
 
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 17 年４月４日現在 

１．運転または建設中の発電所（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）   項 目 

発電所名 

現状 

平成 16 年度 運開後累計 平成 16 年度 運開後累計 

１号機 運転中 
 ８５．４

８５．３

６６．８

６９．５

２６．７ ７３１．４日本原子力発電㈱ 

 

敦 賀 発 電 所 
２号機 運転中 

 ８０．９

８０．１

８２．５

８２．７

８２．２ １５１９．５

核燃料サイクル開発機構 

 

高速増殖原型炉もんじゅ 

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。) 

１号機 運転中 
６５．４

６６．４

５１．２

５３．９

１９．５ ５２４．４

２号機 運転中 
５５．４

５５．８

６０．６

６２．３

２４．３ ８６７．８

関 西 電 力 ㈱ 

 

美 浜 発 電 所 

３号機 

事故停止(H16.8.9）

定期検査中 

(H16.8.14～未定)

３６．７

３５．８

７３．６

７４．８

２６．６ １５０９．１

１号機 運転中 
７５．６

７５．９

６４．８

６５．９

７７．８ １７３６．２

２号機 
定期検査中 

(H17.3.16～6 中旬）

９２．９

９１．７

７２．０

７３．０

９５．６ １８７９．２

３号機 運転中 
２０．５

２０．８

８３．８

８４．１

２１．２ １１５２．２

関 西 電 力 ㈱ 

 

大 飯 発 電 所 

４号機 運転中 
８３．２

８２．３

８５．７

８５．８

８６．０ １０７８．２

１号機 運転中 
８０．３

７７．８

６６．８

６８．１

５８．１ １４６９．９

２号機 運転中 
７８．４

７６．９

６７．３

６８．８

５６．７ １４３２．０

３号機 運転中 
９５．６

９３．１

８４．９

８５．０

７２．８ １３０８．７

関 西 電 力 ㈱ 

 

高 浜 発 電 所 

４号機 運転中 
８０．９

７８．５

８４．９

８５．０

６１．７ １２８３．０

 合 計 
７１．７

７０．８

７２．５

７１．２

７０９．２ １６７０７．８

(注) 稼働率は平成 17 年３月末現在、累計は営業運転開始以降。 

２．運転を終了した発電所 

稼働率（％） 発電電力量（億 kWh）   項 目 

発電所名 

現状 

運転期間（S54.3.20～H15.3.29） 

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） 

廃止措置準備中 
６２．２ 

 
６３．８ 

２１６．１ 

 

 （上段）設備利用率＝ 

発電電力量 

――――――――― 

認可出力×暦時間 

×100（％） （下段）時間稼働率＝ 

発電時間 

――――――――― 

暦時間 

×100（％）



３．各発電所の特記事項（平成 17 年３月３日～４月４日） 

 

発電所名 特記事項 

敦賀２号機 ○第 14 回定期検査（H16.12.15～H17.3.24） 

 ・発電停止  （H16.12.15  0:00） 

・原子炉起動 （H17.2.23  21:00）、臨界（2.24  5:26） 

・調整運転開始（H17.2.25  19:00） 

・営業運転再開（H17.3.24  16:50） 

ふげん ○廃止措置準備中 

○第 19 回定期検査（H17.3.30～） 

もんじゅ ○平成 16 年度設備点検（H16.7.5～H17.3.30） 

○ナトリウム漏えい対策等工事の準備作業（H17.3.3～） 

美浜１号機 ●湿分分離加熱器加熱蒸気室ドレン抜き栓からの漏えい 

・定格熱出力一定運転中の２月４日、湿分分離加熱器の加熱蒸気室ドレ

ン抜き栓からの漏えいを確認したため、同日 13 時 30 分から出力降下

を開始し、20 時 40 分に発電を停止した。 

・原因調査の結果、当該湿分分離加熱器の製作時もしくは運転初期に、

当該栓は締付けトルク値が低い状態で取付けられたことに加え、長い

期間が経過し、ねじ部に巻きつけられたシールテープが劣化したため、

漏えいしたものと推定された。 

・対策として、当該栓を新品に取り替え、シール溶接を行うとともに、

ねじ込み栓取付け時の締付けトルク管理要領を定めた。 

・また、今回のプラント停止中に他の２次系熱交換器やタンクの類似ね

じ込み栓について調査（66 箇所）を実施し、シールテープの巻替えお

よびトルク管理要領に基づく締付けを行う等の対策を図り、３月８日

に原子炉を起動し、３月９日に発電を再開した。 
（平成 17 年２月４日、14 日、３月７日 記者発表済）

●Ａ－余熱除去ポンプの待機除外（添付資料－１） 
（平成 17 年３月 22 日 記者発表、 

平成 17 年３月 28 日 原子力環境安全管理協議会に報告済）

●美浜１号機のＢ－充てんポンプマニホールドカバーボルトの損傷 

 ・定格熱出力一定運転中の３月 19 日、Ｂ－充てんポンプの No.1 シリン

ダー吸込み側マニホールドカバーのボルト４本のうち３本が折れ、ナ

ットとともに床面に落ちていることを運転員が発見した。 

・Ａ，Ｂ－充てんポンプが運転中であったが、待機中のＣ－充てんポン

プを起動し、当該Ｂ－充てんポンプを停止・隔離した。 

・その後、当該ボルト４本を除く 32 本のボルトの締付け状態を確認した

ところ、新たに No.2 シリンダー吸込み側マニホールドカバーのボルト

１本が折れていることが確認されるとともに、28 本のトルク値が目標

締付けトルク値より低いことが認められた。 

・また、運転中のＡ，Ｃ－充てんポンプについて、順次ポンプを停止・

隔離した上で、ボルト全数（72 本）の締付け状態を確認した結果、ボ

ルトの折れは認められなかったが、吐出側および吸込み側マニホール

ドカバーのボルトの一部に目標締付けトルク値より低い箇所が認めら

れたため、締め付けを行った。 

・この事象による１次冷却水の漏れはない。また、補助建屋排気筒ガス

モニタや運転パラメータ等に変化はなく、環境への放射能の影響はな

い。 

・現在、ボルトの損傷原因等の調査を実施中である。 
（平成 17 年３月 22 日 記者発表済）



 

 

発電所名 特記事項 

美浜２号機 ○第 22 回定期検査（H17.1.9～H17.3.29） 

 ・発電停止  （H17.1.9 1:00） 

・原子炉起動 （H17.3.1  17:42）、臨界（3.2  1:16） 

・調整運転開始（H17.3.3 18:58） 

・営業運転再開（H17.3.29 17:00） 

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） 

 （事故後、原子炉からの燃料取り出し等の安全確保対策とともに、現場

調査や設備影響調査を実施していたが、これらの調査が終了したこと

から、平成 16 年 12 月 21 日より準備作業を開始し、平成 17 年１月５

日から定期検査作業を開始した。）（添付資料－２） 

大飯２号機 ○第 19 回定期検査（H17.3.16～H17.６月中旬予定） 

 ・発電停止  （H17.3.16 0:00） 

大飯３号機 ●原子炉格納容器内での漏えい 

 ・定格熱出力一定運転中の３月７日、原子炉格納容器内点検において、

格納容器内冷却材ドレンタンク室内に水溜りを発見した。 

 ・水溜りの水分析の結果、１次冷却水の漏えいの可能性が確認されたこ

とから、漏えい箇所の特定や詳細な点検調査を行うため、同日、出力

降下を開始し、翌日、原子炉を停止した。 

・点検の結果、同室上部にある加圧器気相部の試料採取系統配管で、約

１ｍの範囲において保温材外表面にホウ酸の付着が確認された。保温

材取り外し後に外面観察を行った結果、配管接続箇所の溶接部に直径

約１mm 程度の微少な穴が確認された。 

・当該箇所を切断し、試験施設で詳細な原因調査を実施した結果、溶接

部の内側に溶け込み不良による欠陥が認められるとともに、溶接の重

ね合わせが不十分である上に、溶接金属の溶け込み不良があることが

確認された。 

・原因は、当該カップリングの溶接部において、当該配管が小口径で、

現場も壁や天井に近く狭隘であり、溶接施工性が比較的悪かったこと

から、溶接時に溶接不良による欠陥が発生し、その後の起動停止等に

伴う運転圧力の繰り返しなどによって欠陥が貫通し、漏えいに至った

ものと推定された。 

・対策として、当該漏えい部を含め、試料採取系統の小口径配管のカッ

プリング部について突き合わせ溶接構造（自動溶接）に取り替え、系

統の健全性を確認した上で、３月 26 日に原子炉を起動し、３月 27 日

に発電を再開した。 

・なお、この事象による環境への放射能の影響はない。 
（平成 17 年３月７日、10 日、22 日 記者発表済）

高浜２号機 ○第 22 回定期検査（H16.12.18～H17.3.15） 

・発電停止  （H16.12.18 1:00） 

・原子炉起動 （H17. 2.15  17:50）、臨界（2.16  2:17） 

・調整運転開始（H17. 2.17   7:30） 

・営業運転再開（H17. 3.15  16:30） 

○：定期検査関係、●：トラブル関係（異常事象）、▲：異常事象に該当しない軽微な事象 

 



４．燃料輸送実績（平成 17 年３月３日～４月４日） 

 

＜新燃料輸送＞ 

発電所名 概 要 

大飯３号機 ・新燃料集合体 40 体を受け入れ（３月 18 日） 

（三菱原子燃料（株）より）

・新燃料集合体 36 体を受け入れ（３月 31 日） 

（三菱原子燃料（株）より）

 

＜使用済燃料輸送＞ 

発電所名 概 要 

美浜発電所 ・青森県六ヶ所村の日本原燃株式会社使用済燃料受け入れ貯蔵施設

に、使用済燃料 30 体を輸送（３月 17 日着） 

高浜発電所 ・青森県六ヶ所村の日本原燃株式会社使用済燃料受け入れ貯蔵施設

に、使用済燃料 42 体を輸送（３月 17 日着） 

 



（参考） 

 

１．記者発表実績（平成 17 年３月３日～４月４日） 

 
年月日 番号 発表件名 

H17.03.03 121 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  

H17.03.07 122 美浜発電所 1号機の原子炉起動と運転再開について（湿分分離器加熱蒸気室ドレ

ン抜き栓からの漏えいによる原子炉停止） 

H17.03.07 123 大飯発電所３号機の原子炉手動停止について（原子炉格納容器内での水溜りの発

見） 

H17.03.10 124 大飯発電所３号機の原子炉手動停止について（原子炉格納容器内での漏えいに伴

う点検状況） 

H17.03.14 125 大飯発電所２号機の第１９回定期検査開始について 

H17.03.15 126 高浜発電所２号機の営業運転再開について（第２２回定期検査） 

H17.03.17 127 敦賀発電所２号機の原子炉容器上部ふた取替計画に係る事前了解願いについて 

H17.03.18 128 大飯発電所３号機の新燃料輸送について 

H17.03.22 129 大飯発電所３号機の原子炉手動停止について（原子炉格納容器内での漏えいの原

因と対策） 

H17.03.22 130 美浜発電所１号機のＢ－充てんポンプマニホールドカバーボルトの損傷について

H17.03.24 131 敦賀発電所２号機の営業運転再開について（第１４回定期検査） 

H17.03.29 132 美浜発電所２号機の営業運転再開について（第２２回定期検査） 

H17.03.29 133 新型転換炉ふげん発電所の第１９回定期検査開始について 

H17.03.30 134 知事談話（美浜発電所３号機二次系配管破損事故調査委員会の 終報告書のとり

まとめについて） 

H17.03.30 135 高速増殖原型炉もんじゅの平成１６年度設備点検の終了について 

H17.03.31 136 大飯発電所３号機の新燃料輸送について 

 

 

２．主な出来事（平成 17 年３月３日～４月４日） 

 
年月日 概 要 

H17.03.03 ・美浜発電所３号機２次系配管破損事故調査委員会（第８回：東京） 

H17.03.04 ・原子力委員会新計画策定会議（第 20 回：東京） 

H17.03.09 

H17.03.10 

・国際原子力機関ＩＡＥＡセミナー「原子力への期待～地域との共存・共栄の視点から考

える～」（福井県国際交流会館） 

H17.03.11 ・福井県原子力安全専門委員会（第 17 回） 

H17.03.14 ・美浜発電所３号機２次系配管破損事故調査委員会（第９回：福井） 

H17.03.16 ・原子力委員会新計画策定会議（第 21 回：東京） 

H17.03.18 ・福井県原子力安全専門委員会（第 18 回） 

H17.03.21 ・平成 16 年度原子力防災訓練（高浜） 
H17.03.25 ・関西電力は、「美浜発電所３号機事故 再発防止に係る行動計画」を報告 

H17.03.28 ・第 150 回福井県原子力環境安全管理協議会（敦賀） 

H17.03.29 ・原子力委員会新計画策定会議（第 22 回：東京） 

H17.03.30 ・美浜発電所３号機２次系配管破損事故調査委員会（第 10 回：東京） 

H17.03.31 ・関西電力藤社長は知事に「美浜発電所３号機事故 再発防止に係る行動計画」を報告 

・松永原子力安全・保安院長は知事に「美浜発電所３号機二次系配管破損事故について（

終報告書）」を報告 

 

 

http://www.atom.pref.fukui.jp/announce/h16/121-H170303-ines.pdf
http://www.atom.pref.fukui.jp/announce/h16/122-H170307-M1-saikai.pdf
http://www.atom.pref.fukui.jp/announce/h16/123-O3-rouei.pdf
http://www.atom.pref.fukui.jp/announce/h16/124-O3-rouei-jyoukyou.pdf


添付資料－１ 

平成16年度安全協定に基づく軽微な異常事象 

 
美浜発電所１号機 Ａ－余熱除去ポンプの待機除外 

 

・発生日時：平成17年３月22日 （Ａ－余熱除去ポンプ待機除外） 

・終結日時：平成17年３月25日 （Ａ－余熱除去ポンプ待機状態に復帰） 

・放射能による周辺環境への影響：なし 

・国の取扱い：報告対象外 

・安全協定上の取扱い：異常事象（第６条第５号「発電所に故障が発生したとき」） 

 

１．概要 

Ａ湿分分離加熱器加熱蒸気室ドレン抜き栓からの漏えいに伴い、２月４日から原子炉を停止

しており、Ａ－余熱除去ポンプを１次冷却材系統の除熱のために運転していたが、原子炉起動

前の３月７日13時31分、当該ポンプを停止した。 

 その後の同日16時頃、巡回点検中の運転員が当該ポンプのメカニカルシール部からわずかな

漏えい（１滴／１秒程度）が発生していることを確認した。漏えい水は全て、ドレン配管で回

収されており、漏えい量は約600cc/h（管理基準値1000cc/h）で、増加傾向は見られなかった。 

  この事象による環境への放射能の影響はない。 

 

２．原因 

  メカニカルシールからの漏えいの原因は、ポンプ停止時に摺動面の当たりが変化し、微小な

異物をかみこんだ可能性があるものと推定された。 

 

３．対策 

この事象は、ポンプの機能に影響を与える異常ではないが、予防保全の一環として、３月22

日４時～25日14時30分の間、計画的に当該ポンプを待機除外とし、当該メカニカルシールの

取替作業を行った。 

 

※ 本事象は、計画的に工学的安全設備の機器を待機除外として点検（メカニカルシールの取替）を

行うものであり、当該機器を待機除外とした時点（３月22日４時）で、安全協定上の異常事象に

該当する。 



美浜発電所１号機
Ａ－余熱除去ポンプメカニカルシールからのわずかな漏えいに伴う取り替え作業（待機除外）の実施について

系統概略図
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余熱除去ポンプメカニカルシール構造図
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シャフトスカラー

６角穴付きボルト

セットプレート

漏えい推定箇所
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約２０５ｍｍ

漏えい推定経路

ポンプ
本体

軸受部

メカニカルシール

軸受冷却水入口配管

メカニカルシールドレン配管

取替範囲

メカニカルシールドレン配管
メカニカルシールからの漏れ
約６００ｃｃ／ｈ

　軸受冷却水出口配管



平成16年8月 平成16年9月 平成16年10月 平成16年11月 平成16年12月 平成17年1月 平成17年2月 平成17年3月 平成17年4月

主

要

工

程

 美浜発電所３号機　第２１回定期検査作業工程（主要作業）

（注）：平成１７年５月以降の工程は未定。なお、上記工程については変更になる場合がある。

添
付

資
料

－
２

：予定

：実績

※　：２次系配管点検の工程には、配管肉厚測定作業、余寿命評価作業及び配管取替作業を含んでいる。

原子炉容器
供用期間中検査準備作業

準備作業

定格熱出力一定運転

２次系配管破損事故に伴う原子炉自動停止（8/9）

定期検査に移行（8/14）

１次冷却材系統降温

原子炉容器開放

燃料取出

設備影響調査

２次系配管点検※

２次系熱交換器他取替工事

炉内構造物吊上げ

蒸気・熱水により影響を受けた機器の点検、補修

準備作業

安全確保対策

炉内計装筒管台予防保全対策工事

原子炉冷却系統設備
小口径配管他取替工事

ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取付

準備作業

(11/30)

(11/29)

(12/21)
(1/ 5)

(2/4)

(2/21)

(2/22)

(2/7)

蒸気発生器ＥＣＴ

(3/9) (3/22)

主蒸気・主給水管ベローズ他取替工事

発電機負荷開閉装置設置工事

準備作業

（1/24）

（1/25）

(2/21) 再生熱交換器連絡管取替工事

（1/ 8）

(12/21)
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