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JT-60高周波加熱装置制御システムの改良

日本原子力研究所那珂研究所核融合装置試験部

篠崎信一・森山伸一・平内慎一・佐藤文明*

(2003年 l月 31日受理)

JT-60高周波加熱装置において、近年制御システムの老朽化にともなう稼働率の低下

が大きな問題となっていた。そこで、トラブルの主原因となっていた CAMACから構成され

る入射制御系を、マイクロプロセッサに置き換え信頼性をあげるとともに、自動入射波形設

定機能を導入し、オペレータの負担を大幅に軽減させた。また、装置の監視部にはパソコン

とネットワーク通信を用いたシステムに更新しシステム全体の保守機能を向上させた。この

結果、 RF加熱装置の稼働率が大幅に向上した。

那珂研究所:干31ト0193 茨城県那岡郡那珂町向山 801-1

'日本アドバンストテクノロジー株式会社
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Improvement on Control System of the JT-60 Radio Frequency Heating System 

Shin-ichi SHINOZAKI， Shinichi MORIYAMA， Shinichi HIRANAI and Fumiaki SATO' 

Department of Fusion Facilities 

Naka Fusion Research Establishment 

Japan Atomic Energy Research Institute 

Naka-machi， Naka-gun， Ibaraki-ken 

(Received January 31，2003) 

On the JT-60 radio frequency (RF) heating syste皿， the decrease in the activity ratio was 

a problem because of the deterioration of the control system_ To improve the reliability， we 

replaced CAMAC system for a power injection control system， which was a main cause ofthe 

trouble， with the microprocessor system. And， a function of computer supported 

programming function of RF power injection form was introduced， which contributed to 

reduce a load of operators. Furthermore， personal computers with network communication 

were introduced to improve a maintenance ability of the control system. As a result， the 

activity ratio ofthe RF heating system was improved significant1y. 

Keywords:JT-60， RF Heating System， CAMAC System， Data Processing， ReaI Time Process 
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1 .概要

JT-60高周波加熱装置の制御システムは、 1987年の運転開始より 10年以上経過した頃か

ら、経年劣化に伴うトラブルの発生が大きな問題になりつつあった。特に旧式となってしま

ったミニコンビュータ (NEC製 MS-175)とCAMAC等から構成されている制御システムは技術の

進歩によって急速に陳腐化し、保守部品手配やプログラム改良等が困難になっただけでなく、

頻繁な不具合発生によって高周波加熱装置の稼働率の低下を招く状態であった。このため

JT-60高周波加熱装置の高周波の入射制御を行う部分をマイクロプロセッサに置き換え、入

射時の高周波の電力値を最適に調整する入射波形自動整形機能を新たに導入した。さらに装

置の監視を行う部分には汎用のパソコンとネットワーク通信を用いたシステムに更新し、そ

の制御ならぴに高周波加熱装置を構成する機器の保護機能の充実を図るとともに、システム

全体の保守性を向上させた。改良後、新制御システムにより、装置の運転効率が飛躍的に向

上した。

本報告書では、高周波加熱装置の新制御システムの概要、基本設計について述べる。

改良前の旧制御システムの構成図と制御システムが行う制御の機能図を第 1図に示す。こ

れまで中核になっていたのは fRF計算機」と呼ばれていたミニコンビュータであったが、

システムの負荷が大きい状態の時(例えば CAMACシステムから送られてくるデータが比較的

多い時)にマンマシンインターフェイスからの要求が多大になると、入出力処理に時間がか

かり、制御にとっては最悪のハングアップするということもたびたびあった。

また、 JT-60の実験スケジュール(1 5分間隔で実験放電)のショット(放電)とショッ

トの聞を使って行われる真空エージングとよばれる運転にも対応する必要があり、常に

C必1ACおよびRF計算機は稼動状態になっていた。そのため CPUへの負荷も高くなり一層ハ

ングアップしやすくなっていた。

(a) 出 !全系制御システム !山 ; (b) 

「査裏面l御設備皇壬型LJ

H 

図1 (a)旧制御内ステム構成図および(b)機能

市
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2. トラブルの発生の傾向

原因不明
7% 

改良前の 1996年 10月から 2000

年 11月までの運転期間において発

生した制御系のトラブルの種類と発

生割合を図 2に示す。

発生割合が非常に高くなってい

るのは CAMAC関係のトラブルであり、

CAMACと直接通信しているエンコー

ド板を含むとトラブルの発生割合は

35%となる、またそれに起因してミニ

u
m
m
 

ニ
1

『呈司

9弘

エンコード版
11% 

CAMAC(低速)

8% 

CAMAC(高速)

16九

BSD 

¥ 

/ 、、、♂〆、

磁気テープ

26% 

図2 トラブルの種類と発生割合

コンもトラブルに陥ることが多々あ

り概算ではあるが CAMACが原因と思われるトラブルは約半数程度にのぼる。

3.新制御システムの設計方針

これまでのトラブルの解析を基に以下のような方針を立て設計をおこなった。

3. 1 操作性の向上

旧制御系ではプラズマ入射時のプレプ口数値等のパラメータ入力は実験担当者から

の要望に基づいて、すべて高周波加熱装置側の運転買が入力しており、特にキャラクタ

ーベースのマンマシンインターフェイスであったため入力操作が複雑であり、時間と手

聞がかなりかかっていた。また、同時期にたくさんの処理を行うため、 CPUの負荷がか

なり高くなってしまっていた。これを解決するため、近年普及しているグラフイカルユ

ーザーインターフェイス (GUI)入力方式を導入した。

3. 2 分散化処理による処理能力の向上

旧制御系でおこなわれていたミニコンによる集中した管理から、高周波の入射制御機

能と警報ならびに状態監視機能を独立させ、分散化させた処理系を構築した。また処理

系聞の通信には TCP/IP通信を用いた高速ネットワーク通信を採用した。

3. 3 保守作業の簡素化

パソコンを採用することにより部品の汎用性および保守性を向上させ、さらには故障診断

等の作業はネットワークにログインすることによって行えるようにし、簡単にメンテナンス

することを可能とした。

-2-
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3. 4 信号入出力回路の変更

これまで信号の入出力信号はすべて CAMACモジュールを介して行ってきたが、高周

波加熱装置の状態信号を CAMACに入力する回路(エンコード板)のトラブルが頻発し

ていたため、 CAMACを不使用とし、入出力回路を新しくすることとした。

4.新制御システムの構成および機能

新制御システムの構成図を図3に示す。制御システムをそれぞれ入射制御系、パラメ

ータ制御系、データ処理系に分け設計した。

図3 新制御システムの構成図

4. 1 入射制御系

入射制御系は全系制御システムからの入射指令値を受け取る部分 (VMEシステム等か

ら構成)と指令値をさらに波形整形する部分(信号変換器)から構成され、光伝送シス

テムにより大電力電子管の発振制御に送られる。指令値の受け渡しには、 JT-60Uを構成

する電源設備、計測装置、 NBI加熱装置等が共通で使用しているVMEベースのリフレ

-U3一
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町一色
クティブメモリボードを採用し、開発

08には Tornadoを使用した。高周波加

熱装置を構成する各機器の警報や状態

信号は現場制御 PCとよばれるパソコ

ンにて収集し、状態が変化するごとに

高速ネットワークにて中央制御 PCに

データを送る。中央制御 PCは送られて

きた信号を元に高周波加熱装置の運転

モードを制御する。

一一一ム
一熟

一

山

I

昨
日
阿

一
品
川
阿波鱒宙

開

り」山
山

由

図4 新制御システムの入射制御系機能

4. 1. 1 リフレクティブメモリ通信部

(1)通信仕様ならびに取り合い信号を以下に示す。

{全系→RF]

データステータス (i.n七)

ECHれ入封 ON/OFF指令値 (1/0)

ECH非2入射 ON/OFF指令値 (1/0)

ECH ね入射 ON/OFF指令値 (1/0)

ECH料入射 ON/OFF指令値(1/0.> 

可動鏡位置 (deg) (in七)

可動鏡位置 4T (deg) (i.n七)

可動鏡位置 4P (deg) (i.n七)

LH-A入射電力 (kW) (i.n七)

LH-C入射電力 (kW) (i.n七)

IC入射電力 (kW) (i.n七)

LH-A位相差 (deg) (工n七}

LH-C位相差 (deg) (in七)

IC位相差 (deg) (in七)

-4-
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[RF→全系】

データステータス (in七)

ECHれ入射許可/不許可 (1/0) 

ECH非2入射許可/不許可 (1/0)1 

ECHね入射許可/不許可 (1/0)1 

ECH料入射許可/不許可 (1/0) 

LH-A運転開始許可/不許可 (1/0)

LH-C運転開始許可/不許可 (1/0)

1 C運転開始許可/不許可 (1/0) 

(2 )前項の各信号の詳細な取り合いならびに設定値を以下に示す。

a.可動鏡位置フ。レプロ設定値(全系指令値)

設定範囲
設定分解 リフレクティプ

可動鏡の種類 (単位:度)
能 メモリ上の取合い

最小値 最大値

可動鏡位置
23.0 52.2 0.10 設定値X10

(deg) 

2点のみ
可動鏡位置

-20 20 _200
のとき rOJ

4T (deg) 
200

のとき rlJ 

可動鏡位置
7.0 20.0 0.1" 設定値X10

4P (deg) 

FD 
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b.入射電力プレプロ設定値

設定範囲
リフレクティプ

プレプロの種類 (単位:kW) 設定分解能
メモリ上の取合い

最小値 最大値

LH-A入射電力 O 11200 1 設定値

LH-C入射電力 o 11200 1 JI 

工C 入射電力 o 6000 1 // 
」ー一 一-----L-ーー一一一一一一一一

C.位相差プレプロ設定値

入射不許可の時間帯は fQJ

設定範囲

プレプロの種類 (単位:度)
リフレクティプ

設定分解能
メモリ上の取合い

最小値 最大値

LH-A位相差 。 360 5 設定値

LH-C位相差 O 360 5 // 

工C 位相差 o 360 5 JI 

4. 1. 2 信号変換器

信号変換器は入射制御系の中に設

置され、上位制御系である全系制御

システムからリアルタイムに送られ

てくる大電力電子管の出力電力指令

値を大電力電子管の出力特性や高周

波電力を伝送する伝送機器の状態や

特性に合わせて設定し、効率よくプ

ラズ、マヘ高周波を入射するために用

いる機器である。さらにこれまでハ

ードインターロックに頼っていた大

電力電子管の保護およびアンテナ部

での放電防止などについてもソフト

ウェアで細かく設定することを可能

とした。

入射不許可の時間帯は fQJ

全系指令値(オペレータが設定した波形)

題
字
血
相
門
h
M世

時間→

自動波形整形後の電子管への指令値

草壁
41'-
且m
1ミ1一一一去に
騨

竜亨壇却限

アンテナ先端部の
放電防止のために波形を整形 パルス縞争j寝

図5 入射波形自動整形機能の例

-6-
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(1 )信号変換器の主な機能

a.電力指令値、位相差指令値受信機能

b.RT-on，RF-on生成機能

C.電力指令値制限機能

d.電力指令値制限機能の詳細

e白 RF制御信号の出力機能

f.電力指令値制限値送受信機能

g.外部機器による動作モード変更機能および運転開始許可信号出力機能

(2)信号変換器の詳細機能

a.電力指令値、位相差指令値受信機能

全系制御運転時において、全系から送られ VMEにて出力されてくる「電

力指令値、位相差指令値」を読み取る機能である。

電力指令値は各系統毎に指定される発振器の最大電力値に対する利得値

で示される。そのデータ形式は 0.25dBステップの 7ビットデジタルデー

タ形式であり、 o""31.75dBにてあらわされる。位相差指令値は 5度ステ

ップの 7ビットデジタルデータ形式であり、基本の位相を O度とし、 -180

"" + 180度であらわされる。

b.RT'on，RF-on生成機能

全系制御運転時において、全系から送られVMEにて出力されてくる「電

力指令値」がO以外の時に RT'onおよび、 RF-on信号を生成する機能であ

る。

LHRFにおいては、電力指令値が O以外になった時点で RT-onのビット

信号を 1にする。そして RT-on信号を 1としてから設定された遅延時間を

おいて RF'onのビット信号を 1とする。

ICRFにおいては、 RT-on信号を必要としないため、電力指令値が O以

外になった時点で RF-onのビット信号を lとする。

C.電力指令値制限機能

VMEより送られてきた電力指令値に対して予め定められた諸条件によ

り演算処理を行い、下記に述べる値により制限する機能を持つ。

①初期入射電力設定 (Pini)

②初期入射電力継続時間設定 {Tini}

③入射電力上昇時間設定(Tramp)

④入射電力変化量設定 (Dramp)

⑤入射電力上限設定 (Plim)

ヴ

a
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⑥パルス幅上限設定 (Tlim)

⑦積算電力上限設定(Wlim)

⑧パルス間隔制限設定(Tint)

d.電力指令値制限機能の詳細

①初期入射電力設定 (Pini)

電力指令値を初期電力設定値以下にならないように制限を加える。

↑PI パ↑ PI

Pinil ノ Pini

。
tl 

。
tl →t →t 

電力指令値がOのときはOを出力する。

②初期入射電力継続時間設定 (Tini)

設定された継続時間まで、電力指令値を初期入射電力設定値 (Pini)

に固定する。継続時聞は fRT-onJ信号を 1にしたタイミングを基点

として時間計算を行なう。

lP ↑P 

Tini Tini 

Pini Pini 

。 。
tl →t tl →t 

③入射電力上昇時間(Trampi)

設定された継続時間中において、単位時間あたりの電力指令値の増

加量を lMW/lOmsecに制限する。継続時間は「初期入射電力継続時

Q
U
 



lp 
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間設定{Tini)j制限解除のタイミングを基点として時間計算を行なう。

ただし、 fTini=Ojの場合は fRF-onj信号を 1にしたタイミングを基

点として時間計算を行なう。

Tramp 
lp 

Tramp 

， ， 

G 
tl →t tl 

， 

， 
， 
， 

， 

， 
， ， 

g盟国盟理密臨， ， 

→t 

④入射電力変佑量設定 (Dramp)

lP 

。

単位時間あたりの電力指令値の増加量を設定された値以下に制限す

る。制限は「入射電力上昇時間(Tra皿p)j制限解除より適用開始され

電力指令値がOになるまで継続する。

ただし、 fTramp=Ojの場合は「入射電力上昇時間(Tramp)jの起点

条件に準ずる。

lP 

煙車

G 
tl →t tl →t 

⑤入射電力上限 (Plim)

電力指令値を設定された値以下に制限する。制限は常に適用される。

⑥パルス幅 k限 (Tlim)

1ショット中の入射継続時間を設定された値以下に制限する。「全系

制御運転」信号が uこなった後、初めて fRT-onj信号を 1にしたタ

イミングを起点として時間計算を行い、制限時間に達した以降は電力

-9-
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指令値を常にOをして出力する。本制限は「全系制御運転」信号がO

になった場合に解除される。

⑦積算電力上限設定(Wlim)

l:/:ヨヅト中の入射積算電力の上限値を制限する。「全系制御運転」

信号が 1になった後、初めて rRT-onj信号を 1にしたタイミングを

起点として以降に入射する電力を積算し、入射電力が積算電力上限に

達したタイミングから電力指令値を常に Oをして出力する。本制限は

「全系制御運転」信号がOになった場合に解除される。

⑧パルス間隔制限設定(恒nt)

rRT-onj信号が 1から Oになり、次に rRT-onj信号を 1にするま

での時間間隔の最小値を設定する。

e_RF制御信号の出力機能

VMEより送られてくる電力指令値・位相差指令値を自身の生成する

lOmsec間隔のタイミングパルスにあわせて読み取ります。読み取ったデ

ータに必要な処理をおこない、その処理により生成、加工したデータを次

のタイミングパルスにあわせて光多重伝送に出力する。

信号変換器の動作タイミングの概要を以下に示す。

L 10ms 

必
A
M

…諜

#3の処理

図6 データ処理タイミング

nu 
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f.電力指令値制限値送受信機能

信号変換器は「電力指令値制限値」等のパラメータを信号変換器の内部

に保持しない、そのため起動時に外部より全ての設定値が書き込まれ記憶

する。記憶した設定値は外部の要求により変更が可能である。

g.外部機器による動作モード変更機能および運転開始許可信号出力機能

信号変換器は外部から受け取る「全系制御運転」信号により自身の動作

モードを切り替える。「全系制御運転」信号が Oの時はVMEに対して出

力する「運転開始許可信号」を 0として、 VMEから出力される指令値を

読み取らない状態にする。

「全系制御運転」信号が 1の場合は、 VMEに対して「運転開始許可」

信号を 1にし、 VMEが出力する信号を読み取り、各制限機能の下で動作

するとともに、その他の外部機器の制御からは外れる。しかし、「全系制

御運転」信号のみには常に反応する。

4. 1. 3 中央制御PC・現場制御PC・中央操作PC

中央制御PCは中央制御室に設置され、RF設備のモード管理やインターロック、

各種パラメー夕、ならびにネットワーク機能により現場制御 PC・信号変換器・操

作端末と通信する機能を有している。

(1)中央制御 PC

中央制御PCはRF制御系の中核に位置し、中央操作PC/信号変換器/現場制

御PC (設備状態収集装置)とネットワークで結ぼれており、プラズマへの高周

波の入射および真空中への高周波の入射の制御等を行う機能を有する。しかし、

操作はすべて中央操作PCが行うのでマンマシン機能は有していない。

(2)現場制御 PC(設備状態収集装置)

現場制御PCは、 LHRF-A，LHRF-C，ICRF系それぞれに設置され、装置の状態

信号、警報状態を収集し、中央制御PCヘ伝送する機能を有する。

(3 )中央操作 PC

中央操作 PCは中央制御室の中央操作デスク近傍に設置され、機器の操作、モ

ードの移行、パラメータ等の入力を行なう端末である。

次項に示す「中央制御PCJとはネットワークにより結ぼれている。

以下に中央操作PCが表示ならびに操作できる項目を示す。
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a.機器操作

LHRF-A系の各設備の電源の入・切操作を行うことができる。

b.モード管理

LHRF-A，LHRF-C，ICRF系のモード移行操作をすることができる。

モード遷移条件を付録・別表 1に示す。

c.パラメータ設定

信号変換器の各設定値を変更することができる。

d警報・状態表示

LHRF-A，LHRF-C，ICRF系で発生した警報ならびに装置の状態を表示す

ることができる。警報表示の論理式を付録・別表2に示す。

4. 1. 4 NFSマウント部

全系制御設備との運転系データの取り合いは NFSマウントでの信号の取り合

い方式とした。以下に、全系との NFSマウントの取り合い信号を示す。

表 1 NFSマウント取り合い信号一覧

P工oNo_ 項 目 略語 入力仕様 備考

3590ZA040 町パワーよ限 LH-A LH-且 RFPOWER U-LIMIT 0-1l200kW 

3590ZA041 位相差よ限 LH-A LH-A PHASE U-L工M工T 0-360 deg 

3590ZA042 位相差下限 LH-A LH-A PHASE L-L工MIT 0-360 deg 

3590ZA052 RFパワーよ限 LH-C LH-C RF POWER U-L工MIT 0-1l200kW 

3590ZA053 位相差上限 LH-C LH-C PHASE U-L工M工T 0-360 deg 

3590ZA054 位相差下楓 工Jl.-<; LH-C PH且SEL-LIM工T 。由360 deg 

3590ZA05B 町パワー上限工C IC RF POWER U-LIM工T 0-6000kW 

3590ZA059 位相差上限 工C 王C PH且SEU-LIMIT 0-360 deg 

3590ZA060 位相差下限 工C 工C PHASE L-LIM工T 0-360 deg 

3590ZDOOO 半停止モード LH-A LH-A SUSPENS工ONMODE 国 -Aが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD002 準備運転モード LH-A LH-A PRE OPE MODE LH-Aが本モード時l二ON ON:l OFF:O 

3590ZD003 待機運転モード LH-A 工占i-AWA工TINGOPE MODE 国 -Aが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD004 エージングモード LH-A LH-A且G工NGMODE LH-Aが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD005 入射実験モード LH-A LH-A工NJCTN-EXPMODE LH-Aが本モード時!こ ON ON:l OFF:O 

3590ZD006 震Ul系 LH悶 A LH-A p/s SYSTEM 日一且電源設備が『入』の時!とのN ON:l OFF:O 

3590ZD007 励振増幅系 LH-A LH-A EXClTOR SYS 国 -A励振増幅系が『入」の時1ごON ON:l OFF:O 

3590ZDOOB 大電カ増幅系団-A LH-A AMP SYS LH-A大電力増幅系が『入Jの時IこON ON:l OFF:O 

3590ZD009 伝送系 LH-A LH-A TRANSM工SSIONSYS LH-A伝送系が「入』の時!ご ON ON:l OFF:O 

3590ZDOIO 結合系 LH-且 LH-A CUOPLER SYS LH-A結合系が『入Jの時!こ ON ON:l OFF:O 
--'---

円

L
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3590ZD015 ヒータベーキング中 LH-A LH-A HEATER BAKING 日 -Aがヒータベーキング中に ON ON:l OFF:O 

3590ZD020 半停止モード ECH ECH SUSPENSION MODE ECHが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD022 準備運転モード ECH ECH PRE OPE MODE ECHが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD023 待機運転モード ECH ECH WA工TINGOPE MODE ECHが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD024 ヱージングモード ECH ECH AGING MODE ECHが本モード時lこON ON:l OFF:O 

3590ZD025 入射実験モード E氾H ECH工NJCTN-EXPMODE ECHが本モード時に ON ON:l OFF:O I 

3590ZD026 電源系 ECH ECH p/s SYSTEM ECH電源設備が「人」の時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD02B 大震霊力増幅系 ECH ECH AMP SYS ECH大橋力増幅系が「入jの時lこON ON:l OFF:O 

金問:0
3590ZD032 RFゲート弁 ECH ECH RF GATE VALVE 四ー町が全閉以外に ON

全間以外:1

3590ZD040 半停止モード 四ーC LH-C SUSPENS工ONMODE 日-cが本モード時に ON ON:l OF官官:0

3590ZD042 準備運転モード LH-C LH-C PRE OPE MODE 日 -Cが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD043 待機運転モード回一C LH-C W.且ITINGOPE MODE 日 -Cが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD044 エージングモード日-c 工Jf-C且，GINGMODE 国ーcが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD045 λ射実験モード LH-C LH-C工NJCTN-EXPMODE 日 -Cが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD046 電源系 LH-C LH-C P/S SYSTEM 日 -C電源設備が『入jの時!こ ON ON:l OFF:O 

3590ZD047 励撮増婿系 LH-C LH-C EXC工TORSYS 日-c励振増幅系が『入』の時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD04B 大事霊力増幅系 LH-C LH-C AMP SYS 日ーc大電力増幅系が「入』の時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD049 伝送系 LH-C LH-C TRANSM工SS工ONSYS 日 -C伝送系が『入』の時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD050 結合系 LH-C LH-C cuop工.ERSYS 日 -C結合系が『入Jの時lこON ON:l OFF:O 

3590ZD055 ヒータペーキング中日ーC LH-C IIE且τ宝:RBAKING LH-Cがヒータベーキング中に ON ON:l OFF:O 

3590ZD060 半停止モード 工C IC SUSPENS工ONMODE 工C が本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD062 準備遥転モード IC 工CPRE OPE MODE ICが本モード時lこON ON:l OFF:O 

3590ZD063 待機運転モード工C 工CW且IT工NGOPE MODE ICが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD064 エージングモード工C 工CAGING MODE ICが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD065 入射実験モード工C IC INJCTN-EXP MODE ICが本モード時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD066 電源系 工C 工CP/S SYSTEM 工C 電源設備が『入』の時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD067 励振増幅系 工C IC EXClTOR SYS 工C 励振増幅系が『入』の時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD06B 大電力増幅系工C IC AMP SYS 工C 大電力増幅系が『入』の時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD069 伝送系 工C IC TRANSMISSION SYS 工C 伝送系が『入』の時に ON ON:l OFF:O 

3590ZD070 結合系 工C IC CUOPLER SYS 工C 結合系が「入』の時に ON ON:l OFF:O 

ランチヤーガス
3590ZD074 工CLAUNCIlER G且S B且KING工C がガスベーキング中に ON ON:l OFF:O 

ベーキング中 工C

- 13 
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4. 2 パラメータ制御系

パラメータ制御系は主にワークステーションとVME部により構成されており、高周

波加熱装置の機器特有の保護団路の設定等を行う部分である。この制御系は基本的にい

つでも操作することができ設定を適時変更できる。

タ タ
イ イ
『、句 、『旬

先ウンリ
ン

光fーリ〉， 
、:/ 

010 010 010 010 010 慣号切替担
ゲ 010 010 010 010 010 信号切首揖 ゲ
伽j 伽l
御板 御板

図7 パラメータ制御機器構成図

4. 2. 1 ワークステーション部

パラメータ制御系の中核を構成しているのは、中央制御室に設置されたワーク

ステーションである。主に、真空入射時においてモード管理以外のすべての運転

制御を行なっている。実際に装置に対し制御信号を出力しているのは次項に示す

rVME部」であり、ワークステーションとVME聞の通信は高速の DMA転送

通信方式を採用した。

4. 2. 2 VME音s

VME部はRF増幅室に設置され、各機器に対しパラメータを送ったり、現場

からのインターロック信号を収集している機器である。主にDIOボードとタイ

ミング制御板・信号切替器から構成され、真空入射時はこのタイミング制御板を

使用し真空入射を行なっている。プラズマ入射時には信号切替器にてタイミング

制御板からの信号を切り離し、計算機室から送られてくる制御指令 (RF-on， 

RT-on)を有効にする。

VME部と中央制御室のワークステーションとの通信にはDMA転送方式の光

伝送装置を使用している。

- 14 -
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4. 3 データ処理系

データ処理系は入射時の高周波電力値および入射位相値等のアナログデータを取

り込み演算し、全系制御設備ヘデータを転送する機能を有している。

発振器近傍で計測された方結等の信号はアナログ処理された後、光多重伝送装置にて

中央制御室へ伝送されA/Dコンパータにより収集され、さらに係数換算等を行い、全

系制御設備ヘ転送される。

回 回
cコ

回
cコ

計測ステーション計混IJステーション 計測ステーション

図8 放電結果データ処理装置関係構成機器

「

D
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表2 放電結果データ (RF→全系)一覧

変換

PID 旧データ名称、 新データ名称、 略称 単位

係数且

3592A423 実効入射電力 I 実効入射協力 LH-A 同ー且阻T 町 POWER kW 1 

3592A435 制御指令値位相差 I 位相差指令値 LH-A 同 -APHASE SETTING DEG 1 

3592A463 実効入射電力 m 実効入射電力 LH-C 同一C 阻 T 町田町R kW 1 

3592且475 制御指令値位相差 III 日立相差指令値 LH-C 同ーC P皿 SESETTING DEG 1 

3592A4B2 周波数偏移 N 同波数偏移 IC IC FREQUENCY SHIFT kHz 1 

3592A4B3 実効入射滋カ W プラズマ結合格力 工C合計 IC NET RF POWI盟主 kW l 

3592A494 制御指令値周波数 W 周波数設定値目 工C F官EQUENCY MIIz 1 

3592A495 制御指令値位相差 W トロイダル位相設定値目 工C TOROID且L PHASE SET. DEG 1 

3592工424 反射率 I 後力反射率凶-A 同 -A阻毘.ECTIONCOE町. も 0.1 

35921464 反射率 III 高主力反射率 LH-C 工A-CREFLECTION COEFF. 屯 0.1 

3592工470 u-Ni'YテナイYt
O

-)>" Y;q実数部)1 結合抵抗 IC 工C COUPL工NGRES工STANCE Q 0.1 

3592工47B プラズマ結合電力 W プラズマ結合電力 工C(P-ll) 工C NET RF PO剖ER(P-ll) kW 1 

3592工479 予備 プラズマ結合滋力 工C(P-12) IC NET RF POWER(P-12) kW 1 

3592工4B4 反射率 W 云送系後力反射率工C 工C REF. COEF・E・.(TRANS.) も 0.1 

データ種別 : 11 

サンプリングピッチ:0.01 

データ点数 : 1500 

G
U
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5.まとめ

汎用的な制御機器を使用することにより、高性能で安価な制御システムに改良すること

ができた。装置の運転に欠かせない操作性が飛躍的に向上し、特に信号変換器の波形整形

機能により真空管やランチャー(アンテナ)のコンディションに合った運転が安全かっ確

実に行えるようになった。また、保守作業においても作業の手間や経費を削減することが

できた。 RF加熱装置の信頼性も向上させることができ、多様な実験ニーズへの対応も迅

速に対応できるようになった。

今回行った JT-60高周波加熱装置の制御システムの改良は、今後、次世代の高周波加熱

装置の開発に有効に活用できるものと思われる。
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付録

凡例(演算記号)

記号 内容

+ または(OR)

& かっ仏ND)

~ではない(NOT)

仏)=(B) A=Bのときに τ旨ue

別表 1-1 LHRFA系モード遷移条件

条件名 計算内容

LH-A系 !(LH-A系 rRFシーケンススタートJ)&(a見在モード=停止モード)+(l見在モード=準備運転モ

「停止モード許可」 ード》

LH-A系 !在JI-A系rRFシーケンススタートJ)&純B-A系杭態収集装置=剥妻紛I)&(!(中央指胸入出力

「準備運転モード・許可」 部=剥妾紛)

「一次冷却昧電源系異常J+ rリザーパタンク水位異常J+ rオーバーフロー管水位異常J+ 
(一次冷却系エラー)

「純水器水質低J+ r一次冷却水温度高J+ r一次冷却水温度極高」

+ r一次冷却水水質低J+ r一次冷却水水量注意J+ r一次冷却17./<7.1<量低J+ r電磁弁A状態J+ 

「配管破断J+ r電磁弁B状態J+ rリザーパタンク極低水位」

在B-A大電力 1エラー)
LH-A系「大電力増幅系」府胸電源異常一1J+LH-A系 rKLY異常一1J+LH-A系 rpA盤

異常一1J +日I-A系 rTWT電源異常一1J +日壬A系「高電位盤異常一1J

+日1・A系「コレクタ危酌r]<fJ'L1 J +日I-A系「ヒータ電源異常一1J+国-A系「集束コイル電

源異常一1J+LH-A系 rTWT部異常一1J +日壬A系「火災+鯨0_1J 

+LH-A 系「同調市脚器エラー~lJ +日壬A系 rKLYコレクタ過雷流_1J +LH-A系 rKLY

ボディ過電話L1J

在B-A大電力2エラー)
日I-A系「大電力増幅系一期脚電源異常一2J+LH-A系 rKLY異常一2J+日壬A系 rpA盤

異常一2J+LH-A系 rTWT電源異常一2J+LH-A系「高電位盤異常一2J

+日I-A系「コレクタ危働r]<fJ'L2J+日壬A系「ヒータ電源異常一2J+LH-A系「集束コイル電

源異常一2J+団・A系 rTWT部異常一2J+団・A系「火災勝目1_2J

+LH-A 系「同調市脚器エラー~2J +LH-A系 rKLYコレクタ過電流ー2J+LH-A系 rKLY

ボディ過電話L2J

日壬A系「大電力増幅系一制御電源異常一3J+LH-A系 rKLY異常一3J+日壬A系 rpA盤
任B-A大電力3エラー)

異常一3J十日I-A系 rTWT電源異常一3J+日I-A系「高電位盤異常一3J

+LH-A系「コレクタ危険r]<fJ'L3J+LH-A系「ヒータ電源異常一3J+日壬A系「集束コイル電

源異常一3J+日I-A系 rTWT部異常一3J+日壬A系「火災検知一3J

+団-A 系「同調酬器エラー~3J +日-A系 rKLYコレクタ過電話L3J+LH-A系 rKLY

ボディ過電話L3J

nδ 
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(LH-A大電力4エラー)
LH-A系「大電力増幅た市脚電源異常_4J+:日-A系 rKLY異常_4J+:国-A系 rpA盤

異常~4J +LH-A系 rTWT電源異常一4J+LH-A系「高電位盤異常'_4J

+日I-A系「コレクタ危険制立_4J+LH-A系「ヒータ電源異常'_4J+LH-A系「集束コイル電

源異常一4J+LH-A系 rrWT部異常一4J十日壬A系「火災検知一4J

+日壬A系「同調市胸器エラーー4J+LH-A系 rKLYコレクタ過電流_4J+:日壬A系 rKLY

ボディ過電話L4J

在五-A大電力5エラー)
日王-A系「大電力増幅系ー制御電源異常一5J+日壬A系 rKLY異常一5J+LH-A系 rpA盤

異常一5J+:日壬A系 rTwr電源異常一5J+:日I-A系「高電位盤異常一5J

+LH-A系「コレクタ危除1<fft....5J+LH-A系「ヒータ電源異常一5J+:日壬A系「集束コイル電

源異常一5J+:日壬A系 rrWT部異常一5J+:日壬A系「火災検知一5J

+LH-A系「同調僧脚器エラー:....5J+LH-A系 rKLYコレクタ過電話L5J+:日・A系 rKLY

ボディ過電話L5J

在.H-A大電力6エラー)
日壬A 系「大電力増幅系:~胸電源異常一6J +LH-A系 rKLY異常一6J+日・A系 rpA盤

異常一6J+:日壬A系 rTWT電源異常一6J+:日壬A系「高電位盤異常一6J

+LH-A系「コレクタ危酌d<fft....6J+LH-A系「ヒータ電源異常一6J+LH-A系「集束コイル電

源異常一6J+LH-A系 rrWT部異常一6J+LH-A系「火災検知一6J

+日I-A系「同調嗣胸器エラー:....6J+:日壬A系 rKLYコレクタ過電流_6J+:日壬A系 rKLY

ボディ過電流 6J

在.H-A大電力7エラー)
LH-A系「大電力増幅系」借脚電源異常一7J +LH-A系 rKLY異常一7J +LH-A系 rpA盤

異常一7J +LH-A系 rTWT電源異常一7J +LH-A系「高電位盤異常一7J

+LH-A系「コレクタ危勘1<fft....7 J +LH-A系「ヒータ電源異常一7J +LH-A系「集束コイル電

源異常 7J +:日壬A系 rrWT部異常一7J +:日I-A系「火災検知一7J

+日壬A系「同調嗣l御器エラー:....7 J +:日壬A系 rKLYコレクタ過電流一7J +:日壬A系 rKLY

ボディ過電話L7J 

日 -A系「大電力増幅系」僧脚電源異常一8J+:日壬A系 rKLY異常一8J+:凹・A系 rpA盤
在.H-A大電力8エラー)

異常一8J+LH-A系 rrWT電源異常一8J+LH-A系「高電位盤異常一8J

+日壬A系「コレクタ危険制lL8J+:日壬A系「ヒータ電源異常~8J +LH-A系「集束コイル電

源異常一8J+LH-A系 rrwr部異常一8J+LH-A系「火災検知一8J

+LH-A系「同調借帥器エラー'_8J+:日壬A系 rKLYコレクタ過電流_8J+日壬A系 rKLY

ボディ過電話L8J

LH-A系「大電力増幅系光伝差ターミナル異常J+(LH-A大電力1エラー)+(LH-A大電力2エ
(LH-A大電力エラー)

ラー)+在且-A大電力3エラー)+(LH-A大電力4エラー)

+(LH-A大電力5エラー)+(LH-A大電力6エラ→+(LH-A大電力7エラ→+(LH-A大電力8エ

ラー)+LH-A系「大電力増幅系切点滅J+'日壬A系 rpA盤非常停止」

+日王-A系「大電力増幅系入点滅J+LH-A系「大電力増幅系切点灯J+!在.H-A系「大電力増幅

系入点灯J) 

住.H-A励振正常) 日I-A系「励振増幅系電源入アンサ」
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(LH-A伝送 1エラ→ 日壬A系「イ五差系市脚電視異常一lJ

(LH-A伝送2エラー) LH-A系「伝送系市胸電源異常一2J

(LH-A伝送3エラー) 日I-A系「伝送系制御電源異常一3J

在.B-A伝送4エラ→ LH-A系「伝送系制御電源異常'_4J

Q.H-A伝送5エラー) 日王-A系「伝送系市胸電源、異常一5J

在.B-A伝送6エラー) LH-A系「イ長差系嗣脚電源、異常一6J

(LH-A伝送7エラー) LH-A系「伝送系制御電源異常一7J

(LH-A伝送8エラー) LH-A系「伝送系市脚電源異常一8J

(LH-Af:云送エラー)
(LH-A伝送 1エラー)-t{LH-A伝送2エラー)-t{LH-A伝送3エラー)+(LH-A伝送4エラ

→+在.B-A伝送5エラー)+(LH-A伝送6エラー)+任.B-A伝送7エラー)

+任.B-A伝送8エラー)+日壬A系「伝送系切点灯J+!任.B-A系「伝送系入点灯J)+LH-A系「伝

送系光伝送ターミナル異常」

(LH-A電源エラー1)
!(LH-A系「定常系リモートJ)+日I-A系「定常系受配電盤制御盤異常J+LH-A系「定常系受

電盤異常J+日壬A系「定常系受電晶電流J+日壬A系「定常系停電」

+日I-A系「力日熱電源棟.JE常系過電流J+日壬A系 fl次冷却棟定常系過電流J+LH-A系 fR

F増幅主I一定常系過電流」

在.B-A電源エラー2-1)
日I-A系「直流発生装置異常一lJ+:日壬A系「クローパ動作一lJ+LH-A系「コレクタ電源邑

電庄一1J +:印-A系「コ・レクタ電漏晶電話L1J

+日I-A系「クローパスイッチ盤異常一1J +:日壬A系「平滑装置異常一lJ

在五-A電源エラー2-2)
日I-A系「直流発生装置異常一2J+LH-A系「クローパ動作一2J+:日壬A系「コレクタ電蹴邑

電庄一2J+LH-A系「コレクタ電源過電流一2J

+日I-A系「クローパスイッチ盤異常一2J+LH-A系「平滑装置異常一2J

LH-A系「非定常系配電盤異常J+LH-A系「アノード過電圧J+!任.B-A系「非定常系リモー
在.B-A電源、エラー2)

トJ)+日I-A系 fRT過電流J+日I-A系 fRT盤異常」

+LH-A系「非定常系不足電圧J+日I-A系「非定常系受電盤異常J+LH-A系「非定常系交流過

電流J+在.B-A電源エラー2-l)+(LH-A電源エラー2-2)

任.B-A電源エラー)
日王・A系 fIT盤非常停止J+日壬A系「電源装置表示盤異常J+LH-A系「電源装置市脚盤異

常J+LH-A系 fl次冷却棟R電盤異常J+LH-A系「アノード不足電圧」

+日壬A系fRT出力電圧設定異常J+(LH-A電源エラー2)+在.B-A電澗エラー l)+LH-A系fR

F 増幅呈Lli日電盤異常J+日-A系「電源設備入点滅」

+団-A系「電源設備切点灯J+!回-A系「電源設備入鰍JJ)+日壬A系「電源設備切点滅」

(LH-A市脚エラー)
LH-A系「現場市胸盤A状態J+LH-A系「現場制脚盤C状態J+日壬A系「現場CAMAC盤

A状態J+日壬A系「現場CAMAC盤C状態」

+日壬A系「現場市胸盤偏差系光伝差ターミナル異常J+日I-A系「現場C品仏C電源盤異常」

日壬A系「力日熱電源棟方向地絡J+LH-A系 fl次冷却棟万向地絡J+日I-A系 fRF増幅室
任正壬Aその他エラー)

_IJ.i向地絡J+LH-A系「加熱電源棟.w2.電盤異常」

+LH-A系 fl次冷却慌配電盤異常J+LH-A系「特高禁止入J+.日壬A系「加熱電源棟非常停
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止発生J+.日壬A系「現場市脚盤非常停止発生」

!((一次冷却系エラー)+(LH-A大電力エラー)+!在.JI-A励振正常:)+(LH-A伝送エラ→+在.JI-A電
(LH-A待機許可)

源エラー)+(LH-A市脚エラー)+在.JI-Aその他エラー))

&(!(LH-A系状態収集装置=未接続)池(!(中央制御入出力部=未接紛I)&!(中央 rRF入射停

止J)&!(中央「師、非常停止J) 

LH-A系 (LH-A待機許可)&((現在モード=準備運転モード)+偏在モード=待機運転モード)+(現在モー

「待機運転モード許可」 ド=エージング運転モード)+な見在モード=入射運転モード》

&中央 rRF待機運転開始許可」

在.JI-A励振発振禁Jt)
LH-A系「励振増幅系」嗣胸電源異常J+LH-A系 rAGC異常J+LH-A系「出力異常J+'日壬A

系「異常発振J+LH-A系「第1列異常J+LH-A系「第2列異常」

+日I-A系「第3列異常J+.日壬A系「第4列異常J+LH-A系「第5列異常J+.日I-A系「第6

列異常J+LH-A系「第7列異常J+LH-A系「第8列異常」

+!在.JI-A系「励振増幅系リモートJ) 

在.JI-A大電力発振禁止1)
LH-A系 rKLYコネクターI/L異常一lJ+!(LH-A系「大電力増幅系ーリモート lJ)+LH-A 

系「ダミー異常一lJ+LH-A系「水冷系流出えlJ+:日壬A系「真空度低一lJ

在且-A大電力発振禁止2)
LH-A系 rKLYコネクターI/L異常一2J+!(LH-A系「大電力増幅系ーリモート lJ)+LH-A 

系「ダミー異常一2J+:日I-A系「水冷系流量低_2J +:日I-A系「真空度低一2J

在.JI-A大電力発振禁止3)
日壬A系 rKLYコネクターI/L異常一3J+!在.JI-A系「大電力増幅系ーリモート 1J )+:日壬A

系「ダミー異常一3J+:日壬A系「水冷系流量低_3J+.日壬A系「真空度低ー3J

在.JI-A大電力発振禁止4)
日I-A系 rKLYコネクタ 1/L異常一4J+!(LH-A系「大電力増幅系ーリモート lJ)+LH-A 

系「ダミー異常~4J +:日壬A系「水冷系流量低_4J+LH-A系「真空度:{j:f_..4J 

(LH-A大電力発振禁止5)
日I-A系 rKLYコネクタ I/L異常一5J+!在.JI-A系「大電力増幅系」リモート lJ)+LH-A 

系「ダミー異常一5J+:団・A系「水冷系析し副民5J+:団・A系「真空度低 5J

(LH-A大電力発振禁止6)
LH-A系 rKLYコネクタ I/L異常一6J+!(LH-A系「大電力増幅系ーリモート lJh日壬A

系「ダミー異常一6J+LH-A系「水冷系流量低_6J+:日壬A系「真空度低一6J

(LH-A大電力発振禁止7)
国会系 rKLYコネクタ I/L異常一7J +!回-A系「大電力増幅たリモート lJh国・A

系「ダミー異常一7J +:印公系「水冷系羽糧低一7J +:日壬A系「真空度低一7J

(LH-A大電力発振禁止8)
日 -A系 rKLYコネクタ I/L異常一8J+!回-A系「大電力増幅反リモート lJh国・A

系「ダミー異常'_8J+:国・A系「水冷系流量低_8J+LH-A系「真空間氏8J

(LH-A大電力発振禁止l)+(LH-A大電力発振禁止2)+(LH-A大電力発振禁止3)+(LH-A大電
在.JI-A大電力発振禁止)

力発振禁止4)+(LH-A大電力発振禁止5)+在.JI-A大電力発振魚t6)

+(LH-A大電力発振禁止7)+在.JI-A大電力発振禁止8)

!在JI-A系「伝差系市脚装置盤リモートー1J )+!在.JI-A系「プラズマ負荷接続一1J )+:日I-A系
(LH-A伝送発振禁止1)

「ダミーロード接続 lJ

在.JI-A伝送発振禁止2)
!在.JI-A系「偏差系市脚装置盤リモートー2J)+!在.JI-A系「プラズマ負荷接続一2J)+LH-A系

「ダミーロード接続一2J

(LH-A伝送発振禁止3) !在.JI-A系「伝送系市胸装置盤リモート_3J)+!在.JI-A系「プラズマ負荷接続_3J)+:日壬A系
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「ダミーロード接続 3J

在.JI-A伝送発振禁止4)
!在.JI-A系「偏差系嗣脚装置盤リモート_4 J )+!(LH-A系「プラズマ負荷接続_4J )+日I-A系

「ダミーロード接続 4J

在.JI-A伝送発振禁止5)
!(LH-A系「伝送系僧脚装置盤リモートー5J)+!(LH-A系「プラズマ負荷接続_5J)+LH-A系

「ダミーロード接続ー5J

在.JI-A伝送発振禁止@
!(LH-A系「伝送系制御装置盤リモート_6J)+!在.JI-A系「プラズマ負荷接続_6J)+日壬A系

「ダミーロード接続 6J

在.JI-A伝送発振禁止7)
!在.JI-A系「偏差系市脚装置盤リモートー7J )+!在.JI-A系「プラズマ負荷接続一7J )+LH-A系

「ダミーロード接続一7J

(LH-A伝送発振禁止8)
!也JI-A系「伝送系制御装置盤リモートー8J)+!在.JI-A系「プラズマ負荷接続_8J)+日壬A系

「ダミーロード接続 8J

(LH-A伝送発振禁止)
!在且-A系「本体聾十測盤リモートJ)+(LH-Aイ謎発振禁止 U+在JI-Aイ謎発振禁止2)+(LH-A

偏差発振禁止3)+(LH-A偏差発振禁止4)

+回-Aイ謎発振禁止ゆ+佃・A伝送発勝止 6)+佃・A伝説振禁止 7)+佃・A伝説振禁

止8)

(LH-A発振許可)
!(LH-A励振発振禁止)&!在JI-A大電力発振禁止)&!(LH-A伝送発振禁止)&日I-A系「中央運

転J&(LH-A待機許可)

日王-A系 在.JI-A発振許可)&((現在モード=準備運転モード)+(現在モード=待機運転モード)+(現在モー

「エージング運転モード ド=エージング運転モード)刊現在モード=入射運転モード》

許可」

&中央「町、エージンク澗始許可出力」

日王-A系 在JI-A発振許可)&((現在モード=準備運転モード)+(現在モード=待機運転モード)+(現在モー

「入射運転モード許可」 ド=エージング運転モード)刊現在モード=入射運転モード》

&中央「師、エージンク・開始許可出力J
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別表 1-2 LHRF C系モード遷移条件

条件名 計算内容

LH-C系「停止モード許可J !(LH-c系 rRFシーケンススタートJ)&~傍註モード斗事止モード)+偏在モード=準備運

転モード))

IJI-C系「準備運転モード許可」 !在..H-C系 rRFシーケンススタートJ)&(!任..H-C系抗態収集装置=剥妾紛)&(!(中央制御

入出力部=剥妻紛)

在..H-C大電力 lエラー) LH-C系「大電力増幅系一市胸電源異常一1J +:日壬C系 rKLY異常一1J +LH-C系 rp

A盤異常一lJ+LH-C系 rTWT電源異常一lJ+LH-C系「高電位盤異常一lJ

+日I-C系「コレクタ危除>J<.f.iL1 J十日刊系「ヒータ電源異常一lJ+LH-C系「集束コ

イル電源異常一lJ+:日刊系 rTWT部異常一1J +:日・C系「火災榔U_IJ

+日I-C系「同調市胸器エラ一一lJ+LH-C系rKLYコレクタ過電流_lJ+LH-C系rK

LYボヂィ過電流1J +:国・C系 qp電源断:....lJ+:団-C系「真空度札lJ

在..H-C大電力2エラー) 日I-C系「大電力増幅系一市胸電源異常一2J+日壬C系 rKLY異常一2J+:日壬C系 rp

A盤異常一2J+:日子C 系 rTWT電源異常~2J +LH-C系「高電位盤異常一2J

+日壬C系「コレクタ危除r]<.f.iL2J+:日・C系「ヒータ電源異常一2J-1-国-C系「集束コ

イル電源異常一2J+:日壬C系 rTWT部異常'_2J+LH-C系「火災検知一2J

+LH-C系「同調市脚器エラー~2J -I-日I-C 系 rKLYコレクタ過電流ー2J 十日壬C 系 rK

LYボディ過電流一2J+:日I-C系 r1P電源断:...2J+LH-C系「真空度低一2J

在..H-C大電力3エラ→ 日I-C系「大電力増幅系一市胸電源異常一3J+:日壬C系 rKLY異常一3J+:日I-C系 rp

A繋異常一3J-1-日I-C系 rTWT電源異常一3J+:日壬C系「高電位盤異常一3J

+日壬C系「コレクタ危除>J<.f.iL3J+日間系「ヒータ電源異常一3J+日-C系「集束コ

イル電源異常一3J+LH-C系 rTWT部異常一3J+LH-C系「火災+知正3J

+LH-C 系「同調借胸器エラー~3J+:日壬C 系 rKLYコレクタ過電流_3J+LH-C 系 rK

LYボディ過電流3J+:日間系 r1P電源断:...3J十日・C系「真空間氏3J

在..H-C大電力4エラー) 日壬C系「大電力増幅系舟脚電源異常一4J+:日壬C系 rKLY異常一4J-1-日壬C系 rp!

A盤異常一4J+日壬C 系 rTWT電源異常~4J +LH-C系「高電位盤異常'_4J

+日-C系「コレクタ危酌>J<.f.iL4J +:日壬C系「ヒータ電源異常'_4J+:日刊系「集束コ

イル電掠異常一4J+LH-C 系 rTWT部異常~4J +日I-C系「火災検知一4J

+LH-C系「同調市脚器エラー二4J+LH-C系rKLYコレクタ過電流_4J+LH-C系rK

LYボディ過電流_4J+:日壬C系 r1P電源断_4J+LH-C系「真空度低 4J

在..H-C大電力5エラー) LH-C系「大電力増幅系一制御電源異常一5J+日壬C系 rKLY異常一5J+日I-C系 rp

A盤異常一5J+:日壬C系 rTWT電源異常一5J+:日壬C系「高電位盤異常一5J

+LH-C系「コレクタ危勘>J<.f.iL5J+:日壬C系「ヒータ電源異常一5J+LH-C系「集束コ

イル電源異常一5J+LH-C系 rTWT部異常一5J+:日壬C系「火災検知一5J

+日王-C系「同調嗣脚器エラー'_5J+日壬C系 rKLYコレクタ過電流_5J+LH-C系rK
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LYボディ過電話L5J+団-C系 rIP電源断'_5J+団-C系「真空度{え5J

(LH-C大電力6エラー) 日 -C系「大電力増幅た制御電源異常一6J+団・C系 rKLY異常一6J+日壬C系 rp

A盤異常一6J+lli-C系 rTWT電源異常一6J+lli-C系「高電位盤異常一6J

+lli-C系「コレクタ危働d<ftL6J+日I-C系「ヒータ電源異常一6J+日I-C系「集束コ

イル電源異常一6J+lli-C系 rTWT部異常一6J+日壬C系「火災検知一6J

+lli-C系「同調市胸器エラーー6J+日壬C系 rKLYコレクタ過電流_6J+lli-C系 rK

LYボディ過電流_6J+lli-C系 rrp電瀬断_6J +lli-C系「真空度低 6J

在JI-C大電力7エラー) 日間系「大電力増幅た湘胸r這源異常一7J +回・C系 rKLY異常一7J +印・C系 rp

A盤異常'_7J十日壬C系 rTWT電源異常一7J +lli-C系「高電位盤異常一7J

+日壬C系「コレクタ危除d<f:jJ:._7 J +日-C系「ヒータ電源異常一7J +団-C系「集束コ

イル電源異常一7J +lli-C系 rTWT部異常一7J +日壬C系「火災検知一7J

+日-C系「同調市胸器エラーー7J +lli-C系 rKLYコレクタ過電話L7J+団 -C系 rK

LYボディ過電流一7J +lli-C系 rrp電源断~7 J +lli-C系「真空度低一7J

(LH-C大電力8エラー) 日 -C系「大電力増幅系血胸電源異常一8J+日壬C系 rKLY異常一8J+日壬C系 rp

A盤異常一8J+lli-C系 rTWT電源異常'_8J+lli-C系「高電位盤異常一8J

+日壬C系「コレクタ危険d<ftL8J+lli-C 系「ヒータ電源異常~8J +日壬C系「集束コ

イル電源異常一8J+日壬C系 rTWT部異常一8J+lli-C系「火災検知1_8J

+日壬C系「同調市脚器エラーー8J+日壬C系 rKLYコレクタ過電流_8J+lli-C系 rK

LYホ。ディ過電流_8J+日壬C系 rIP電源断~8J +lli-C系「真空度低一8J

(LH-c大電力エラー) 日I-C系「大電力増幅系光伝送ターミナル異常J-t(LH-C大電力 1エラ-}-t-(LH-C大電

力2エラー)+在JI-C大電力3エラー)+在JI-C大電力4エラー)

+在且・C大電力5エラー)-t(LH-C大電力6エラー)-t(LH-C大電力7エラー)-t(LH-C大電

力8エラー)+lli-C系「大電力増幅系切点滅J+日I-C系 rpA盤非常停止」

+日-C系「大電力増幅系入点滅J+国 -C系「大電力増幅系切点灯J+!在JI-C系「大電

力増幅系人点灯J) 

(LH-C励振正常) 日I-C系「励振増幅系電源入アンサ」

(LH-C伝送1エラー) lli-C系「伝送系市胸電源異常一lJ

在JI-C伝送2エラー) 日I-C系「伝送系制御電源異常一2J

在JI-Ci面差3エラー) 日壬C系「伝送系市胸電顕異常一3J

在JI-C伝送4エラ-) lli-C系「伝送系市l御電源異常， 4J 

任JI-C伝送5エラー) lli-C系「伝送系市胸電源異常一5J

在JI-C伝送6エラー) 日壬C系「伝送系市胸電源異常一6J

(LH-C伝送7エラー) 日I-C系「伝送系制御電源異常一7J

在JI-C伝送8エラー) 日王-C系「伝送系制御電諒異常一8J

(LH-Cイ云送エラー) 任JI-C伝送1エラー)+(LH-C伝送2エラー)+(I，H-C伝送3エラー)+在JI-C伝送4エラ

一)+在JI-C伝送5エラー)+在JI-C偏差6エラー)+在JI-C伝送7エラ→

+(LH-C伝送8エラー)+日壬C系「伝送系切点灯J+!(LH-C系「伝送系入点灯J)+日壬C

4
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系「伝送系光伝送ターミナル異常」

(LH-c電源、エラー1) !在JI-A系「定常系リモートJ)+日壬A系「定常系受配電盤借脚盤異常J+日壬A系「定

常系受電盤異常J+LH-A系「定常系受電晶電流J+LH-A系「定常系停電」

十日壬A系「力日熱電顕棟三E常系過電流J+日壬A系 r1次冷却棟定常系過電流J+日f-A

系 rRF増幅室II一位置F)一定常系過電流」

在JI-C電源エラー2-1) LH-C系「直流発生装置異常一1J+u壬C系「クローパ動作一1J+日壬C系「コレクタ

電源過電圧:""'1J +日-C系「コレクタ電漏晶電話L1J

+日壬C系「クローパスイッチ盤異常一1J +日壬C系「平滑装置異常一1J +日壬C系「平

滑リアクトル異常一1J+!也JI-C系「クローパ電源入アンサー1J ) 

+!(LH-C系「クロパー準備完了一1J ) 

在JI-C電源エラー2-2) 日f-C系「直流発生装置異常一2J+日壬C系「クローパ動作一2J+LH-C系「コレクタ

電源邑電EL2J+LH-C系「コレクタ電源過電流2J

+LH-C系「クローパスイッチ盤異常一2J+LH-C系「平滑装置異常一2J+日壬C系「平

滑リアクトル異常一2J+!任JI-C系「クローパ電源入アンサー2J)

+!任JI-C系「クロパー準備完了一2J ) 

在JI-C電源、エラー2-3) LH-C系「直流発生装置異常一3J+LH-C系「クローパ動作一3J+日壬C系「コレクタ

電蹴晶電圧し3J+日-C系「コレクタ電蹴畠電話L3J

+日壬C系「クローパスイッチ盤異常一3J+日壬C系「平滑装置異常一3J+日壬C系「平

滑リアクトル異常一3J+!任JI-C系「クローパ電源入アンサ_3J)

+!在JI-C系「クロパー準備完了一3J)

在JI-C電源エラー2-4) 日f-C系「直流発生装置異常一4J+日f-C系「クローノt動作一4J+LH-C系「コレクタ

電源過電足4J+団・C系「コレクタ電源過電話L4J

+LH-C系「クローパスイッチ盤異常一4J+LH-C系「平滑装置異常_4J+LH-C系「平

滑リアクトル異常一4J+!在JI-C系「クローパ電源入アンサ:... .4 J ) 

+!在JI-C系「クロパー準備完了_4J)

(LH-C電源エラー2) 日壬C系「非定常系配電盤異常J+日壬C系「アノード過電圧J+!在JI-C系「非定常系リ

モートJ)+:日壬C系 rRT過電流J+LH-C系 rRT盤異常」

+日壬C系「非定常系不足電圧J+LH-C系「非定常系交済品電流J+(LH-c電源エラー2

-1)+(LH-C電源エラー2-2)+(LH-C電源エラー2-3)

+在且-C電源エラー2-4)+!(LH-C系 rRT盤電源入アンサJ)+!在JI-C系 rRT 準備

完了J)+!在且-C系「接地開樹旨令J)+!在JI-C系「電調設備運転J) 

在JI-C電源エラー) LH-C系 rrT盤非常停止J+日壬C系「電源装置表示盤異常J+日f-C系「電源装置制

御盤異常J+LH-C系 rrT盤異常J+LH-C系「アノード不足電圧」

+日壬C系 rRT出力電圧設定異常J+在JI-C電源エラー2)+(LH-c電源エラー 1)+LH-A

系 rRF増幅室IUU四F)...J謂盤異常J+日f-C系「電源設備ん点滅」

+LH-C系「電顕設備切点灯J+LH-C系「電源設備切点灯J+!在且-C系「電調設備入点

灯J)+LH-C系「電源設備切点滅」
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(LH-C制御エラー) LH-C系 rI:見場市胸盤A状態J+日壬C系「現場嗣脚盤C状態J+LH-C系「現場CAM

AC盤A状態J+国-C系「現場CAMAC盤C状態」

+LH-C系 rI即昌嗣胸盤伝送系光偏差ターミナル異常」

在.JI-Cその他エラー) LH-A系「力日熱電源棟万向地絡J+LH-A系 rl次冷却棟方向地絡J+日壬A系 rRF

増幅室II一位四F)一方向地絡J十日・A系「加熱電瀬棟.!e電盤異常j

+日壬A系 rl 次冷却棟~ê電盤異常」十日壬C 系「特高禁止入J+日壬C 系「加熱電源棟非

常停止発生J+LH-C系「現場告IJ御盤非常停止発生」

+日I-C系 rsF 6カ明ス液佑異常J+日壬C系 rSF6ガス循環異常」

任.JI-C待機許可7 !((一次冷却系エラー)+(LH-C大電力エラー)+!在且・C励振正常)+在.JI-C伝送エラ

一)+白壬C電源エラー)+(LH-CAiI胸エラー)+(LH-Cその他エラー))

&(1在.JI-C系状態収集装置=剥妾紛，)&(!(中央市胸入出力部p未接紛)&!(中央 rRF入射停

止J)&!(中央 rRF非常停止J) 

日I-C系「待機運転モード許可」 (LH-C待機許可)&((現在モード=嘩備運転モード)刊現在モード=待機運転モード)+(現在

モード=エージング運転モード)+(現在モード=入射運転モード》

&中央 rRF待機運転開始許可」

在.JI-C励振発提禁止) 日I-C系「励振増幅系」嗣脚電源異常J+LH-C系 rAGC異常J+日壬C系「出力異常」

+LH-C系「異常発振J+LH-C系「第1列異常J+日壬C系「第2列異常」

+LH-C系「第3列異常J+LH-C系「第4列異常J+LH-C系「第5列異常J+日I-C系「第

6列異常J+日I-C系「第7列異常J+日壬C系「第8列異常」

+!(LH-C系「励振増幅系リモートJ) 

(LH-C大電力発振禁止1) LH-C系 rKLYコネクターI/L異常一 1J +!(LH-C系「大電力増幅系ーリモート

lJ )+LH-C系「ダミー異常一1J +日壬C系「水冷系流量低一lJ

任.JI-C大電力発振禁止2) LH-C系 rKLYコネクタ I/L異常一2J +!(LH-C系「大電力増幅系ーリモート

1 J )+日刊系「ダミー異常一2J+日刊系「水冷系流量低一2J

在.JI-C大電力発振禁止3) LH-C系 rKLYコネクタI1L異常一3J +!(LH-C系「大電力増幅系ーリモート

1 J )+日-C系「ダミー異常一3J+日壬C系「水冷系w.量低一3J

在.JI-C大電力発振禁止4) LH-C系 rKLYコネクタI1L異常_4J +!(LH-C系「大電力増幅系ーリモート

1 J )+団・C系「ダミー異常一4J+日-C系「水冷系設置イ民 4J

在.JI-C大電力発振禁止5) 日壬C系 rKLYコネクタI1L異常一5J +!在.JI-C系「大電力増幅系ーリモート

lJ )+日目系「ダミー異常一5J+日-C系「水冷系流量札5J

在.JI-C大電力発振禁止6) 日I-C系 rKLYコネクタI1L異常一6J +!(LH-C系「大電力増幅系ーリモート

lJ )+日壬C系「ダミー異常一6J十日刊系「水冷系流量低一6J

(LH-C大電力発振禁止7) LH-C系 rKLYコネクターI1L異常一7J +!(LH-C系「大電力増幅系ーリモート

lJ )+日刊系「ダミー異常一7J +日刊系「水冷系流量低一7J

在.JI-C大電力発振禁止8) 日I-C系 rKLYコネクタI1L異常一8J+!在.JI-C系「大電力増幅系ーリモート

1 J )+日壬C系「ダミー異常一8J+日壬C系「水冷系流量低 8J

(LH-C大電力発振禁止) 在.JI-C大電力発振禁止l)+(LH-C大電力発振禁止2)+(LH-C大電力発振禁止3)+(LH-C
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大電力発振禁止4)+任.JI-C大電力発振禁止5)+(LH-C大電力発振禁止6)

+在.JI-C大電力発振禁止7)+在.JI-C大電力発振禁止8)

α.JI-C伝送発振禁止1) !在.JI-C系「偏差系市胸装置盤リモートー1J)+!(LH-C系「プラズマ負荷接続，-1J)+日I-C

系「ダミーロード接続一1J

住.JI-C伝送発振禁止の !在.JI-C系「伝送系市胸装置盤リモートー2J)+!(LH-C系「プラズマ負荷接続一2J)+LH-C

系「ダミーロード接続一2J

在.JI-C伝送発振禁止3) !在且-C系「伝i差系制御装置盤リモートー3J)+!在.JI-C系「プラズマ負荷接続_3J)+日壬C

系「ダミーロード接続 3J

在.JI-C伝送発振禁止4) !在五-c系「伝送系嗣脚装置盤リモート_4J)+!(LH-C系「プラズマ負荷接続_4J)+日I-C

系「ダミーロード接続 4J

在.JI-C伝送発振禁止5) !在.JI-C系「偏差系制御装置盤リモート_5J)+!(LH-C系「プラズマ負荷接続一5J)+日子C

系「ダミーロード接続 5J

在.JI-C伝送発振禁止6) !ιH-C系「伝送系市胸装置盤リモート_6J)+!(LH-C系「プラズマ負荷接続_6J)+日壬C

系「ダミーロード接続一6J

(LH-C伝送発振禁止7) !(LH-C系「伝送系市胸装置盤リモートー7J)+!(LH-C系「プラズマ負荷接続一7J)+LH-C 

系「ダミーロード接続ー7J

(LH-C伝送発援坦止8) !(LH-C系「伝送系嗣胸装置盤リモート_8J)+!在.JI-C系「プラズマ負荷接続_8J)+日壬C

系「ダミーロード樹九8J

(LH-Cイ扇差発振禁止) !在.JI-C系「本体室計測盤リモートJ)+UB-C伝送発振禁止1)+(LH-C伝送発振禁止

2)+紅.H-C伝送発振禁止3)+(LH-C伝送発振禁止の

+(LH-Cf云送発振禁止5)+(LH-C伝送発振禁止ω+α.JI-C伝送発振禁止7)+在.JI-C伝送発

振禁止8)

在且司C発振許可 !(LH-C励振発提禁止)&!(LH-C大電力発振禁止)&!在.JI-C伝送発振禁止)&日壬C系「中

央運転J&在.JI-C待機許可)

LH-C系「エージング運転モー 任.JI-C発振許可)&((現在モード=準備運転モード)刊現在モード=待機運転モード)+句在

ド許可」 モード=エージング運転モード)+(現在モード=入射運転モード》

&中央「班‘エージンクψ開始許可出力」

日壬C系「入射運転モード許可」 住.JI-C発臆午可)&((現在モード=準備運転モード)刊現在モード=待機運転モード)刊現在

モード=エージンクa運転モード)刊現在モード=減す運転モード》

&中央「師、エージング開始許可出力」
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別表 1-3 ICRF系モード遷移条件

条件名 計算内容

ICRF系「停止モード許可」 !(ICRF系 rRFシーケンススタートJ)&((現在モード4亭止モード)+(現在モード=準備運

転モード》

ICRF司系「準備運転モード許可」 !(IC町 系 rRFシーケンススタートJ)&鮒侃F系状態収集装置=未接紛，)&(!(中央制胸

入出力部=剥妾紛)

(ICRF励振エラー) !(IC町系「励振増幅系入アンサJ) 

(ICRF大電力 1エラー) ICRF系「大電力増幅系異常一lJ+IC町、系「カソード過電流ーL-1 J +ICRF系「カ

ソード過電流_1-1 J +IC師、系「カソード過電話LH-IJ

(ICRF大電力2エラー) ICRF系「大電力増幅系異常一2J+ICRF系「カソード過電流L-2J +ICRF系「カ

ソード過電流_1-2J +1侃 F系「カソード過電流_H-2J

(ICRF大電力3エラー) ICRF系「大電力増幅系異常一3J+ICRF系「カソード過電流一L-3J +ICRF系「カ

ソード過電話L1-3J +IC即系「カソード過電流_H-3J

(Ic町、大電力4エラー) ICRF系「大電力増幅系異常一4J+ICRF系「カソード過電流L-4J +ICRF系「カ

ソード過電流_1-4J +ICRF系「カソード過電流H-4J

(ICRF大電力5エラー) IC町、系「大電力増幅系異常一5J+ICRF系「カソード過電疏_L-5J +ICRF系「カ

ソード過電流_1-5J +IC即系「カソード過電話LH-5J

(IC班、大電力6エラー) ICRF系「大電力増幅系異常一6J+ICRF系「カソード過電流ーL-6J +ICRF系「カ

ソード過電:瓦1-6J +IC町系「カソード過電流_H-6J

(IC町大宮J7エラー) IC即系「大電力増幅系異常一7J +IC旺‘系「カソード過雷孔L-7J +IC町系「カ

ソード過電流_1-7 J +IC町、系「カソード過電流_H-7J 

(IC旺‘大電力8エラー) IC師、系「大電力増幅系異常一8J+IC町、系「カソード過電流一L-8J +IC町系「カ

ソード過電流_1-8J +IC即系「カソード過電流H-8J

むCRF‘大電力エラー) (ICRF‘大電力 1エラー)+(ICRF大電力2エラー)+(ICRF大電力3エラー)+(IC師、大電力

4エラー)

+(ICRF大電力5エラー)+(IC町、大電力6エラー)+(IC町大電力7エラー)+(ICRF大電

カ8エラー)

(ICRFプレートエラー1) ICRF系「プレート過電流1J +ICRF系「プレート過不足電圧 lJ

(IC師、プレートエラー2) ICRF系「プレート過電流2J+ICRF系「プレート過不足電正2J

(ICRFプレートエラー3) ICRF系「プレート過電流3J+ICRF系「プレート過不足電EE....3J

(ICRFプレートエラー4) ICRF系「プレート過電話L4J+ICRF系「プレート過不足電足4J

(ICRFプレートエラー5) ICRF系「プレート過電流_5J+ICRF系「プレート過不足電EE....5J

(ICRFプレートエラー6) ICRF系「プレート過電流_6J+ICRF系「プレート過不足電庄一6J

(ICRFプレートエラー7) ICRF系「プレート過電流7J +ICRF系「プレート過不足電圧 7J

(IC町、プレートエラー8) IC町系「プレート過電流_8J+ICRF系「プレート過不足電EE....8J
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UC町司プレートエラー) qαFプレートエラー 1)+UC即プレートエラー2)+UG町プレートエラー3凶侃F

プレートエラー4)+UGRFプレートエラー5)+uG国司プレートエラー6)

+在GRFプレートエラー7)+UGRFプレートエラー8)

UGRF市胸エラー) IGRF系「運転借脚盤非常停止J+IGRF系 rDS設定異常J+IG町、系「現場GAMA

C盤A杭態J+IG即系「現場市胸盤A状態J+IGRF系「現場CAMAC盤C状態」

+IGRF系「現場制胸盤C抗曹」

UGRF電源エラ-1) IGRF系 rDCG過電流 1J+ICRF系「直流発生装置異常一1J+IGRF系「クローパ

スイッチ動作一1J

UGRF電源エラー2) IC即系 rDCG過電話L2J+IG師、系「直流発生装置異常一2J+IC町系「クローパ

スイッチ戴ガ乍・ 2J 

UC町'電源エラー3) IC即系 rDCG過電流_3J+IC師、系「直読発生装置異常一3J+IGRF系「クローパ

スイッチ動作一3J 、

UGRF電源エラー4) IGRF系 rDCG過電話L4J +IGRF系「直流発生装置異常'_4J+IC師、系「クローパ

スイッチ動作 4J

αGRF電源エラー) UCRF電源、エラー1)+uGRF電源エラー2)+UCRF電源エラー3)+UGRF電源エラー

4)+IGRF・系「非定常系特高配電盤異常J+IC町、系「クローパスイッチ盤異常」

+IC町、系「電源装置市脚盤異常J+IGRF系「電源装置表示盤異常J+IGRF系「高電位

盤異常一断路器設定異常J+IC班、系「平滑盤異常J+IC町系「加熱電源棟非常停止」

+IGRF系「電源設備異常」

UGRF伝送エラー) IC師、系「伝送系異常J+IGRF系「入射停止スタブ装置嗣胸躍J+IGRF系 rflij差系S

F6ガス圧異常 IJ+IGRF系「イ玉送系SF6ガス圧異常IIJ

+IGRF系「伝送系SF6ガス圧異常IIIJ+IC町、系「伝送系SF6ガス圧異常NJ+!UGRF

系「ダミーロード冷却装置入アンサJ)刊G四 F系「伝送系計測部入アンサJ) 

+!UC師、系「本体室計測盤入アンサJ) 

UC即その他エラー) 日 -A系「加熱電源棟J向地絡J+'日・A系 r1次冷却棟」方向地絡J+.日-A系 rRF

増幅室ILUC町 tJi向地絡J+'日 -A系「加熱電源棟R電盤異常」

+lli-A系 r1次冷却棟R電盤異常J+IC町、系「特高停止J+IGRF系「火災発生」

UGRF待機許可) l(UC即励振エラー)+UG町大電力エラー)+UGRFプレートエラー)+UG町市脚エラ

一)+在C町、電源エラー)+UGRFイ記差エラー)+UC師、その他エラー))

&0在JI-G系状態収集装置=未接紛I)&O(中央指胸入出力部=未接紛I)&!(中央「町、入射停

止J)&!(中央「班、非常停止J) 

IG旺‘系「待機運転モード許可」 Ú侃F 待機許司&~傍証モードゴ準備運転モード)+偏在モード4寺機運転モード)+(現在

モード=エージング運転モード)+(現在モード=λ尉運転モード》

&中央 rRF待機運転開始許可」

UGRF励振発振禁止) !在GRF系「励振増幅系リモート ONJ ) 

UGRF大電力発振禁止1) !UGRF系「大電力増幅系リモートー 1J )+!UGRF系「大電力増幅系ー入アンサー

1 J )+!UG即系 rG2入アンサ:....1J )+IC町系「反射異常2検出 IJ
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+IC即系「反射異常3検此1J +ICRF系「ランチャー接続_lJ+ICRF系「高電位且

DS入_lJ

UC町、大電力発振禁止2) 1UCRF系「大電力増幅系リモートー2J )+1紅CRF系「大電力増幅系ー入アンサー

2J )+1在CRF系 rG2入アンサー2J)+IC師、系「反射異常2検此IIJ

+ICRF系「反射異常3検此2J+ICRF系「ランチヤー接続_2J+ICRF系「高電位盤

DS入一2J

UCRF大電力発振禁止3) !在CRF系「大電力増幅系リモートー3J )+!UC師、系「大電力増幅系一入アンサー

3J )+lUCRF系 rG2入アンサー3J )+IC師、系「反射異常2検削IiJ

+ICRF系「反射異常3検仕L3J+IC町系「ランチャー接続ー.3J+IC師、系「高電佐佐

DS入 3J

UCRF大電力発振禁止4) 1UC:町系「大電力増幅系リモート_4J )+lUCRF系「大電力増幅系一入アンサー

4J )+lUCRF系 rG2入アンサ_4J)+IC悶唱系「反射異常2検出_NJ

+ICRF系「反射異常3検仕L4J+IC即系「ランチャー接続ー.4J+IC即系「高電位但

DS入 4J

UC旺‘大電力発振禁止5) 1UC師、系「大電力増幅系リモートー5J )+!UC町系「大電力増幅系一入アンサー

5J )+1在CRF系 rG2入アンサ:..-5J)+ICRF系「反射異常2検仕LVJ

+IC即系「反射異常3検仕L5J+ICRF系「ランチャー接続ー.5J+ICRF系「高電位也

DS入 5J

UCRF大電力発振禁止6) 1UCRF系「大電力増幅系リモート_6J )+lUC即系「大電力増幅系一入アンサー

6J )+!UC師、系 rG2入アンサ._6J)+IC町、系「反射異常2検仕L羽」

+IC即系「反射異常3検仕L6J+ICRF系「ランチャー接続ー.6J+IC即系「高電位盤し

DS入~6J

UCRF大電力発振禁止7) 1UC師、系「大電力増幅系リモートー7J )+1αCRF系「大電力増幅系一入アンサー

7 J )+1在CRF系 rG2入アンサー7J )+ICRF系「反射異常2検此.vnJ

+ICRF系「反射異常3検此7J +ICRF系「ランチャー接続ー.7J+ICRF系「高電位且

DS入ー7J

UCRF大電力発振禁止8) !旺CRF系「大電力増幅系リモート_8J )+lUCRF系「大電力増幅系一入アンサー

8J )+lU侃 F系 rG2入アンサ_8J)+IG即系「反射異常2検出ー咽」

+ICRF系「反射異常3検此8J+ICRF系「ランチヤー接続ーSJ+ICRF系「高電位蛙

DS入 8J

UCRF大電力発振禁止) 1UCRF系「プレート電源GCB入アンサJ)+UC町、大電力発振禁止1)+在C町、大電力

発振禁止2)+UC町唱大電力発振禁止3)+UCRF大電力発振禁止4)

+uC町大電力発振禁止5)+uCRF大電力発振禁止6)+任C町大電力発振禁止7)+旺CRF

大電力発振禁止8)

UCRF電源発振禁止) 1UCRF系「電源設備リモート ONJ)+1在CRF系「クローパスイッデ盤入アンサー

lJ )+lUCRF系「クローパスイッチ盤入アンサー2J)

+lUCRF系「クローパスイッチ盤入アンサー3J)+lUCRF系「クローパスイッチ盤入アン
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サ"_4J ) 

UCRF伝送発振禁止) IC師、系「伝送系リモート ONJ+!αC即系rSF6循環装置入アンサJ)+!白C町系rS

F6リモートJ)+ICRF系 rSF6循環装置異常」

+ICRF系 rSF6循環装置冷却水異常J+ICRF系 rSF 6循環装置ガス圧低」

UCRFスタブエラー) !UG町系「スタブ電瀬入アンサJ)+!(IC師‘系「スタブリモートJ)+1四 F系「スタブ

冷却系異常J+IGRF系「スタフ軍動装置異常」

UCRF発振許可) !(ICRF励振発振禁lr)&!UGRF大電力発揮禁lt)&!在CRF伝送発振禁止)&!UCRF電源発

振禁止)&ICRF系「中央運転J&UCRF待機許可)

ICRF系「エージング運転モー UC師、発振許可)&((現在モード=準備運転モード)+傍証モード4寺機運転モード)+傍証

ド許可」 モード=エージング運転モード)+(現在モード=入射運転モード》

&中央「回、エージンク閣始許可出力」

IC師、系「入射運転モード許可」 UC即発振許司&((現在モード=準備運転モード同粧モード4寺機運転モード)+(現在

モード=エージング運転モード)刊現在モード=入射運転モード))

&中央「師、エージング開始許可出力」
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別表2-1 LHRFA系警報表示論理式

警報名 計算内容

。.H-A励援増幅系異常) 凶-A糸「異常発振J+山ーA系 rAGC異常J+凹ーA系「出力異常」

+山ーA系「励振場幅系市脚電源異常」

凹-A励援増幅系1 (l1-I-A系「第1列異常J+凹ーA系「第2列異常」陣(UI-A励振増幅系異常)

出-A服振増幅系2 (凹ーA糸「第3列異常J+凹ーA系「第4列異常」沙問ーAJM振増幅系異南

l1-I・A励振増幅系3 (出・A糸「第5J"Jj異常J+出司A系「第6列異常」浮(UI-A服頗増幅系異常)

山-A励振増幅系4 (凹ーA系「第HJj異常J+凹ーA系「第8列異常」浮(UI-A励振増幅系異常)

(UI-A大電力共通異常) 山ーA系「大電力増幅系光伝送ターミナル異常J+凹ーA系 rpA輯時停止」

何十A大電力1流量f助 (UI-A系「コレクタ危勘k位一lJ&!何1-A系「大電力増幅系一不使用一lJ)) 

村l1-I・A系「コレクタ危駒k位一2J& !(UI-A系「大電力増幅系一不使用1_2J)) 

(UI-A大電力1ダミー異常) 出-A系「ダミー異常~)J +凶ーA系「ダミー異常_2J

(UI-A大電力1火災発生} 凹-A系「火災検知1J+凶ーA系「火災検知 2J

(UI-A大電力llP電源樹) (UI-A系 r!P電源断一lJ& !(UI-A系「大電力増幅系ー不使用ーlJ)) 

ベロI-A系 r!P電源断~2J &!(UI-A系「大電力増幅系一不使用1_2J)) 

(UI-A大電力1コネクタ異常) (UI-A系 rKLYコネクター!/L異常一lJ&!(UI-A系「大電力増幅系ー不使用一lJ)) 

+(UI-A系 rKLYコネクター!/L異常'_2J& !(UI-A系「大電力増幅系一不使用_2J)) 

何f-A大電力1札 Y異常) 印-A系 rKLY異常一1J+印-A系 rKLY異常三」

何f-A大電力1KLY出力異常) l1-I-A系 rKLY出力端反射異常・左 1J +l1-I-A系 rKLY出力端反射異常・左2J

+l1-I-A系 rKLY出力端反射異常・右 lJ+口十A系 rKLY出力端反射異常・右2J

。.H-A:大電力1集束コイル電源異簡 (UI司A系「集束コイ)L信源異常ーlJ& !(UI-A系「大電力増幅系一不使用ーlJ)) 

刊日f-A系「集束コイル電源異常一2J&れ1-I-A系「大電力増幅系ー不使用1_2J)) 

(UI-A大電力1ヒーター電源異常) (UI-A系「ヒータ電源異常一lJ&!(UI-A系「大電力増幅系二不使用一lJ)) 

+(UI-A系「ヒータ電源異常二2J& !(UI-A系「大電力増幅系」不使用_2J)) 

(UI-A大電力1高電位盤異常) 山ーA系「高電位盤異色1J+山ーA系「高電位盤異常ー2J

何十A大電力1嗣脚電源異常) 凹ーA系「大電力増幅*J嗣脚電源異常一lJ+凹-A系「大電力増幅系一嗣脚電源異常~2J

似f-A大電力1同調告1胸酷エラー) 山ーA系「向調帯胸聴エラー~1J +l1-I-A系「同調府胸器エラ-_2J

(UI-A大電力lTWT部異常) 出ーA系 rTWT部異常1J+出・A系 rTWT部異常 2J

(UI-A大電力lTWT電源異常) (UI-A系 rTWT部異常一lJ& !(UI-A系「大電力増幅系J才移調ー1J)) 

村l1-I-A系 rTWT部異常一.2J& !(UI-A系「大電力増幅系一不使用1_2J)) 

(UI-A大電力1真空度低) 仰 -A系「真空間長lJ&!問ーA系「大電力増幅系一不使用一lJ)) 

村山・A系「真空度f見2J&!何1・A系「大電力増幅系ー不使用1_2J)) 

何十A大電力1水冷系流量低) (UI-A系「水冷系流量{見lJ&!何-I-A系「大電力増幅系ー不使用UJ)) 

+(UI-A系「水冷系流量俄_2J& !(UI-A系「大電力増幅系ー不使用1_2J)) 

LH-A大電力増幅系 lA.2A (UI-A大電力共通異常')+(UI-A大電力1流量低汁(UI-A大電力1ダミー異常)+(UI-A大電力1火災発

生.)+(UI-A大電力llP電源断)

ベLH-A大電力1コネクタ異常)+(11-I-A大電力1札 Y異常)+(lH-A大電力1KLY出力異常川1-I-A大電力
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1集束コイル電源異常)

-+(lli-A大電力1ヒーター電源異常}t{lR-A大電力1高電位盤異常}t{lR-A大電力1制御電源異

常同日・A大電力1同調甑胸聴エラー)

村LH-A大電力lTWT部異常}t{lR-A大滋カlTWT電源異常}t{lR-A大電力1真空度低MLH-A大電

力1水冷系流鼠低)

四 -A大電力2流細) 。.H-A系「コレクタ危酌1<位~)J &!仰-A系「大電力増幅系ー不使用1_3J)) 

-+(lli-A系「コレクタ危酌1<fiC4J&!仰-A系「大電力潜幅系一不使用1_4J)) 

(11M大電力2ダミー異常) 出・A系「ダミー異常~)J +出・A系「ダミー異常~4J

(LH-A大電力2火災発生) 凹-A系「火災検知 3J+凹ーA系「火災検知 4J

同 -A大電力2IP電源断) 但-1-A系 qp電源断~)J &!但-1-A系「大電力増幅系」不使用_3J)) 

-+(lli-A系 qp電源断し4J&!仰司A系「大電力増幅え不使用1_4J)) 

。.H-A大電力2コネクタ異常) (LH-A系 rKLYコネクターI/L異常_3J&!(LH-A系「大電力増幅系」不使用1_3J)) 

-+{lli・A系 rKLYコネクターI!L異常一4J&!(LH-A系「大電力増幅系'-.~仮調_4J )) 

四 -A大電力2乱 Y異常) 出-A系 rKLY異常~3J +印-A系 rKLY異常メ」

。.H-A式電力2KLY出力異常) 日-A系 rKLY出力端反射異常・包J+山ーA系 rKLY出力端反射異常・左4J

+凹ーA系 rKLY出力端反射異常・右3J+LH-A系 rKLY出力端反射異常・右4J

問・広大電力2集束コイル電源異常句 (LH-A系「集束コイル泡源異常一?J&!(LH-A系「大抵カ増幅系ー不使用_3J)) 

-+{lli-A系「集束コイル電源異常一.4J&!(LH-A系「大電力増幅系一不使用一~J )) 

(LH・A大電力2ヒーター電源異常) 加-1-A系「ヒータ電源異常一?J&!(LH・A系「大電力増幅系一不使用1_3J)) 

-+{lli-A系「ヒータ電源異常~4J &!(LH・A系「大電力増幅系:_~使用_4J )) 

ρ1・A大電力2高電位盤異常〉 凹-A系「高電位盤異常~3J +凹ーA系「高泡位盤異常乞4J

(LH司A大電力2府脚電源異常) 山ーA系「大泡力増幅系dfii脚電源異常~3J +凹ーA系「大電力増幅系'-.ftiI.脚必源異常~4J

(LH-A大電力2同調帝脚器よEラー) 出ーA系「同調和胸臨エラ-_3J+凹ーA系「向調嗣胸鴎エラ-_4J

ρ-1-A大電力2TWT部異常) 凹-A系 rTWT部異常~3J +凹ーA系 rTWT部異色4J

ρ-1-A大電力2TWT電源異常) 。.H-A系 rTWT部異常り'J&!(LH-A系「大電力増幅系」不使用1_3J)) 

村LH-A系 rTWT部異常~4J &!(LH-A系「大電力増幅系ー不使用1_4J)) 

(LH-A大電力2真空度{民) ρ-1-A系「真空度低_3J&!(LH-A系「大電力増幅系一不使用_3J)) 

-+{lli-A系「真空度低ー~J &!(LH-A系「大電力増幅系三「仮調_4J)) 

似-1-A大電力2水冷系流量低) (LH・A系「水冷系流量低_3J& !(LH-A.，~、「大電力増幅系J不使用1_3J )) 

-+(lli-A系「水冷系流剛氏4J&!仰・A系「大電力増幅系一不使用1_4J)) 

LH-A大電力増幅系3A"4A  (LH-A大電力共通異常}t{lR-A大電力2流段低決{11M大電力2ダミー異常}t{lR-A大電力2火災発

生}t{lR-A大電力2IP電源断)

-+{lli・A大電力2コネクタ異常計四-A大電力2KLY異常阿国・A大電力2KLY出力異常}t{lR-A大電力

2集束コイル電源異常)

-+{lli-A大電力2ヒーター電源異常}t{lR-A大電力2高電位盤異常片手.H-A大電力2制御電源異

常}t{lR-A大電力2同調嗣脇陣エラー)

-+{lli-A大電力2TWT部異常}t{lR-A大電力2TWT電源異常)-+{lli-A大電力2真空度低}+(LH-A大電

円。
q
t
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力271<冷系流量低)

日 -A大電力3m昼間 何十A系「コレクタ危働1<uCSJ&!凹ーA系「大電力増幅系一不使用_5J)) 

村山-A系「コレクタ危働1<ftC6J&!仰-A系「大電力増幅え不使用1_6J)) 

(liI-AA電力3ダミー異尚 ilI-A...3f-、「ダミー異常ー5J+凹-A系「ダミー異常~6J

(liI-A大電力3火災発生) 出-A系「火災検知L5J+凹ーA系「火災検知1_6J

何f-A大電力3IP電源断) 何1・A系 rIP電源断三J&!(liI-A系「大電力増幅系一不使用_5J)) 

刊日f-A系 rIP電源断~6J &!似1・A系「大電力増幅系一不使用'_6J)) 

加f-A大電力3コネクタ異常) (liI-A系 fKLYコネクターI!L異常_5J& !(liI-A系「大電力増幅系」不使用_5J)) 

刊ilI-A系 fKLYコネクターI/L異常'_6J& !(liI-A系「大電力増幅系ー不使用_6J)) 

四 -A大電力3KLY異南 出-A系 fKLY異常~5J +山ーA系 fKLY異常 6J

仰 -A大電力3札 Y出力異常) 凶 -A系 rKLY出力端反射異常・左5J+凹ーA系 rKLY出力端反射異常・左6J

+ilI・A系 rKLY出力端反射異常・右5J+ilI・A系 rKLY出力端反射異常・右6J

ρf-A大電力3集束コイル電源、異常) (liI-A系「集束コイル電源異常三J& !(liI-A系「大電力増幅系一不使用_5J)) 

ベilI・A系「集束コイル電源異常~6J & !(liI-A系「大電力増幅系ー不使用_6J)) 

(liI-A大電力3ヒーター電源異常) (liI-A系「ヒータ電源異常~5J &思R-A系「大電力増幅系一不使用_5J)) 

刊ilI・A系「ヒータ電源異常~6J & !(liI-A系「大電力増幅系一不使用1_6J)) 

何十A大電力3高電位盤異常) 山ーA系「高電位盤異常 5J+出・A系「高電位盤異常白

間 -A大電力3欄電源異常) 出ーA系「大電力増幅系蜘脚電源異常 5J+凹ーA系「大電力増幅系伽胸}電源異常 6J

ρ'I-A大電力3同調帝胸器エラー) ilI-A系「向調畑町陶器エラ-_5J+LH・A系「同調告瞬間意エラー:..:.6J

(liI-A大電力3TWT部異簡 出-A系 rTWT部異色5J+凹ーA系 rTWT部異常一6J

引1・A大電力3TWT電源異常) (liI-A系 fTWT部異常_5J& !(liI-A系「大電力増幅系，-1~珂1_5J )) 

村ilI-A系 rTWT部異常五J& !(liI-A系「大電力増幅系一不使用1_6J)) 

何f-A大電力3真空度低) 何十A系「真空度低'-.5J&!何f-A系「大電力増幅系ー不使用1_5J)) 

べilI-A系「真空度低一.6J& !(liI-A系「大電力培幅系一不使用1_6J)) 

府f-A大電力3水冷系流量低) 何f-A系「水冷系流量低'-.5J& !(liI-A系「大電力増幅系一不使用1_5J)) 

村山-A系「水冷系流量{え6J& !(liI-A系「大電力増幅系一不使用1_6J)) 

ilI・A大電力増幅系5A・6A (liI-A大電力共通異常知(liI-A大電力3流擬低，)+(liI-A大電力3ダミー異常片手R-A大電力3火災発

生)+(liI-A大電力3IP電源断)

+(liI-A大電力3コネクタ異常知仰ーA大電力3KLY異常)+(liI-A大電力3札 Y出力異常川R-A大電力

3集束コイル電源異常)

ベilI・A大電力3ヒーター電源異常)+(liI-A大電力3高電位盤異常)+(liI-A大電力3制御電源異

常)+(liI-A大電力3同調嗣陶器エラー)

村ilI-A大電力3TWT部異常)+(liI-A大電力3TWT電源異常)+(liI-A大電力3真空度低，)+(liI-A大電

力3水冷系羽FJ量低)

何十A大動4流量低) (liI-A系「コレクタ危勘k位一7J& !(liI-A系「大電力増幅糸一不使用1_7J)) 

村山ーA系「コレクタ危駒1<fJ'CSJ& !(liI-A系「大電力増幅系三時現_8J)) 

問 -A大電力4ダミー異常) 出・A系「ダミー異常 7J+凹ーA系「ダミー異常 8J

A
A
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(lli-A大電力4火災発生) 出-A系「火災検知一7J+凹ーA系「火災検知し8J

何十A大電力4IP電源的 何十A系 r1P電源断ー'!J&!(lli-A系「大電力増幅系一不使用ー'!J)) 

ベLH-A系 r1P電源断:.sJ& !(lli-A系「大電力増幅系ー不使用_8J)) 

仰 -A大電力4コネクタ異簡 (lli-A系 rKLYコネクター1/L異常"--7J& !(lli-A系「大電力埴幅系ー不使用i_7J)) 

+{LH-A系 rKLYコネクタ 1/L異常"--8J& !(lli-A系「大電力増幅系一不使用_8J)) 

問 -A大電力4紅 Y異常) LH-A系 rKLY異常 7J+日』ーA系 rKLY異常 8J

同ーA大電力4紅 Y出力異常) LH-A系 rKLY出力端反射異常・左7J+LH・A系 rKLY出力端反射異常・左8J

+出ーA系 rKLY出力端反射異常・右7J+出・A系 rKLY出力端反射異常・右8J

(lli-A大電力4集束コイル信源異簡 (lli-A系「集束コイル電源異常_7J& !(lli-A系「大電力増幅系ー不使用一7J)) 

+{LH-A系「集束コイル電源異常"--8J& !(lli-A系「大電力増幅系」不使用_8J)) 

(lli-A大電力4ヒーター電源異常) 問 -A系「ヒータ電源異常ゴ.J&!仰・A系「大電力増幅え不使用ー7J)) 

+(lli-A系「ヒータ電源異常"--8J& !(lli-A系「大電力増幅系」不使用_8J)) 

何~-A大電力4高電位盤異常) 山-A系「高電位盤異常乞7J+出ーA系「高電位盤異常"--8J

似~-A大電力4嗣脚電源異常) 出・A系「大電力増幅系J脚電源異常二7J+山ーA系「大電力増幅系見胸電源異*_8J

(lli-A大電力4向調帯腕臨エラー) 出ーA系「向調帯畑器エラー 7J+出ーA系「向調帯胸器エラー 8J

(lli-A大電力4TWT部異情 山ーA系 rTWT部異常_7J+凹ーA系 rTWT部異常 8J

(lli・A大電力4TWT電源異常) (lli-A系 rTWT部異常二7J&!仰ーA系「大電力増幅系'-.1'f!J珂_8J)) 

べLH-A系 rTWT部異常一'!J& !(lli-A系「大電力増幅系ー不使用1_8J)) 

何十A大電力4真空度低) 。lI-A系「真空度低JJ& !(lli-A系「大電力増幅系二不使用ー7J)) 

ベLH・A系「真空度低一.8J& !(LH-A系「大電力増幅系」不使用1_8J)) 

何~-A大電力4水冷系流量低) 間 -A系「水冷系流量民7J&!仰ーA系「大電力増幅系J殺珂一7J)) 

+(lli-A系「水冷系流量{え8J&!ρ~-A系「大電力増幅系ー不使用1_8J )) 

UI-A大電力増幅系7A.8A (LH-A大電力共通異常片(LH-A大電力4流量低)+{LH-A大電力4ダミー異常)+{LH-A大電力4火災発

生.)+{LH-A大電力4IP電源断)

+{LH-A大電力4コネクタ異常川E-A大電力4KLY異常川E-A大電力4札 Y出力異常同lI-A大電力

4集束コイル電源異常)

村LH-A大電力4ヒーター電源異常)+{LH-A大電力4高電位盤異常)+{LH-A大電力4制御電源異

常)t{LH-.広大電力4同調嗣胸理軍エラー)

村LH-A大電力4TWT部異常知(LH-A大電力4TWT電源異常計(LH・A大電力4真空度低~)+{LH-A大電

力4水冷系研昼間

出-A反射3 (1 A) 凹-A系「反射異常3_1J

出-A反射3 (2A) 凹-A系「反射異常3_2J j 

出-A反射3 (3A) 回 -A系「反射異常3_3J

出-A反射3 (4A) 出-A系「反射異常3 4J 

凹-A反射3 (5A) 出・A系「反射異常3 5J 

LH-A反射3 (6A) 凹-A系「反射異常3_6J

出-A反射3 (7 A) 山ーA系「反射異常3_7J
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llI-A反射3(8A) 凹 -A系「反射異常3 8J 

出 -Aアーク真空度(1A) 凹 -A系「真空度低_1J+凶-A系 qp電源麗しlJ+凶-A系「アーク検出・左1J+凶ーA系「アーク検

出・右lJ

llI-Aアーク真空度 (2A) 出ーA系「真空度低_2J+凹ーA系 rIP電源断~2J +凶ーA系「アーク検出・左2J+凶-A系「アーク検

出・右2J

llI-Aアーク真空度 (3A) 出 -A系「真空度民3J+山ーA系 qp電源眠3J+凹ーA系「アーク検出・左3J+出-A系「アーク検

出・右3J

山 -Aアーク真空度 (4A) 出 -A系「真空度民4J+凶ーA系 rIP電滅菌t4J+山ーA系「アーク検出・左4J+印ーA系「アーク検

出・右'4J

llI-Aアーク真空度 (5A) 凶 -A系「真空度低 5J+山ーA系 rIP電源断 5J+凹-A系「アーク検出・左5J+出ーA系「アーク検

出・右5J

1lI・Aアーク真空度 (6A) 出 -A系「真空度低ー6J+凹ーA系 rIP電源断~6J +凹ーA系「アーク検出・左6J+出-A系「アーク検

出・右6J

山 -Aアーク真空度 (7A) 凹 -A系「真空度低 7J+凹ーA系 rIP電源断乃+凹・A系「アーク検出・左7J+山ーA系「アーク検

出・右7J

印・Aアーク真空度 (8A) 出 -A系「真空度低血+凹ーA系 rIP電源断~8J +山ーA系「アーク検出・左8J+凶-A系「アーク検

出・右8J

(llI-AKL Yコレクタ過電拘 凹ーA系 rKLYコレクタ過電流_1J+日ーA系 rKLYコレクタ過電話C2J+出・A系 rKLYコレク

タ過電流~..3J +凹ーA系 rKLYコレクタ過電請し4J

+llI-A系 rKLYコレクタ過電流 5J+llI-A系 rKLYコレクタ過電流 6J+UI-A系 rKLYコレク

タ過電訴し7J+出・A系 rKLYコレクタ過電流8J

(llI-A大電力高電位盤異常) 出-A系「高電位盤異常一1J+印ーA系「高電位盤異常~2J +凶ーA系「高電位盤異負_3J+出ーA系「高

電位盤異常 4J

+山ーA系「高電位盤異常三J+凶-A系「高電位盤異色6J+出-A系「高電位盤異常一7J+凹ーA系「高

電位盤異常 8J

(llI-AKL Yボディ過電拘 出-A系 rKLYボディ過電流ー1J+凹ーA系 rKLYボディ過電流~J +1lI・A系 rKLYボディ過電

流 3J+1lI・A系 rKLYボディ過程流 4J

+出・A系 rKLYボディ過電話C5J+山司A系 rKLYボディ過電話C6J+日ーA系 rKLYボディ過電|

流 7J+U十A系 rKLYボディ過電流 8J

似4・A電源系異常) 1lI・A系「アノード過電圧J+1lI・A系「アノード不足電圧J+llI-A系 rRT過電流J+口十A系 rRT

出力電圧設定異常J+山ーA系 rRT盤異常」

+llI-A系 rIT盤異常J+llI-A系「電源装置表示盤異常」

コレクタ電源A (増幅室) (llI-AKL Yコレクタ過電拘+(llI-A大電力高電位盤異常)+{llI-AKL Yボディ過電拘+(電源系異

常)+山ーA系「コレクタ電踊邑電庄一1J

+山ーA系「コレクタ電源過電流1J+凶-A系「コレクタ電滅昌電圧'-.2J+凶ーA系「コレクタ電源過電

え2J

コレクタ電源A (電源棟) 山ーA系「直流発生装置異常一1J+llI-A系「直流発生装置異常~2J +凶ーA系「クローパスイッチ盤異
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常1J+llI-A系「クローパスイッチ盤異常 2J

+凹司A系「平滑装置異常ー1J+凹ーA系「平滑装置異常~2J +1lI・A系「非定常系安浦蝿流J+凶・A系

「非定常系受電盤異常'J+1lI・A系「電源装置嗣腕幽冥常」

+出ーA系「非定常糸不足電圧」

クローバー劃判 A !(llI-A系 rDCGIA...:不使用J)&凹ーA系「クローパ動f'UJ

クローパー謝料A !(凶・A系 rDCG2A...:不使用J)&凹・A系「クローパ動乱2J

結合系アーク検出A 印 -A系「ユニット結合系アーク検出 (OR出力)J 

守

dq
d
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別表2-2 UlRF C系警報表示論理式

警報名 計算内容

(UHご励振増幅系異南 出ζ系「異常発読む +IH-C系 rAGC異常J+出〈系「出力異常J+出ぐ系「脱帳増幅系市胸庵源異常」

山4ご励振増幅系1 出〈系「第1列輿常J+凹4ご系「第27IJ異常」降(UI-C励振増幅系異簡

lli-<ご励振増幅系2 凹4ご系「第3列異常J+口Hご系「第HIJ異常」減。R-<ご励振増幅系異簡

UI-C励振増幅系3 出〈系「第5列異常J+凹4ご系「第6列異常J)&(UI-<ご戚振増幅系異常)

出4ご肢据増幅系4 山4ご系「第7列異常J+凹ζ系「第8:YiJ異常」沙問-c服躍増幅系異常)

何I-c大電力共通異常) 山〈系「大電力増幅系光伝送ターミナル異常J+口町系 rpA盤非常停止」

何fζ大電力1流量低) (UI-C系「コレクタ危隊uk位ユJ& !(UI-<ご系「大電力増幅系ー不使用一1J)) 

+(UIε系「コレクタ危~.l<.trC2J &!日4ご系「大宮3増幅え不使用_2J)) 

仰〈大電力1ダミー異常り 出〈系「ダミー異常ー1J+凹〈系「ダミー異常 2J

(UIζ大電力1火災発生) 凹4ご系「火災検知1J+凶〈系「火災検知 2J

ρfζ大電力lIP電源断) (UI-C系 rIP電源断ー1J&!(UI-c系「大電力増幅系ー不使用ー1J)) 

ベUI-<ご系 qp電源断ー2J&!(UI-c系「大電力増幅系ー不使用_2J)) 

何日大電力1コネクタ異常) (UI-<ご系 rKLYコネクタ I/L異良lJ&!仰ぐ系「大電力増幅系ー不使用_1J)) 

村UI-C系 rKLYコネクタI!L異常:"2J& !(UI-<ご系「大電力増幅系一不使用_2J)) 

何日大電力1KLY異簡 出4ご系 rKLY異常_1J+lli-<ご系 rKLY異常三」

。R-C大電力1KLY出力異常) lli-<ご系 rKLY出力端反射異常・左1J +lli-C系 rKLY出力端反射異常・左2J

+口1-<ご系 rKLY出力端反射異常・右lJ+UI-<ご系 rKLY出力端反射異常・右2J

。R-<ご大電力1集束コイル電源異 (UI-C系「集束コイル電源異常一lJ&!(UI-<ご系「大電力増幅系'---~根調_1J )) 

常)

+(UI-C系「集束コイル電源異常三:J&!(UI-<ご系「大電力増幅系一不使用_2J)) 

加肥大電力1ヒーター電源異常) (UI-<ご系「ヒータ電源異常一lJ& !(UI-<ご系「大電力増幅系ー不使用一lJ)) 

+(UI-C系「ヒータ電源異常:"2J& !(UI-C系「大電力増幅系ー不使用_2J)) 

何fζ大電力1高電位盤異常) 出4ご系「高電位盤異常_1J+凹-c系「高電位盤異常乞2J

(UI-C大電力1ft計俗間源異常) 日4ご系「大電力増幅系ー嗣脚電源異常_1J+凹4ご系「大電力増幅え侃胸瞳源異常:"2J

(UIζ大電力1同調嗣胸盟エラー) 山ζ系「同調官脚器エラー~lJ +出〈系「向調骨腕酷エラー~2J

。Hζ大震力lTWT部異常) (UI-<ご系 rTWT部異常_1J& !(UI-C系「大電力増幅系一不使用ーlJ)) 

村UI-<ご系 rTWT部異常一.2J& !(UI-<ご系「大電力増幅系一不使用1_2J)) 

(UIぐ大電力lTWT電源異常) (UI-<ご系 rTwr電源異常一1J& !(UI-<ご系「大電力増幅系」不使用ーlJ)) 

村UI-C系 rrWT電源異常:"2J&!(UI-<ご系「大電力増幅系」不使用一2J)) 

何1-C大電力1真空度低) 何日系「真空間えlJ&!仰〈系「大電力増幅系J使用一1J)) 

+(UI-<ご系「真空間え2J&!(UI-<ご系「大電力増幅系ー不使用_2J)) 

何1-(京電力1水冷系流量低) 。R-<ご系「水冷系詐星{え1J&!(UI-<ご系「大電力増幅系」不使用一lJ)) 

村山ζ系「水冷系VifJ!:iえ2J&!仰〈系「大電力増幅系ー不使用_2J)) 

大電力増幅系 lC.2C (UI-C大電力共通異常片手.11-<ご大電力1流量低片手.H-C大電力1ダミー異常)+(UI-C大電力1火災発

生.)+(UIζ大電力lIP電源断)
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-I{lliζ大電力1コネクタ異常川1'/-<ご大電力1KLY異常}+{lHζ大電力1KLY出力異常川1'/-C式電力1集

束コイル電源異常)

-I{lli-<ご大電力1ヒーター電源異常}+{lHぐ大電力1高電位盤異常}+{lH-C大電力1嗣脚電源異常知{UI-C大

電力1同調申胸器エラー)

村1lI-C大電力lTWT部異常決(llI-<ご大電力lTWT電源異常計{UIζ大電力1真空度低}t{UIε大電力1水

冷系流量低)

(llI-C大電力2流量僚J 間〈系「コレクタ危酌dcuOJ&!仰〈系「大電力増幅系ー不使用_3J)) 

-I{lli-C系「コレクタ危険k位;"4J&!但日系「大電力増幅系ー不使用_4J)) 

(llIζ大電力2ダミー異常) 1lI-C系「ダミー異常 3J+1lI-<ご系「ダミー異常~4J

何1右大電力2火災発生) 凹 4ご系「火災検知 3J+凹ζ系「火災検知 4J

何1-C大電力2IP電源断) 。1'/-<ご系 rrp電源断_3J& !(llI-<ご系「大電力増幅系一不使用1_3J)) 

村口1-C系 r!P電源盤町二:4J& !(llI-<ご系「大電力増幅系一不使用1_4J)) 

(llIζ大電力2コネクタ異常) (llI-<ご系 rKLYコネクター!/L異常_3J& !(llI-<ご系「大電力増幅系一不使用1_3J)) 

村1lI-<ご系 rKLYコネクターI!L異常_4J& !(llI-<コ系「大電力増幅系ー不使用1_4J)) 

(llIζ大電力2札 Y異簡 1lI-<ご系 rKLY異常 3J+1lI-<ご系 rKLY異常 4J

回 ζ大電力2札 Y出力異常) 1lI-<ご系 rKLY出力端反射異常・左3J+口1-C系 rKLY出力端反射異常・左4J

+1lI-<ご系 rKLY出力端反射異常・右3J+1lI-C系 rKLY出力端反射異常・右4J

(llI-C大電力2集束コイル電源異 (llI-<ご系「集束コイル電源異常_3J& !(llI-<ご系「大電力増幅系」不使用1_3J)) 

簡

+(llI-C系「集束コイル電源異常~4J & !(llI-C系「大電力増幅系'--=1--s1珂_4J)) 

(llI-C大電力2ヒーター電源異常) (llI-<ご系「ヒータ電源異常UJ&!(llI-<ご系「大電力増幅系一不使用1_3J)) 

ベ1lI-<ご系「ヒータ電源異常~4J & !(llI-<ご系「大電力増幅系一不使用1_4J)) 

ρfζ大電力2高電位盤異常) 凶〈系「高電位盤異常乞3J+出4ご系「高電位盤異常~4J

(llIζ大電力2市胸庸源異常) 出4ご系「大電力増幅系市脚電源異常 3J+凶-C系「大電力増幅系市胸瞳源異常 4J

ρfε大電力2同調帝胸鴎エラー) 1lI-<ご系「同調市制翠色エラー 3J+1lI-<ご系「同調倍艇碍苦エラー 4J

(llI-C大電力2TWT部異常) (llI-<ご系 rTWT部異常_3J&!何1-C系「大電力増幅系L不使用_3J)) 

-I{lli-<ご系 rTWT部異常一4J& !(llI-<ご系「大電力増幅系'--~唄珂1_4J )) 

何fζ大電力2TWT電源異常) (llI-C系 rTWT電源異常_3J& !(llI-C系「大電力増幅系一不使用_3J)) 

刊1lI-C系 rTWT電源異常一4J&思R-<ご系「大電力増幅系一不使用1_4J)) 

(llI-C式電力2真空度低) (llI-<ご系「真空度fむ J& !(llI-<ご系「大電力増幅系J咽調_3J)) 

ベ口1-C系「真空度低一4J& !(llI-C系「大電力増幅系二不使用1_4J)) 

(llIぐ大電力2水冷系流量低) ρ-I-C系「水冷系Vii:I霊{え3J&!似-1-<ご系「大電力増幅系」不使用1_3J)) 

+{lH-<ご系「水冷系流量i見4J& !(llI-<ご系「大電力増幅え不使用_4J)) 

大電力増幅系3C.4C 何-I-<ご大電力共通異常い(llI-<ご大電力2流量低決(llI-C大電力2ダミー異常)+(llI-<ご大電力2火災発

生.)+(llIζ大電力2IP電源島町)

ベllIct電力2コネクタ異常》仰ζ大電力2KLY異常同封ζ大電力2札 Y出力異常川R-C大電力2集

束コイル電源異常)
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制改電力2ヒーター融問何力2高電位盤異常即

電力2同調借胸曙エラー)

刊U/-C大電力2TWT部異常)t{lR~ご大電力2TWT電源異常)t{lRぐ大電力2真空度低片手R-C大電力2水 l

冷系w:晶低)

別1-{式電力3流滋低) 。R-C系「コレクタ危勘地ー，5J& !(lH-C系「大電力増幅系J仮調1_5J)) 

t{UI~ご系「コレクタ危~l<üC6J &!何日系「大電力増幅系ー不使用_6J)) 

(lH-{式電力3ダミー異常) 出 4ご系「ダミー異常三J+U/~ご系「ダミー異常 6J

(lHε大電力3火災発生) U/~ご系「火災検知L..5J +U/-C系「火災検知一6J

何1-C大電力3IP電源断) (lH~ご系 rr p電源断~5J &!(lH~ご系「大電力増幅系二不使用1_5J )) 

刊U/~ご系 rr p電源断~6J &!(lH~ご系「大電力増幅系」不使用_6J )) 

間〈大電力3コネクタ異常) (UHご系 rKLYコネクタ r/L異常_5J& !(lH~ご系「大電力増幅系」不使用_5J )) 

t{UI~ご系 rKLYコネクタI!L異常~6J &!(lH~ご系「大電力増幅系，-;r~調_6J )) 

四 ε大電力3札 Y異簡 山-c系 rKLY異常三J+出ぐ系 rKLY異常 6J

仰心大電力3KLY出力異常) 出 4ご系 rKLY出力端反射異常・左5J+凶〈系 rKLY出力端反射異常・左6J

+出4ご系 rKLY出力端反射異常・右5J+凹〈系 rKLY出力端反射異常・右6J

(lH~ご大電力3集束コイル電源異 (lH~ご系「集束コイル電源異常_5J & !(lH~ご系「大電力増幅系一不使用1_5J )) 

常)

t{UI~ご系「集束コイル電源異常~6J &!(lH~ご系「大電力増幅系」不使用_6J )) 

別配大電力3ヒーター電源異常号 (lH~ご系「ヒータ電源異常むJ &!(lH~ご系「大電力増幅え不使用1_5J )) 

t{UI~ご系「ヒータ電源異常_6J &!問〈系「大電力増幅え不使用_6J)) 

似町大電力3高電位盤異常) 凹4ご系「高電位盤異常ー5J+凹4ご系「高電位盤異常乞6J

(lH-C大電力3ft計胤瞳源異常) 山 4ご系「大電力増幅系ー釘胸電源異常三J+凹-c系「大電力増幅系F胸電源異常~6J

(lHぐ大電力3同調制陶器エラー) U/~ご系「同調帝倣誠意エラー 5J +口1~コ系「同調動揺碍苦エラー 6J

何 fζ大電力3TWT部異常) (lH-C系 rTWT部異常_5J& !(lH~ご系「大電力増幅系一不使用1_5J )) 

岬R~ご系 rTWT部異常~6J &!(lH~ご系「大電力増幅系一不使用1_6J )) 

(lH-{式電力3TWT電源異尚 (lH~ご系 rTWT鍾瀕異常りJ &!(lH~ご系「大電力潜福え不使用_5J )) 

村U/~ご系 rTWT電源異常一.6J &!(lH-c系「大電力増幅系一不使用_6J)) 

似fζ大電力3真空度低) (lH~ご系「真空度低_5J & !(lH~ご系「大筒力増幅系，-;r~調_5J )) 

村U/~ご系「真空度低(..6J & !(lH~ご系「大電力増幅系」不使用_6J )) 

引1-{式電力3水冷系流量{助 (lH~ご系「水冷系流量低(..5J &!(lH~ご系「大電力増幅系一不使用1_5J )) 

t{UI~ご系「水冷系流量fえ.6J &!(lH~ご系「大電力増幅系一不使用_6J )) 

大電力増幅系5C.6C (lH-C大電力共通異常片(1mご大電力3流量低)t{lR-<ご大電力3ダミー異常)t{lR~つ大電力3火災発

生.)t{lRζ大電力3IP電源断)

t{UI-C大電力3コネクタ異常川R-C大電力3乱 Y異 常 川R-{汰電力3札 Y出力異常同1H京電力3集

東コイル電源異常)

村U/~ご大電力3ヒーター電源異常片(lH-C大電力3高電位盤異常)t{lR~ご大電力3市胸電源異常)t{lR~ご大

電力3向調借胸臆エラー)

- 40 -



JAERI-Tech 2003-032 

村lli-C大電力3TWT部異常)+{llHご大電力3TWT電源異常)+{lliぐ大泡力3真空度低，)+{lliε大電力3水

冷系流儀低)

ρ1ぐ大電力4流量低) ρl-{ご系「コレクタ危勘k位ー7J& !(llI-{コ系「大電力増幅系'-.. -'1'仮調一7J)) 

+(lli-{ご系「コレクタ危~J<ÜC8J &!仰〈系「大経力増幅え不使用_8J)) 

(llI心大電力4ダミー異常) 日-C系「ダミー異常~}J +出〈系「ダミー異常~8J

(llI..(決電力4火災発生) 出4ご系「火災検知一7J+凹ζ系「火災検知L...8J

。Hζ大電力41P電源断) 問〈系 rIP電源眠7J&!仰〈系「大電力増幅系一不使用一7J)) 

村U-I-{ご系 rIP電源断~8J & !(llI-{ご系「大電力増幅系」不使用1_8J)) 

ρ町大電力4コネクタ異常) (llI-{ご系 rKLYコネクターI!L異常一7J&!(llI-c系「大電力増幅系」不使用ー7J)) 

+{lli-{ご系 rKLYコネクターI/L異常sJ& !(llI-{ご系「大電力増幅系ー不使用1_8J)) 

ρ日大電力4KLY異常) 凹〈系 rKLY異常~7J +凹ぐ系 rKLY異常_8J

。且〈式電力4KLY出力異常) lli-{ご系 rKLY出力端反射異常・左7J+UHご系 rKLY出力端反射異常・左8J

+lli-{ご系 rKLY出力端反射異常・右7J +lli-{ご系 rKLY出力端反射異常・右8J

(UHご大電力4集束コイル電源異 引l-{ご系「集束コイル電源異常一7J& !(llI-{ご系「大電力増幅系一不使用_7J)) 

常)

+{lli~ご系「集束コイル電源異常_8J & !(llI~ご系「大電力増幅系J翠珂_8J )) 

。R-C大電力4ヒーター電源異常) (llI-{ご系「ヒータ電源異常_7J & !(llI-{ご系「大電力増幅系ー不使用一7J)) 

+(lli~ご系「ヒータ電源異常~8J &!仰〈系「大電力増幅え不使用1_8J)) 

(llI..(式電力4高電位盤異常) 山ぐ系「高電位盤異色7J+日〈系「高電位盤異常一8J

似l-ct電力4伽胸庵源異常) 山4コ系「大電力増幅え借脚電源異常~7J +凹4ご系「大電力増幅え嗣脚必源異常~8J

(llIぐ大電力4同調市胸躍エラー) 口l-{ご系「同調告咽車審エラー__ 7J +lli-{ご系「向調伽雌碍雲エラーー8J

何fζ大電力4TWT部異常) (llI~ご系 rTWT部異常~7J & !(llI-{ご系「大電力増幅系'-..1'仮調_7J)) 

+{lli~ご系 rTWT部異常ßJ & !(llI-{ご系「大電力増幅系'-..;r-sI珂_8J)) 

(llIζ大電力4TWT電源異常) (llI-{ご系 rTWT電源異色7J&!仰ぐ系「大電力増幅え不使用ー7J)) 

+{lli-{ご系 rTWT電源異常~8J & !(llI-C系「大電力増幅系」不使用1_8J)) 

ρI-C大電力4真空度低) (llI-{ご系「真空度低ー7J& !(llI-C系「大電力増幅系」不使用ー7J)) 

+{lli-{ご系「真空度低_8J & !(llI-{ご系「大電力増幅系'-..;r~用_8J )) 

何-I-C大電力4水冷系流量低) (llI~ご系「水冷系流量低_7J & !(llI-{ご系「大電力増幅系一不使用_7J)) 

+{lli-{ご系「水冷系流殴民一.8J& !(llI-C系「大丞力増幅系一不使用1_8J)) 

大電力増幅系7C・8C (llI-{ご大電力共通異常知(llI-C大電力4流燈低片(llI-C大電力4ダミー異常)+{lli-C大電力4火災発

生決(llIぐ大電力41P電源断)

村山ζ大電力4コネクタ異常川Hζ大電力4札 Y異常川R-C大電力4KLY出力異常川Hζ大電力4集

束コイル電源異常)

+{lli-{ご大電力4ヒーター電源異常)+{lli-{ご大電力4高電位盤異常)+{lli~ご大電力4伽脚電源異常)+{lli-{コ大

電力4向調帯腕聴エラー)

+{lli-C大電力4TWT部異常知-(lR-{ご大電力4TWT電源異常)+{lli-C大電力4真空度低;)+{lliぐ大電力4水

冷系流量低a
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反射3(1 C) 凹-C系「反射異常3_1J

反射3(2 C) 山-C系「反射異常3 2J 

反射3(3 C) 凹-C系「反射異常3 3J 

反射3(4 C) U/~ご系「反射異常3 4J 

反射3(5 C) 凹4ご系「反射異常3 5J 

反射3(6 C) U/..(ご系「反射異常3_6J

反射3(7 C) U/..(ご系「反射異常3_7J

反射3(8C) 出4ご系「反射異常3 8J 

アーク真空度(1C) 凹〈系「賦低一川係 rIP電概山〈系山検出左川〈系「アーク検出

右1J

アーク真空度 (2C) 出4ご系「真空度低 2J+山ζ系 rIP電源断 2J+出ζ系「アーク検出・担J+日 ζ系「アーク検出・

右2J

アーク真空度 (3C) 凹4ご系「真空間見3J+出ぐ系 qp電源町二3J+凹-C系「アーク検出・お'J+凶〈系「アーク検出・

右3J

アーク真空度 (4C) U/~ご系「真空度低，--4J +凶ζ系 qp電源務し4J+凹〈系「アーク検出・左4J+U/~ご系「アーク検出・

右4J

アーク真空度 (5C) 出 4ご系「真空度低一5J+凹4ご系 qp電源留し5J+凶-C系「アーク検出・左5J+出-C系「アーク検出・

右5J

アーク真空度 (6C) 出4ご系「真空度低一6J+凹-C系 rIP電源断:...6J+凹4ご系「アーク検出・左6J+凶〈系「アーク検出・

右6J

アーク真空度 (7C) 山4ご系「真空度低 7J+凹〈系 rIP電源断 7J+凶〈系「アーク検出・左7J+出〈系「アーク検出・

右7J

アーク真空度 (8C) 印4ご系「真空度低ι8J+凹-C系 rIP電源断:...8J+凹4ご系「アーク検出・左8J+凶〈系「アーク検出・

右8J

(UI~ごKLYコレクタ過電拘 日l~ご系 rKLYコレクタ過電流ー1J+凹ぐ系 rKLYコレクタ過電流2J +U/~ご系 rKLYコレクタ過

電話DJ+日4ご系 rKLYコレクタ過電流4J

+U/-C系 rKLYコレクタ過電流5J+山ζ系 rKLYコレクタ過電庇6J+凶〈系 rKLYコレクタ過

電話E_7J+凶ぐ系 rKLYコレクタ過電孔8J

(UI..(ご大電力増幅系高電位盤異 出4ご系「高電位盤異常ーlJ+山.-C系「高電位盤異常:_2J+U/~こ系「高電位盤異常~}J +山-C系「高電位

常) 盤異常乞4J

+凹-C系「高電位盤異常 5J+印〈系「高電位盤異常 6J+出4ご系「高電位盤異常:_7J+凶4こ系「高電位

盤異色8J

(UI-CKLYボディ過電拘 出 4ご系 rKLYボディ過電流1J+出ぐ系 rKLYボディ過電流2J+山ーC系rKLYボディ過電話C3J

+出-C系 rKLYボディ過電流4J

+日目系 rKLYボディ過電流~5J +印4ご系 rKLYボディ過電流6J+日・C系rKLYボディ過電流7J

+凹4ご系 rKLYボディ過寄託18J

(UI-C電源系異常) 出4ご系「アノード過電圧J+凹ぐ系「アノード不足電圧J+凹-C系 rRT過電流J+U日系 rRT出力

円
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電圧設定異常J+凹-C宗 rRT盤異常」

+凶4コ宗 rrT盤異常J+凹ζ系「電源装置表示盤異常」

(UI-<ごKLYコレクタ過電拘村山4ご大電力増幅系高電位盤異常)+(lH-CKLYボディ過電め+(UIζ電

源系異常)

+UI..(ご系「コレクタ電源過電圧，_lJ+lli"(ご系「コレクタ電漏邑電流1J+凹-C添「コレクタ電源過電圧 2J

+日4ご系「コレクタ電源過電流山

凹-C系「直瀞性装置異常一1J+凹-C系「直樹位装置異常ム+凹ζ系「直流発生装置異常一3J+印4ご

系「直流発生装置異常 4J

+UI..(ご系「クローパスイッチ盤異常 lJ+凹ζ系「クローパスイッチ盤異常 2J+凹ぐ系「クローパスイ

ッチ盤異常 3J+UI-C家「クローパスイッチ盤異常 4J

+日目系「平滑装置異常ー1J+凹〈系「平滑装置異常_2J+凶4ご京「平滑装置異常一3J+印-C系「平滑装

置異常 4J

+UI..(ご宗「平滑りアクトル異常一lJ+UI..(ご系「平滑リアクトル異常 2J+UI-C系「平滑リアクトル異常

3J +UI-C系「平滑りアクトル異常 4J

+出ζ系「非定常系3:t滴邑電流J+出4ご系「非定常系受電盤異常J+凹〈系「電源装置市腕潜実常J+凹4ご

系「非定常系不足電圧」

(!(UI..(ご系 rnCG1C..，:不使用J)&UI-C系「クロ-)~動作~)J ) 

+{!(UI-C系 rnCG2C_不使用J)&凶ぐ系「クローパ動{f..，;む)

(!(UI..(ご系 rnCG3C..，:不使用J)&凹-C系「クローパ動作~}J ) 

刊!(UI..(ご系 rnCG4C-，不使用J)&凹ぐ系「クローパ動作二;4J) 

出-C系「ユニット結合系アーク検出 (OR出力)J 
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別表2-3 lliRF (統合) 警報表示論理式

警報名 計算内容

(lli・Aアーク1) lli・A系「結合系アーク検出 1-1J+凹-A系「結合系アーク検出 1-2J +凹ーA系「結合系アーク検出

1-3J +lli-A系「結合系アーク検出1-4J

+出・A系「結合系アーク検出 1-5J +出-A系「結合系アーク検出1-6J +山-A系「結合系アーク検

出1-7J +lli-A系「結合系アーク検出 1-8J

(lli-Aアーク2) 山 -A系「結合系アーク検出2-1J+凹-A系「結合系アーク検出2-2J+山ーA系「結合系アーク検出

2-3J +口十A系「締合系アーク検出2-4J

+lli-A系「結合系アーク検出2-5J+出・A系「結合系アーク検出2-6J+印・A系「結合系アーク検

出2ー7J +lli-A系「結合系アーク検出2-8J

(lli-Aアーク3) lli・A系「結合系アーク検出3-1J +凶・A系「結合系アーク検出3-2J+凹ーA系「存在合系アーク検出

3 -3J +lli-A系「結合系アーク検出3-4J

+凹ーA系「結合系アーク検出3-5J +印ーA系「結合系アーク検出3-6J +凹-A系「結合系アーク検

出3ー7J +口I-A系「結合系アーク検出3-8J

(lli-Aアーク4) 凶 -A系「結合系アーク検出4-1J+凹ーA系「結合系アーク検出4-2J+山ーA系「結合系アーク検出

4-3J +lli-A系「結合系アーク検出4-4J

+凹-A系「結合系アーク検出4-5J+印・A系「結合系アーク検出4-6J+凹-A系「結合系アーク検 l

出4ー7J +lli-A系「結合系アーク検出4-8J

(lli-{ごアーク1) lli-{ご系「結合系アーク検出1-1J+lli-A系「締合系アーク検出 1-2J +lli-{ご系「結合系アーク検出

1 -3 J +lli-{;系「結合系アーク検出1-4J

+口I-{ご系「結合系アーク検出 1-5 J +lli-{;系「結合系アーク検出 1-6J +lli-{ご系「結合系アーク検出

1-7 J +lli-{ご系「結合系アーク検出 1-8J

(lli-{ごアーク2) 出 4ご系「結合系アーク検出2-1J+凶ーA系「結合系アーク検出2-2J+凶ぐ系「給合系アーク検出

2 -3J +lli-{ご系「結合系アーク検出2-4J

+凶4ご系「結合系アーク検出2-5J+出〈系「結合系アーク検出2-6J+山〈系「結合系アーク検出

2-7 J +口fぐ系「結合系アーク検出2-8J

(lli-{ごアーク3) 出-C系「結合系アーク検出3-1J+凹-A系「結合系アーク検出3-2J+凶〈系「結合系アーク検出

3 -3J +lli-{ご系「結合系アーク検出3-4J

+印4ご系「結合系アーク検出3-5J+印〈系「結合系アーク検出3-6J+凹〈系「結合系アーク検出

3 -7 J +lli-C系「結合系アーク検出3-8J

(lli-{ごアーク4) 山 4ご系「結合系アーク検出4-1J+出・A系「結合系アーク検出4-2J+凹〈系「結合系アーク検出

4 -3J +lli-{ご系「車音合系アーク検出4-4J

+凹ζ系「結合系アーク検出4-5J+出〈系「結合系アーク検出4-6J+凹ζ系「結合系アーク検出

4-7 J +凹ぐ系「結合系アーク検出4-8J

給合系似IR乃 出・A系「ユニット結合系アーク検出J+出〈系「ユニット結合系アーク検出」刊日-Aアーク1片(lli-A

アーク2)+(lli-Aアーク3)+(lli-Aアーク4)

村lli-{ごアークl)+(lli-{ごアーク2)+(lli-{ごアーク3)+(lli-{;アーク4)
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(lR冷却系電源異常ち rl次冷却棟J主常荊届電流J+ r 1次冷淘取し配電盤異常J+ r一次冷却民電源系異常」

ρf冷却ポンプ巽南 rp-IA_異常'J+ rp-IB...;異常J+ rp-2A_異常J+ rp-2B_異常'J+ rp-3Aー異常'J+ rp-3正異常J+ rp-4A 

異常J+ rp-4B異常」

(lR冷却水異常) 「一次冷却水温度高J+ r一次冷却水温度極高iJ+ r一次冷却水水量低J+ r，仲畑水質低J+ r一次冷却

水水質低J+ r一次冷ま¥l7.TJ<量注意」

一次冷却設備(lRR乃 。n冷却系電源異常同封冷却ポンプ異栴+{LH冷却水異栴trオーバーフロー骨k位異常J+r百官官破断」

+ rリザーパタンク水位異常J+ rリザーパタンク極捌く位」

+r電磁弁A状態J+ r電磁弁B状態」

定常系電源設備何R町 rt次冷却棟定常系過電流J+ r，力[掛電源棟定常荊畠電流J+r定常系停泊 +r定常系受篭島電流J+ 

「定常系受配電盤嗣胸腫異常J+ r定常系受議盤異常」

+ rRF増幅呈I s常系過電流J+ rRF増幅室II.J似R町J主常系過翻克J

S F 6(lRRη rSF6ガス循環異常J+ rS F 6ガス液化異常」

計算機lliRF) 「樹特配役割安縁U状態」

(lR-A現場指1脚エラー) 出 -A系「鹿極増幅系一僻胸電源異常'J+!(lR-A系「現場CAMAC盤電源盤入アンサJ)t!(lR-A系「本

体室計iI雌入アンサJ)

+凹.-A系「部崩姻醒伝送系光伝送ターミナル異常J+凹ーA系「開競醐酷非常停止発生J+凶.-A系「現

場僧胸睡A状態:j+日・A系「現場指1胸腫C状態」

+lli-A系「現場CAMAC盤A状態:J+lli・A系「現場CAMAC盤C状態」

似I-C芳楊制御エラー} 出 4コ系「励援増幅系」市l脚電源異常J+!(lR-C系「本体室計t目雌入アンサJ)t凶ぐ系「現場僻胸躍伝送

系光伝送ターミナル異常J+日-c系「現場借蜘腫非常停止発生』

+lli-C:系「現場借畑醒A状態U+lli-C系「現場申胸躍C状態J+lli'{ご系「現場CAMAC盤A状態:J+口-I-C

系「現場CAMAC盤C状態」

現場倍1胸職備(lRR乃 印-A系状態収集装置未接続状態+凹ζ系状態収集装置未接続状勝。.H-A現場信網江ラー)

A状噴日IRF) 日・A系「ユニット 1A状態J+日・A系「現場CAMAC盤A状態J+凹-A系「現場市胸瞳A状態J+印〈

系「ユニットI1I_A状態J

+lli.{ご系「現場CAMAC盤A状態U+lli'{ご系「現場市胸瞳A状態」

B状態l(lRR町 印-A系「ユニット I_B状態J+凹4ご系「ユニットI1IJ闘えも

C状主唱.HR乃 山 -A系「ユニット I_C状態:J+凹-A系『現場CAMAC盤C状態J+凹ーA系「現場銅胸躍C状態:j+凹〈

系「ユニットIIU::;tえ態」

+日-C:系「現場CAMAC盤C状態:J+凹ε系「膿脚胸醒C状態」

中央楓胸「設備似Rη 「中央指胸入出力部未簸続状態J+ r:崩乍端末未接続状態」

p
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別表2-4 ICRF系警報表示論理式

警報名 計算内容

励振増幅系D I口u'系「励援増幅系異常」

大電力増幅系 10 ICRF系「大電力増幅系異常， 1J 

大電力増幅系 2D ICRF系「大電力増幅系異常一2J

大電力増幅系 3D IαF索「大電力増幅系異常 3J

大電力増幅系 4D 配町系吠電力増幅系異常乞4J

大電力増幅系 5D ICRF系「大電力増幅系異常一5J

大電力増幅系6D IαF系「大電力増幅系異常一6J

大電力増幅系7D ICRF系「大電力増幅系異常 7J

大電力増幅系 8D IαF系「大電力増幅系異常二8J

伝送系。αη I口町系「伝送系異常」

反射2_1(tαη IαF系「反射異常2検出 1J

反射2_2(tα乃 Iぼ師、「反射異常Z検出L)IJ

反射2_3(11αη IαF系「反射異常2検尚LIIIJ

反射2_4(lCRF) ICRF系「反射異常Z検出 NJ

反射2_5(tほ吟 IぼF系「反射異常搬出i_VJ

反射2_6(tαη IαF系「反射異常識出 VIJ

反射2_7(tαη IαF系「反射異常検出羽」

反射2_8(11α町 IαF系「反射異常2検出四」

反射3_1(1αη IαF系「反射異常3検出 lJ

反射3_2(1αη ICRF系「反射異常3検出 2J

反射3_3(1αη IαF系「反射異常3検出ー3J

反射3_4(1口u') IαF系「反射異常3検出，_4J 

反射3_5(1αη IαF系「反射異常3検出 5J

反射3_6(11αη ICRF系「反射異常3検尚L6J

反射3_7 (1'αη ICRF:系「反射異常3検出一7J

反射3_8(11αη ICRF系「反射異常3検出L8J

SF 6(1α町 IαF系rSF6循環装置異常J+1'αF系rSF6循環装置ガス圧低J+1'αF系rSF6循環装置冷却水異常」

カソード過電流I(1CR町 。CRF系「カソード過電流~H-lJ +ICRF系「カソード過電流，-1ーlJ+ICRF系「カソード過電流~L一

lJ )& !(lCRF系「大電力増幅系不使用ーlJ)

カソード過電流2(1CRη 。αF系「カソード過電流，-H-2 J +ICRF系「カソード過電涜，_1-2J+~αF系「カソード過電流，_Lー

2 J )& !(lCRF:系「大電力増幅系不使用i_2J)

カソード過電流3(1αF) 。αF系「カソード過電流H・3J+ioαF系「カソード過電流:_I-3J+配町系「カソード過電流~L一

3J降りCRF系「大電力増幅系不使用 3J) 

カソード過電流4(1αη 。αF系「カソード過電流，-H-4 J +ICRF系「カソード過電流 1-4J +旧主F系「カソード過電流 Lー

4J )& !(lCRF系「大電力増幅系不使用， 4J) 
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カソード過電流5QCRF) (lCRF系「カソード過電流H・5Jぽ町系「カソード過落札1-5J+IC町系「カソード過電坑L一

5J )&!(IαF系「カ電力増幅系不使用1_5J)

カソード過電流6(11α町 。α F系「カソード過電坑H・6J+11囚F系「カソード過電流~I -6J +1'α{F系「カソード過電流 Lー

6 J )& !(l1αミF系「大電力増幅系不使用1_6J)

カソード過電流7(11αη 。口ミF系「カソード過電流~H-7J +1αF系「カソード過電流~I ー 7J +1'α{F系「カソード過電流~L一

7J降!(lC町系「大電力増幅系不使用ー7J ) 

カソード過電流8(1αη 。c町系「カソード過電流~H-8J +1四 F系「カソード過電流:_I-8J+1'αF系「カソード過電流....L一

8J浮!(I'αF系「大電力増幅系不使用_8J)

火災侭::R町 Iα{F系「火災発生」

DS設定。αu') IαF系 rDS設定異常」

クローパ動作l(1CR乃 JCRF:系「クローパスイッチ醐'f_1J

クローパ動作2(11αη lCRF系「クローパスイッチ動作ー2J

クローパ醐恒e印ト) ICRF系「クローパスイッチ動作一3J

クローパ動作4侭コR吟 I口{F系「クローパスイッチ動fL4J

スタブ府旺) IαF系「入射停止スタブ装置市胸理江 +1αF系「スタブ冷却系異常J+ICRF系「スタブ駆動装置異常」

伝込系 SF6(1CRF) ICRF系「伝送系SF6ガス圧異常IJ+1'αtF系「伝送系SF6ガス圧異常IIJ+ICRF系「伝送系SF6ガス

圧異常llIJ+~ほF系「伝送系SF6ガス圧異常的

現場指1胸駿備。αη ICRF系「運転借胸瞳非常停止J+1口tF系「郡擁噛腫A状態J+1αF系「現場市胸盤C状態:J+1'αF系「現

場CAMAC盤A状態」

+IC即系「現場CAMAC盤C状態J+IC悶執態収集装置未接続状態

。αFプレートエラー1) ICRF:系「プレート過不足電庄一2J+1'ぼF系「プレート過不足電圧~3J +IC町系「プレート過不足電庄一5J

+ICRF系「プレート過不足電圧，-6J

プレート電源(大)増幅室II ICRF系「電源装置表示盤異常J+ICRF系「高電位盤異常ー断路器設定異常'J+(11αFプレートエラー1)

プレート電源(低中)増幅室 IαミF系「電源装置表示盤異常J+限 F系「高電位盤異常J繍器設定異常J+限F系「プレート過不足電EE_

II lJ +ICRF系「プレート過不足電圧，-4J

。αF電源エラー1) IαF系「非定常系特高配電盤異常J+ICRF系「電源装置骨胸瞳異常'J+1'四 F系「平滑盤異常'J+1'αF系「ク

ローパスイッチ盤異常J+ICRf系「電源設備異常」

+IαF系「加熱電源棟非常停止発生」

。αFプレートエラー2) IαF系「プレート過電流 2J+11αF系「プレート過電流 3J+IC町系「プレート過電流 5J+ICRf系「プ

レート過電流 6J

プレート電源(大)電源棟 IαtF系 rDCG過電流lJ+1αF系 rDCG過電流2J+11ぼ F系「直訴斑生装置異常二lJ+1'αtF系「直

流発生装置異常 2J+1αF系「プレート過電流 lJ

+ICRF系「プレート過電流 4J刊IαF電源エラー1)

プレート電源(低中)電源棟 ICRF系 rDCG過電流 3J+1αF系 rDCG過電流4J+11αF系「直託部生装置異常ー3JHCRF系「直

流発生装置異色4J+(1αFプレートエラー2)

+。αF割車エラー1)

結合えSF 6(1CR町 ICRF系 rSF6循環装置異常J+ICRF系 rSF 6循環装置ガス圧{由 +ICRF系rSF6循環装置冷却水異常」

可
4

凋
吐
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A状問αF) IαF系「ユニットNA状態J+1αF系「現場CAMAC盤A状態J+11αF系「現場借腕瞳A状態」

B状態。αη IαF系「ユニットN耐えも

C状態。αη IαF系「ユニットNCiえ態J+11αF系「現場CAMAC盤C状態J+11αF系「現場倍蜘盤C状態」

中央嗣胸駿備。α町 中耕畑駿備何浪乃

計算機】CRF) 計算蜘皿町

定常系電源設備。αη 定常系電源設備似R乃

一次冷却ぷ備。αη 一次冷却設備何R乃

真空排気設備。α巧 真空排気設備(lliR町
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国際単位系 (8I)と換算表

表 1 SI是正広単位および補助単位

量 名 称 記号

長 さ メート Jレ m 

質 重量 キロ グ ラ ム kg 

時 間 秒、 s 

電 告在 アンベア A 

熱力学温度 ケルビン K 

物質量 モ Jレ mol 

光 度 カンテr ラ cd 
一一一一一 一一一一一 一一一一
平面角 ラジ ア ン rad 

立体 角 ステラジアン sr 

表 3 国省の名称をもっ SI組立単位

量 名称 記号 他の SI表単現位
による

周 波 霊堂 J¥ Jレ ツ Hz S-I 

力 ニュートン N m.kg/s' 

圧力 応 j) ノマスカ Jレ Pa N/m' 

エネルギー，仕事.剤費 ジュー Jレ J N.m 

工率.放射 東 ワ .， ト w J/s 

電気量，電街 クーロン C A・s

電位，電圧，起電力 ボ Jレ 卜 V W/A 

静 電 句企宅~ 雪量 7 ァラド F C/V 

電 気 11l t五 オ 1... Q V/A 

コンタクタ ス ジーメンス S A!V 

磁 3転 ウ ェ ー ノ イ Wb V.s 

磁 束 密 理主 ア ス 7 T Wb/m' 

インダクタン ス へンリー H Wb/A 

セ Jレシウス温度 セルシウス度 。C

光 東 Jレーメン 1m cd. sr 
昭 理主 ，レ ク ス Ix lm/m' 

放 射 首位 ベクレル Bq S-I 

吸 収・線 震を グ レ イ Gy J/kg 

線 量 当 震シーベルト Sv I J/kg 

lbf 

0.224809 

2.20462 

粘度 1Pa.s(N・5/m')=10P(ポアズ)(g/(cm.s)) 

動粘度 lm'/s=10唱t(ストークス)(cm'/s) 

臨
す

る
-
ー

れ一品一一面

さ

-
用
ナ
ー

併
一

と
一
称

v
-
A
-

円

D

-
2
-
名

表
一

分 . 時 ， 臼

度，分，秒

min. h. d 
。

表 5 SI接頭語

倍数 接頭語 記号

10 ' • エクサ E 

10" '‘E タ P 

1012 ア 7 T 

10' ギ ヵー G 

10' メ ガ M 

10' キ ロ k 

10' ヘ デ 卜 h 

10' ア カ da 

10-1 ア シ d 

10-' センチ c 

10-' 、、、 ロ1

10-' 7 イクロ μ 

10-' ナ ノ n 
10-12 ピ コ P 
10-" フェム卜 f 
10-1• ア ト a 

(注)

1. 表 1-5は「国際、単位系」第5版.国際

度量衡局 1985年刊行による。ただし.1 eV 

および 1uの値は CODATAの1986年推奨

値ICょった。

2 表 41Cは海里，ノット，ア -)V，ヘクタ

-Jレも含まれているが日常の単位なので乙

乙では省略した。

3. barは. JISでは流体の圧力を表わす場

合IC限り表 2のカテゴリーに分類されてい

る。

4. EC閣僚理事会指令では bar. barnおよ

び「血圧の単位JmmHgを表2のカテゴリ

IC:入れている。

圧 MPa(=10 bad kgf/cm' atm mmHg(Torr) Ibflin'(psil 

1 10.1972 9.86923 7.50062 x 10' 145.038 

力 0.0980665 I 0.967841 735.559 14.2233 

0.101325 1.03323 1 760 14.6959 

1.33322 x 10-' 1.35951 x 10-' 1.31579 x 10-' 1.93368 x 10-' 

6.89476 x 10-' 7.03070 x 10-' 6.80460 x 10-' 51.7149 

100 

照
射
線
量

リットル 11.L 
トン It 

電子ボルト IeV 
原子質量単位 lu

1 eV=1.60218 x 10叶 'J

1 u= 1.66054 X 10-27 kg 

表 4 SIと共に暫定的に

維持される単位

名 称 ~è 号

オングストローム A 
ノ〈 ン b 
J、 Jレ bar 
カF Jレ Gal 

キ ユ Ci 

レ ン ト ゲ ン R 

7 ド rad 

レ 正‘ rem 

1 A= 0.1 nm= 10-10 m 

1 b=100 fm'=10-ZB m' 

1 bar=O.1 MPa=10'Pa 

1 GaI=1 cm/s'=10-'m/s' 

1 Ci=3.7xl0'.Bq 

1 R=2.58x 1O-'C/kg 

1 rad = 1 cGy = 1O-'Gy 

1 rem= 1 cSv= 10-' Sv 

換 算 表

エ J(=IO' erg) kgfom kWo h cal(計震法) Btu ft 0 Ibf eV 
不

Jレ l 0.101972 2.77778 x 10-' 0.238889 9.47813 x 10吋 0.737562 6.24150 x 10'. 
ギ

9.80665 1 2.72407 x 10→ 2.34270 9.29487 X 10-3 7.23301 6.12082 x 10" . 
仕 3.6 x 10' 3.67098 x 10' 1 8.59999 x 10' 3412.13 2.65522 x 10' 2.24694 x 10" 
事. 4.18605 0.426858 1.16279 x 10-' 1 3.96759 x 10-3 3.08747 2.61272 x 10" 
熱
置 1055.06 107目586 2.93072 x 10-' 252.042 l 778.172 6.58515 x 10" 

1.35582 0.138255 3.76616 x 10-' 0.323890 1.28506 x 10 -3 8.46233 x 1018 

1.60218 x 10
0 

1.63377 x 10-'. 4.45050 X 10-26 3.82743 X 10-20 1.51857 X 10-22 1.18171 x 10ー円

』-nu 
l
 

x
 

nu 

可

d
内

dnv 

句

F
内
ノ
U
H

r

一一一
放

射

能

吸
収
線
電

Ci 

1 cal = 4.18605 J (計量法)

= 4.184 J (熟化学)

=4.1855J (15・C)

= 4.1868 J(国際蒸気表)

仕事率 1 PS (仏馬力)

= 75 kgC.m/s 

= 735.499 W 

R 

3876 

線
量
当
量

100 

rem 

(86年 12月26日現在〕




