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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 17 年度 運開後累計 平成 17 年度 運開後累計 

１号機 運転中 
１００．７

１００．０

６７．０

６９．７

７．８ ７３９．３日本原子力発電㈱ 

 

敦 賀 発 電 所 
２号機 運転中 

 ７７．７

７６．３

８２．４

８２．６

１９．７ １５３９．２

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 
定期検査中 

(H17.4.25～9 上旬)

２７．９

２７．３

５１．１

５３．７

２．１ ５２６．４

２号機 運転中 
１０１．１

１００．０

６０．９

６２．６

１１．０ ８７８．９

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)

０．０

０．０

７２．９

７４．１

０．０ １５０９．１

１号機 運転中 
１００．５

１００．０

６５．１

６６．２

２５．８ １７６２．０

２号機 
調整運転中 

(H17.6.24～H17.7)

５．７

６．９

７１．４

７２．４

１．５ １８８０．７

３号機 
定期検査中 

(H17.6.24～9 上旬)

９４．０

９２．３

８４．０

８４．３

２４．２ １１７６．４

関 西 電 力 ㈱ 

 

大 飯 発 電 所 

４号機 運転中 
１０１．７

１００．０

８６．１

８６．０

２６．２ １１０４．４

１号機 運転中 
１０４．４

１００．０

６７．１

６８．３

１８．８ １４８８．７

２号機 運転中 
１０５．２

１００．０

６７．６

６９．０

１９．０ １４５１．０

３号機 
定期検査中 

(H17.4.21～未定)

２２．６

２２．０

８４．２

８４．３

４．３ １３１３．０

関 西 電 力 ㈱ 

 

高 浜 発 電 所 

４号機 運転中 
１０３．４

１００．０

８５．１

８５．２

１９．６ １３０２．６

 合 計 
７３．０

７１．１

７２．５

７１．２

１８０．０ １６６７１．７

(注) 稼働率は平成 17 年６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 
(第 19 回定期検査中)

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 17 年７月４日現在 

（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（％）
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３．各発電所の特記事項（平成 17 年６月４日～７月４日） 

 

発電所名 特記事項 

敦賀２号機 ●原子炉格納容器内床面等でのホウ酸の発見に伴う原子炉手動停止 

  ・定格熱出力一定運転中の６月５日、原子炉格納容器内監視カメラによ 

    る点検で、１次冷却材ポンプループ室地下２階床面等に付着物が確認 

    された。 

  ・翌６日に同室内に入域し、付着物を採取し分析した結果、１次冷却材 

    に含まれる放射能とホウ酸が確認された。 

  ・漏えい箇所の特定や詳細な点検調査を行うため、９日 14 時に原子炉を

    手動停止した。 

  ・点検の結果、ほう酸注入系統のテストコネクタ弁下流に取り付けられ 

    た閉止栓付近にホウ酸の析出が認められた。 

  ・原因は、当該弁シート部でのクラッド噛み込みによる漏れと、当該閉 

    止栓の締付け不足により、１次冷却水が漏れたと推定された。 

  ・対策として、当該弁より下流の配管および閉止栓を新品に取り替ると 

    ともに弁体および弁座の手入れを行った。さらに閉止栓についての締 

    付け確認を徹底するなどの留意点などを、所内規程に反映する。 

  ・当該閉止栓および原子炉格納容器内にある類似閉止栓の点検を行い、 

    漏えいがないことを確認後、７月２日０時に原子炉起動、７月３日２ 

    時より発電を再開した。 

  ・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 6 月 8日、10 日、23 日、7月 1日  記者発表済）

ふげん ○廃止措置準備中 

○第 19 回定期検査（H17.3.30～） 

もんじゅ ○ ナトリウム漏えい対策等工事の準備作業（H17.3.3～） 

○ 平成 17 年度設備点検（H17.5.16～H18.3 月予定） 

美浜１号機 ○第 21 回定期検査（H17.4.25 ～ H17.9 月上旬予定） 

・発電停止   （H17.4.25 20:00） 

●補助建屋排気筒のひび割れおよびドレン管の接続不良 

  ・定期検査中の４月 28 日、原子炉補助建屋排気筒の目視点検を実施した

    ところ、排気筒下部のドレン管の外れ（２箇所）と、排気筒底板にひ 

    び割れが確認された。 

・原因は、排気筒内の流体による底板の振動により、溶接部厚さが薄い 

  箇所で疲労限を超える繰返し応力が働いたため、疲労割れが発生した 

  と推定された。 

・また、溶接部の疲労割れが徐々に全周に広がる過程において、繰返し 

  応力が底板にも加わり、ひび割れが発生したと推定された。 

 ・対策として、補助建屋排気筒の一部を、剛性向上による振動抑制のた

  め、底板の板厚（1.2mm → 3.0mm）およびドレン管と底板の溶接部の 

  構造等を変更した新しいものに取り替える。格納容器排気筒ドレン管 

  についても念のため取替えを行う。 

（平成 17年 4 月 28 日、6月 20 日  記者発表済）

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） 

  （現在、定期検査作業として計画している設備改修工事や２次系配管肉 

    厚測定データの評価および配管取替作業を実施中） 

（添付資料―１）

○：定期検査関係、●：異常事象 
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発電所名 特記事項 

大飯２号機 ○第 19 回定期検査（H17.3.16 ～ H17.７月下旬予定） 

 ・発電停止   （H17.3.16 0:00） 

  ・原子炉起動   （H17.6.22 20:57）、臨界（6.23  4:00） 

  ・調整運転開始 （H17.6.24 17:00） 

●Ｂ－非常用母線の一時的な停電 

・定期検査中の６月３日、非常用予備発電装置機能検査の復旧作業とし 

て、非常用４－２Ｂ母線への受電を、非常用ディーゼル発電機から起 

動用変圧器側に切替えるため、起動用変圧器側の４－２ＳＢしゃ断器 

の投入操作を行ったところ、４－２ＳＢしゃ断器が投入されていない 

状態で、非常用ディーゼル発電機側の４－２ＢＥＧしゃ断器が開放し 

たため、４－２Ｂ母線が停電状態となった。 

  ・調査の結果、４－２ＢＥＧしゃ断器開放の原因となるような異常や不 

    具合は認められず、異物による短絡等の一時的な不具合が発生したも 

    のと推定された。また４－２ＳＢしゃ断器の投入操作が確実に実施さ 

    れていなかったことが確認された。 

・しゃ断器や動作回路の点検を行い、異常がないことを確認した後、再 

度、非常用予備発電装置機能検査を行い、機能の健全性を確認した。 
（平成 17年 6 月 20 日  記者発表済）

大飯３号機 ○第 11 回定期検査（H17.6.24 ～ H17.９月上旬予定） 

  ・発電停止     （H17.6.24  0:00） 

高浜３号機 ○第 16 回定期検査（H17.4.21 ～ 未定） 

  ・発電停止      (H17.4.21  1:00) 

●可動小型中性子束検出器の所在不明 

  ・定期検査中の６月 24 日、年１回の燃料以外の核燃料物質実在庫確認を

    行っていたところ、未使用の可動小型中性子束検出器（Ｍ／Ｄ）１個 

    が、保管場所である３号機Ｍ／Ｄ保管庫に保管されていないことが判 

    明した。なお、平成 16 年７月６日に行った前回の実在庫確認の際には、

    当該検出器の所在は確認されている。 

・聞き取り調査などから廃棄物として処理された可能性が高いため、現 

    在、放射性廃棄物保管用ドラム缶等を調査中である。 
（平成 17年 6 月 24 日  記者発表済）

○：定期検査関係、●：異常事象 

 

 

４．燃料輸送実績（平成 17 年６月４日～７月４日） 

 

＜新燃料輸送＞ 

発電所名 概   要 

大飯１号機 新燃料集合体 24 体を原子燃料工業(株)より受け入れ（６月 14 日） 

高浜３号機 新燃料集合体 28 体を三菱原子燃料(株)より受け入れ（７月１日） 

 

＜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（６月 23 日着） 
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（参考） 

 

１．記者発表実績（平成 17 年６月４日～７月４日） 

 
年月日 番号 発表件名 

H17.06.07 16 敦賀発電所の原子炉設置変更許可について（２号機非常用電源設備の受電系統の

変更） 

H17.06.08 17 敦賀発電所２号機の原子炉手動停止について（原子炉格納容器内床面等でのホウ

酸の発見） 

H17.06.10 18 敦賀発電所２号機の原子炉手動停止について（原子炉格納容器内床面等でのホウ

酸の発見の調査状況） 

H17.06.14 19 大飯発電所１号機の新燃料輸送について 

H17.06.20 20 大飯発電所２号機の原子炉起動と調整運転の開始について（第１９回定期検査）

H17.06.20 21 大飯発電所３号機の第１１回定期検査開始について 

H17.06.20 22 美浜発電所２号機の定期検査状況について（補助建屋排気筒のひび割れの原因と

対策） 

H17.06.23 23 敦賀発電所２号機の原子炉手動停止について（原子炉格納容器内床面等でのホウ

酸の発見の原因と対策） 

H17.06.24 24 高浜発電所３号機の定期検査状況について（可動小型中性子束検出器の所在不明）

H17.06.30 25 平成 17 年度の原子力発電所の運転・建設計画の変更について（使用済燃料集合体

輸送計画の変更） 

H17.07.01 26 高浜発電所３号機の新燃料輸送について 

H17.07.01 27 敦賀発電所２号機の原子炉起動について（原子炉格納容器内床面等でのホウ酸の

発見） 

 

２．主な出来事（平成 17 年６月４日～７月４日） 

 
年月日 概 要 

H17.06.07 福井県 原子力安全専門委員会（第 20 回） 

H17.06.16 総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 高経年化対策検討委員会 

  （第５回：東京） 

H17.06.17 関西電力 原子力保全改革検証委員会（第１回） 

H17.06.23 森口文部科学省大臣官房審議官が飯島副知事と面談 

H17.06.27 総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会（第 20 回：東京） 

H17.06.30 松永原子力安全・保安院長が知事と面談 

原子力委員会 新計画策定会議（第 29 回：東京） 

 



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 平成17年5月 平成17年6月 平成17年7月 平成17年8月

主

要

工

程

 美浜発電所 美浜発電所 美浜発電所 美浜発電所３３３３号機号機号機号機　　　　第第第第２１２１２１２１回定期検査作業工程回定期検査作業工程回定期検査作業工程回定期検査作業工程（（（（主要作業主要作業主要作業主要作業））））

主蒸気・主給水管ベローズ他取替工事

（注）：平成１７年８月以降の工程は未定です。なお、上記工程については変更になる場合があります。

　※　：２次系配管点検の工程には、余寿命評価作業及び配管取替作業、取り替え後の健全性確認を含みます。（事故発生の復水配管については、準備整い次第取替作業を実施する。）
　

：予定

：実績

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・取り替え

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、補修および健全性確認

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)

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)

ｼｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ取外し

炉内構造物吊込み

（6/9）

※

添
付

資
料

－
１
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