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1　はじめに
私達は，発電プラントが蓄積している膨大なプ
ラントデータいわゆるビッグデータに着目し，日
本電気（株）（NEC）と共同で，このプラントデー
タを活用することにより，設備の異常をできるだ
け早い段階で，かつ正確に検知するシステムの開
発を2011年から行ってきた。
2013年には実用化の目途がついたことから，
2014 年には島根原子力発電所 2号機（以下，
2号機という。3号機も同様）でシステムの試験
運用を開始，また，2015年には3号機へシス
テムを導入した。導入にあたり，実機データを用
い様々な使用環境や条件に即した検証試験を実施
することにより，システムの有効性を確認した。
今回は，システムの異常検知の仕組みをはじめ，
システム構成，仕様，実施した有効性確認試験の
結果について紹介する。

2　故障予兆監視の仕組み
（1）故障予兆を検知するためには，監視対象と
する機器や系統全体に設置したセンサ（温度，
圧力，振動，電流等）からの情報を元にセンサ
間の結びつきの強さを計算する。
計算は簡単な一次式［y＝ f（x）］で表わさ

れる。例えばセンサAの値が1から nに変化
した場合，センサBは必ずそれにつられて一
定量変化する場合はセンサAB間に一定量の関
係性があると判断する。
一方，センサAの値が1からnに変化しても，

センサCの値が不変であった場合はセンサAC
間には関係性が存在しないと判断する。
こうして，監視対象機器等に存在する全ての

センサについて関係性の強さを自動計算し，そ
の結果関係性のあるセンサのみを抽出し，監視
モデルとしてシステムに登録しておく（手動で
任意のセンサ選択も可能）。
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図1　予兆監視の仕組み
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（2）次に，この監視モデルに過去の正常時の機
器稼働データを使って，正常運転時のセンサ間
の関係性の強さの範囲を学習させる（これを教
師モデルとする）。

（3）学習させた教師モデルをリアルタイム（任
意の間隔でよい）で使用し，各センサ間の関係
性の強さが教師モデルの関係性の強さの範囲か
否かを判定し，一定時間外れた状態が続く場合
は，システムからメッセージを発する。

3　システム構成・仕様
2 号機，3号機のシステム仕様を表 1に，シ
ステム構成を図2に示す。入力データ点数につ
いて，3号機はディジタル化・自動化が進んでお
り，標準設計として入力データ点数が多い。

システムは，既設の運転監視用計算機にシステ
ムを連携させて，各種のセンサ情報や計算機内の
デジタルデータを使用している。
現在は既存のセンサデータ等を流用するに留

まっているが，監視の目的等に応じてセンサの追

図2　システム構成

表1　システム仕様

項目 2号機 3号機
データ保存期間 39カ月 39カ月
記憶容量 96 TB 192 TB

入力データ点数 約3 850点 約12 000点
データ周期 1～5秒 5秒
同時監視最大
モデル数　　

20
但しセンサ組み
合わせ上限は
500 000点

6
但しセンサ組み
合わせ上限は
500 000点

盤設置数
2面

システム動作1
データ保存1　

3面
システム動作1
データ保存2　

操作端末 3台 3台

加等を行えば，より検出性の高い監視が可能とな
る。

4　システム適用用途
機器故障予兆監視システムでは，次のケースで

利用することを想定している。
（1）プラント運転中および停止中における各種
系統のリアルタイム監視
監視したい系統や機器毎に最大20までの監

視モデルを同時監視可能であり，約5秒周期
で監視している。

（2）注目する機器の状態監視（状態監視保全）
機器のデータ（振動，温度，圧力，流量他）

を定期的に取得し，傾向監視することにより劣
化や機器故障を予想する。
本システムにより，注目する機器のセンサ

データの相関変化を定期的に評価し，従来から
実施している監視手法をサポートする。

（3）定期試験における機器の状態判定
過去の定期試験で検出された関係性との比較に

より，現時点の機器の状態の良否を判定する。
（4）プラント起動工程および停止工程における
プラント健全性確認
a．起動工程確認
原子力発電所の起動には①原子炉起動～圧力

上昇，②復水器真空上昇，③タービン起動，
④発電機並入，出力上昇等（大別すると8工程）
のイベントがあり，イベントごとに機器の健全
性を確認している。
本システムを活用し，各イベント終了時点で，

教師モデルとの比較，評価を行うことで，これ
までと異なる視点で健全性を確認する。

図3　プラント起動工程監視画面
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起動工程の評価は各イベント（例えば原子炉
圧力上昇時）用に作成した監視モデル＊1 を使用
し，イベントが完了した時点で健全性を評価する。
評価した例を図4に示す。
1）原子炉起動に関係するセンサを任意抽出し，
監視モデルとして登録しておく。
2）過去6回分の原子炉起動時（正常に実施さ
れたもの）のデータを使用し，監視モデルに
各センサ間の関係性の強さを学習させてお
く。
3）原子炉圧力上昇完了後，学習させた監視モ
デルと各センサ間の関係性の強さが正常範囲
内か否かを比較する。
4）比較した結果は2次元マトリクスにより表
示する。

図4では異常を示す色の濃い表示が所どこ
ろ見られるが，散発的であり，正常の範囲内
である。異常があった場合は，異常に関係す
るセンサの列が一直線上に表示される。
b．停止工程確認
プラント停止は定格出力～発電機解列～原子
炉停止までで，過去の停止データを正常モデル
とし，原子炉起動時と同様のイベント終了時点
でモデルとの比較・評価を行う。
（5）機器点検前後およびリプレースした機器健
全性評価
機器の分解点検，またはリプレースした後の

図4　2 号機第16回定期検査後の原子炉圧力上昇の
健全性評価結果

異常があると一直線に
なることが多い 

試運転時に評価する。評価は，当該機器の前回
点検後の試験データとの比較，点検前データと
の比較により行う。

（6）不具合発生後の分析機能活用
万一，不具合等により原子炉が緊急停止した

場合の原因究明・対策に活用する。
（7）シミュレータ機能
a．機器故障の予兆事象をパターン化し，事故の
予測と事故の防止のための教育に活用する。

b．計器・センサのパラメータを変動させ，予
兆の発生から故障までの各センサ間の関係
性の強さ変化を模擬する。

5　開発時の検証
今回の共同開発に当たっては，以下に示す検証

を行いながら開発を進めた。

5.1　実際のプラントデータを用いた解析
2001年以降，島根原子力発電所であった不

具合事例を約30項目抽出し，検知可能か否かの
検証を行った。
検証の結果，事象の検出は概ね良好であり，検

知時間も事象発生の数時間前から，運転員と同程
度内に収まった（但し，一部検知不可事象もあっ
た）。
検証結果の一例として，2号機主蒸気圧力検出

器からの漏えい事象を，以下に示す。
島根2号機において，2006年 10月 13日

に発生した，主蒸気圧力検出器からの微小な蒸気
漏えい事象について，運転監視用計算機に蓄積し
ているデータを用いて，運転員が検知した時間に
対して，システムがどのくらい早期に検知可能で
あるかを含め，その有効性について解析を行った。
事象は定格熱出力一定運転中の2号機におい

て，原子炉圧力と原子炉熱出力の変化を運転員が
確認した。現場を確認したところ，検出器3台
のうち1台からの漏えいを確認したため，当該
検出器を隔離した。
図5に主蒸気圧力検出器からの微小な蒸気漏

えい事象に関する評価結果を示す。
図5は関係性の破れ個数の時間変化をグラフ＊1：原子炉圧力上昇完了時用監視モデル
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化したものであり，この図から分かる
通り本事象において原子炉圧力に低
下傾向が現れた後，運転員が検出器か
らの蒸気漏えい事象に気付いた時刻
は 11 時 30 分頃である。一方，シ
ステムによる解析結果では，4時ご
ろから圧力の低下が表れていること
が容易に理解できる。システムが検知
した圧力変化が発生した時間帯では，
対象パラメータを監視するために設
定されているしきい値を超えるほど
の変動ではなく警報も発報しなかっ
たことから，運転員には検知できなかったものと
考えられる。この結果より，システムでは運転員
が検知した時間よりも約7時間 30分早く，異
常の兆候を検知できることが確認できた。

5.2　島根原子力発電所訓練施設による試験
（モックアップ試験）

島根原子力発電所の訓練用施設にある横型ポン
プの循環ラインを使用し，様々な故障予兆を模擬
的に発生させ，検知性能を検証した。

5.3　電力中央研究所設備による試験
本システム開発の検証結果の信憑性，データ解

析の信頼性向上のため，電力中央研究所の設備を
用いた検証試験を実施した。発電所の訓練施設と
の違いは，系統内の流体温度を最大200度まで
変化させることが出来るため，試験では50度か
ら200度の温度範囲内での故障検知に差が生じ

るのかも含めて検証した。
検証では，良好な試験結果が得られたとともに，

図6に示すようなポンプ電流・流量・温度の関
係が明らかになった。

6　結び
まずは島根2号機再稼働に向けて，未実施の

システム検証試験や運用体制の整備等の課題が
残っており，そのためのシステム開発を今後とも
継続させ，より一層の原子力発電所安全・安定運
転に寄与させたい。
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図5　主蒸気圧力検出器からの微小な蒸気漏えい事象に関する評価
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図6　ポンプの定式化模式図


