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まえがき

原子力発電所における放射線管理業務の目的は，施設内

で作業を行う作業者や，施設外の一般環境の安全を確保す

るとともに，プラントの正常な運転の維持，管理を行うこ

とにあり，そのために多くの放射線計測機器が使用されて

いる。これらの測定機器から得られる情報は，作業者や一

般公衆，施設内外の安全を確保するため迅速な処理と処理

結果による対応が求められる。

また，気象，放射線計測および発電所設備の運転データ

から，プラント通常運転時の発電所周辺の環境被ばく線量

評価が要求されているとともに，緊急時における環境への

影響を評価することが必要とされる。

富士電機は，これまでに，これら原子力発電所における

膨大な放射線管理のための情報を効率的に処理することを

目的とした放射線管理システムを多くの原子力発電所に納

入している。また，このたび，放射線管理業務を業務種別

ごとに機能分散し，得られた情報を高速の汎用 LAN（Lo-

cal Area Network）を使用することにより収集し，放射

線管理情報として一元管理するとともに，迅速に，かつ効

率よく処理する業務分散処理形の総合放射線管理システム

を九州電力（株）川内原子力発電所に納入した。

本稿では，原子力発電所におけるオープンシステム，業

務分散処理形の総合放射線管理システムの構成・機能につ

いて紹介する。

放射線管理システムの概要

図１に放射線管理システムの全体構成を示す。川内原子

力発電所の放射線管理設備は，個人被ばく管理・作業管理

を行うための入退域管理装置・全身表面汚染モニタ・ホー

ルボディカウンタ・ IDカード発行装置，環境放射線管理

のためのオフサイトモニタ，気象管理のための気象観測設

備，廃棄物管理のための放出放射線モニタ・プラント運転

機器，緊急時のための環境影響評価システム，放射線業務

従事者の重複指定管理のための玄海原子力発電所とのデー

タ送受信システムのほか，本システムに安定な電源を供給

するための無停電電源システムから構成される。

システム構成

本システムは，データ保存コンピュータ，各業務管理サー

バ，ルータ，端末装置，無停電電源システムなどで構成さ

れる。表１にハードウェアの概略仕様を示す。

本システムは，放射線管理システムを構築するうえで，

分散処理を採用した初めてのものであり，個人被ばく管理，

作業管理を行う個人管理サーバ，所内放射線管理を行う所

内放射線管理サーバ，環境放射線管理，気象管理，廃棄物

管理，被ばく評価管理を行う環境管理サーバが各業務で必

要とする情報を取り扱い，汎用 LANを介して各サーバが

必要とする情報を提供する。これらの業務管理サーバは，

二重化により主従の構成になっており，主系が停止した場

合には，従系が立ち上がり，自動的に業務を引き継ぐよう

になっている。図２にサーバの外観を示す。このため，主

系は従系に対して常時受信したデータを送信することによ

りデータの等価を行っている。また，各業務管理サーバは，

データを長期間保存するデータ保存コンピュータに対して

も同様にデータ等価を行っており，信頼性が高いデータバッ

クアップ方式としている。

本システムのデータ保存コンピュータ，業務管理サーバ

に使用したコンピュータは，最新テクノロジーを採用し，

高性能・高信頼性のネットワークシステムの構築が可能な

GP7000 シリーズである。この高性能マシンを採用するこ

とにより，定周期処理が必要なプロセスモニタや割込み処

理が必要な管理区域入退域管理装置などとのリアルタイム

処理とともに，長期間にわたる大量データを帳票に高速出

力するようなバッチ処理および LANで接続したデータ保

存コンピュータ，業務管理サーバのネットワーク通信処理

を併せ持つコンパクトな分散形放射線管理システムの構築

を実現した。

高信頼性の要求されるプロセス入出力装置（PIO：

Process Input Output）には，富士電機のプログラマブル
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コントローラ（MICREX-F シリーズ）による二重化シス

テムを採用した。この PIO は，富士電機のネットワーク

であるPEリンク（Enhanced P-link）により環境管理サー

バに接続され，それぞれの二重化装置の組合せで欠測のな

いデータの収集が可能になっている。

放射線管理業務のためのデータ登録・修正などを行う業

務用端末装置にはWindows NT
〈注 1〉

を OS とするパーソナル

コンピュータ（パソコン）を用いており，業務用画面は

Windows
〈注 2〉

をベースとした操作性のよい画面を提供してい

る。図３に業務用端末装置の外観を示す。

以上のデータ保存コンピュータ，業務管理サーバおよび

業務用端末装置は FDDI（Fiber Distributed Data Inter-

face）によりネットワーク接続されている。FDDI は国際

規格に準拠するインタフェースで，光ファイバケーブルの

閉ループにより構成され，100Mビット/秒の高速伝送が

可能で，伝送路断線時のためのループバックモードを有し

ている。

本システムに使用する電源は，川内原子力発電所 1号機

および 2号機コントロールセンタから受電しており，瞬時

停止によるシステムの異常発生を避けるため，無停電電源

システム（UPS ： Uninterruptible Power System）を採

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

〈注 2〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

用している。この UPS も二重化構成を採用しており，運

用系が停止しても待機系で放射線管理システムをすべて稼

動させることが可能な構成としている。図４に無停電電源

システムの外観を示す。

このように本システムでは，処理の中枢である各サーバ，

プラントからの信号を取り込む PIO，情報伝送路さらに電

源設備に至るまで，信頼性の高いシステムを構築している。

システムの機能

４.１ 機能分散の考え方

近年のコンピュータシステムではダウンサイジングによ

る分散化システムの開発が進められている。本システムで

分散化システムを採用した理由は次のとおりである。

放射線管理システム更新の切換にあたり，環境系では

原子炉停止期間，個人系では原子炉運転中に実施するこ

とが望ましい。

将来の増設，改造にあたり，集中形システムでは全機

能の停止を伴う場合があるが，分散化システムでは増

設・改造対象以外のサーバは影響なく稼動できる。

集中形システムではハードウェア故障などの異常発生

時にはシステム全体に影響を及ぼすこともあるが，分散

化システムとすることでシステムの異常を一部の機能へ

の影響に止めることができる。
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コンピュータシステム コンピュータ室 

プリンタ 

業務用 
端末装置 
（2台） 

Ethernet

＊ Ethernet：米国  Xerox Corp.  の登録商標 

Ethernet
＊ 

Ethernet

入退域管理装置 

8台 7台 

全身表面汚染モニタ 放射線モニタ 

システム監視卓 

インタ 
フェース盤 

インタ 
フェース盤 

放出放射線モニタ 
プラント運転機器 
気象観測設備 
オフサイトモニタ 

小形コンピュータ室 

プロセス 
入出力装置 

ルータ 

EthernetEthernetEthernetEthernet

ルータ ルータ 

ルータ 

ルータ ルータ 

プリンタ 業務用 
端末装置 

プリンタ 業務用 
端末装置 

プリンタ 
（4台） 

プリンタ 
 

プリンタ 業務用 
端末装置 
（5台） 

業務用 
端末装置 
（2台） 
 

業務用 
端末装置 
 

IDカード 
発行装置 

ホールボディ 
カウンタ 

緊急時環境 
影響評価 
システム 

放射線管理用LAN（FDDI） 

会議室 安全管理課 個人管理室 保修事務所 放射線管理待機室 

環境管理サーバ 

所内放射線 
管理サーバ 

データ保存 
コンピュータ 

OA 
コンピュータ 

個人管理 
サーバ 

本店伝送 

重複指定データ 
処理サーバ 

図１　放射線管理システムの全体構成
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分散化した各機器の役割分担を図５に示す。

４.２ コンピュータ間の連携

分散化したコンピュータの連携にはハードウェアでは高

速で通信を行うためにFDDI を採用し，分散化によるコン

ピュータ連携の高速化を図った。また，ソフトウェアの面

では容易に分散化システムを構築することを目的として富

士電機が独自に開発したコンピュータ間通信用ミドルウェ

アであるセンサベース統合化ネットワークシステム FSI

NET（Fuji Sensorbase Integrated NETwork system）や，

分散したコンピュータ間でデータ授受を容易にするプロセ

スファイルシステム PFILE（Process FILE programming

system）を採用した。また，コンピュータを分散するこ

とにより各コンピュータの状態監視をより強化する必要が

あり，監視用ミドルウェアを採用することで二重化した管

理サーバ間の状態監視を行っている。
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図３　業務用端末装置の外観

図４　無停電電源システムの外観

図２　サーバの外観表１　ハードウェアの概略仕様 

機器名 数量 仕　様 

データ保存 
コンピュー 
　　　　タ 

GP7000　　 ：モデル200の二重化システム 
プロセッサ　　：Ultra SPARK FMVシリーズ 
　　　　　 　　 （デスクトップ） 
周波数　　　　：250 MHz 
主記憶　　　　：256 Mバイト 
ハードディスク：19.6 Gバイト（個人管理サーバ） 
　　　　　　　：  6.7 Gバイト（所内管理サーバ） 
　　　　　　　：15.3 Gバイト（環境管理サーバ） 

1台 

7台 

9台 

5台 

2台 

1台 

個人管理 
　　サーバ 
所内管理 
　　サーバ 
環境管理 
　　サーバ 

2台× 
3 
セット 

GP7000　　 ：モデル200 
プロセッサ　　：Ultra SPARK FMVシリーズ 
　　　　　 　　 （デスクトップ） 
周波数　　　　：167 MHz 
主記憶　　　　：192 Mバイト 
ハードディスク：2.4 Gバイト 

ルータ 

業務用 
　端末装置 

17 
セット 

印字方式　　　：半導体レーザ 
印字用紙　　　：A3，A4 
印字速度　　　：A4　20枚/分以上 

ページ 
　プリンタ 

印字方式　　　：インクジェット方式 
表示色　　　　：フルカラー 
印字用紙　　　：A3，A4

カラー 
　プリンタ 

印字方式　　　：半導体レーザ乾式電子写真方式 
印字用紙　　　：送り孔付き連続用紙 
印字速度　　　：3,300行/分 

連続帳票 
　プリンタ 

アナログ入力点数　：20点 
ディジタル入力点数：94点 
パルス入力点数　　：24点 

プロセス 
入出力装置 

1 
セット 

形　式　　　　　　：トランジスタ式静止形 
　　　　　　　　　　（IGBT） 
バックアップ方式　：並列冗長商用同期無瞬断方式 
全負荷容量　　　　：50 kVA×2台 
バッテリー保持時間：10分間 

無停電電源 
　システム 

＊1　Ultra SPARC：米国 Sun Microsystems, Inc. の商標 
＊2　Pentium：米国 Intel Corp. の商標 

1 
セット 

各コンピュータ，サーバなどの運転状態の表示， 
切換スイッチ 

システム 
　　監視卓 

FMVシリーズ（ノートパソコン） 
プロセッサ　　：モバイルPentiumⅡ（R） 
　　　　　　　   FMVシリーズ（デスクトップ） 
周波数　　　　：233 MHz 
主記憶　　　　：32 Mバイト 
ハードディスク：3.2 Gバイト 

申請データ 
　登録装置 

10台 

GP7000　　 ：モデル600 
プロセッサ　　：Ultra SPARK FMVシリーズ 
　　　　　 　　 （デスクトップ） 
周波数　　　　：250 MHz 
主記憶　　　　：512 Mバイト 
ハードディスク：6.9 Gバイト 
二重化ディスク：17.2 Mバイト×2セット 

＊1

プロセッサ　　：PentiumⅡ FMVシリーズ 
　　　　　 　　 （デスクトップ） 
周波数　　　　：233 MHz 
主記憶　　　　：128 Mバイト 
ハードディスク：3.2 Gバイト 
CRT　　　　  ：21インチ 

＊2
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４.３ 外部システムとの連携

放射線管理に関連した外部システムとの連携により以下

の機能を実現している。

発電所OAコンピュータとの連携

個人被ばく管理業務，作業管理業務および気象管理業務

で収集したデータ（端末装置入力データおよびオンライン

収集データ）は 1日に 1回，発電所 OAコンピュータに

送信し，管理帳票作成や本店端末装置でのデータ照会が可

能なようにしている。

玄海原子力発電所コンピュータとの連携

玄海原子力発電所コンピュータとは個人被ばく管理デー

タを連携することで玄海原子力発電所と川内原子力発電所

との放射線業務従事者の重複指定登録機能を実現した。こ

の機能により両方の発電所に従事する従事者の被ばく線量

当量管理の適正化，放射線防護教育・健康診断・内部被ば

く測定データ管理の一元化による省力化を図っている。

４.４ データベースの構成

システムで収集したデータを保存するデータベースは高

い信頼性を必要とするため，二重化した管理用サーバそれ

ぞれにデータベースを持たせるとともに，データ保存コン

ピュータでは二重化ディスクに保存している。

また，収集したデータは入力のつど集計して保存するよ

うにしており，端末装置でのデータ参照の操作性を向上す

るほかエンドユーザーコンピューティング（EUC）機能

を容易に構築できるようにしている。

４.５ 電源供給方式

本システムのうち主要な装置を設置しているコンピュー

タ室と個人管理室には，UPS を経由して川内原子力発電

所 1号機または 2号機のコントロールセンターから電源を

供給している。また PIO および環境管理サーバには，川

内原子力発電所の非常用電源を供給している。その他の各

業務を行う場所に設置される端末装置にはおのおのの場所

に小規模UPS を設置し停電対策を行っている。

UPS は，入力切換盤，UPS 盤，バッテリー盤，出力切

換盤，保守用バイパス盤および分電盤により構成された並

列冗長商用同期無瞬断バックアップ方式の静止形無停電電

源装置を採用している。

４.６ 処理機能

４.６.１ 個人管理

個人管理は，個人被ばく管理と作業管理から構成される。

個人被ばく管理

原子力発電所における従事者の被ばく線量当量は，「原

子炉等規制法」「放射線障害防止法」などの法令で許容基

準が定められており，この基準を遵守するために従事者の

被ばく線量当量について管理する必要がある。管理区域で

の作業の実施に際しては，従事者となるための従事者指定

登録を行った後，管理区域入退域時に従事者としての資格

チェックを行い，被ばく線量当量が基準値を超えることの

ないことを確認している。

従事者指定登録処理は，氏名，生年月日などの個人情報

（1）

（2）

（1）
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データ保存コンピュータ 

�データファイル二重化（データ保障） 
�OAコンピュータとの伝送 
�個人被ばく管理データ保存（3年） 
�所内放射線管理データ保存（3年） 
�廃棄物管理データ保存（5分値　3年） 
�環境管理データ保存（10分値　3年） 
�気象管理データ保存（10分値　3年） 
�通常時被ばく評価データ保存（3年） 
�各種定数テーブル保存（永久） 

個人管理サーバ 

�各種定数テーブル保存（個人管理用） 

�システム二重化（運用保障） 
�入退域管理装置との伝送 
�時刻管理装置との伝送 
�全身表面汚染モニタとの伝送 
�WBCとの伝送 
�IDカード発行システムとの伝送 
�個人被ばく管理データ保存（3年） 

環境管理サーバ 

�各種定数テーブル保存 
　（環境管理，廃棄物管理，気象管理） 

�システム二重化（運用保障） 
�オフサイトモニタ，PRモニタ，放水口データ 
　収集 

�排気筒モニタ，排水モニタデータ，運転状況 
　収集 

�気象データ収集 
�緊急時環境影響評価システムとの伝送 
�警報処理 
�廃棄物管理データ保存（1年） 
�環境管理データ保存（1年） 
�気象管理データ保存（1年） 
�通常時被ばく評価データ保存（1年） 

所内放射線管理サーバ 

�各種定数テーブル保存（所内放射線管理用） 
�所内放射線管理データ保存（1年） 

�システム二重化（運用保障） 
�エリアモニタ，プロセスモニタデータ収集 
�管理区域サーベイデータ収集 
�警報処理，通知 

業務用端末装置 

�管理データの入力 
�管理データの検索・表示（表，マップ， 
　トレンド） 

�任意図表、帳票の作成 
�ワードプロセッサ機能 

緊急時環境影響評価システム 

�三次元での緊急時環境影響評価 
�シミュレーション機能 
�緊急時評価データ保存（短期） 

図５　分散化した各機器の役割分担
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のほか，健康診断・教育実施結果，被ばく前歴などを端末

装置から入力することで行う。また，ノートパソコンによ

るフロッピーディスクからの申請データの登録を可能とし，

登録業務をより合理的に行えるようにしている。管理区域

への入域には入域者を認識するために IDカードが使用さ

れるが，従事者指定登録時に IDカード作成のために必要

なデータを IDカード発行システムに伝送することにより，

IDカードが発行される。図６に IDカード発行装置の外観

を示す。

管理区域入退域管理は，入退域管理装置（ARG： Auto

Read Gate）からの入退域により，従事者の被ばく線量当

量管理を行うとともに，管理区域に従事者が携帯する警報

付ポケット線量計（APD： Alarm Pocket Dosemeter）

に設定する警報線量および警報時間を管理する。また，管

理区域の入域状況を端末装置で監視することも可能である。

被ばく管理は，入域時に携帯する基本線量当量測定器の

フィルムバッジ（FB： Film Badge）および補助線量当

量測定器のAPDから得られる外部被ばくデータとともに，

ホールボディカウンタ（WBC： Whole Body Counter）

で測定されオンライン伝送される内部被ばくデータも合わ

せ，被ばく管理データとして一元管理する。

作業管理

従事者の不要な被ばくを防ぎ，作業全体の総被ばく線量

当量を抑制するために作業計画が立案されるが，精度の高

い計画を行うために作業ごとの被ばく情報が必要となる。

本システムでは，ARGで入域時に作業件名を選択する

ほか，管理区域内に設置した作業情報入力装置（WID：

Work information Input Device）により最大10件の作業

件名をAPDに設定することが可能で，退域時に設定した

作業件名に対する被ばく線量当量および作業時間を集計す

ることができる。

また，プラント定期点検時の実績データの蓄積により，

より精度の高い作業計画の立案が可能となる。

４.６.２ 所内放射線管理

所内放射線管理は，サーベイメータで測定した管理区域

内の線量当量率，表面汚染密度および空気中放射性物質濃

度に関するデータをオンライン収集，または端末装置から

手入力することにより管理している。またこれらのデータ

を基に，プラント内の管理区域区分マップに線量当量率分

布および表面汚染密度分布を色別表示させるとともに，区

域区分の変更を行うなどの管理を行っている。

４.６.３ 環境管理

廃棄物管理

原子力発電所では，原子炉の運転に伴い，気体状および

液体状の廃棄物が発生するが，これらの廃棄物は放出放射

能管理値以下として放出することが原子炉等規制法で定め

られていることから厳重な放出管理が行われる。

廃棄物管理は，気体状廃棄物については放出管理用モニ

タ，液体廃棄物については端末装置から入力される放射能

測定データと PIO 盤経由で取り込むファン，弁などの運

転データをもとに，気体，液体廃棄物の放出量，核種別放

射能量および放出時間などの評価・管理を行う。また，プ

ラント排気系統における機器の運転状態を端末装置に表示

する。

環境放射線管理

発電所周辺に設置されたモニタリングポストやモニタリ

ングステーションでは空間放射線量率を連続測定し，変動

を把握している。本システムでは，リアルタイムで入力さ

れるこれらのデータを線量率マップやトレンドグラフとし

て表示するとともに統計処理し，管理している。図７にオ

フサイトモニタトレンドグラフ画面を示す。

気象管理

原子力発電所では，発電所から放射性物質が放出された

場合の発電所周辺環境に与える影響を評価するための情報

として気象の観測が原子炉等規制法で義務づけられている。

本システムでは，風向，風速，日射，放射収支，気温な

どのリアルタイムで入力されるこれらのデータを統計処理

し管理するとともに，公衆被ばく評価を行う。

平常時環境影響評価管理

発電所から放出される気体および液体廃棄物により発電

所周辺の公衆に対する被ばくの影響を評価するものであり，

廃棄物管理および気象管理で得られたデータおよび端末装

置から入力される評価期間・評価地点などの条件により

（4）
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（2）
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図７　オフサイトモニタトレンドグラフ画面図６　IDカード発行装置の外観
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「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価

指針」に基づいて，一般公衆が受けるであろうと予想され

る線量を評価，管理している。図８に通常時被ばく評価マッ

プ画面を示す。

緊急時環境影響評価管理

発電所におけるプラント異常発生時の廃棄物管理データ，

気象データおよびプラント運転情報と端末装置から入力し

た評価条件により，プラント異常時の放射能影響について

リアルタイム評価および短期的予測評価を行う。

本システムでは，三次元拡散コードを用いることでより

精度のよい拡散評価を行うことが可能となった。

あとがき

本稿では，原子力発電所における分散処理形放射線管理

システムについて紹介した。放射線管理は，作業者の被ば

く低減だけが目的でなく，プラントの良好な運転の維持の

観点からも重要な管理であることは先に述べた。放射線管

理システムが必要とする機能は，これだけにとどまらず管

理区域への入退域の際に通過する入退域管理ゲートの制御

や，放射線作業従事者に交付される IDカード発行システ

ムへのデータ提供など，多岐にわたる。

これまで，放射線管理システムと他システムとは，個別

に運用されている場合が多く，情報の効率的な利用には限

界があった。オープンシステムによる放射線管理は，これ

ら他システムとのデータ相互利用の可能性を広げ，より合

理的な放射線管理を行うための環境を実現した。

オープンシステムは，情報の有効利用を一層進めるが，

一方で，データ流出の可能性を伴うことを考慮する必要が

ある。富士電機は，多くの放射線管理システム納入の経験

を生かし，今後も，システムの本質を重視し，より信頼性

の高い放射線管理システムを提供していく所存である。

最後に本システムを構築するにあたり，多大なご指導，

ご協力をいただいた，九州電力（株）の関係各位に深く感謝

する次第である。
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図８　通常時被ばく評価マップ画面
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