について耐食性に優れた 690
系ニッケル基合金を用いた上部ふたに取替える。

・ 当面の対策としては、耐食性に優れた 690 系ニッケル基合金を用いて、

当該管台の溶接内表面全面を溶接補修する。また、上部ふた管台部か

らの漏えいを早期に検知するための監視装置を設置する予定である。
（５月６日、７月９日、10 月 19 日　記者発表済）

○：定期検査関係、●：トラブル関係、△：その他



発電所名 特記事項

大飯４号機 ○第９回定期検査（H16.9.25～12.2）
　・発電停止　　（H16.9.25　0:00）
・ 原子炉起動　（H16.11.3  2:45）、臨界（11.3  10:21）
・ 調整運転開始（H16.11.5　13:01）、営業運転再開（12.2  17:20）

高浜３号機 ●起動変圧器 6.6KV 側地絡について（添付資料－２）

高浜４号機 ○第 15 回定期検査（H16.8.10～11.25）
　・発電停止　　（H16.8.10　23:00）
　・原子炉起動　（H16.10.26  19:00）、臨界（10.27  4:00）
　・調整運転開始（H16.10.28  14:10）、営業運転再開（11.25　17:00）

○：定期検査関係、●：トラブル関係、△：その他

４．燃料輸送実績（平成 16 年 11 月 10 日～12 月３日）

＜新燃料輸送＞

発電所名 概　要

美浜１号機 ・ 新燃料集合体 12 体を受け入れ（11 月 16 日）

（三菱原子燃料（株）より）

・ 新燃料集合体 12 体を受け入れ（11 月 19 日）

（三菱原子燃料（株）より）

美浜２号機 ・ 新燃料集合体 16 体を受け入れ（11 月 10 日）

（原子燃料工業㈱ 熊取事業所より）

大飯２号機 ・ 新燃料集合体 36 体を受け入れ（12 月１日）

（三菱原子燃料（株）より）

高浜３号機 ・ 新燃料集合体 28 体を受け入れ（11 月 17 日）

（原子燃料工業㈱ 熊取事業所より）

＜使用済燃料輸送＞

発電所名 概　要

ふげん発電所 ・ 茨城県の核燃料サイクル開発機構東海事業所に使用済燃料 34 体

を輸送（11 月 12 日着）



（参考）

１．記者発表実績（平成 16 年 11 月 10 日～12 月３日）

年月日 番号 発表件名

H16.11.10 83 美浜発電所２号機の新燃料輸送について

H16.11.10 84 大飯発電所１号機の営業運転再開について（第 19 回定期検査）

H16.11.12 85 原子力発電所のトラブルに対する国際評価尺度（INES)の適用について

H16.11.16 86 美浜発電所１号機の新燃料輸送について

H16.11.17 87 高浜発電所３号機の新燃料輸送について

H16.11.19 88 美浜発電所１号機の新燃料輸送について

H16.11.25 89 高浜発電所４号機の営業運転再開について（第 15 回定期検査）

H16.11.26 90 敦賀発電所１号機の営業運転再開について（第 29 回定期検査）

H16.11.26 91 美浜発電所１，２号機の運転再開について（２次系配管の点検終了）

H16.12.01 92 大飯発電所２号機の新燃料輸送について

H16.12.02 93 大飯発電所４号機の営業運転再開について（第９回定期検査）

H16.12.02 94 高速増殖原型炉もんじゅの原子炉設置許可処分無効確認等請求訴訟の最高裁判

所上告受理について（知事談話）

２．主な出来事（平成 16 年 11 月 10 日～12 月３日）

年月日 概　要

H16.11.12 ・ 原子力委員会新計画策定会議（第 12 回：東京）

H16.11.13 ・ 関西電力の藤社長が県庁で記者会見

H16.11.20 ・ 松永原子力安全保安院長と西川知事が面談

H16.11.21 ・ 小平資源エネルギー庁長官と西川知事が面談

H16.11.24 ・ 関西電力の藤社長と西川知事が面談

H16.11.24 ・ 原子力委員会新計画策定会議（第 13 回：東京）

H16.11.25 ・ 福井県原子力安全専門委員会（第 12 回）

H16.11.29 ・ 第２回エネルギー研究開発拠点化計画策定委員会ワーキンググループ会議

H16.12.1
～12.2

・ IAEA 国際会議（各国の高速炉開発と「もんじゅ」：敦賀市内）

H16.12.2 ・ 高速増殖原型炉もんじゅの原子炉設置許可処分無効確認等請求訴訟について、最高裁

判所は、国の上告受理申立てを受理

H16.12.3 ・ 第４世代原子力システム国際フォーラムを開催（第１回もんじゅプロジェクト会議：

敦賀市内）




