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まえがき

原子力施設（以下，施設と略す）の安全に対する要求が

高まるなか，施設の安全確保とともに，放射線管理情報を

迅速かつ的確に収集・伝達し，適切な対応が図られるとと

もに，関連機関へ情報提供のできることが望まれている。

このような状況のなか，核燃料サイクル開発機構（以下，

サイクル機構と略す）大洗工学センター（以下，センター

と略す）内の各施設において，コンピュータを活用した放

射線情報の遠隔集中監視システムを納入したので紹介する。

このシステムの目的はおおむね以下のとおりである。

各施設の放射線情報を管理区域外で確認できるように

すること。

時々刻々と変化する各施設の放射線情報をセンター内

の事故対策本部などに迅速に情報伝達し，情報の共有化

を可能とすること。

なお，本システムは放射線情報の収集・確認だけではな

く，放射線管理業務を効率化できるシステムとなっている。

全体構成

全体のシステム構成を図１に示す。センター内の以下の

施設を対象としている。

高速実験炉「常陽」（以下，「常陽」と略す）

照射燃料試験施設（以下，AGFと略す）

照射材料試験施設（以下，MMF-1 と略す）

第二照射材料試験施設（以下，MMF-2 と略す）

固体廃棄物前処理施設（以下，WDFと略す）

上記施設を対象として，放射線監視システムを1998年度

に納入したが，施設ごとにサーバと端末を設置し，共通に
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「常陽」の例 
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図１　全体のシステム構成
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使用できるアプリケーションソフトウェアを開発すること

により，センター内のその他施設へも適用できる設計となっ

ている。

また，これらの各施設の情報をサイクル機構内において

共有するためにイントラネット用のWWW（World Wide

Web）サーバを設け，総計 200 チャネルを超えるモニタ

の放射線情報を取り込み，事故対策本部（緊急時対策所），

サイクル機構本社などからアクセス可能とする計画にも対

応できる設計となっている。

システム構成

代表的なシステムとして図１の「常陽」を説明する。既

設のシステムでは，施設内各所に設置した放射線検出器で

計測した放射線情報を放射線監視盤に集めて表示している。

この放射線情報のうち計測値については，指示モジュー

ル出力を変換器を介してアナログ入力モジュール（Ai）に

てディジタル変換してシーケンサに取り込む。また，警報

はディジタル入力モジュール（Di）によりシーケンサに取

り込む。このほかに，モニタ警報のバイパス信号，ルーツ

ブロアの状態信号なども取り込み，また，バルブの制御を

コンピュータから可能としている。これらの情報のサーバ

への上位伝送およびサーバからシーケンサへの下位伝送は

PEリンク経由で行う。また，端末のうち 1台はサーバダ

ウン時のバックアップ装置として機能するため，端末から

も PEリンク経由で放射線情報を収集できる。このほかに，

モニタの詳細情報は GPIB（General Purpose Interface

Bus）経由で指示モジュールとサーバ間で直接伝送でき，

放射線モニタの数に合わせて GPIB インタフェース装置を

増設している。

基本的な情報である計測値や警報をシーケンサ経由でサー

バに取り込む方式とすることにより，将来的にシーケンサ

やサーバの二重化など，システムを拡張しやすい構成となっ

ている。さらに，新旧のモニタや他社製のモニタの共存す

るシステムで共通の処理を可能としている。

各施設ともに警報はリアルタイムに収集し10秒間の発生

の有無の判定後，また，計測値は 0.5 秒周期でシーケンサ

に取り込み平均値処理および工業値変換を行った後，10秒

周期で警報，平均値，最大 0.5 秒値をサーバへ出力し，警

報や計測値を端末で表示する。

このように基本的なデータ処理をシーケンサで行うこと

により，施設固有の条件や新旧モニタの個々の仕様の違い

をシーケンサで吸収して，コンピュータシステムは極力共

通仕様としている。

また，ディジタル式のモニタでは，故障の詳細情報の確

認，警報設定値などの定数の確認および変更を GPIB 経由

で各端末から実施できる。

本システムで使用したコンピュータの仕様を表１に示す

が，ハードウェアはパーソナルコンピュータで構成してい

る。また，代表的な「常陽」のコンピュータ盤を図２に示

す。

アプリケーションソフトウェア

本システムは，OSとしてWindows NT
〈注1〉

4.0，データベー

スとしてOracle
〈注2〉

7，開発ソフトウェアとしてVisual Basic
〈注3〉

およびVisual C++
〈注4〉

を用いて作成した。画面をVisual Basic

で作成することにより，Windows
〈注 5〉

の操作に慣れている人

〈注 1〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 2〉Oracle ：米国Oracle Corp. の登録商標

〈注 3〉Visual Basic ：米国Microsoft Corp. の商標

〈注 4〉Visual C++ ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 5〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図２　「常陽」コンピュータ盤

表１　コンピュータの仕様 

仕　様 
台　数 

項　目 

データサーバ 
GRANPOWER5000 モデル280（Pentium

＊
Ⅱ 400 MHz×1） 

メモリ 64＋64 Mバイト，ハードディスク 4×3 Gバイト 

GPIBインタフェース装置 
FMV-5233FA5（Pentium 233 MHz×1） 
メモリ 32＋64 Mバイト，ハードディスク 3.2 Gバイト 

端　末 
FMV-6350DX（PentiumⅡ 350 MHz×1） 
メモリ 32＋64 Mバイト，ハードディスク 3.2 Gバイト 

＊ Pentium：米国 Intel Corp. の商標 

1

AGF MMF-1/-2

1

WDF

1

「常陽」 

1

1 1 1 3

1 3
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であればだれでも操作できる分かりやすいシステムとなっ

ている。アプリケーションソフトウェア一覧を表２にまと

めた。このうち特徴あるソフトウェアを以下に紹介する。

４.１ トレンドグラフ

図３にトレンドグラフの画面を示す。1画面最大 6モニ

タを表示でき，モニタの組合せを自由に設定できる。図中

左上のメニューのグループ選択により設定されたモニタグ

ループ（最大30グループ）から任意のグループを選択でき，

また，メニューのグループ設定によりおのおののグループ

のモニタの組合せを設定できる。例えば，モニタの指示が

変動した場合に，関連するモニタをその場で組み合わせて

トレンドの比較が簡単にできる。

グラフの左側には，各モニタのモニタ名称と現在値が表

示され，その下の指数部を変更してレンジ設定をクリック

することでグラフの縦位置を変更できる。

グラフは任意の期間を表示できる保存値トレンド（図中

左側）と常にリフレッシュして10秒値を表示する現在値ト

レンド（図中右側）の 2種類から構成される。

保存値トレンドは各モニタの10秒値，１分値，10分値，

１時間値を選択表示できる。図中上と右の矢印によりグラ

フをスクロールでき，時間軸を右側いっぱいにスクロール

させると現在値トレンドと時間的に接続し一緒にリフレッ

シュする。また，左側へは保存データの範囲でスクロール

する。グラフを拡大表示できるよう，縦軸は標準（6デカー

ド），3デカード，2デカードと変更でき，時間軸は標準（1

倍），2倍，3倍と変更できる。また，マウスをトレンドに

合わせ左ボタンをクリックすると，その時刻のモニタの計

測値が表示される。

現在値トレンドは，縦軸のみスクロールおよび拡大表示

できる。

画面の右側の「▲」印は高警報設定値を示し，「－」印

は，故障の警報設定値を示す。

なお，マップ，系統図および警報表示画面でモニタをク

リックするとトレンドグラフを表示できる。

４.２ ユーザー機能

本システムでは，納入後の運用の変更に対応できるよう

に以下の機能を備えている。

マップ

施設内のエリアモニタの計測値や警報をマップ上に表示

しているが，このマップを運用に合わせて簡単に変更でき

るようにビットマップで作成しユーザーに開放している。

例えば，運用において放射線管理区域を変更した場合に，

マップ上の管理区域の色範囲を簡単に変更できる。

帳票出力（2）

（1）
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トレンド種類 

〈グループ4〉 〈グループ7〉 〈グループ10〉 〈グループ13〉 

1/2

〈グループ2〉 〈グループ5〉 〈グループ8〉 〈グループ11〉 〈グループ14〉 

〈グループ3〉 〈グループ6〉 〈グループ9〉 〈グループ12〉 〈グループ15〉 

上図はグル－プ選択および設定画面である。 
モニタ選択時には，上図のセルをクリックすると 
モニタ一覧が表示され選択できる。 

図３　トレンドグラフ

表２　主要アプリケーションソフトウェア一覧 

項　目 機　能 

データ収集演算処理 
データをシーケンサ経由で読み込み，10秒値， 
1分値，10分値，1時間値を作成する。 

機 　 器 　 制 　 御  
CRT画面より開閉信号をシーケンサに出力し，弁 
を制御する。 

GPIB　　伝　　送 モニタ計測器の情報の読込みおよび書換えを行う。 

デ　ー　タ　保　存 10秒値を10日間，その他の値を1年間保存する。 

データバックアップ 
サーバ異常時，端末にデータを保存する。 
保存期間は3日間。 

マップおよび系統図 
計測値，警報などをマップまたは系統図上に表示 
する。 

ト レ ン ド グ ラ フ  
現在値データおよび保存データを時系列グラフに 
表示する。 

デ　ー　タ　表　示 
現在値データおよび保存データを一覧表に表示す 
る。1分値を修正できる。 

暗 証 番 号 管 理  
機器制御などに際して，暗証番号による操作員の 
認証を可能とする。 

修 正 履 歴 管 理  
設定値の変更などの作業があった場合に記録に残 
す。 

警 　 報 　 表 　 示  
モニタの警報が発生した場合は，リアルタイムに 
表示する。また，復帰の表示も行う。 

メ ッ セ ー ジ 表 示  機器の操作などの情報を表示する。 

帳 　 票 　 出 　 力  日報，月報，日常点検記録などの帳票を出力する。 

放 　 出 　 評 　 価  
排気ガス，排水などの放射性物質の放出管理を行 
う。 
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日報などの標準フォーマットはExcel
〈注6〉

で作成し，簡単な

文字などの変更であれば，運用に合わせて標準フォーマッ

トを変更できる。

また，帳票は印刷前に Excel 画面に表示されるので，

Excel の機能を用いて作業者が任意に変更して印刷できる。

その際，帳票の元データをExcel の別のシートに出力して

いることから，値の書換えのみではなく計算方法も Excel

の機能を用いて変更できる。

また，ダンプリストをExcel に出力し，作業者が作成し

た帳票にはり付けることも可能である。

グループ処理

トレンドグラフのグループ処理機能はモニタ現在値表示

画面にもあり，運用に合わせて変更できる。

４.３ アプリケーションソフトウェアの共通化

今回のシステムでは，同じアプリケーションソフトウェ

アを各施設に適用することから，モニタ情報など各施設個

別の情報を初期ファイルにまとめ，初期ファイルの書換え

のみで施設ごとに適用できるようにしてある。初期ファイ

ルには名称などの単純な情報だけではなく，例えば，モニ

タ情報として，モニタ番号，モニタ名称，機器形式，測定

範囲，マップの座標などの情報を持ち，また，マップ情報

として，マップ番号，ビットマップ，マップに表示される

モニタ番号などの情報を持つ。仮に，WDF施設で動作し

ていたシステムの初期ファイルを書き換え，MMFのマッ

プを設定すると，マップ情報からビットマップと表示する

モニタ番号を読み出し，モニタ情報からそのモニタの座標

を読み出し，自動的にMMFのマップに書き換わる。

４.４ 放出評価

放射性物質の放出計算処理も本システムで実施している。

〈注 6〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標

対象とした放射性物質は，各施設の排気ガス，「常陽」の

室内ガス，廃ガス，排水である。放出評価は，施設ごとお

よび評価時の施設の状況（原子炉運転中，停止中など）に

より評価方法が変わることから，処理を分かりやすくする

ため本処理にかかわるすべての計算条件や定数を時間変数

とみなし，計算の最小単位である 1分値で計算処理できる

ように整理している。

計算条件については論理演算を行い，その結果と定数や

放射能との積を求め，１分単位での放出量を計算し，必要

な期間の積算から求める放出量を計算できる。

基本処理を 1分単位の放出量として分かりやすくしたこ

とから，いろいろな条件の選択が施設の運用に合わせて自

動または手動で実現でき，全施設の処理を一つのアプリケー

ションソフトウェアにまとめることができた。選択条件は，

自然放射線レベル（BG）は原子炉の運転中と停止中の選

択，時定数および検出限界計数率は BGから自動計算値と

手入力値の選択，放出の有無の判定は固定のしきい値を用

いる固定値処理と統計処理（平均＋係数×標準偏差）の選

択，濃度換算定数は 5核種からの選択，排風量は定格風量

（1か月あたりと 1時間あたり）と実測風量の選択，不検

出量評価期間は自動評価と手入力評価と濃度評価の選択な

どがある。

以上の処理のうち各種定数などの設定フローを図４に示

す。図に示すように各種定数などの設定は，いずれも有効

期間を設定でき，評価期間の中で任意に定数などを変更し

て処理することが可能である。また，図５に放出評価期間

任意設定評価処理フローを示すが，図中左側のトレンド画

面処理では，トレンドグラフで放出の状態を確認しながら，

評価期間を設定可能である。図中右側に期間任意設定評価

処理のフローを示すが，排風量の算出方法や放出有無の判

断方法を選択し 6種類の処理を選択可能とするとともに，

帳票出力前に定数などの変更を可能として，評価対象核種

の濃度換算係数などを簡単に変更し比較できるようになっ

（3）
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選　択 

選　択 

計　算 

計　算 

各種定数などの変更保存 

メニューへ 

書換え 

暗証番号確認 

計算 

キャンセル 

〈注〉書換え ：新規，修正，削除の操作により可能とする。 
　　　外部出力 ：定数ファイルを外部記憶媒体などに保存でき，Excelなどで表示できる。 
　　　計　算 ：時定数と検出限界計数率を自動計算する。 

キャンセル 

メニューへ 

キャンセル 

メニューへ 

終了 

保存 

外部 
出力 

選　択 

書換え 

暗証番号確認 

終了 

外部 
出力 

左記のフローで処理する項目 
①モニタ定数 
 

左記のフローで処理する項目 
①排風機運転状態 

③不検出量評価期間 

②定期点検系排風機運転状態 

④原子炉運転状態 

�定数有効開始日 
�BG（原子炉運転・停止） 
�時定数（自動計算・手入力） 
�検出限界計数率 
　（自動計算・手入力） 
�統計処理用定数 
　（標準偏差対象デ－タ数，標準偏差係数） 
�放出管理目標値 
　（四半期管理目標値，年間管理目標値） 
�濃度換算定数 
　（5核種選択） 
 

�1時間あたりの定格風量 
�1か月あたりの定格風量 
�排風機停止期間 

�排風機運転期間 
�風量 

�有効期間 
�自動評価期間補正（1日単位） 
�手入力評価期間（1日単位） 
�濃度計算評価期間（1日単位） 

�原子炉運転期間 

図４　放出評価各種定数などの設定フロー



原子力施設内の放射線監視システム

ている。

なお，このほかに月報，年報などの処理がある。

WWWサーバ

情報を共有化するにあたり，センター内の各施設のサー

バをサイクル機構内 LAN（Local Area Network）に接続

し，各施設の放射線情報をセンター内に設置したWWW

サーバに収集して，事故対策本部およびサイクル機構本部

と情報の共有化を図ることが計画されている。

各施設の放射線情報をリアルタイムに取り込み，マップ，

トレンドグラフなどで表示することにより放射線情報を大

勢の関係者で共有することが可能となる。

あとがき

各施設に設置された放射線モニタ情報を集中監視するた

め，各施設固有の仕様を共通の仕様にまとめ上げる作業の

なかで，原子力施設内の放射線監視コンピュータシステム

として標準的な仕様をまとめ上げることができた。したがっ

て，このシステムは他のシステムへも簡単に適用できるも

のと期待でき，さらに多くのシステムへ適用していき，よ

り良いシステムに成長させていく所存である。

最後にこのシステムを構築するにあたり，核燃料サイク

ル開発機構の関係各位にご指導いただいたことを深く感謝

する次第である。
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選　択 

評価期間設定 

トレンド画面表示 

日時入力 

〈注〉定数などの変更があった場合，Excel出力データは変更された定数による計算結果が出力されるが，保存されたデータは更新されない。 

処理1　定格風量/固定値処理 

内　容 

処理2　定格風量/統計処理 

処理3　定格風量/固定値処理＋統計処理 

処理4　実測風量/固定値処理 

処理5　実測風量/統計処理 

処理6　実測風量/固定値処理＋統計処理 

キャンセル 

マウス選択 
トレンド画面 

ポップアップ画面 

ポップアップ画面 

メニューへ 

評価処理 
選　択 

放出評価モニタ 
定数の確認 

排風量算出方法選択 

処理方法区分選択 

各種定数などの変更 

Excel画面表示 

帳票印刷 

処理3処理2処理1 処理6処理5処理4

評価期間入力 

トレンド画面処理 期間任意設定評価処理 

キャンセル 
メニューへ 

変更〈注〉 

Excel出力 

計算 

�排風量算出（定格/実測） 
�処理方法（放出有無の判断） 
　（固定値処理/統計処理/ 
　　固定値処理＋統計処理） 

図５　放出評価期間任意設定評価処理フロー



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
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