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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　補機および計器が設置されているプラントの系統図を表示する表示手段と、
　前記プラントの管理に関係する指示を入力するための入力手段と、
　前記プラントに関係するデータを記憶する記憶手段と、
　前記プラントの系統図を前記表示手段に表示し、前記補機の動作状態を保存する指示を
前記入力手段から受け取ると、各負荷帯での正常時の補機であって、前記表示手段に表示
されている系統図上の補機の動作状態を前記記憶手段に記憶し、前記補機を巡視する指示
を前記入力手段から受け取ると、前記記憶手段に蓄積されている前記補機の動作状態と現
時点の動作状態とを比較して、現時点における前記補機の動作状態が正常であるかを判断
する制御手段と、
を備えることを特徴とするプラント管理支援システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記計器の計器値を保存する指示を前記入力手段から受け取ると、各
負荷帯での正常時の計器であって、前記表示手段に表示されている系統図上の計器の計器
値を前記記憶手段に記憶し、
　前記記憶手段に蓄積されている計器値から各計器のしきい値を算出して前記記憶手段に
記憶し、
　前記計器を巡視する指示を前記入力手段から受け取ると、前記表示手段に表示されてい
る系統図上の各計器値と前記記憶手段に記憶した各しきい値とを比較して、各計器が正常
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であるかどうかを判断する、
ことを特徴とする請求項１に記載のプラント管理支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、プラントの現在の状況確認を支援するプラント管理支援システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　プラントは各種の機器を備え、これらの管理業務を複数の要員（以下、「管理要員」と
いう）が行っている。例えば、火力発電プラントの場合に、交替制でプラントの管理業務
が行われている。そして、管理業務の引継ぎが完了した後に、プラントの状況確認を目的
として、管理要員はＣＲＴパトロール（巡視）を実施している。ＣＲＴパトロールは、Ｃ
ＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）を用いて、ボイラ、タービン、発電機等を備
える各系統の状態、つまり補機（ポンプ、弁等）の運転状況や計器の計器値等を点検し、
プラント異常の有無を確認する業務である。
【０００３】
　具体的には、業務引継ぎの後で行われるＣＲＴパトロールの確認項目は次のとおりであ
る。プラントのサブループ側（制御装置側）については、
ａ．ボイラ系統（計２０系統）
ｂ．タービン系統（計１５系統）
である。また、プラントの計算機側については、
ａ．全体系統（計１系統）
ｂ．ボイラ系統（計３系統）
ｃ．タービン系統（計５系統）
ｄ．水質関係（計１系統）
ｅ．環境関係（計１系統）
ｆ．起動停止関係（計８系統）
ｇ．発電機系統（計２系統）
である。
【０００４】
　プラントを管理する管理要員の負担を減らすために、次の装置がある。この装置は、プ
ラントの補機（ポンプ、弁等）の運転状況や、計器の計器値等つまりプラント情報を基に
プラントの状態を診断し、診断結果に応じて運転監視用画面を自動表示する（例えば、特
許文献１参照。）。この装置によれば、プラントに異常が発生した時に管理要員が手動で
画面を選択する負担を軽減している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－９３０２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　先に述べたＣＲＴパトロールには次の課題がある。つまり、業務引継ぎの後で行われる
ＣＲＴパトロールの確認項目が多数あることから、管理要員の労力を要すると共に確認漏
れや誤認が生じる懸念がある。
【０００７】
　また、先に述べた装置は、プラントに異常が発生したときに、手動で画面を選択する管
理要員の負担を軽減するものであり、業務引継ぎの後で行われるＣＲＴパトロールを支援
するものではない。
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【０００８】
　この発明の目的は、前記の課題を解決し、プラントの管理に際して業務引継ぎの後で行
われるＣＲＴパトロールを支援することを可能にするプラント管理支援システムを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記の課題を解決するために、請求項１の発明は、補機および計器が設置されているプ
ラントの系統図を表示する表示手段と、前記プラントの管理に関係する指示を入力するた
めの入力手段と、前記プラントに関係するデータを記憶する記憶手段と、前記プラントの
系統図を前記表示手段に表示し、前記補機の動作状態を保存する指示を前記入力手段から
受け取ると、各負荷帯での正常時の補機であって、前記表示手段に表示されている系統図
上の補機の動作状態を前記記憶手段に記憶し、前記補機を巡視する指示を前記入力手段か
ら受け取ると、前記記憶手段に蓄積されている前記補機の動作状態と現時点の動作状態と
を比較して、現時点における前記補機の動作状態が正常であるかを判断する制御手段と、
を備えることを特徴とするプラント管理支援システムである。
【００１０】
　請求項１の発明では、プラント管理支援システムが表示手段と入力手段と記憶手段と制
御手段とを備えている。表示手段は、補機および計器が設置されているプラントの系統図
を表示する。入力手段は、プラントの管理に関係する指示を入力するためのものである。
記憶手段は、プラントに関係するデータを記憶する。制御手段は、プラントの系統図を表
示手段に表示し、補機の動作状態を保存する指示を入力手段から受け取ると、各負荷帯の
正常時の補機であって、表示手段に表示されている系統図上の補機の動作状態を記憶手段
に記憶する。そして、制御手段は、補機を巡視する指示を入力手段から受け取ると、記憶
手段に蓄積されている動作状態と現時点の動作状態とを比較して、プラントの補機が正常
であるかを判断する。
【００１１】
　請求項２の発明は、請求項１に記載のプラント管理支援システムにおいて、前記制御手
段は、前記計器の計器値を保存する指示を前記入力手段から受け取ると、各負荷帯での正
常時の計器であって、前記表示手段に表示されている系統図上の計器の計器値を前記記憶
手段に記憶し、前記記憶手段に蓄積されている計器値から各計器のしきい値を算出して前
記記憶手段に記憶し、前記計器を巡視する指示を前記入力手段から受け取ると、前記表示
手段に表示されている系統図上の各計器値と前記記憶手段に記憶した各しきい値とを比較
して、各計器が正常であるかどうかを判断する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、プラントの補機に関して蓄積したデータを基に、表示手段の
系統図上の補機が正常であるかどうかを自動で判断するので、補機を巡視する業務つまり
ＣＲＴパトロールの業務を支援することが出来る。
【００１３】
　請求項２の発明によれば、蓄積されている計器値からしきい値を算出し、算出したしき
い値を基に、表示手段の系統図上の計器が正常であるかどうかを自動で判断するので、計
器に関するＣＲＴパトロールの業務を支援することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の実施の形態１によるプラント管理支援システムを示す構成図である。
【図２】表示装置の一例を示す構成図である。
【図３】ＣＲＴに表示される系統図の一例を示す図である。
【図４】記憶装置の一例を示す構成図である。
【図５】系統図データベースの一例を示す図である。
【図６】補機状態データベースの一例を示す図である。
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【図７】計器値データベースの一例を示す図である。
【図８】しきい値データベースの一例を示す図である。
【図９】ＣＲＴに表示されるボタンの一例を示す図である。
【図１０】しきい値演算処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】ＣＲＴパトロール処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】補機のためのＣＲＴパトロール処理の一例を示すフローチャートである。
【図１３】計器のためのＣＲＴパトロール処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、この発明の各実施の形態について、図面を用いて詳しく説明する。
【００１６】
　（実施の形態１）
　この実施の形態によるプラント管理支援システムを図１に示す。図１のプラント管理支
援システムは、表示装置１０１～１０４と、計算機２０と、制御装置３０と、記憶装置４
０とを備えている。そして、表示装置１０１～１０４と計算機２０と制御装置３０と記憶
装置４０とは社内ネットワークＮＷにより相互にデータ通信が可能な状態にある。
【００１７】
　表示装置１０１は、図２に示すように、ＣＲＴ１１と操作入力部１２と表示制御部１３
とタッチパネル入力部１４とを備えている。ＣＲＴ１１は表示制御部１３の制御で画像等
を表示する。また、ＣＲＴ１１はタッチパネルを備える。タッチパネル入力部１４は、タ
ッチパネルの操作による操作データを表示制御部１３に送る。操作入力部１２は、キーボ
ードのような多数のキーを備える入力装置である。操作入力部１２は、キーの操作データ
を表示制御部１３に送る。操作データには、表示装置１０１に表示する系統図を指定する
系統図指定データなどがある。
【００１８】
　表示制御部１３は、ＣＲＴ１１の表示に関係する制御を行う。例えば、表示制御部１３
は、社内ネットワークＮＷから、系統図を表示するための系統図表示データを受信すると
、ＣＲＴ１１を制御して系統図表示データによる画像をＣＲＴ１１に表示する。系統図表
示データは、例えば図３の系統図に示すようなＲＨ（再熱器）系統を表すためのものであ
る。図３の系統図には、「３号機」（発電機）の運転状態や、各種のドレン弁の動作状態
、蒸気管の圧力や温度などの計器値が表示されている。なお、図３では、発電機の運転状
態として、「９９年０１月０９日　土曜日　０８：２５」の「３号機　４９４ＭＷ」が表
示されている。この他に発電機の運転状態として、給水流量や燃料流量などが表示されて
いる。
【００１９】
　表示制御部１３は、例えばドレン弁の動作状態、蒸気管の圧力や温度などの計器値を、
次のようにして表示する。例えば、図３の系統図上には、先に述べたように各種の補機の
状態や計器が計測した計器値が表示されている。表示制御部１３は、各補機の状態を表す
補機状態データや、計器の計器値データを計算機２０から受信する。この後、表示制御部
１３は、ＣＲＴ１１に表示している系統図中の該当する補機および計器値の表示位置に対
して、受信したデータを基に補機の動作状態や計器の計器値を表示する。
【００２０】
　表示制御部１３は、以上のような表示に関係する制御の他にも、次の制御を行う。表示
制御部１３は、操作入力部１２から操作データを受け取ると、操作されたキー等を操作デ
ータによりＣＲＴ１１に表示する。さらに、表示制御部１３は、操作入力部１２やタッチ
パネル入力部１４から操作データを受け取ると、社内ネットワークＮＷを経て計算機２０
に操作データを送信する。
【００２１】
　表示装置１０１は以上の構成である。表示装置１０２～１０４は表示装置１０１と同じ
であり、これらの説明を省略する。
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【００２２】
　制御装置３０は、火力発電プラントで使用されているポンプ、弁等の補機の動作を制御
する。このとき、制御装置３０は、自動的に、または、制御装置３０に対して入力された
指示で補機の制御を行う。制御装置３０は、各補機の動作状態を表す補機状態データを、
社内ネットワークＮＷを経て計算機２０に送信する。また、制御装置３０は、火力発電プ
ラントに設置されている温度計や圧力計等の計器が示す計器値を定期的に収集する。制御
装置３０は、収集した各計器値を表す計器値データを、社内ネットワークＮＷを経て計算
機２０に定期的に送信する。
【００２３】
　記憶装置４０は、火力発電プラントに関連する各種のデータを記憶している。例えば、
記憶装置４０は図４に示すように、系統図データベース（ＤＢ）４１と補機状態データベ
ース（ＤＢ）４２と計器値データベース（ＤＢ）４３としきい値データベース（ＤＢ）４
４とを備えている。
【００２４】
　系統図データベース４１は、火力発電プラントの各種の系統図を記憶している。例えば
図５に示すように、系統図データベース４１は、先の図３に示す系統図を表す系統図表示
データを系統名と共に記憶している。
【００２５】
　補機状態データベース４２は、火力発電プラントのポンプ等の動作状態を記憶している
。例えば図６に示すように、補機状態データベース４２は、補機が設置されている系統の
系統名と、データを記録した日時と、発電機の出力とを補機状態データとして記録してい
る。また、補機状態データベース４２は、補機を識別するための補機番号および種別と、
補機の動作状態とを補機状態データとして記憶している。
【００２６】
　こうした補機状態データベース４２の各補機状態を表す補機状態データは、日時毎に、
系統名毎に、また発電機の出力毎に計算機２０により蓄積される。この結果、発電機の出
力については、出力が０ＭＷを含む各負荷帯での補機状態データが補機状態データベース
４２に蓄積されている。
【００２７】
　計器値データベース４３は、火力発電プラントに設置されている各計器の計器値を記憶
している。例えば図７に示すように、計器値データベース４３は、計器が設置されている
系統の系統名と、データを記録した日時と、発電機の出力とを計器値データとして記録し
ている。また、計器値データベース４３は、計器を識別するための計器番号および種別と
、計器が計った計器値を計器値データとして記憶している。こうした計器値データベース
４３の各計器値データは、補機状態データと同様にして、日時毎に、系統名毎に、また発
電機の出力毎に計算機２０により蓄積される。このとき、発電機の出力については、出力
が０ＭＷを含む各負荷帯での計器値データが計器値データベース４３に蓄積されている。
【００２８】
　しきい値データベース４４は、各計器のしきい値を記憶している。しきい値は、火力発
電プラントに設置されている各計器による計器値が正常の範囲かどうかを判定するための
基準である。例えば図８に示すように、しきい値データベース４４は、しきい値の適用さ
れる計器が設置されている系統の系統名と、しきい値を記録した日時と、発電機の出力と
をしきい値データとして記録している。また、しきい値データベース４４は、計器番号お
よび種別と、計器のしきい値とをしきい値データとして記憶している。しきい値データベ
ース４４の各しきい値データは計算機２０により算出され、しきい値データベース４４は
、各計器のしきい値を、系統名毎に、また発電機の出力毎にしきい値データとして記憶し
ている。
【００２９】
　こうしたデータベース４１～４４の他にも、記憶装置４０は、火力発電プラントに関連
する各種のデータとして、図示を省略しているが、火力発電プラントの例えば３号機に対
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する定期点検の記録を表す定期点検データを記憶している。定期点検データには、定期点
検を行った日時や作業内容等が記憶されている。
【００３０】
　計算機２０は、火力発電プラントに関連するデータの一時記憶や各種の処理を行う。例
えば、計算機２０は、補機の動作状態を表す補機状態データや、各種の計器の計器値を表
す計器値データを、社内ネットワークＮＷを経て制御装置３０から受信すると、これらの
データを、一時的に記憶部（図示を省略）に記憶する。この記憶部は、データを一時的に
記憶するバッファのようなものである。つまり、計算機２０は定期的に計器値データを受
信すると、記憶部のデータを書き替えて更新していく。
【００３１】
　計算機２０は、表示装置１０１～１０４、例えば表示装置１０１からデータを受信した
とき、この受信データが操作データであり、かつ、系統図指定データであると、指定され
た系統図の系統名を基に系統図データベース４１を調べて、該当する系統図の系統図表示
データを読み出す。そして、計算機２０は、この系統図表示データを表示装置１０１に送
信する。この後、計算機２０は、この系統図表示データが示す系統に設置されている補機
の補機状態データや計器値データを、先の記憶部から定期的に読み出し、読み出したデー
タを表示装置１０１に送信する。これにより、各負荷帯の出力等に応じた系統図を表示装
置１０１～１０４に表示し、かつ、系統図上に補機および計器の動作状態および計器値を
表示することが出来る。
【００３２】
　計算機２０は、表示装置１０１～１０４に各種のボタンを表示する。例えば図９に示す
ように、計算機２０は、表示装置１０１のＣＲＴ１１の表示画面１１Ａに、先の図３に示
す系統図１１Ｂを表示する。このとき、計算機２０は、系統図１１Ｂに隣接して、データ
を保存するときに操作される保存ボタン１１Ｃと、ＣＲＴパトロールをするときに操作さ
れるパトロールボタン１１Ｄを表示する。そして、計算機２０は、表示装置１０１から操
作データを受信した場合に操作データが保存ボタン１１Ｃの操作を表すときに、一時的に
記憶部に記憶している補機状態データを補機状態データベース４２に記憶する。同時に、
計算機２０は、一時的に記憶部に記憶している計器値データを計器値データベース４３に
記憶する。この後、計算機２０はしきい値演算処理を行う。
【００３３】
　計算機２０は、保存ボタン１１Ｃが操作されたタイミングでしきい値演算処理を行う。
このしきい値演算処理を図１０に示す。計算機２０は、しきい値演算処理を開始すると、
記憶装置４０をアクセスして定期点検データを読み出す（ステップＳ１）。計算機２０は
、直近の定期点検の点検日を定期点検データから調べる（ステップＳ２）。計算機２０は
、定期点検の点検日から所定期間が経過した経過日を調べる（ステップＳ３）。
【００３４】
　ステップＳ３が終了すると、計算機２０は、系統図データベース４１から最初の系統図
表示データを抽出し（ステップＳ４）、抽出した系統図表示データを利用して、系統図上
の最初の計器を抽出する（ステップＳ５）。
【００３５】
　計算機２０は、ステップＳ５で抽出した計器に関して、点検日から経過日までの間に蓄
積された計器値データを、計器値データベース４３から抽出する（ステップＳ６）。計算
機２０は、抽出した各計器値データが表す計器値から、しきい値を算出する（ステップＳ
７）。例えば、計算機２０は、各計器値の平均を算出し、算出した平均値をしきい値とす
る。この後、計算機２０は、算出したしきい値を、しきい値データベース４４のしきい値
データに記憶する（ステップＳ８）。
【００３６】
　ステップＳ８の後、計算機２０はステップＳ５で使用した系統図表示データを利用して
、系統図上に未抽出の計器があるかを調べる（ステップＳ９）。ステップＳ９で未抽出の
計器があると、計算機２０は、ステップＳ５で使用した系統図表示データを利用して次の
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計器を抽出し（ステップＳ１０）、ステップＳ６以降の処理を行う。ステップＳ９で未抽
出の計器がないときに、計算機２０は、系統図データベース４１に未抽出の系統図表示デ
ータがあると（ステップＳ１１）、系統図データベース４１から系統図表示データを抽出
する（ステップＳ１２）。この後、計算機２０は、ステップＳ５以降の処理を行う。ステ
ップＳ１１で未抽出の系統図データがなければ、計算機２０はしきい値演算処理を終了す
る。
【００３７】
　こうしたしきい値演算処理により、点検直後の正常な計器の計器値を基にして、各負荷
帯の系統図上の各計器の計器値を、しきい値データベース４４に自動的に記憶することが
出来る。
【００３８】
　計算機２０は、表示装置１０１から操作データを受信した場合に、この操作データがパ
トロールボタン１１Ｃの操作を表すときに、ＣＲＴパトロール処理を行う。このＣＲＴパ
トロール処理を図１１に示す。計算機２０は、ＣＲＴパトロール処理を開始すると、現時
点で例えば表示装置１０１に表示されている系統図（以下、「パトロール対象系統図」と
いう）の中で使用されている補機のためのＣＲＴパトロール処理を行う（ステップＳ２１
）。次に、計算機２０は、パトロール対象系統図の中で使用されている計器のためのＣＲ
Ｔパトロール処理を行い（ステップＳ２２）、ＣＲＴパトロール処理を終了する。
【００３９】
　ステップＳ２１の処理、つまり補機のためのＣＲＴパトロール処理を図１２に示す。計
算機２０は、補機のためのＣＲＴパトロール処理を開始すると、記憶装置４０をアクセス
して定期点検データを読み出す（ステップＳ４１）。計算機２０は、直近の定期点検の点
検日を定期点検データから調べる（ステップＳ４２）。計算機２０は、定期点検日後であ
って定期点検日に最も近い日の補機状態データを、補機状態データベース４２から読み出
す（ステップＳ４３）。ステップＳ４３で、計算機２０は、現時点で例えば表示装置１０

１に系統図として表示されている系統つまりパトロール対象系統図の系統名や発電機の出
力等を基にして、定期点検後の正常な各補機の動作状態を表す補機状態データを得ること
になる。
【００４０】
　ステップＳ４３の後で、計算機２０は、パトロール対象系統図を表示する系統図表示デ
ータを利用して、点検する最初の補機つまり弁などの機器を抽出し（ステップＳ４４）、
抽出した機器（以下、「パトロール対象補機」という）の現時点での動作状態を、記憶部
が記憶している補機状態データを利用して調べる（ステップＳ４５）。ステップＳ４４と
ステップＳ４５とにより、計算機２０は、現時点で動作している系統の機器の状態、例え
ば弁であれば開閉状態を調べる。ステップＳ４５が終了すると、計算機２０は、ステップ
Ｓ４３で読み出した補機状態データを利用して、ステップＳ４４で抽出したパトロール対
象補機に対応する正常な動作状態を読み出す（ステップＳ４６）。
【００４１】
　この後、計算機２０は、ステップＳ４５で調べた動作状態つまりパトロール対象補機の
現時点の動作状態と、ステップＳ４６で調べた動作状態つまりパトロール対象補機の正常
な動作状態とを比較する（ステップＳ４７）。パトロール対象補機の二つの動作状態が一
致すると（ステップＳ４８）、つまり、現時点で動作している補機が正常であると、計算
機２０は、ステップＳ４４で使用した系統図表示データを利用して、未抽出の補機がある
かどうかを調べる（ステップＳ４９）。ステップＳ４９で未抽出の補機があると、計算機
２０は、系統図表示データを利用して、次のパトロール対象補機を抽出する（ステップＳ
５０）。この後、計算機２０は、ステップＳ４５以降の処理を繰り返す。
【００４２】
　一方、ステップＳ４８でパトロール対象補機の二つの動作状態が不一致であると、計算
機２０は、表示装置１０１～１０４を制御して、ステップＳ４５で動作状態を調べたパト
ロール対象補機を強調する表示を行う（ステップＳ５１）。ステップＳ５１で、計算機２
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０は、例えばパトロール対象補機が高温再熱蒸気管ドレイン弁であると、この弁を青表示
にして注意喚起をする。パトロール対象補機の強調表示をするために、計算機２０は、系
統図表示データの該当する補機の部分を強調表示に変更し、強調表示した系統図表示デー
タを表示装置１０１～１０４に送信する。
【００４３】
　ステップＳ５１が終了すると、計算機２０は、ステップＳ４９以降の処理を行う。ステ
ップＳ４９で未抽出の補機がなければ、計算機２０は補機のためのＣＲＴパトロール処理
を終了する。
【００４４】
　補機のための、こうしたＣＲＴパトロール処理により、各負荷帯での系統図上の各補機
については、点検直後の正常な動作状態を基にして、動作が正常であるか否かを目視可能
に自動的に表示することが出来る。
【００４５】
　こうして、ステップＳ２１で補機のためのＣＲＴパトロール処理が終了すると、計算機
２０はステップＳ２２で計器のためのＣＲＴパトロール処理を行う。計器のためのＣＲＴ
パトロール処理を図１３に示す。計算機２０は、計器のためのＣＲＴパトロール処理を開
始すると、記憶装置４０をアクセスして定期点検データを読み出す（ステップＳ６１）。
計算機２０は、直近の定期点検の点検日を定期点検データから調べる（ステップＳ６２）
。計算機２０は、定期点検日後であって定期点検日に最も近い日のしきい値データを、し
きい値データベース４４から読み出す（ステップＳ６３）。ステップＳ６３で、計算機２
０は、現時点で例えば表示装置１０１に表示しているパトロール対象系統図の系統名や発
電機の出力等を基にして、しきい値データを読み出す。しきい値データの各しきい値は、
定期点検後の正常な各計器の計器値を基にしたものであり、計器値が正常かどうかを判定
するための判定基準になる。
【００４６】
　ステップＳ６３の後で、計算機２０は、パトロール対象系統図を表示する系統図表示デ
ータを利用して、点検する最初の計器つまり温度計などの機器を抽出し（ステップＳ６４
）、抽出した機器（以下、「パトロール対象計器」という）の現時点で計測した計器値を
、記憶部が記憶している計器値データを利用して調べる（ステップＳ６５）。ステップＳ
６４とステップＳ６５とにより、計算機２０は、抽出した計器の現時点での計器値を調べ
る。ステップＳ６５が終了すると、計算機２０は、ステップＳ６３で読み出したしきい値
データを利用して、ステップＳ６４で抽出したパトロール対象計器に対応するしきい値を
読み出す（ステップＳ６６）。
【００４７】
　この後、計算機２０は、ステップＳ６５で調べた計器値つまりパトロール対象計器が現
時点で計測した計器値と、ステップＳ６６で調べたパトロール対象計器のしきい値とを比
較する（ステップＳ６７）。パトロール対象計器のしきい値に対して計器値が正常の範囲
にあると（ステップＳ６８）、計算機２０は、ステップＳ６４で使用した系統図表示デー
タを利用して、未抽出の計器があるかどうかを調べる（ステップＳ６９）。ステップＳ６
９で未抽出の補機があると、計算機２０は、系統図表示データを利用して、次のパトロー
ル対象計器を抽出する（ステップＳ７０）。この後、計算機２０は、再度、ステップＳ６
５以降の処理を繰り返す。
【００４８】
　一方、ステップＳ６８でパトロール対象計器の計器値が正常の範囲外にあると、計算機
２０は、表示装置１０１～１０４を制御して、ステップＳ６５で調べた計器値を強調する
表示を行う（ステップＳ７１）。ステップＳ７１で、計算機２０は、例えばパトロール対
象機器の計器値を点滅する等の注意喚起をする。このようにパトロール対象計器の計器値
の強調表示をするために、計算機２０は、系統図表示データの該当する計器値の表示を強
調表示に変更し、強調表示した系統図表示データを表示装置１０１～１０４に送信する。
【００４９】
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　ステップＳ７１が終了すると、計算機２０は、ステップＳ６９以降の処理を行う。また
、ステップＳ６９で、計算機２０は、未抽出の計器がないと判断すると、計器のためのＣ
ＲＴパトロール処理を終了する。
【００５０】
　計器のための、こうしたＣＲＴパトロール処理により、各負荷帯の系統図上の各計器に
ついては、点検直後の正常な計器値を使用して算出したしきい値を基にして、計器値が正
常であるか否かを目視可能に自動的に表示することが出来る。
【００５１】
　以上が計算機２０の構成である。次に、この実施の形態によるプラント管理支援システ
ムの作用について説明する。
【００５２】
　発電プラントの管理要員は、プラントの定期点検が終了した後で、例えば表示装置１０

１のＣＲＴ１１に表示されている保存ボタン１１Ｃを操作する。これにより、計算機２０
は、一時的に記憶部に記憶している補機状態データを補機状態データベース４２に記憶す
る。同時に、計算機２０は一時的に記憶部に記憶している計器値データを計器値データベ
ース４３に記憶する。これらのデータは、定期点検が終了した後の正常な発電プラントか
ら得られるデータであり、補機および計器値が正常かどうかを判断するために基となるデ
ータである。
【００５３】
　管理要員は例えば負荷帯に応じて保存ボタン１１Ｃの操作を繰り返し、発電機の出力に
応じた補機状態データを蓄積することが可能である。また、同じ出力のときに保存ボタン
１１Ｃの操作を繰り返すと、同じ出力での複数の計器値データを蓄積することが可能であ
る。データを都度プロットさせるのは、プラントの経年劣化等で計器値が変化する可能性
がある。このために、都度、プロットデータを更新可能にしている。また、計器の点検や
不調等があった場合でも、ＣＲＴパトロールの信頼性を向上させるために、プロットデー
タは手動で任意入力可能である。また、補機状態データおよび計器値データは、発電機の
出力がゼロのとき、つまり休転時でも、保存ボタン１１Ｃの操作により、補機状態データ
ベース４２および計器値データベース４３に蓄積可能である。この場合には、各データに
おいて出力が０ＭＷになる。
【００５４】
　保存ボタン１１Ｃが操作された時点で、計算機２０はしきい値演算処理を行う。この処
理により、計算機２０は、発電プラントに設置されている各計器の計器値が正常かどうか
を判断するための基準になるしきい値を算出して、しきい値データベース４４に記憶する
。
【００５５】
　こうした状態で、管理要員は、表示装置１０１～１０４を用いて、通常、交替制で発電
プラントの管理業務を行っている。管理要員は、管理業務を引き継いだときにＣＲＴパト
ロールを行うために、例えば表示装置１０１のＣＲＴ１１に表示されているパトロールボ
タン１１Ｄを操作して、ＣＲＴパトロールを行う。この場合には、ＣＲＴ１１に表示され
ている系統図上の補機および計器値の巡視つまりＣＲＴパトロールが行われる。なお、Ｃ
ＲＴ１１が別の負荷帯の系統図を表示していれば、この系統図上の補機および計器値につ
いてＣＲＴパトロールが行われる。
【００５６】
　表示装置１０１のパトロールボタン１１Ｄが操作されると、計算機２０は、補機のため
のＣＲＴパトロール処理を行う。このＣＲＴパトロール処理により、計算機２０はパトロ
ール対象系統図の各補機が正常な動作状態であるかを調べる。もし、補機の動作状態が異
常になっていると、計算機２０は、表示装置１０１～１０４を制御して、異常が発生して
いる補機を強調表示して、管理要員に対して注意を喚起する。
【００５７】
　例えば、先の図３では、高温再熱蒸気管ドレン弁Ｂ１、Ｂ２は、
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　　　運転時・・・閉止
　　　停止時・・・開
になる。また、低温再熱蒸気管逆止弁Ｂ１、Ｂ２は、
　　　運転時・・・閉止
　　　停止時・・・開
になる。これらのデータは５００ＭＷ運転時のため、各弁がこの状態で『開』となってい
たら、弁の動作状態が通常と異なる。このため、計算機２０は、通常と異なる弁について
は例えば青表示で注意喚起を行う。さらに、先の図３では、ＩＲ弁Ｂ２１およびＩＲＳＯ
弁２２については、ＲＨの温度制御を行っており、設定温度以上となった場合に、『開』
となる。なお、通常、制御性が良好であれば『閉止』している。このデータは５００ＭＷ
運転時のため、この状態で『開』となっていたら通常と異なる。このため、計算機２０は
、弁の動作状態が通常と異なる場合に青表示で注意喚起を行う。
【００５８】
　補機のためのこうしたＣＲＴパトロール処理が終了すると、計算機２０は計器のための
ＣＲＴパトロール処理を行う。このＣＲＴパトロール処理により、計算機２０はパトロー
ル対象系統図上の各計器の計器値が正常の範囲内にあるかどうかを調べる。もし、計器の
計器値が正常の範囲外になっていると、計算機２０は、表示装置１０１～１０４を制御し
て、異常が発生している計器値を強調表示して、管理要員に対して注意を喚起する。
【００５９】
　このようにして、ＣＲＴパトロールが自動的に行われる。さらに、別の系統をＣＲＴパ
トロールの対象とする場合には、管理要員が表示装置１０１～１０４のＣＲＴ１１のタッ
チパネルや操作入力部１２により別の系統を選択する。これにより、表示装置１０１～１
０４は、系統図指定データを計算機２０に送信する。計算機２０は系統図指定データを受
信すると、指定された系統図を、表示装置１０１～１０４を制御して表示する。この後、
管理要員が表示装置１０１～１０４のパトロールボタン１１Ｄを操作すると、自動的にＣ
ＲＴパトロールが行われる。
【００６０】
　以上、説明したように、この実施の形態によれば、蓄積したデータを基にＣＲＴパトロ
ールを自動的に行うので、ＣＲＴパトロールの業務を支援することが出来る。これにより
、以下の効果を達成することが出来る。
ａ．ＣＲＴパトロールにおける業務の効率化を図ることが出来る。
ｂ．プラントの状況把握が容易となり、不調箇所の早期発見が可能となり、トラブルの未
然防止を図ることが出来る。
ｃ．プロットデータを都度更新、手入力可能とすることから、プラントの状態に沿ったＣ
ＲＴパトロールを実施することが出来る。つまり、ＣＲＴパトロールの信頼性が向上する
。
【００６１】
　（実施の形態２）
　実施の形態１では、ＣＲＴパトロール処理で、補機のためのＣＲＴパトロール処理をス
テップＳ２１で行い、計器のためのＣＲＴパトロール処理をステップＳ２２で行った。こ
の実施の形態では、逆にステップＳ２１で計器のためのＣＲＴパトロール処理を行い、ス
テップＳ２２で補機のためのＣＲＴパトロール処理を行う。
【００６２】
　この実施の形態２によれば、実施の形態１と同様の効果を達成することが出来る。
【符号の説明】
【００６３】
１０１～１０４　表示装置（表示・入力手段）
２０　計算機（制御手段）
３０　制御装置
４０　記憶装置（記憶手段）
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ＮＷ　社内ネットワーク
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