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プラントの運転/保守に関わる意思決定のための知識ベースと計測系の要件

(共同研究報告書)

北村正晴J)吉川信治2) 長谷川信2)

要旨

本研究では、原子力プラントの運転及び保守に関する、信頼性の高い意思決定を計算

機に行わせるために、その基となる知識ベース及び計測系の満たすべき要件を検討、整

理することを目的として、調査、考察を行った。その中で、運転及び保守に関する一連

のタスクの内、特に重要な監視と診断に焦点を絞って、具体的なシステム構成として、

分散型兆候データベースとオンデマンド計測系を主とするアプローチを提案し、プロト

タイプを作成して有効性を検証した。

1)東北大学大学院量子エネルギー工学研究科

2)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センター基盤技術開発部先進技術開発室
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Technical Requirements on Knowledge Base and Instrumentation 

System for Decision Making in Plant Operation and Maintenance 

Masaharu Ki tamura
1l
， Shj・1J1 Yoshikawa

m 
and Makoto Hasegawam 

Abstract 

A series of technical surveys and studies are described in this report to 

examine and identify technical requirements to be posed on knowledge base and 

instrumentation system as the fundamental in high reliability computational 

decision making in operation and maintenance of nuclear power plants. Monitoring 

and diagnosis are focused as the lmportant tasks among the 

operation/maintenance-related tasks. A concrete monitoring and diagnosis system 

configuration has been proposed consisting of distributed symptom database and 

of on-demand measurement subsystem. An prototype of the proposed system 

configuration has been successfully verified. 

1)民和民間ltof N..d回rFngin田ring， Gr記国te討1001of Tctdru lliiversity 

2) Frootier句chool吻Devel咽antSecti∞，Ad肌剖 techool司yDi visi∞，缶四iFngin偲ring伽 tぽ.Pc間rReactor 

ωd N.icl伺 rFue1 Devel叩聞1tQn担rati∞
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第1章緒言

本研究では、原子力プラントの運転及び保守に関する、信頼性の高い意思決定を計算機に

行わせるために、その基となる知識ベース及び計測系の満たすべき要件について検討、整

理することを目的として、一連の調査、考察、さらに一部の技法についてはプロトタイピ

ングまでを行った。調査、考察の結果は以下のように要約される。

(1)運転保守に関わるタスクは、通常、 「異常検出、原因同定、対応(復旧)探作立案

と実行、保守保全」のようなシーケンシヤルタスクとして想定される。しかしこの

ような見方は現実を正しく反映してはいない。

(2)現実にはこれらのタスクは予見や操作結果のフィードパックも含んだ多重のシナリ

オが同時並列型で進行する総合的なDynamicEnvironment Supervision活動として進

行している。しかしこの課題を的確に支援できるような強力な技術は、現時点では

確立から程遠い状態にある。

(3)従って当面は、上記課題の重要性は十分に認識した上で、事象の時間的な進展に余

裕がある早期段階の故障(incipientfailure)への対応にターゲットを限定して、そ

の目的に有効な知識ベースならびに計測系のみたすべき要件について考察すべきで

ある。

(4)その際には、現存するプラント監視診断系ではなく、将来型の監視診断系を想定し

て考察を進めることが必要である。この、将来の監視診断+保守情報提供システム

において満たされるべき要件として、情報の適時提供、観測の状況適応化、マンマ

シン系としての適切さなどを提案、想定する。

(5)この提案システムでは、分散型処理(知識ベースを含む〉と能動(またはオンデマ

ンド)計測系が主要な役割を担う。

(6)そのような知識ベースを構築するため、また保守に関わる問題解決を人問機械協調

型の枠組みで支援するための技法として、 「症候データベース構築」という課題が

重要である。この症候データベースは基本的には正常異常を問わず一定周期ごとの

時系列データと、異常が疑わしい状況発生時症候の生データとを別々に記憶し、後

日のオンデマンド探索に資する。

(7)このような分散型症候データベースは、基本的にはプラントの供用期間全体にわた

り運用されて情報や知識を蓄積できる成長型ライフサイクル監視系として設計され

ねばならない。

(8)この監視診断+保守情報提供系は将来の。センシング技術、寿命予測技術、知識情

報処理技術などの革新を柔軟に取り込み、目的指向の知識ベースや意思決定システ

ムを構築するための基盤技術として位置づけられるべきものである。しかしこのま

まの枠組みであってもすでに現場の運転員や保守担当者にとって有用な情報を提供

できる支援システムとして機能しうるものであることを強調したい。
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これらの検討内容の詳細について、 2章では、監視診断及び保守情報提供のための分散処

理型システムに関して、 3章では早期異常事象の検知、特徴抽出のための兆候データベース

に関して、さらに4章では人間一機械系の協調による原子力プラントのライフサイクル健全

性監視に関して、提案する機能構成を具体化したプロトタイプの開発を交えて説明する。

最後に5章でこれらの研究とプロトタイプ開発を通して将来の監視診断支援システムについ

ての提言をまとめる。

第1章監視診断及び保守情報提供のための分散処理型システム

2.1本章の概要

この報告書では、急速に発達しつつある情報処理技術、拡張現実感やネットワークコ

ンビューティングを十分に活用した保守支援技術の改良を目的とした検討結果を述べる。

保守支援のために提案した方式の中では主要な情報は、ネットワークコンビューティン

グの枠組みによって並列、分散化された形で供給され、一方保守活動に関するデータと

知識はローカルデータベース (LDB)に蓄積される。監視と診断のプロトタイプシステム

がローカルエリアネットワークを介して接続された一連のパーソナルコンビュータを利

用して開発された。数値実験に関する限りでは、試験されたシステムの性能は満足すべ

きものであった。システムの機能を構造的に表示するプロトタイプモジュールが別途開

発された。この中で提案された表示方式の適用性もシミ aレーション実験によって成功

裏に実証された。

2.2保守作業の改善における問題点

原子力発電所の運転に要求される高い信頼性と安全性を実現するためには、保守活動

の有為な改善が必要である。特に、予測ベースの保守には様々な理由からより一層の努

力を注ぐべきである。第1に、プラントで起こる異常の社会へのインパクトは、その実際

の深刻さに関係なくますます大きくなっている。この点で、どのような故障でもそれが

顕在化する前に回避することが、潜在的に危険な故障の賢明な管理として有利である。

第2に、故障の回避は一般に故障後の修復よりも経済的である。第3に保守の改善は、予

備系や安全装置での未検出故陣による潜在的な危険を低減し、そのことにより、故障へ

の対処上より困難になる複数故陣の発生可能性を排除することができる。これらの予期

される利点により、保守支援により進化した技術を用いることは明らかに正当なものと

主張できる。保守の実行における技術開発の多くは点検や診断の活動と共通の性質を有

しているので、従来多かれ少なかれ個別に扱われてきたこれらの活動を統合しようとす

るいくつかの試み[2-1，2-2，2-3]が既になされている。これらの活動の統合に、そして可能なら

ばタスクの分担の改良に、より多くの努力が注がれるべきである。

円
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LDBに蓄積される情報やデータの中身を以下に列記する。なお、 Dl.......D5はデータ種別を

表す。

Dl :摂道している機器のプラント変数上の統計的性質

D2 :機器の動的性質の記述

D3 :保守記録

D4 :保守タスク実行のための指示書

D5 :設計知識、すなわちダイアグラムや図面

「拡張現実感(augmentedrealitY)Jと称する、対象物に人工的に情報を付加する手法

によって、このLDBがコンポーネントの保守性や透明性が有為に改善される。重要な情報

を、必要な時や要求があった時にはいつでも運転員に伝達するためには、 LDBはネットワー

クを介して中央制御室に接続されていなければならない。更に、一個のLDBの内容はある

状況下では、 LDB聞を行き来する専用のソフトウェアによって、精査されなければならな

い。専用ソフトウェアの出力はそのLDBに返され、将来の検討のために蓄積される必要が

ある。 LDBの開発とネットワークコンビューデイングの方式に関する技術的問題、及び期

侍される利点について、以下の節で述べる。

2.3手法の説明

2.3.1保守支援システムへの基本的要求

原子力プラントが運転されはじめた頃から、センサ一、アクチュエー夕、動的・静

的機器等の故障の初期段階を対象とした検査や診断を支援するツールを開発するため

の研究開発が積極的に行われてきた。その結果、提案されたツールのいくつかは大規

模になり、今でもより多くの機器の種々の故陣モードを対象に加えるために増大を続

けている。要素技術の急速な発展、新たなセンシング手法、信号/知識処理方法論も

また新たなツールの開発を促した。これらの個々の手法が有益であること、また原子

力プラントでの未対応異常の低減や予防保全の効果を改良するのに寄与することは疑

いない。しかし、プラントの安全性を実際に高めるためには、使用するツールの単な

る増大は常に有益であるとも効果的であるとも言えないというのが筆者らの確信であ

る。いくつかの間題を注意深く調査して解決する必要がある。

問題1.情報聞の調整

人間工学的な観点から広く認められているように、多すぎる情報は貧弱な情

報に決して勝ることはない。詳細な監視のためとして計器やグラフ表示の数を

増やすことは運転員の認知的負荷を過剰に増大する。 異常が滅多に発生しない

。。
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ことが運転員の作業にさらに悪影響を及ぼすというのは数の増えた計器を監視

するための新たな労力が通常は酬いられないからである。本報で提案するこの

困難の解決法としてこのシステムに組み入れた手法は、我々が以前の研究[2-3)で

議論した、報告モードと沈黙モードを切り替える手法である。沈黙モードの概

念は以下に示す2つの機能から成る。

(1)監視システムは、検出した異常がプラント文はその機器を危険にさらすレベ

ルに近づかない限り沈黙している。

(2)監視システムによって定期的に評価されるDl、D2に関る信号の性格、ヌは故

障の兆候は適切な時刻情報と供にLDBに転送、蓄積される。兆候の更に詳細

な解析、つまりトレンドの評価、相関式の分析等も同様に規則的に実行さ

れる。

問題2.状況に応じた監視の精度と密度

組み込まれた監視モジュールが定型の、また特定の検査タスクの実行に用い

られるが、人間の最終意志決定を支援するためのより詳細で正確な情報を獲得

するためには、組み込み型の監視モジュールに加えてオンデマンド型のモジュー

ルが望まれる。言い換えれば、より高レベルのオンデマンド解析用のパックアッ

プソフトウェアモジュールを状況に応じて使用する必要がある。必要と成りう

る全てのソフトウェアをLDBに蓄えるのは非現実的なので、オンデマンドモジュー

ル群を供給する効果的な方法の導入が不可欠となる。

問題3.組織された人間親和性のある人間一機械間通信

情報の洪水を避ける必要を認識していても、我々がプラントや機器の監視の

密度と精度を向上しようとする限り、運転員に伝えられる情報の種類や量の増

加を完全には避けられない。監視システムはほとんど沈黙モードで運用される

と想定されるが、ある状況では人間とシステムの通信や情報伝達が発生せざる

を得ないのは明らかである。導入されるソフトウェアモジュール(機械知能)

と人間の通信における親和性についてさらに考察を加える必要がある。妥当と

思われる解決法の一つは、必要な情報を機能的に組織された、かつ効果的に認

識できる形で供給して、ディスプレイへの注視が自然で人間の負担の少ないも

のになるようにすることである。

保守関連情報の提案するprovisionのために提案するシステムは、上に述べた技術

的問題を解決するように設計されなければならない。次節に述べるプロトタイプシス

テムの構成は、少なくとも部分的にはこれらの技術的要求を満たすように設計された。

-4 -
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2.3.2局在プロセッサとデータベースを具備した監視システムの構成

提案するシステムの構成を図2.1に示す。これは実際には熱流動試験ループに関連

する概念の一つの具体例であるロ個々のローカルプロセッサは一個または複数の機器

の健全性監視という役割を割り当てられている。一個のローカルプロセッサにはルー

プ環境の「分野別(fieldwise)Jの監視タスクが割り当てられている。監視される

「分野」の候補としては、この例題研究では音響、画像と熱、振動がある。専用のセ

ンサーですべての機器や装置を対象にはできないので、ある故障モードに対する検知

性能を上げるためには分野別の監視装置を採用することが現実的な選択となる。放射

線や湿度等の他の「分野」を加えればシステムの性能はさらに改善されるであろう o

適切なセンシングデバイスを備えた監視プロセッサはガイドレール上を移動できるか、

あるいは必要に応じて運転員が移動できるようになっているロ

この設計においては、個々のプロセッサはそれぞれ一個のLDBと表示ユニットを備

えている。しかし、この一対一対応のやり方はただ従来のものを踏襲した結果であり

設計の本質ではないロ次の節で拡張現実と関連においてより合理的な設計概念を述べ

る。

音響監視用 ポンプ
マイクロフォン・アレイ、、~、‘

以N搬続

ローカルプロセヅサ
(~隔/オンデマンド監視)

週附監視線を俗較したマニピュレータ

グラフィック表示用
ワークステーション

担置動監視用レーザー額動計

図2.1分散化されたプロセッサとデータベースを備えた初期異常監視システム

R
U
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2.3.3ネットワークコンビューティングによる信号処理

図2.1のLDBとホストワークステーションはLANを介してEいに接続され、柔軟な通

信を可能にしている。組み込み型のソフトウェアモジュールは従来型の設計に従って

個々のローカルプロセッサに収めることができる。 LDBの内容、 D1からD3は新たな検

査結果を追加することで更新され、これらの性質や記述の時間変化傾向の分析が可能

になる。これらのデータの実際の評価は、時間変化の分析と共に、局所的に収められ

たモジュールによってもネットワーク内を移動する自律エージェントによっても行う

ことができる(2・410 光学ファイパー技術がプラント計装ネットワークのインフラスト

ラクチャーに特に適しているので、多くの機器からの膨大な監視データを集中処理す

るやり方に比べて移動型エージェントの採用がより一層有利になりつつある。 2.1で

論じたような組み込み型とオンデマンド型のモジュールを調整して使うことが、移動

型エージェント、あるいは虫型エージェントの枠組みでは利点が最も発揮される[州。

もちろん、そのような虫型エージェント群を使用に耐える性能を持つように設計する

ことは容易ではない。移動、タスク聞の優先度判断と計画、実行、報告に関する自律

的な機能の要求を満たすには、個々の虫型エージェントに使用可能な資源に関する知

識と自己を認識するための知識が備わっていなければならない。前者は使命の遂行の

ために使用できるモジュール群を意味する。後者は基本要素ーあるいは、自分の使命、

個々の資源と外部オブジェクトとの相互作用の結果、資源の状態等に関する知識のよ

うな知識の部品からなる。

虫型エージェントの知識構造を図2.2に示す。より詳細な記述は別の資料[2・4に譲る。

ここでは、柔軟な機能性を発揮するための成立性のある確実な選択肢としての、自律

型エージェントシステムの重要性を主張することに重点を置く。この自俸型虫エージェ

ントの枠組みに全ての関連ソフトウェアモジュールを実装することは明らかに不必要

である。しかし、計算機技術に関わる急速な変化を考えると、この枠組みの採用によっ

て我々は将来のソフトウェアの更新を容易に行うことができる。

エージェント
.... F 

『司、、

パ
自己の荷箆に闘する範囲

dι 

(8)外め界の資と相源互に作闘用すのる知た関 (A)自宇2gaと状穆にh 
同

Tおh、(相:J 
( 

{目)相栂作互作資源用Aにと闘外す界ると知の鱒 (C)前gESF処理に
開
} 

電際トTムAλ』E倫偏R d 

舗原 凶岬
:;-.~ 

(D)相機作互作資源用Bにと闘外す界ると知の鎗 {E12fSELF処理に

岬 Hi 思S 同柑
、〈'

冨Ee 
)J 

E 可t

民政 ~\'-' {目)相凶作互作資源用Eにと闘外す界ると知のm (C)前EZhF処理に
叫 t'-
。ー

濁醤

凶作資源A

傾作資源B

煉作資源C

L一一一一一一一

図2.2自伸型エージェントの一般的構造
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2.3.4拡張現実感による情報提供

拡張現実感(2-6]という概念は、現実世界の対象を計算機で生成された対象とシステ

マティックに融合あるいは結合する技術を意味する。この概念は全ての対象物が計算

機内の世界で作られる人工現実感とは異なることに注意すべきである。現在、人間の

現実に対する認識との繋がりが乏しい人工現実感に比べて、拡張現実感はより実際的

な手法である。拡張現実感の可能で魅力的な応用の一つは、計算機で生成した情報、

つまり保守情報を正に保守すべき対象に重ねて表示して、対象を同定、操作する際の

過誤を劇的に減らすことである。このような重ねあわせによるセンサー融合を可能に

するには、しかしながら保守すべき対象に手を加える必要がある。

当座は保守すべき対象の変更は行わない。作業場所で主要情報そのもののを提供す

ることが実行すべきタスクへの理解を有為に向上させる。適切なデータ表示機能を伴っ

たLDBは保守員が活動する際に状況をはるかに明確に認識することを助けると期待さ

れる。従ってLDBは保守の対象物の操作性を向上するツールとして機能する。拡張現

実感による表現は、近い将来現実感の向上に関する多くの改良が成される可能性があ

るが、この関係で現在用いられる。

我々はセンサ、コントローラ、弁や他の個別の機器の健全性に関する高い認知性を

備えた情報提供に注意してきた。健全性情報の提供、或いは考えられる発生初期の故

障への注意喚起を文章で行う代わりに、構造化機能表示(structuredfunctionality 

di~play:SFD) と称するグラフイカルな形式を選択した。機能表示とは対象となるプロ

セス或いは機器の機能に関する情報を直接提供するために特定の設計が成された一個

の表示形式を指す。この用語はある意味上の暖昧さを以って用いられるが、対象プロ

セスの機能を浮立たせるというアイデアはランキンサイクルに基づく表示(2・7]やエコ

ロジカルインターフェースデザイン(2-8]のようにいくつかの様式となって受け入れら

れ、具体化されているo ここで提案するSFD形式は単純だが表現力のある表示手法で、

対象物の機能の可視イじが、監視する対象の準静的というよりむしろ動的な性質により

重点を置いた形でなされる。

-7 -
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2.4提案する手法の評価

本報告書で提案しているところの拡張現実感と、ネットワークコンビューテイングの

枠組みによる情報提供システムはまだ開発の初期段階にある。現在、技術的成立性と要

素技術の有効性の評価を行っており、この後、総合評価ヘ移行する予定である。これら

の個別の評価実験から得られた知見を以下に記す。

2.4.1虫型エージェントの監視

虫型エージェントシステムの性能が、図2.3に示す単純な水加熱系のシミュレーシヨ

ンモデルに対する分散型監視について評価された。模擬されたセンサ、タンク、弁及

びポンプのそれぞれが監視対象とされた。分散化システム構成を表現するために、対

象物はローカルトークを介して接続された4台の計算機(MacintoshQuadra 650)に実

装された。モジュールの自律的な起動、管理、終了のためのソフトウェアの土台

(platform)はAppleScriptで開発された。エージェントの検索と移動の付加的な機能

はC++で開発され、一方監視モジュールと表示モジュールはその大部分がLabViewを用

いて開発された。

一『炉高温水

出口温度

加熱タンク

熱源

図2.3システム例:簡単な水加熱システム

温度センサ試験を行うエージェントの動作の表示手法を水タンクの入口及び出口に

配置された温度センサを例にとって説明する。それぞれの反応時闘を摂動信号に対す

るARモデルに基づいたアルゴリズムで評価して表示する。 ARモデルで導かれたステッ

プ応答とステップ応答からの反応時間評価の数値表示はローカルCRTに表示される。

その結果により入口センサの反応特性の劣化が出口センサとの対照により明確に示さ

れる。

-8 -
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もう一つの実験はコントローラの試験と選択に関するものである。この枠組みの背

後にある基本的なアイデアの一つは監視、試験及び制御のための複数のエージェント

は、更に相互比較、合意形成、及び最良戦略の選択のために実装されているのであり、

これによって現行の状況から生じる要求に応えられるというものである。この例では、

タンク出口の水温の制御のために給水弁開度を調整するための最良のコントローラを

見出すことがタスクであった。ファジィコントローラと従来型のPIコントローラの2

つのエージェントの試験によって、前者の優位性が例証された。

2.4.2構造化機能表示(SFD)

構造化機能表示のプロトタイプが、パソコン上のBWRシミュレータに関して開発さ

れた。最上レベルの表示モードの一例を図2.4に示すが、ここでは温度と圧力の冷却

材流路に沿った変化がプラントミミック図に関連付けられて可視化されている。表示

フォーマットはあまり高度なものに見えないかも知れないが、最近のハルデン炉プロ

ジェクトの報告書[2・9Jにはoverviewdisplayと呼ばれるこの種の表示は、これを試し

た原子炉の運転員にかなり好意的に受け入れられたと報じられている。しかし、この

ようなoverviewdisplayに対して起こりうる一つの不満として、プロセスの動的な性

能の変化に関する詳細な情報が得られにくいというものがある。現在の表示は、機器

の動的性能のわずかな劣化を引き起こすような初期段階故障に対する検出や同定の能

力に焦点を当てるために当然考えられるoverviewdisplayの拡張版といえる形になっ

ている。図2.5に示すようにコントローラ回路が故障モードに近づくと、給水コント

ローラ出力の動的性質が、通常は水位或いは流量差の時間変化に強く依存していると

考えられるが、影響を受けずにある一定値に近く留まっている。もう一つのコントロー

ラ故障、回路故障ではなく弁固着は、同じ2次元の状態図上のベクトル軌跡表示によっ

て明確に区別できる。このような機器の動的挙動の表示モードは通常は図2.4のよう

なより高位のレベルでは隠されていて、運転員に情報洪水や全体状況の認識低下を起

こさないように配慮されている。

- 9 -
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オーバーヴュー
ディスプレイ

亡ご二

.... 
匝雇
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図2.4構造佑機能表示 (SFD)の例:最上層オーバーヴユー
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100% 

制御系故障
(指示値固定)

100% 

給水調節弁開度
(指示値)

給水司書鶏宇

炉容器水位

給水司書籍宇
a 弁固着
ー (閉固着)

給水想寄宿宇

図2.5構造佑機能表示 (SFD)の例:動特性表現

2.5結論

提案した情報提供方式の成立性がいくつかの数値実験で吟味された。監視と診断のた

めのプロトタイプがローカルエリアネットワークを介して接続された一群のパーソナル

コンビュータを用いて開発された。このプロトタイプは、担当する対象機器の監視や診

断の個別のタスクを実行する複数の虫型エージェントによる自律的で非同期モードで動

作した。数値実験に関する限り、試験したシステムの動作は要求を満足するものであっ

た。試験データのほとんどは現段階では数値シミュレーシヨンにより得られた。しかし、

16チャネル入力、ローカルバッファメモリ及てfPCMCIAインターフェースによるアナログ

からデジタル変換器を備えたオンラインデータ収集装置が最近開発され、このシステム

の適用性は拡大する。また、構造化機能表示のプロトタイプも別途開発された。ここに

提案された表示方式もまたシミュレーシヨン実験により成功裏に例証された。次の段階

として、データ収集、信号処理、情報提供の各機能を統合したシステムを現在開発中で

ある。

'
E
A
 

'
E
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第3章早期異常事象の検知、特徴抽出のための兆候データベース

3.1本章の概要

ライフサイクル健全性管理 (LIM)システムという概念を、プラント運転員・保守員の

診断・保守能力を有為に向上させる将来の効率的手段として導入する。その中の主要な

部分、つまり監視、異常の検知と特徴抽出を知的に行うための兆候データベースに課せ

られた技術的要件を、その設計上の問題と併せて論ずる。このデータベースが要件を満

たすための設計原理と構築技術をLIMシステムの将来のありかたと併せて議論する。プロ

トタイプシステムの開発状況と保守に関連の作業性を向上するための付随技術について

も記述する。

3.2人間一機械協調による異常診断のための兆候データベースの必要性

機器故障の効率的な監視、検知、特徴抽出は原子力プラントのような複雑で大規模な

人工物の高度な安全性の成否を決定する問題である。この20年間、これらの機能の達成

を目的とした種々の試みがなされてきた。原子力産業にあっては、オンラインの監視、

診断ツールのようないくつかの達成された技術が既に実装されている。しかし、著者ら

の信ずるところでは、これらのツールの設計原理において、またそれらの性能において

も、いくつかの理由から更なる向上が望まれる。第一に、保守作業をその上流の作業

(監視と診断)と整合させっつ支援するために更なる努力が払われるべきである。伝統

的に、故障検知、因果関係の同定及び保守/補修のそれぞれの作業はいくぶん個別に扱

われており、順番に実行されるものとみなされることが多い。近年、精力的な実態調査

から明らかになりつつあるのは、診断とは他の作業から独立したものでも、分離できる

ものでもないということである[3-1)。診断とは確かに、ある目標指向の機器の健全性や

プラント安全の確保といった、もっと巨視的な作業の一部である。保守に関連する機能

の統合はこの考えのもとに追求すべきである。このような作業の統合は、ある技術分野

において「動的環境制御 (Dyna皿icEnvironment Supervision:DES)Jと称される[3-1)が、

著者らはより目的指向の用語として、本論の中では「健全性管理 (Integrity

Management)Jと呼びたい。第2に、先行プラントにおける診断や保守関連のデータの蓄

積、検索機能をさらに向上すべきである。原子力だけでなく他種プラントでも、診断や

保守に関連する意思決定の過去の経験の重要さを運転員や保守員が認識しているのも拘

わらず、現状ではそのようなデータの蓄積と活用は極めて限られている。この状況が計

算機の性能上の限界に起因することは論を待たないが、その制約は小さくなりつつあっ

てこのようなデータハンドリングシステムを開発する技術的な試みは今は現実味を帯び

ている。第3に、人間の熟練者の代替物を目指すのではなく、人間の意思決定を支援する

ためにこのようなデータベースを活用すべきである。この人間一機械系協調型のタスク
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実行というアプローチは、もう一方の、すべての可能性の事前想定が必要になる、機械

による人間の代替というアプローチよりも合理的である。この人間一機械系協調型タス

クの達成のためには、データベース技術に関する従来の意味に加えて、人間とコンビュー

タの間で可能な対話のあり方についての考察が必要である。

データベースに基づく健全性管理は、プラント寿命全体を通じて行われるべきもので

あることを注意すべきである。この理由から、本報告書で提案するデータベースに基づ

く意思決定支援システムを以後ライフサイクル健全性管理(LIM)システムと称する。上述

の要件を満たすため、またLIMシステムの技術基盤を確立するために、数年にわたる研究

が行われた。

3.3技術的枠組み

このデータベースでは、参照される兆候データを、複数の様式、複数の属性、高い加

工性を伴った形で蓄積することに重点が置かれる。ここで、複数の様式とは、データベー

スに多様な内容一時系列記録(生データ)、高次モーメントや撮幅確率分布やパワース

ペクトル分布等の統計指標、時定数や伝達関数等の関連指標等ーが含まれるべきことを

意味する。データの内容には複数の属性が含まれるべきである、例えば(1)信号値記録と

前処理された兆候数値データ、 (2)プラントや機器の状態を表した記号デー夕、操作記録、

異常が観測された時にいつでも取り出せる同定済みの異常モード等、 (3)P&ID等の図形デー

夕、電気・電子回路図、可視光や赤外綜計測による撮影画像等、密接に関係して派生す

る。このようなデータベースの設計に課された技術的要求を以下に述べる。

第1に、データ検索でのユーザー親和性を考慮する必要がある。プラント運転員にとっ

ては、観察している信号の挙動がいつもとどこか違うことに偶然気づくということが一

般的な経験である。そのような状況では、類似の信号挙動を示している過去の記録を捜

すツールが強く望まれる。この場合の類似性は先述の多様な兆候に沿って評価できる。

類似の状況を見出し、吟味することで、異常の原因や回復操作に関する運転員の意思決

定は有意に容易になる。

第2に、異常検出の感度の適応が明らかに必要である。この検出感度の適応は異常の検

出時のみでなくデータベース検索時においても必要である。検出時における感度は大部

分の異常を検出できるだけ十分に高く、重要でない異常にその都度反応しない程度に低

くなければならない。この相矛盾する要求は、ある種の適応によってのみ満たすことが

できる。検索時には、類似性判断の関値は類似状況として最も適切な候補を選ぶように

調整しなければならない。この検索時の感度の調整は別の種類の適応とみなされる。

最後に、上述の2点に劣らず重要な点として、人間一機械聞のタスク分担の問題[3-4]を

注意深く考慮する必要がある。現在の設計では、異常検出と類似状況検索タスクのほと

んどは基本的に機械系の知能に割り当てられている。言い換えれば、知的な監視機械は

異常の程度或いは頻度が予め設定された間値を超えない限り「黙って」いなければなら

ない。運転員は異常の検出段階で煩わしい警報で乱されることを望まない。しかし同時

- 14 -
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に、取り上げるべき異常の発生を見過ごすことも望んでいない。従って、この監視機械

は通常運転時は「休眠」あるいは「沈黙」モード[3-5)で動作していなければならない。

しかし有意な異常が検出された時には、この監視機械は必ず「対話」モードに切り替わ

り、異常の発生を運転員に通知し、運転員の要求に応じて兆候データベースの検索結果

を提示しなければならない。対話モードでは運転員は、 1週間前とか1ヶ月前といった特

定の日付の兆候を要求して調べることができるo データベースシステムの設計はこのよ

うな考察を指針として進められているo

3.4システムの設計と実装

このデータベースシステムが有するべき機能の構成を図3.1に示す。プラントの計装か

らの信号は複数のソフトウェアモジュール、或いはエージェントで処理され、異常の兆

候をその初期段階で検出する。異常を検出する頻度は低いので、それらの信号は高い検

出感度にも拘わらずほとんどの時間「正常」と判断される。信号が正常と判断されてい

る限り、すべての兆候は消去され、生データだけが正常事象データベースに蓄積される。

我々が「正常な」生データも所持することを決めたのは、より詳細な特定目的の分析が

後に必要になった場合に使用可能にしておくためである。また、些細な兆候が監視段階

で見落とされる可能性も否定できない。些細な兆候が事象発生後の分析者の確信を深め

ることを主目的とした事後分析の際に実は認識可能であること判明することは、現実に

有り得ることなのである。生データを蓄積することは必要メモリー容量の点で厳しいが、

生データは二度と参照できないよう廃棄するにはあまりにも価値のあるものである。

プラント

計装系からの信号

監視・診断システム

ユーザ
インターフェース

知的前処理 。

異常状態 I 1_正常状態
データベースデータベース

図3.1兆候データベースの概念

F
D
 

唱
E
4



PNC TY9601 98 -004 

一方、異常が検出された時には生データのみならず兆候も記録される。検出感度は検

出確率を最大にするよう設定されているので、検出された「異常」兆候が実は機器やプ

ラントに何ら有意な不具合を示していないことから否定されることもある。このことは、

可能な限りの異常初期の兆候を蓄えてそれらの挙動傾向を調べられるようにするという

ことがこのシステムの果たすべき機能の一つなので、受容できる。我々の信ずるところ

では、このような些細な兆候の傾向分析は、警戒の対象外の突然異常発生による混乱を

避けるための効率的な手段である。このような傾向分析は、運転員を警報で煩わせない

ために、 「沈黙モード」でも行われる。データベースシステムによる情報提供は、通常、

初期異常の発生と進展が沈黙エージェントによって明らかに認識された後に行われるo

この段階では、異常の深刻さはまだ低いレベルにあって計測値の想定値からの変位は警

報発生の閥値より十分小さいと考えられる。その後、運転員はその異常の原因や関連対

処法をよりよく理解し知識を得るために、類似兆候を見出すためのオンデマンドデータ

ベース検索を要求することができる。

もう一つの設計上の特徴は遠隔アクセス性を持った分散構造である。この構造が採用

されたのは、大規模データベースを集中させる構造に対して、開発、維持、補修が容易

であるからである。さらに、データベースからの情報提供は中央制御室、保守計画室、

及び監視対象の部品や機械の傍等、多様な場所で実行されなければならない。従って、

遠隔データアクセスに関して高い柔軟性を維持するために注意深い設計が必要である!

このような要求や仕様をすべてを満たすデータベースの開発は決して容易ではなh。

そこでいくつかの段階に分けて開発を行うことにした。現在の段階では、データベー

システムのプロトタイプを開発し、パーソナルコンビュータ (Windows95/NTとBorlruhd

Object Windows Library)ヘ実装している。データベースの構成とソフトウェア開発環

は図3.2に総括している。時系列データは3段階のサンプリング周波数;高速(100Hz)、中

速(10Hz)、低速(1Hz)で分けられている。この3つのデータグループはそれぞれ決められ

た期間、データベース内に記憶される。ここで、サンプリング周期は一時的に決められ

たことに注意されたい。これらの仕様は、システム構成もそうだが、この初版プロトタ

イプの詳細評価後に変更されうる。

- 16 -
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C++ Appl ication 
oþj~ct W!~rt9'!S 
Library(OWL) 

Borland Database English(BDE)/IDAPI 

図3.2データベース構成とソフトウェア開発環境

3.5考察

このデータベースシステムが目的の機能を発揮するためには、上述の要求の内、類似

性によるデータベース検索が最大の鍵となる。データ構造が予め固定されていたのでは、

類似性の定義と検索ルーチンの設計は簡単であっただろう。兆候を特徴付ける尺度を定

義して、兆候を尺度に沿ったベクトルに変換して、そのベクトル同士の多次元空間内で

の距離で類似性を評価するというのが自然な方法である。しかし、現在のシステムでは、

兆候を特徴付けるためのデータの構造は兆候聞で、また計測値聞で異なることがあるの

で、ベクトル空間を用いる方法は簡単に応用できない。兆候が多様な方法で定義される

ので、特徴ベクトルは複数の階層からなる構造をとることになる。最上位では、ベクト

ルは兆候の様式に応じた項を持ちうる。例としては、生デー夕、モーメント、自己相関

関数、スベクトル分布等がある。 rスベクトル分布」の項はより低位のベクトル[3-周波

数帯1のピーク、周波数帯2のピーク]に分解することができる。第k周波数帯のピークと

いう項は、さらに[3-第k周波数帯のピークの数、第k周波数帯のピーク周波数kl、ピーク

高pkl、第k周波数帯のピーク周波数回、ピーク高pk2]のように分解できる。項の数、或い

はベクトルの次元の数は、それぞれ違うので、類似性判定基準の定義は極端に複雑にな

る。さらに、階層の色々なレベルで類似性を定義する必要がある。この要求によって類

似性に基づく検索はさらに難しいものになる。現在は、特徴ベクトルにおける階層構造

と尺度において多様性を許容できるよう、ベクトル空間の基準の一般化を試みていると

ころである。

もう一つの相反する問題に、生データの蓄積に関する設計問題がある。生の時系列デー
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タを記憶することはメモリサイズの点から厳しいが、このデータベースが将来進歩して

ウェープレットやフラクタル分析のような新たな信号処理手法を導入することを考える

と潜在的な意義は大きい。我々の考えでは、技術進歩を運用中に導入できるというこの

特徴は、供用期間の長い人工物のための長期間監視システムにとってもう一つの重要な

点である。信号の計測、分析及び評価の手法を現在の適用可能な技術範囲に限定するこ

とは、データベースシステムや関連のツールが監視対象のプラントの全寿命に渡ってそ

の健全性を監視し続けることを考えれば、現実的ではない。プラント監視システムには、

新たな手法の出現に応じて変更を加えられる柔軟性が必要である。この、長期間に渡る

(技術開発状況との)整合性は、複雑な人工物に対する保守の方針や運転安全性に遺憾

無く発揮されると考えられる。

3.6結論

ライフサイクル健全性管理システムの概念、これに課せられる技術的要件、設計上の

問題、及びシステム開発の現状を記した。開発の終了した初版のプロトタイプに対する

実験的評価は、人間にとって馴染みゃすい、複数モード切り替え型のインターフェース

をこのデータベースシステムに実装してから行う予定である。統合評価に先立って、サ

ブシステムや要素機能が逐次評価された。この段階で既に、分散構造や遠隔アクセス機

能を有するこのデータベースシステムの概念は、原子力プラントの熟練運転員の強い支

持を受けている。他のサブシステム、つまり保守記録データベース、自律型の能動的な

移動機能を備えたセンシングシステム等は、関連研究開発として行う予定である。
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第4章人間一機械系の協調による原子力プラントのライフサイクル健全性監視

4.1本章の概要

原子力プラントのような複雑大規模な人工物の運転の安全性は設計、運転及び保守を

注意深く行うことで確保される。この設計、運転及び保守の中では前2者に比べて保守活

動は近年に至るまで研究の対象となることが少なかった。しかし、保守活動での過誤の

影響は設計や運転における過誤に決して劣るものではない。この保守への学術的注意の

欠如の一因は、設計に依存した安全性という概念への暗黙の信用にある。この概念は理

想的な目標としては認められるが現実には成立しないというのはいかなる設計者にも、

起こりうるすべての機械的、人的な故障を想定してその対策を設計に盛り込むことは不

可能だからである。

このことを念頭において、我が国では保守活動の革新への扉を開こうとする研究プロ

ジェクトがいくつか開始された。その主なものには、科学技術庁が監督する長期劣化予

測と分散型保守口ポット[4-2]を含む自律型プラントプロジェクト [4・1]、また通産省が監督す

る知的保守口ポットプロジェクト [4-3]がある。この2つのプロジェクト共、保守活動を先

進的なデータ管理技術とロボットにより改良しようとするものである。本論文もこれら

と関連する、ライフサイクルプラント健全性監視と称する研究プロジェクトを紹介する

ものである。このプロジェクトは東北大学において文部省の支援の下、ライフサイクル

情報管理 (1ifecycle information management(LIM))、分散人工知能 (distributed

artificial intell igence(DAI))及び人間一機械インターフェース (human-machine

interface(HMI))に重点を置いて進められている。

ライフサイクル情報管理が必要なのは、原子力プラントが長期間 (30、40年以上)運

転され、主要機器のほとんどは反復的な保守の影響下にあるからである。事故報告の精

力的な分析を通じて、機器の保守や補修手順の些細な過誤でも、その過誤の発生の後長

年にわたってシステムの安全性に深刻な影響を与えることが明らかになっている。扱う

べき本質的な情報には、定期検査と試験、計画外(異常発生による)検査と試験、補修等

の記録がある。 LIMシステムの有用性は、保守関連情報獲得、処理、蓄積、検索及び提供

のための分散型ローカルプロセッサのようなDAI技術の使用で高められる。機能の分散配

置によって、異常発生記録、試験補修手順、助言的伝達事項等の重要情報への現場から

のアクセス性が高められる。保守関連情報管理のこのような利点から、 HMIに関するより

注意深い考察の必要が生まれる。なぜなら情報の量と多様性は情報が系統的で首尾一貫

した形で提供された場合にのみ有益だからである。このプロジェクトでの技術開発はこ

れらの要件を念頭において進められている。以後、設計概念と主要技術のいくつかを述

べる。
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4.2システムの枠組み

ライフサイクル情報管理システムは、プラント内の分散型ローカルLIMユニットによっ

て特徴付けられ、一方中央LIMユニットは統合監視と上位の意思決定のために実装されて

いる。中央LIMユニットは、またローカルデータベースの記憶容量が近年の記憶メディア

の急速な容量拡大にもかかわらず十分に大きくできないので、長期のデータパックアッ

プの役割も担っている。分散LIMユニットのそれぞれは、専用プロセッサとローカルデー

タベース(LDB)、聞Iを備え、予め割り撮られた機器の健全性管理をするようになってい

る。 LDB群は兆候、作業記録、保守手順ガイド及び関連図面を格納するのに用いられる。

これらの知識とデータは現場の保守要員からの要求に応じて提供される。更に保守要員

は、走行型ロボットのアームに装着された専用移動型センサ群となったローカル支援エー

ジェント群に命令を出して、より良い意思決定のための補助的計測を行わせることがで

きる。このローカル支援エージェントはDAIのもうひとつの実例である。

4.3機能仕様

このLIMシステムでは、想定される使命を達成するためにいくつかの機能上の仕様を満

たす必要があった。第一に、過去のデータに対して関心の対象となるデータの指定や類

似性に基づく検索によってアクセスできる必要から、想定動作時間が著しく延長される。

プラント運転員に共通する経験として、毎日見ているのと違う挙動をする信号をたまた

ま発見するということがある。このような場合、過去において信号が同様の挙動をした

状況に関する記録を探すツールを持つことが望ましい。この類似性は様々な兆候、つま

り、統計的指標(規模の確率分布、自己或いは相関スベクトル分布等)、機能的指標

(反応時間伝達関数等)に沿って定義できる。類似兆候を見出したり、それらに関連し

た運転保守記録を吟味したりすることで、運転員は異常の原因同定や回復操作の決定を

はるかに容易に行える。

第2に、検出感度が調整可能になる。オンラインの異常検出やデータベース検索では調

整が必要なことに注意すべきである。検出感度には異常の大部分を把握するだけの高さ

と、有為でない異常にいちいち反応しないだけの低さが必要である。この相反する要求

は一種の適応によってのみ可能である。データベース検索では、類似性を判断する闇値

は類似状況の適切な候補を選ぶために調整できる必要がある。この検索での感度調整も

別種の適応とみなすことができる。

第3に、人間と機械の対話モードは慎重に設計する必要がある。現在のLIMシステムで

は、異常検出と類似事例検索のタスクはまずローカルプロセッサと支援エージェントに

割り当てられる。言い換えれば、 LIMシステムは異常の厳しさが予め設定された重要度の

関値を超えるまでは沈黙していなければならない。運転員は検出段階では煩わしい警報

に邪魔されることを望まない。しかし同時に、彼らは有害かもしれないいかなる異常も

見逃したくはない。したがって、監視機械は資料4で述べたように通常動作では「潜伏」
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と「沈黙」のモードを切り替えながら機能する必要がある。しかし、有為な異常が検出

されたら必ずモニターは「対話」モードに切り替わり、異常の発生を運転員に警告し、

兆候検索の結果を要求に応じて提供する必要がある。

4.4実装

LIMシステムの開発は一般的に知られている枠組みを通じてモジュラー的な方法で行わ

れた。この節では、既に開発を終えた主要サブシステムの技術的特徴を述べる。

4.4.1 LIM-データベース

兆候データベースシステムがLIMデータベースで中心的な役割を果たす。 version-1デー

タベースシステムが開発されてWindows95/NT，BorlandOWL{ObjectWindows Library)及び

DBE{Database Engine)によりパーソナルコンビュータ上に実装された。時系列データは

実際にはサンプリング間隔によって、 100Hzの「速い」、 10Hzの「中間」、1Hzの「遅い」

の3つのグループに分類された。この3つのデータグループはそれぞれ指定された期間デー

タベースに記憶される。統計的、機能的な指標もそれぞれの期間について計算、記憶さ

れる。

データのサンプリングと蓄積はイベント駆動方式で行われることも強調されるべきで

ある。 LIMシステムが通常の信号挙動からのいかなる変位を検出した時でも、データのサ

ンプリング、処理、蓄積が行われる。変位とは従来監視している変数の平均値について

定義されてきた。しかし、これはまた、統計的、機能的な指標に関するいかなる些細な

変化としても定義できる。

生の時系列デァタの蓄積は記憶容量の点から容易ではないが、将来の新たな信号処理

手法に対応する可能性を留保できる利点がある。この革新的な性質こそ、我々は長期間

使用される人工物に対する長期間監視システムのもうひとつの重要な点であると信じる。

4.4.2 LIM-HMI 

LIMシステムの人間一機械インターフェイス口町日には、ローカルLIMデータベースに貯

えられた情報とデータを系統的に組織立てて表示する機能が要求される。その表示すべ

き内容には、時系列デー夕、系統的機能的な指標等がある。前に述べたように、問Iでは

類似性と時刻で指定できる過去データへのアクセス性が重要視される。現場の要員は、

如何なる期間についてでも、また類似性の項目を指定してでも、調査を要求することが

できる。

HMIで考慮されるもうひとつの重要な点は、プラント全体にわたる意味においてローカ

ルな情報が組み込まれていることである。言い換えれば、特定の機器のプラントにおけ

る位置づけや潜在的な影響が現場の要員から見えるように設計されている、ということ

である。現在の設計では、この意味的な表現は「構造化機能表示 (structured

functional display) J [4-5]という形で具現化され、機能情報がプラント overview

display上に投射されて提供されている。

n
L
 

n
L
 



PNC TY9601 98 -004 

4.4.3 Local Agents 

ローカルエージェントには実際は2種類あり、ソフトウェアエージェントと移動装置に

装着された専用モニターに分けることができる。ソフトウェアエージェントは基本的に

ソフトウェアモジュールと同様なものである。しかし前者はローカルプロセッサ・ネッ

トワークの中を移動して信号処理や故障モードの同定のような割り当てられたタスクを

実行するので、長期にわたる反復的な監視により適したエージェントである。我々は虫

型エージェント I村]として、この移動型ソフトウェアエージェントを既に開発、試験して

いる。現在のプロジェクトでは、新たにもう一つの型の方の、移動装置上の専用モニター

としてのエージェントの実現を試みている。現在、知的ロポットアーム(三菱

MOVEMASTER-EX)が移動装置として用いられている。距離と振動を計測できるレーザー変

位センサー(KEYENCELK-2000)がロボットアーム上に装着され多機能移動式センサーを形

作っている。このセンサーは小規模の振動に対する遠隔・移動式計測ができるので、発

生初期の故障の検出、評価を補完する有力な道具として使用できる。テレビカメラなら

このレーザーセンサに代わって、補助的な移動型センシング機能を提供できるだろう。

4.5結論

システム全体の開発が終了してほぼ2年後、 LIMシステム全体の総合的評価の計画が立

てられた。これに先立つて、個々のサブシステムについての個別評価が行われた。ロー

カルLIMシステムは、仮の兆候データベースと(テストのための限定的な)人間親和性と複

数モード切り替え機能を用いて評価された。しかしこの段階においても、このデータベー

ス概念の正当性は、経験を積んだプラント運転員に強く支持された。他のサブシステム

一保守記録データベース、ロボットアーム上の音響モニター等ーは現在設計、実装を行っ

ているところである。
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第5章提案のまとめと考察

原子力プラントで異常が発生した時のタスクとして、異常検知、原因同定、対応操作立案

と実行、補修作業が挙げられるが、異常発生後の早期に、対応操作立案までの時間的余裕の

ある段階で、事象を詳細、正確に把握することが他の全てのタスクを的確、迅速に実行する

上で有効である。従って本研究では、異常の検知と診断を、通常時の監視時から支援するた

めに必要な知識ベースと計測系について要件を整理し、その実現のためのアプローチに関す

る提案を行った。

本研究では、原子力プラントの監視及び診断を人間と機械の協調により行うためのシステ

ムを構築する技術的枠組みとして、新しい概念に基づく移動マニピユレータに搭載した移動

型随時・能動監視計装、機器の知的エージェント化による分散型データ管理機構、さらに統

合化監視技術からなるアプローチを提案した。

本研究の成果は、実験用水ループをテストベンチとして、その構成要素機器、センサー配

管などに各種の模擬異常を組み込み、これまで開発してきた信号処理手法をベースとする予

兆監視専用計装系を実装し、これらを上述の枠組みで統合したシステムによりその妥当性が

検証されている。

この研究の進展に伴い、(1)運転と保守の統合の必要をより強く認識するに至ったこと、

(2)知識ベースは機器構造や設計デー夕、目的機能なども格納されるべきではあるがまずは

症候候補だけを対象として、検討を進めることが現実的であること、 (3)計測系としては常

設系だけを考えることは将来的には制約が大きすぎるので移動型随時・能動監視計装を積極

的に採用すべきであること等の考え方が形成されている。
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