
 
 

 
 

北陸電力原子力発電所の保守業務 
システムの構築 

Development of Management Systems for Nuclear Power Plant of 
Hokuriku Electric Power Company 

あらまし  

北陸電力株式会社は石川県志賀町に原子力発電所を建設し，1993年7月の1号機の営業運転

開始以来，15年以上の運転を重ねてきている。原子力発電所の運転は，発電に加え大規模な

プラントを保守・点検することがもう一つの大きな業務になるが，近年，原子力業界では発

電所におけるトラブルを発端に，保守・点検などの国の検査制度が度々改正されている。 
本稿では，大規模プラントである原子力発電所の保守作業を安全，かつ効率的に進めるた

めに，ITを効果的に利用した原子力作業管理システム，および原子力保守履歴管理システム

の導入背景・目的，業務システム開発手法，およびシステムの特徴について述べる。 

Abstract 

Hokuriku Electric Power Company has been operating the Shika Nuclear Power Station 
that it constructed in Shika town, Ishikawa prefecture, for over 15 years since bringing Unit 1 
of this plant online in July 1993.  In addition to electricity generation, maintenance and 
inspection tasks constitute a big part of operating a large-scale nuclear power plant, and in 
recent years, problems at power stations in the nuclear power industry have led to several 
revisions of nationally regulated maintenance and inspection systems. 

This paper describes the background, objectives, development method, and features of the 
Maintenance Management System and Maintenance History Management System that 
make effective use of information technology to promote safer and more efficient 
maintenance work at large-scale nuclear power plants. 

   

中村達明（なかむら たつあき）

北陸電力株式会社 情報通信部 所属

志賀原子力発電所の機械保修課を経

て，現在情報通信部で原子力業務シ

ステム開発に従事。 

蓮沼潤一（はすぬま じゅんいち） 

科学システムソリューション統括部 
所属 
現在，原子力発電所システムの開

発・保守に従事。 

鈴木信太郎（すずき しんたろう）

科学システムソリューション統括部

所属 
現在，原子力関連システム開発に

従事。 

490 FUJITSU. 59, 5, p.490-498 (09,2008) 



 
北陸電力原子力発電所の保守業務システムの構築 

ま え が き 

 日本の原子力発電は，1963年10月26日に茨城県

東海村で日本原子力研究所（現，日本原子力研究開

発機構）が動力試験炉（JPDR：Japan Power 
Demonstration Reactor）で12.5 MWの発電に成功

したのが最初になる。その後，商用原子力発電では，

1966年に日本原子力発電株式会社がコールダー・

ホール改良型原子炉を導入し，日本初の営業運転を

開始している。現在主流の軽水炉（BWR：Boiling 
Water Reactor ， PWR ： Pressurized Water 
Reactor）による発電は1970年から開始されている。

2008年1月現在，日本国内では，55基の原子力プラ

ントが稼働中である。(1),(2) 原子力発電所は巨大なプ

ラントであり，運転業務の中で，検査・保守の占め

るウェートは大きい。 
 近年，原子力発電を取り巻く情勢は，1999年の

臨界事故や2002年の原子力発電所不正データ問題

発覚から厳しさを増している。 
 このことから，国の監督官庁である経済産業省原

子力安全・保安院では2002年2月から「検査の在り

方に関する検討会」を開催し，2003年に原子力発

電 所 に お け る 安 全 の た め の 品 質 保 証 規 程

（JEAC4111-2003），および原子力発電所の保守管

理規程（JEAC4209-2003）について評価し，検査

制度の法令改正がなされ，2004年には品質保証制

度に基づいた保安検査，定期検査，および定期安全

管理審査が開始された。 
 この2003年の検査制度改正後，2004年に発生し

た二次系配管破損事故を契機に，運転期間が長期に

わたる高経年化プラントへの社会的関心が高まった

こと，および検査制度改正から2年が経過している

ことを受け，2005年～2007年にかけて検査制度の

見直しが実施された。この見直しにより「保全プロ

グラムに基づく保全活動に対する検査制度」の導入

が検討された。 
 2008年現在も，より具体的な対策を国を中心に

進めており，今後は本検査制度で発電所の保守を実

施することになる。 
 富士通では，上記の原子力プラント保全活動の強

化という情勢の中で，1985年から動力炉・核燃料

開発事業団（現，日本原子力研究開発機構）ふげん

発電所における保守管理システムなどの開発，およ

び2002年から東北電力株式会社における保守管理

システムなどの開発に発電所の方々と一丸となって

携わってきた。 
 これらの実績から，本稿で紹介する北陸電力株式

会社（以下，北陸電力）志賀
し か

原子力発電所向けのシ

ステム構築を共同で行うこととなった。 

北陸電力志賀原子力発電所の設備保守概要 

 北陸電力では，1993年7月に志賀原子力発電所

1号機が定格電気出力54万kWの営業運転を開始し

ている。さらに，2006年3月に同2号機で定格電気

出力135万8千kWの運転を開始している。(3)

 北陸電力におけるプラントの保守フローを図-1に
示す。 
 プラント保守では計画（Plan）→ 実施（Do）→ 
確認（Check）→ 改善（Act）を実施している。 
（1） 計画（Plan） 
 各種設備の点検計画を策定するため，定期点検な

どの計画立案，保守にかかわる費用の算出を実施す

る。利用するシステムは，保全計画管理システムお

よび全社積算システムであり，北陸電力グループ会

社の北電情報システムサービス株式会社（以下，

HISS）が構築したシステムである。 
 また，各種設備の不具合などから，計画外の保守

が必要になる場合は，点検計画を立案して，作業を

実施する。利用するシステムは，「原子力保守履歴

管理システム」の一部機能であり，北陸電力と富士

通が共同で設計し構築したシステムである。 
（2） 実施（Do） 
 発電所内での保守作業を安全に行うために，「作

業票」や後述する「アイソレーションリスト」など

を起票する。また，事前に同一設備に対する作業の

チェックなどを実施する。さらに，作業終了時には，

各種帳票の結果報告を記載し，関連部門の承認を

得る。 
 このために利用するシステムとして「原子力作業管

理システム」を構築した。本システムも，北陸電力と富

士通が共同で設計し，構築したシステムである。 
（3） 確認（Check） 
 作業票の内容から，点検補修などの評価を実施し，

申送事項・懸案事項のある設備については，保守メ

モを作成する。 
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原子力保守履歴管理システム

原子力作業管理システム

実施

計画

確認
・点検基準/周期検討

工事担当
担当者

・点検基準/点検基準・点検計画

【計画外の保守計画】

【保守計画】

点検
周期表

設備

保全計画管理
システム

・ＳＡＰ
・全社積算システム

購買
依頼

ＳＡＰ

点検
費用

全社積算

・定検工事発注
原子力保守履歴管理システム

請負者

不具合の
発見

・損傷状況
　（請負会社）
　（定期検査時発行）

計画の入力
　・保全計画
　・軽微修繕作業通知票
　・作業要領兼報告書
　・不適合管理票

工事担当 担当者 請負者
発電課工事担当課

作業票/
アイソレーションリスト

・点検/補修作業

・図書管理システム

結果の入力
　・損傷状況（請負会社）
　・保全計画
　・軽微修繕作業通知票
　・作業要領兼報告書
　・不適合管理票

工事担当 担当者 請負者

設備

帳票

作業終了確認（全体ステータス）

工事担当
担当者

各種確認の帳票入力
　・点検補修などの結果の確認/評価の記録
　・保守メモ（懸案事項/申送事項）

・設備カルテ
　（設備から保守状況
　　を確認する）
・点検実績一覧

改善帳票の入力
　・保守管理の評価
　・定期的な評価

工事担当 担当者

・故障記録分析
改善

 

図-1 保守業務システムフロー 
Fig.1-System flow of maintenance work. 

 

（4） 改善（Act） 
 各種評価，故障記録分析などを基に改善案を出し，

計画への反映を実施する。 
 上記，確認業務・改善業務についても，「原子力

保守履歴管理システム」を利用する。システムを利

用することで，点検した結果が電子化され，後に点

検実績一覧や，設備からの点検履歴を参照すること

ができるようになる。 

管理システム構築の背景 

 原子力プラント1基には，主要機器で2万点，点

検機器単位で10万点，スイッチ類などの操作対象

機器に至っては30～40万点の設備が存在する。プ

ラントの保守作業は，安全確保が第一である。これ

らの設備を安全にかつ，効率良く保守・管理するた

めには，前章で述べた管理システムの利用が必須で

ある。 
 従来使用していた原子力作業管理システムは，北

陸電力で自社開発したシステムを志賀1号機の運転

開始以降運用していたが，志賀2号機の運転開始に

伴い業務量が増加することから，さらなる作業安全

の確保と作業実施の円滑化を図るため再構築するこ

ととした。また，原子力保守履歴管理システムにつ

いては，2003年に導入した，原子力発電所におけ

る安全のための品質保証規程および原子力発電所の

保守管理規程に基づく検査対応のため，新たにシス

テムの構築の必要があった。 
 この背景により，北陸電力志賀原子力発電所では，

2003年の法令改正に伴う保守管理変更への対応，

および2006年に運転開始する志賀2号機を見据え，

2003年から保守管理に必要な保全計画管理システ

ム，原子力作業管理システム，原子力保守履歴管理

システムの再構築，新規構築に向けた概要設計を

HISSと開始した。 
 北陸電力では，原子力作業管理システム，原子力

保守履歴管理システムの開発について，富士通に委

託した。 

業務システム開発手法 

 より良いシステム開発のため，情報システム部門

のみならず，原子力発電所におけるシステムの利用

部門，および現場作業員との調整を行うことが前提

となっていた。情報システムの設計・構築に不慣れ

な利用者，および情報システム部門との合意形成に

は，紙上の仕様書の確認のみでは，非常に難しいと

想定した。とくに情報システムで活用されている

UML（Unified Modeling Language）など，事前

に教育が必要な図を利用することは不可能であった。 
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 このため，今回の設計ではHTML（Hyper Text 
Markup Language）による半プロトタイプ手法を

採用し，できるだけ完成イメージに近い動きを作成

し設計を進めた。この設計の進め方を以下に示す。 
（1） 画面構成，基本事項の設計 
 画面構成などを決定し，HTMLで記述する（図-2）。 
（2） 共通部品の設計 
 画面の共通部品を決定し，HTMLで記述する（

図-3）。 
（3） 詳細画面の設計 

（a）業務フローの例  

（b）検索ボタンをクリックして結果を表示

（c）帳票の入力設計 （紙帳票と同じ）

 詳細Web画面を作成する。ここで注意するのは，

画面で入力できる項目の大きさ，画面遷移，ボタン

をクリックしたときの動作を，できるだけ完成シス

テムイメージに近付けることである。また，本シス

テムの画面設計の基本思想として，紙で運用してい

る帳票をそのまま入力画面として採用し，運用開始

後の教育に負担をかけずにスムーズな運用が開始で

きるような設計をしている。同時に，業務フローの

見直しも実施していく。これらの画面例を図-4に示す。 

 基本的には（1），（2）に示した設計を行い，続

いて（3）の詳細画面の設計において半プロトタイ

プ手法を用いて，数回の詳細Web画面の作成と業務

フローの見直しを実施している。 
 本手法は，設計段階で多くの工数を要するが，シ

ステムテスト時における仕様の食い違いが減少する

こと，および何よりも使いやすいシステムが設計段

階から判明するなど，利点の多い設計手法と言える。 

図-4 詳細Web画面と業務フロー 
Fig.4-Detailed Web screens and work-flow. 

 

図-2 基本構成のWeb画面 
Fig.2-Web screen of basic form. 

 

 

図-3 共通部品のWeb画面 
Fig.3-Web screens of common components. 
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原子力作業管理システム 

 北陸電力志賀原子力発電所では，所内で実施する

保守作業の安全性を確保するために，作業の概要を

まとめた作業票の作成，点検対象設備のリストであ

る点検機器一覧，点検機器を保守するために必要な

設備の操作を記載したアイソレーション（以下，ア

イソレ）リストを作成し，工事担当課をはじめ，関

連する部署で承認を得ることで，保守作業を可能と

している。 
 とくに，設備を安全に保守するためには，通常，

水・蒸気で満たされている配管から水などを抜く

ために，様々な周辺設備に対して操作をすること

が必要になる。このための措置をアイソレ（隔

離）と呼ぶ。 
 このように，作業票による保守作業業務を支援す

るために，原子力作業管理システムは，作業票・ア

イソレリスト操作，電子フロー機能，および安全性

を確保するための機能の二つの機能を提供している。 
● 作業票・アイソレリスト操作，電子フロー機能 
 本機能は，作業票・アイソレリストの起票・上

覧・承認・変更をする機能である。基本的な機能は

以下のとおりである。 
（1） 作業票関連機能（新規作成・複写作成・更新削

除・アイソレリスト作成/修正・点検機器一覧） 
（2） アイソレ機器マスタ管理・標準アイソレマス

タ管理 
（3） 承認処理（工事担当課承認・受付担当課承

認・設備担当課当直承認） 
（4） アイソレ札印刷 
（5） 作業票の変更依頼（アイソレ実施解除依頼・

期間変更などの依頼・アイソレリスト修正） 
 以下，これらの機能について説明する。 
【作業票関連機能】 

 作業票関連の機能では，円滑に保守作業を進める

ために，紙帳票と同じイメージの入力インタフェー

スを採用している。また，過去の同様な作業票から

内容を引き継いで作業票を作成できる参照起票を用

意している。この参照起票を利用することで，作業

票に付随するアイソレリストも同時にコピーされる。

点検機器一覧については，点検回数などの違いがあ

るため，コピーはしない。 
【アイソレ機器マスタ管理・標準アイソレマスタ管理】 

 アイソレリストの作成では，標準アイソレマスタ

管理を提供し，雛
ひな

形となるアイソレリストを登録

することができ，停止時定期点検など大掛かりな点

検時の作業効率向上に一役買っている。 
 また，停止時定期点検など，大規模な保守作業を

実施する際には，担当各課に保守業務がまたがるた

め，系統単位で管理する「系統別隔離作業票」（親

作業）を用意して，アイソレの共通化を図るととも

に，個々の作業票（子作業）を関連作業票として登

録することも可能としている。 
 作業票・アイソレリストの入力画面例を図-5に示す。 
【承認処理】 

 作業票作成によって，作業票・点検機器一覧・ア

 

（a）作業票の入力画面     （b）アイソレリストの入力画面例

図-5 作業票・アイソレリストの入力画面例 
Fig.5-Examples of work-permit and isolation-list input screens. 
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イソレリストおよび付属するドキュメントの用意を

完了した後，電子承認機能を利用して，帳票の工事

担当部署内での管理職による上覧・承認を実施する。

工事担当部署での承認後，受付担当課による作業の

受付・承認，設備担当課の当直による作業受付・承

認を経て，作業票が発効状態となり，保守作業が実

施可能な状態となる。設備担当課の当直による受

付・承認では，操作を簡単にするため，バーコード

による対象作業票の検索と，検索条件の指定による

作業票検索の2種類の機能を提供している。作業票

の変更依頼や作業完了時の結果報告の受付・承認で

も，本機能を利用する。受付・承認のバーコード検

索画面の例を図-6に示す。 
【アイソレ札印刷】 

 通常の業務では，作業票の発効前に，アイソレ札

の印刷処理を行う。アイソレ札とは，安全措置のた

めの操作対象設備とその状態を示したものであり，

操作禁止であることを表示する札である。この札は，

現場での誤操作を防止するために用いる札である。 
 アイソレ札の印刷には専用のラベルプリンタを使

用せず，一般の事務で利用されるレーザープリンタ

を利用し，専用のプレプリント用紙を採用して札の

作成をしている。アイソレ札の例を図-7に示す。 
【作業票の変更依頼】 

 

図-6 受付・承認のバーコード承認画面 
Fig.6-Bar-code-based search screen for acceptance 

and approval. 

 

 保守作業実施中に生じる作業計画の変更や，アイ

ソレ操作の実施・復旧依頼をするために，変更依頼

票を用いている。このために，本システムでも，変

更依頼票の作成機能を提供している。 
 作業票の変更依頼には，重要と軽微の区分が存在

する。アイソレ実施・復旧依頼に関しては，保修担

当箇所(注 )1 の担当者から直接設備担当箇所(注 )2 に依頼

ができるように「軽微」区分で簡単に電子フローを

回すことが可能である。しかし，作業内容やアイソ

レリストの編集については，「重要」区分となり，

保修担当箇所の上長の承認を得る必要がある。変更

依頼の画面例を図-8に示す。 
● 安全性を確保するための機能 
 本機能は，プラント内の作業の安全性を確保する

ための機能である。 
 設備操作においては，高温・高圧，かつ放射性物

質を含む可能性のある水・蒸気・そのほかを扱うた

め，他作業で同時に進行している設備操作との同時

期に同一設備に対する操作（干渉）の有無状況の把

握が必須になる。例えば，作業AでX設備の弁操作

を「開」にしたい，また作業Bでも同じX設備の弁

操作を「閉」にしたいといった場合に，いずれかの

作業を中止するなどの調整が必要となる。 
 このような干渉状況の把握のため，以下の機能を

提供している。 
（1） アイソレリスト干渉チェック（計画：アイソ

レリストとの干渉チェック） 
（2） アイソレ機器干渉チェック（実施：アイソレ

設備との干渉チェック） 
（3） アイソレ実施・解除機能（クラサバ機能・

Web機能） 
（4） 各種業務帳票出力（請負許可帳票印刷・作業

予定表印刷） 

図-7 アイソレ札の例 
Fig.7-Isolation tags. 

                                                      
（注1） 設備の点検，補修を実施する部署。 
（注2） 設備の運転をする部署。 
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【アイソレリスト干渉チェック】 

 作業票間の干渉状況の把握のために，自作業票の

作業開始日以降に作業日（隔離予定日）がある他作

業票と完了していない作業票に対して対象機器の操

作状況チェックを実施する。 
【アイソレ機器干渉チェック】 

 アイソレ機器干渉チェックでは，干渉チェックを

したい設備を検索し設備を一つ指定して，アイソレ

が実施されている設備があるかのチェックを実施す

る。本機能は，実際に設備に対してアイソレ操作を

実施する前に，該当設備がほかの作業と干渉してい

ないかの確認に利用する。とくに原子力プラントで

は，作業場所に到着するまでに数十分を要する場所

もあるため，事前確認をすることで作業の手戻りを

抑えることができる。 
【アイソレ実施・解除機能】 

 

（a）変更依頼票画面

（b）アイソレ実施・復旧画面

図-8 変更依頼票画面例 
Fig.8-Change request screens. 

  前述した「アイソレ機器干渉チェック」をするた

めには，アイソレ状態が実施状態であるか，復旧状

態であるかの管理をする必要がある。本システムで

はこの作業の効率化を図るため，アイソレ札への

バーコード印刷を実施し，専用の連続バーコード読

取り装置を設置することで，実施/解除札の一括読

込みを可能としている。 
 なお，本機能のみ，専用バーコード読取り装置と

の接続性や操作性向上を考慮し，専用パソコンで，

クライアント/サーバ方式を採用したシステムによ

り構築している。 
 作業票間のアイソレ干渉チェックに利用している

帳票を図-9に示す。また，アイソレ実施・復旧操作

画面の例を図-10に示す。 
【各種業務帳票出力】 

 作業票の状況を簡単に確認するため，作業許可が

出た作業票の一括印刷を実施する「請負許可帳票印

刷」機能や，期間内に実施する作業票の一覧を印刷

図-9 アイソレ干渉チェック 
Fig.9-Screen for isolation interference check. 

 

図-10 アイソレ実施・復旧登録画面 
Fig.10-Screen for making isolation-related entries. 
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する「作業予定表印刷」を提供している。 

原子力保守履歴管理システム 

 2003年の検査制度変更以来，QMS（Quality 
Management System）に基づいた保守作業の実施，

すなわち計画（Plan）したことを計画どおりに実

施（Do）し，その記録（履歴）をとって確認

（Check）し，改善（Act）することを国から求めら

れるようになった。 
 これらの業務を支援するために，原子力保守履歴

管理システムを構築しているが，本システムには計

画外保守に必要な帳票機能，実施作業の予定・実績

を管理する機能，および蓄積した情報を検索・管理

する機能の三つの機能を提供している。 
● 計画外の保守に必要な帳票機能 
 本機能は，計画外の保守が必要になった場合の帳

票を管理する機能である。管理する帳票は以下のと

おりである。 
（1） 機器損傷 
（2） 不適合管理 
（3） 文書管理系機能 
（4） 軽微修繕作業通知票 
（5） 保全計画－様式3 
 帳票によっては，電子フローと紙回覧で管理するも

のが存在する。電子フローでは，作業管理システム・保

守履歴管理システムで共通の利用者管理で登録された，

部門・上長権限・所属会社を基にして，フローの制御を

実施している。フロー自体は作業管理システムの方が作

業許可部門が多いため複雑であるが，本システムでは，

基本的に計画と結果の承認がそれぞれ電力会社サイドと

協力会社サイドに存在するだけである。  

図-11 不適合管理（電力）の画面 
Fig.11-Noncompliance management screen. 

 プラント保守業務では，計画（Plan）→ 実施

（Do）→ 確認（Check）→ 改善（Act）をQMSに基

づき実施することで，業務の改善をする。このとき，

帳票類も見直されるため，業務の改善に柔軟に対応

する必要がある。そのため，不適合管理（文書管理

系書類も）では，帳票ベースのWeb画面での入力は

実施せず，帳票を構成するための主たる情報を入力

することとし，不適合管理票自体はPDFの添付ファ

イルで管理する方式を採用した。また，不適合管理

の一部に将来の検査対応の一部として信頼性重視保

全（RCM：Reliability-Centered Maintenance）
をするための機能である，起こり得る不適合を管理

する予防処理管理票も実装した。また，不適合管理

では故障が発生した設備に対し，故障モードを設定

することで，後日に故障モード分析に利用すること

が可能である。不適合管理の画面例を図-11に示す。 
● 実施作業の予定・実績を管理する機能 
 本機能は，実施作業の予定や実績を管理する機能

である。管理対象には以下の機能・帳票がある。 
（1） 承認・審査機能 
（2） 作業日報 
（3） 点検・補修などの結果の確認・評価の記録 
（4） 保守メモ 
（5） 保守管理の定期検査時ごとの評価 
（6） 保守管理の定期的な評価 
（7） 運転記録管理 
（8） 作業終了確認 
 本機能にも，電子フローと紙回覧で管理する帳票

が存在する。フロー制御については，前述の計画外

の保守に必要な機能と同様である。 
 毎日の作業状況を確認するための作業日報では，

協力会社からの日報を受け取れる仕組みを構築して

いる。さらに，複数の日報を効率的に処理できるよ

うに，一覧から内容の確認を可能とするインタ

フェースを採用した。その例を図-12に示す。 
 保守作業が完了した際には，原子力作業管理シス

テムで起票した作業票を完了とする操作を行う。完

了した作業票1件1件に対して評価をするための帳票

として，点検・補修などの結果の確認・評価の記録

を実装している。「作業票」完了 →「点検・補修など

の結果の確認・評価の記録」完了 →「定期検査時ご

との評価」完了のそれぞれの操作を実施しないと，
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図-12 作業日報の画面 
Fig.12-Daily report screen. 

図-13 作業終了確認画面 
Fig.13-Work completion screen. 

原子力保守履歴管理システムでの作業終了確認操作

で，未完了状態のままとなり，評価漏れを防ぐ機能

も実装している。 
 特徴的な作業終了確認画面を図-13に示す。 
● 蓄積した情報を検索・管理する機能 
 本機能は，蓄積した情報を検索・管理する機能で

ある。管理対象には，以下の機能・帳票がある。 
（1） 軽微修繕実績把握 
（2） 点検実績一覧 
（3） 設備カルテ 
（4） 故障記録分析 
 以下，これらについて説明する。 
（1） 軽微修繕実績把握 
 北陸電力グループの協力会社への軽微な修繕作業

を依頼した結果として，依頼した作業に対する人工

数を集計することができる。 
（2） 点検実績一覧 
 評価の記録で入力した点検の実績を星取表の形式

で表示する。このことで，点検計画があるにもかか

わらず，点検を実施していない設備の一覧を取るこ

とが簡単にできる。さらに，計画外の点検もどの時

点であったかの履歴を参照することが可能になる。 
（3） 設備カルテ 
 検索した設備に対し，どのような帳票が起票され

たかを検索することが可能となっている。このこと

で，作業側からではなく，設備側から点検履歴を参

照することが可能になる。 
（4） 故障記録分析 
 故障機器を検索してダウンロードし，後のExcel

での分析に利用することを可能としている。 

む  す  び 

 本稿では，原子力発電所業務システム構築におけ

る業務システム開発手法，および原子力作業管理シ

ステム，原子力保守履歴管理システムで構築した機

能について述べた。 
 原子力作業管理システムは2006年12月に，原子

力保守履歴管理システムは2007年12月にそれぞれ

運用が開始された。運用開始以来，安定稼働中であ

り，原子力発電所を安全かつ効率的に運用するため

に必須のシステムとなっている。 
 今後も，発電所の安全な保守点検を実施するため，

システムとしてのPDCAを回し，継続的な改善，拡

張を進めていくこととなる。システム改善後も重大

障害を発生させないために，設計，構築を実施して

いく所存である。 
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