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まえがき

原子力分野では，「原子力発電所の品質保証指針（JEA

GE4101）」に基づいてプラントの安全運転や品質管理が徹

底されているが，近年の原子力関連施設の臨界事故を契機

に改めて安全と品質の管理が重視されてきた。2000年に

「原子力災害対策特別措置法」が制定され，環境放射線レ

ベルが毎時５マイクロシーベルト（μSv）で10分以上継続

した場合には，原子力事業者による官庁，自治体への通報

義務が制度化され，モニタリング機能の強化についても規

定された。

富士電機は，原子力施設向けに多くの放射線管理システ

ムを納入している。これらのシステムは，施設内外の放射

線を測定して監視するシステムや施設で働く作業者の放射

線被ばくを管理するシステムであり，施設における放射線

管理業務の遂行に必要なものである。

前述のような背景から放射線管理システムには，故障発

生を可能な限り低減して24時間連続的に稼動することが要

求されている。

また，被ばく管理システムについては，従来の個人線量

計（フィルムバッジ）を廃止して電子式個人線量計だけの

データにより，個人や作業ごとの線量を一括管理する運用

へ切り替えた電力会社もあり，他の電力会社でも同様な計

画が進行中である。今後もこの動向は続き，線量計の測定

性能からコンピュータのソフトウェア処理，データのバッ

クアップ機能を含めたシステム全体の信頼性向上が望まれ

る。

富士電機では放射線管理システムの品質維持のため計画

的な保守，予防保全や延命化などのサービス提供のほか，

最近では納入システムにおいても保守支援機能を構築して

いる。

本稿では放射線管理システムの保守概要と最近，開発納

入した故障診断の自動化について紹介する。

放射線管理システムの保守概要

放射線管理システムの保守には，ユーザーによる日常点

検と定期点検，メーカーによる定期点検がある。表１に主

なシステムの保守点検概要と予防保全の内容を示す。

メーカーが実施する定期点検は，ユーザーとメーカー間

で保守契約を締結して定期点検を年 1回程度実施している。

メーカー点検では，専用の測定機材，テスト用機材，テス

トプログラムを用いる精密点検，分解点検が主であり，ま

た予防保全として部品交換などの対応を併せて実施する

ケースが多い。富士電機では，これらの対応を各地区の保

守サービス員が担当しており，各地区での定期点検データ

を品質保証部放射線システム試験課に集約し，障害の原因

究明や特定化された故障要因に対しての水平展開を実施し

ている。

近年，メーカーによる保守・点検は，従来の健全性の確

認という観点から，予防保全を含めた点検内容の充実，さ

らに次回点検までの品質保証の要求など，そのニーズは多

様化している。今後，メーカーとしてはこれらに対応でき

るサービスを行っていく必要があると考えている。

放射線管理システムの故障診断の自動化

放射線管理システムは，測定対象物や適用形態により放

射線センサの種類が多く，障害解析や予防保全の技術は標

準化しにくく，さらに故障診断の際にはモニタ情報だけで

なく，プラント運転情報も収集して経験者が時間をかけて

対応しているのが現状である。

近年，日本原子力研究所高温工学試験研究炉向けに統計

手法や人工知能（AI）を用いた故障診断機能を備えた放

射線管理システムを納入したので以下に紹介する。

３.１ 故障診断機能の概要

このシステムは，放射線モニタの測定データや状態デー

タをオンラインでコンピュータに取り込み，そのデータか

ら異常発生時の原因がプラントの運転状況によるものか機
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器の故障かを切り分け，さらに機器故障時にはその原因特

定と対応方法を診断・支援するものである。

３.２ 放射線の監視と故障診断処理

図１に示すように施設全体の放射線測定，監視状態を系

統図やマップ図として画面で監視できるようにしている。

また，放射線レベル変動時にリアルタイムでデータのトレ

ンドグラフ，異常・警報発生履歴などの詳細情報を図２の

ように画面として出力できる。

これまでの通常の監視画面では，建家の平面図とモニタ

位置，指示値，警報地点の色変りによる表示が通常行われ

ている。この故障診断処理の警報表示では，平面図上にモ

ニタ位置が色変りするほか，モニタ位置を中心にして指示

値に対数比例して半径が変わる円が表示されるもので，画

面を見て直感的に警報の発生位置と影響の範囲が推定でき

るようになっている。

３.３ データ解析手法

モニタ指示値が高くなった場合には，そのまま推移する

と今後どのくらいの指示値となるかを二次曲線フィッティ

ングなどで推定し，トレンド折れ線グラフで表示する機能

を持たせている。また，このデータ解析には次のチェック

機能を加えて解析結果がより有効になるよう工夫している。

データトレンドチェック（回帰曲線種類の選択可能）

故障診断レベル高・低チェック

統計変動チェック（3シグマ法）

関連モニタとの相関チェック（関連する複数モニタの

状況から同時性，異時性をエキスパート知識で総合判

断するもの）

３.４ AI 適用

また，AI 開発用ソフトウェアの採用により，過去の経
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表１　放射線管理システムの保守点検概要と予防保全�

システム名称� 構成機器� 保守点検内容� 予防保全内容�

放射線管理�
　　システム�

被ばく管理�
　　システム�

放射線検出器（半導体，電離箱など）�
指示ユニット�
電源ユニット�
伝送機器�
記録計�
コンピュータシステム�
プリンタ�
ダストモニタ装置�
サンプリングポンプラック�

電子式個人線量計�
同貸出装置（充電器）�
入退域読取りゲート�
コンピュータシステム�
プリンタ�
線量計設定器�
作業コード入力装置�

汚染検査装置�

放射線検出器（プラスチック，ガスフローカウンタ）�
指示ユニット�
電源ユニット�
伝送機器�
コンピュータシステム�
プリンタ�

①ユーザー日常・月例点検�
　運転動作状態確認�
　目視点検および清掃�

②ユーザー定期点検�
　動作確認試験�
　線源校正（検出効率）�
　電圧チェック�
　警報試験�

③メーカー定期点検�
　検出器特性検査（BG，アンプゲインなど）�
　入出力特性確認�
　測定スペクトル検査�
　線源校正（検出効率，分解能）�
　電圧チェック�
　機能確認（テスト回路，テストプログラム）�
　警報試験�
　計器単体点検�
　導通，絶縁，耐圧，リーク�
　ポンプ開放点検�

④リモート保守�
　コンピュータディスク交換時の立上げ�

①寿命診断�
™機器，計器劣化診断�
™コンピュータ診断�

②システムの機能改善�

③環境診断�

④予防交換�
™電気的寿命のある主なもの�
　　バッテリー�
　　液晶バックライト�
　　電解コンデンサ�
　　プリンタ�
　　ハードディスク�
　　電磁弁ソレノイド�

™機械的寿命のある主なもの�
　　リミットスイッチ�
　　駆動部部品�
　　モータ�
　　ポンプブレード�
　　バルブOリング�
　　パッキン類�
　　ファン交換�

�
約5年�
約5年�

随時�

随時�

�
�
1～2年�
1年�
5～7年�
5年�
2年�
5年�
�

5年�
5年�
5～8年�
1年�
1年�
1年�
2年�

図１　放射線モニタの状態監視画面例

図２　放射線モニタの測定結果詳細表示画面例
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験を蓄積したデータベースから故障発生事象の推定原因と

対応策が照会できる。

例えば，あるモニタの測定値に変化があったとき，まず

プラントの影響でないことを切り分け，次に各システム構

成品の自己診断出力内容から故障した機器・ユニットを特

定し，最後に機器・ユニットの内部情報を収集し，故障原

因を特定し，該当ユニット交換などの対応方法を指示する。

このAIデータベースは情報蓄積型であり，異常診断ルー

ル，想定事象，対処方法の新規作成，更新，削除が行え，

ユーザー側で運転経験情報の蓄積に伴う故障診断処理の充

実が図れる（図３）。

３.５ 保守への活用

ユーザー側で積み重ねた運転実績を AIデータベースへ

反映し，これらの情報から今後のシステムの故障低減対策

や予防保全の技術向上に活用していくことができる。

放射線管理用コンピュータのリモート保守

放射線管理システムでは，リモート保守やネットワーク

保守を可能にしている。リモート保守は，電話回線で富士

電機の保守支援システムと接続してユーザーシステムのハー

ドウェアやソフトウェアの保守を支援するものである。ネッ

トワーク保守は，施設の防護区域内などの立入制限がある

場所にコンピュータが設置されている場合，防護区域外の

ユーザー事務所などの指定されたネットワーク端末から保

守を行うものである。また，障害発生時の障害解析，復旧

処置についても，これらの保守方法にて迅速な対応が行え

る。ハードウェアの保守は，RAS（Reliability, Availabil-

ity, Serviceability）情報の収集により，オーバホールや部

品ユニット交換を支援する。ソフトウェア保守では，ハー

ドウェア交換時のバックアップ，簡易なプログラム修正を

実施している。

放射線管理システムでは，作業者の個人情報を取り扱う

ものもあり，セキュリティ確保のため外部接続には注意が

必要であり，リモート保守の例はあまり多くない。このた

め，保守時，異常発生時は，ユーザー側でもシステム状態

などを確認できるような保守画面を設け，保守支援や一時

対応の迅速化を図っている。

あとがき

放射線管理システムは，取り扱うデータの重要性から今

後一層の信頼性向上が要求され，従来の管理や監視機能に

加え，得られた監視情報を有効に利用することで，故障診

断が容易なシステム構築が望まれる。さらに，システム上

のオンラインデータによる故障原因の特定には限界がある

ため，プラント定期点検時の収集データや他プラントの情

報なども含め，より多くの蓄積データから解析を迅速にす

るシステム作りならびに点検サービスメニューの充実が今

後の課題である。

一方，電子式線量計や読取りゲートのデータ評価解析，

使用頻度情報からの計器の劣化診断は，今後の被ばく管理

システムの重要なテーマと考える。

富士電機では，これまでの経験を生かしながら放射線管

理システムの技術開発を進め，これらの要請にこたえてい

く所存である。

最後に，本稿で紹介した放射線管理システムの異常診断

機能の設計・製作にあたり，多大なるご指導をいただいた

日本原子力研究所の関係各位に対し，厚く謝意を表する。
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異常診断用ポップアップ画�
面をタイル状に並べ，画面�
ハードコピーをサーバに送�
信した後，異常診断用画面�
をすべて消去する。�

センサ関連影響範囲図�
と線源関連影響範囲図，�
あるいは系統図を表示�
（ポップアップ画面）�

トレンドグラフ�
表示処理�

推論ルールを検索し�
合致事象を洗い出す。�

推定原因と�
対応策を表示�
（ポップアップ�
　画面）�

故障診断�
メニュー�
の表示�

全モニタの異常・�
警報履歴リストと�
選択モニタのリア�
ルタイムトレンド�
グラフを並列表示�

診断メニュー�
① 推定原因と対応策�
② トレンドグラフ�
③ 影響範囲図または系統図�
④ 診断処理終了�

診断項目をマウスで�
クリック入力�

任意の診断対象時刻，�
あるいは異常発生・復帰の表示行を�
マウスで選択入力�

「原因不明」�
　を表示�

故障診断の�
終了要求か�

YES

NO

YES

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

系統図，影響範囲�
図の表示要求か�

トレンドグラフ�
の表示要求か�

YES

処理対象時刻が�
選択されたか�

故障診断処理�
スタート�

故障診断処理�
エンド�

YES推定原因と対応策�
の表示要求か�

YES

YES

合致する想定事象�
は存在するか�

異常発生は�
認められるか�

図３　故障診断処理フロー
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