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核燃料施設デコミッショニング、に関する技術調査 (8)

(遠隔操作技術、切断技術)

(調査報告書)

小川竜一郎..石島昇$

要旨

核燃料施設のデコミッショニングや設備更新を行う場合には、設備・機器・建家

構造物等の解体撤去に当たっては、作業者の被ぱく低減のため、遠隔操作により、

測定・除染・解体等の作業を行う必要がある。これらの作業に有効な遠隔操作技

術について、国内外における開発の動向、実績等の調査と国内の一般産業界で

使用されている切断技術のうちデコミッショニングに適用可能な機器について調査

を行った。

遠隔操作技術の調査項目は、技術の概要、技術仕様、用途、使用環境条件、

適用性、装置の外形図あるいは写真、適用実績、開発期間またはメーカ、開発状

況等である。

また、遠隔操作技術に利用される駆動機構センシング、制御等の要素技術につ

いても最近の開発動向を調査し、切断技術については、技術の概要、適用条件、

切断能力、切断によって発生する 2次廃棄物の情報等について調査を行った。

*大洗工学センター照射施設運転管理センタ一環境保全課
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1.まえがき

核燃料施設のデコミッ、ンョニングや施設更新における設備・機器・建屋構造物等

の解体撤去にあたっては、作業員の被ぱく低減のため遠隔操作による測定、除染、

解体等の作業が行われる。

これらの作業に際して、有効な遠隔操作技術の国内外における開発実績、開発

動向等について最近の状況を調査した。また、国内の一般産業界で使用されてい

る切断技術のうち、デコミッ、ンョニングに適用可能な切断技術について調査した。

(1)遠隔操作技術の調査

原子力施設の改造、解体撤去において、作業員の被ぱく低減等のために利

用されている遠隔操作技術について、核燃料施設に適用できる遠隔操作技術

を国際会議や専門誌およびメーカーのカタログ等から調査した。調査の対象とし

た情報は 67件であり、調査項目は、概要、技術の仕様、用途、使用環境・条

件、適用性、外形図あるいは写真、適用実績、開発機関またはメーカ、開発状

況等である。

また、遠隔操作技術の中で使用されている駆動機構、センシング、制御等の

要素技術についても最近の開発動向を調査した。

(2) 切断技術の調査

国内の一般産業界で使用されている切断技術のうち、デコミ、yショニングに適

用可能な切断技術について、メーカのカタログ等の情報をもとに調査した。調査

の対象とした情報は 51件であり、調査項目は装置名、概要、処理能力、適用

可能な材質、運転条件、 2次廃棄物量等である。
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2.遠隔操作技術の調査

2.1 調査の目的及び概要

原子力施設の設備更新やデ、コミッショニング、等において使用されている、あるい

は開発中の遠隔操作技術について調査した。遠隔操作技術の調査は、既に平

成 3年度に実施されており、調査内容の重複をさけるため本調査は 1992年から

1996年までの技術情報を対象とした C 調査では、表 2.11こ示す調査表に従い技

術情報を収集している z

項目は遠隔操作技術について技術名称、仕様、使用環境および使用状況、

制約条件、実績あるいは開発状況、特徴、開発機関等とした。また遠隔操作ー技

術の要素技術として駆動機構、センシング、制御等の要素技術についても最近の

開発動向について調査を行った。

2.2調 査方法

調査は国内外の原子力関連の国際会議、学会誌等の文献、メーカのパンフレッ

ト、カタログ類等の技術資料を収集しその内容を調査した。その他、 jICST科学技

術文献ファイノレより関連文献のキーワード検索を行い、検索された文献について調

査を行った。検索は 1992年から 1996年までの文献とし、キーワードは「原子力施

設 J、「遠隔操作Jとした。検索された文献は 39件であり抄録の内容から適切な資

料を収集し調査した。

2.3 調査内容

調査結果はアメリカ 16件、カナダ 4件、イギリス 9件、フランス 8件、ドイツ 8件、

日本 22件の計 67件である。調査表を付録 lに添付し、以下に調査内容の詳

細を示す。

2.3.1国別調査

(1)アメリカ

TMIの復旧に際し、放射線環境下における遠隔検査、遠隔作業を行う多くの遠

隔操作技術が開発，適用された。また軍事用施設の解体にも遠隔作業用マニピ

ュレータ等各種の技術が使用されており、特に放射線における環境条件の遠隔モ

ーの-
'-
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ニタリングに多くの実績がある。 LDUAはハンフォードの地下貯蔵タンク内面の検査

に使用されるアーム長約 4.1mの多自由度の機械式マニピュレータである(A-003)。

現在、検査の他にハンドリングあるいは切断等の実証が進められている。 TAITAN、

GAMMAシリーズマニピュレータは取扱重量 110kgの作業が可能なマニピュレータ

でホットセルの保守、解体に多くの実績がある(A-OO1)。遠隔操縦自走式ロボットで

は 3連のクローラを持つ環境状況のモニタリング及び作業が可能な ANDROS

MARK V-Aが原子力関係の他、軍、警察等に約 300台の実績を持っている(A-

004)。また水中モニタリング用として ROV(A-010)EROV(A-006) が実用化され、

原子力発電所の使用済燃料貯蔵プール等で使用されている。カナダで特長的な

技術は長リーチで重量物の取扱いができる SPAR一2500ロボットであり(C-002)、

8.5mのリーチを持ち 1，134kgの重量を取り扱うことができる。

(2)フランス

遠隔装置の廃止措置活動への適用性を検討することを目的として 1980年から

1990年にかけて大型のプロトタイプの機器が多く開発された。主な遠隔機器の概

要は次の通りである。

PIADE 

ATENA 

OSCAR 

: 7mの高さまで MA23(重量 250kg)マスタースレーブマニピュレ

ータを取扱える遮蔽付のテレスコピック式キャリヤー(F-OO1) 

:6mの高さで全方向に 6mの範囲をカバーでき、 MA23、

RD500(重量 400kg)を取扱うことが出来る遮蔽付のテレスコ

ヒ。ツク式多間接キャリヤー(F-O0 2) 

: ROMAIN(アーム)を搭載し簡単な検査、切断、把持作業を行

う自走車

SCDOTER : G2、G3原子炉の大口径配管を遠隔熱切断するための工具

ホルダ-

AEPTILE 配管内部を移動する検査装置

PIADEは長さが 4m以下の区域で天井の高い施設で使用され、多数のセル、

PWR実用炉等に使用された。 ATENAは多関節のアームを持ち、長さが 10mの室

内で使用され ATIの再処理施設、大規模発電所(G1、G2、G3)の解体に使用さ

れた。この二つのキャリアーは天井部からアクセスするものであり、この考え方は

WAGR(イギリス)グンドレミンゲン発電所(ドイツ)の解体に採用された。上部からアク

-3-
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セスする方法の利点は次の通りである。

・ーキャリアは安定しており装置が転倒することがない c

・一施設は建設、運転上、上部からのアクセスは常に可能な設計となって

し、る。

MA23は 6自由度の力フィードパック式マニピュレータ(F-OI0) で PIADEキャリヤ

ーに設置され ELAN2Bプロジェクトに数年間使用された。また 2台の MA23が

ATENAに装荷され、 1993年まで解体作業に使用された。現在 MA23は 18ユニ

ット製造され、 5カ国で使用されている。更に切断作業マニピュレーションシステムの

開発としてプラズマトーチ等の切断器を取付けた RD500の開発が行われている他

(F-004)、イタリアと共同で開発している切断用マニピュレータ MASCOT4(F-OU5)

があり、これで EUREXのベッセルの解体試験を行っている。

(3)ドイツ

ニーダライヒバッハ原子力発電所の解体に圧力容器の解体に使用されたロータ

リーマニピュレータをはじめ各種の遠隔操作技術が使われており、イタリアと TRRと

いわれる配管切断用遠隔操作機器(G-003)、狭隙部ハンドリング用として

TELBOTといわれるマニピュレータシステムが開発されている。特に CECの研究開

発プログラムとして油圧駆動の長アームマニピュレータ EMIRがカールスルーエ研

究所で開発されている(G-007)。カールスルーエ研究所で開発中の CATROB(G-

006)はガントリークレーンと工業用ロボットを組合せたものであり、遠隔自動モードで

の適用を目的としてシミュレーション、知的制御の研究を行っている。

(4)イギリス

ウィンズケールパイル及び WAGRの解体に RHMとしづ遠隔解体装置によりマニ

ヒ。ュレータを操作して酸素ガス切断を使用している(E-002)。イギリスでは核燃料施

設における作業、保守、解体に多くの特長のあるマニピュレータを使用しており

100kgの取扱い重量を持つ RM7(E-001)、一般産業を含め多くの実績を持つ

TA9(E-005)、エンドエフェクターの交換速度を改良した 210kgまでの重量物ハン

ドリング用 STORM(E-006)等が実用化されている。 NEATER(NUCLEAR

ENGINEERD ADVANCED TELEROBOT)は耐放射線性のある部品を使用し、ウ

インズケール固化プラントの廃棄物ドラム搬送の他、検査、サンプリング、フィルター

の交換等の保守作業に使用されている。

-4 -
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(5)日本

JPDRの解体に作業員の被ばく低減化を目的としていくつかの作業が遠隔で実

施された実績がある他、動力炉核燃料開発事業団、電力会社、メーカ等が原子

力施設の解体を目的とした遠隔操作技術の開発と実証試験が行われている。ま

た建設会社では作業の安全性の向上、省力化を目的として多くの自動作業ロボ

ットを開発、使用しており、原子力施設への適用性も高い(]-001、J-016等)。

2.3.2要素技術

(1)マニピュレータ

表 2.2に現在原子力施設で使用されているマニピュレータの例を示す。 14のマ

ニピュレータが力フィードパック機能を持つ。これらのマニピュレータは取扱い重量が

10kgから 114kgであり、到達距離(リーチ:肩から手首までの最大の長さ)は 1mか

ら 2.45mの間にある。また大部分のマニピュレータは rTEACHAND REPEAT Jの

作業に使用されている。それ以外に力フィード、パックを持たない 6軸のマニピュレー

タがある。このグ、ループはより長いりーチと大きな取扱い能力を持つ。いくつかのマニ

ヒ。ュレータはガントリーに取り付けられる様特別に設計され、強固なテレスコピックア

ームを持ち作業能力を増大させている。

(2) 駆動機構

産業用ロボット用の駆動機構としては、使用している駆動エネルギーで分類して、

電気アクチュエー夕、油圧アクチュエー夕、空気圧アクチュエータの 3方式がある。

これらはそれぞれ異なる特長を有するためロボットの用途、使用環境、条件を考慮

してそれらに適した駆動方式を採用する必要がある。

①電気アクチュエータ

電気方式の特長として、

・制御方式が電気に統一されているため保守が容易 0

.油圧配管の工事、移設かつ不必要。

・廃油処理、油漏れがなくクリーンな方式である 0

.温度特性が安定

が上げられるが一方アクチュエータが大きくなるとしづ欠点があり、また歯車、リ

ードスクリューなどの機構が必要で大きな力を必要とする場合コストが高くなる。

したがって大きな力を必要とする場合は電気サーボモータの回転で油圧ポン

r 
d 
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プを回し、操作部に油圧シリンダや油圧モータを用いることも行われている。産

業用ロボット等に使用されているものに DCサーボモータや ACサーボモータ

がある。 DCサーボモータは、ブラシを有するためその保守が必要であるが、 AC

サーボモータは、この欠点を取り除くために開発が進められたブラシレスのもの

で、現在、広い範囲で使用されている。

②油圧アクチュエータ

油圧サーボシステムは、アクチュエー夕、サーボ弁、検出器、制御回路などから

構成される。制御弁とアクチュエータとしての油圧シリンダあるいは油圧モータ

を組合せたものが一般的に油圧サーボモータと言われており、建設機械など

に多く使用されている。油圧アクチュエータは次の特長を有している。

・アクチュエータの寸法が小さく取付けが容易である。

・大きな力が得られる。

・回転力を直線運動に変更する機構が不要である 0

.自由度が増えても油圧源を共用できる。(経済的)

.高温下でも使用可能。

・防爆構造が容易 0

.高速、高精度。

この様に多くの利点を有するため産業用ロボットメーカの多くが油圧駆動方式

を採用している。油圧式の欠点としては、ウォーミングアップ、油の劣化による

交換、油漏れなどの問題がある。

③空気圧アクチュエータ

空気圧サーボシステムは、アクチュエー夕、サーボ弁、検出器、制御回路などか

ら構成される。防爆性、自己冷却性をアクチュエータ自身が持ち、他のアクチ

ュエータには見られない優れた特徴を持っている。特に電気、油圧式に比べて

安価であり油圧に比べて保守が容易なこと、低出力において出力/重量比の

高い値を得ることが出来る特長がある。しかし、高圧化が困難なため(10----20

kg / cm 2が限度)油圧ほどの出力が得られない。したがってこの方式は高精度

な位置サーボを必要としない手先部や、プレイパック制御を必要としない簡易

なロボットに多く採用されている。アクチュエータの研究としては機能、機構の柔

軟さと小型軽量で高い瞬発力を出せるアクチュエー夕、滑らかな動作を可能と
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する変速機構の開発が進められている。また新しい概念として軽量で柔軟性

に富み、空気圧で収縮、弛緩することが可能なゴム人工筋の研究が行われて

おり、油圧シリンダと比較すると約 60倍ほど出力/重量比が高いとしづ結果も

得られているが、高出力化に問題がある。

(3) センシング

センサにはロボット自身の位置姿勢や速度や加速度を測る内面センサと外部環

境や作業状況を把握するための外面センサがある。

内面センサはロボット自体の状態の計測を行うためのセンサで、サーボ的な動作

制御に不可欠なものであり、①特定位置、角度センサ、②任意位置角度センサ、

③速度角度センサ、④加速度センサ、⑤傾斜角センサ、⑤方位角センサ、⑦力・ト

ルクセンサ、③その他に分類される。

①特定位置、角度センサ

ロボ、ットのキャリブレーション時点の原点出しゃオーバランの検出あるいは位置

決め等の目的で使用される。マイクロスイッチ、フオートインタラプタ(発光ダイオ

ードとフォトトランジスタをある間隔をおいて対向されたもの)がある。検出精度は

前者で+1回、後者で 0.5皿である。マイクロスイッチには磁気式センサおよび

磁気式スイッチ(無接触の磁気型微小位置検出器及びスイッチ)近接スイッチ

(近接体と検出コイルとの間の電磁誘導作用を利用して位置関係を検出す

る。)などが使用される。

②位置、角度センサ

ロボットの関節の並進変位や角変位を計測するセンサで、位置フィード、パック

制御に使用される。ポテン、ンョメー夕、レゾルノミ(交流励磁形の角度検出器)、

エンコーダ、関節各センサがある。

③速度、角速度センサ

アクチュエータの速度フィードバック制御に欠かせない機能である。②の変位セ

ンサの併用が多い。これ以外にパルスジェネレー夕、タコメー夕、ジェネレータがあ

る。

④加速度センサ

ロボットの高速化、高精度化の要求に従い、振動が問題となってきた。そこで

加速度センサを各リンクに装置し、振動加速度を検出し、各リンク根元のアク

-7-
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チュエータにフィードパックしたり、ハンド部に装置したセンサによって得られる加

速度を数値積分してフィード、バックすることが行われている。センサにはひずみ

ゲージ型加速度センサ、サーボ型加速度センサ、圧電型加速度センサがある。

⑤傾斜 角センサ

傾斜角センサは重力の方向を検出することにより行われ、マニピュレータのエン

ドエフェクタや移動ロボットの姿勢制御などによって液体式、鉛直接り子式、ジ

ヤイロ式がある。

⑤方位角の測定

非固定経路を対象とする自律移動形のロボ、ットにおいては姿勢制御のために

傾斜角の計測とは別に時々刻々の自分の位置を検知する必要があるが、ジャ

イロスコープや地磁気センサが使用されている。

⑦力、トルクセンサ

ひずみゲージを利用した応力検出器、圧力検出器、トノレク検出器がある。

③ その他

温度検出、振動検出等のセンサが使われている。

外界センサには視覚センサ、触覚センサ、力覚センサ等がある。原子力施設にお

ける遠隔操作ではモニタリング技術、位置認識技術が重要である。

①触覚センサ

外界や対象物とロボットの力学的な関係、例えばハンド部の力やすべりを検出

するもので物に接触することに得られるものでひずみゲージ、パルス発生器があ

る。触覚は接触覚、圧覚、力覚、すべり覚に分類される。表 2.3に工学的触

覚センサ、検出方法を示す。また表 2.4に触覚の問題点と開発項目を示す。

②視覚センサ

環境や対象物の状態、例えば位置などの空間パラメータや特徴などを把握す

るもので ITV、イメージセンサがある。

③モニタリング

対象物の目視点検、重視、作業環境の把握、作業状況の把握等を目的とし

たモニタリングに使用される技術のうち視覚によるモニタリングはカメラ(CCDカメ

ラ)によるものが主であり、水中の場合耐水性ケース内に納めて行う目視モニタ

リング(F-006、G-005、J-006)放射線下の場合ファイパースコープ、各種耐放
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射線カメラが実用に供されている。また移動ピークル、マニピュレータに小型カメ

ラを搭載し、作業環境作業状況をモニタリングする方法が行われている。耐

放射性についても 1Q"Gyまでのカメラが開発済で使用されている。遠隔操作

で保守、修理を行う場合操作が容易に出きる様に奥行きの認識が得られる 3

次元表示装置または立体視覚システムの開発が進められ、イギリス AEAで開

発が進められている。 1)

ロボットに放射線測定機器、マイクロフォン、サンプリング機器を取り付けた遠隔

モニタリングが実用化されている。遠隔自走車の位置認識技術ではエンコーダ

による移動量の積算による位置認識、外界センサにより外部の基準点を計測

することにより位置を検出する方法(ラインあるいはマークを視覚センサやレーザ、

赤外線により検出する)と両者の組合せがある。

一般にロボットを操作する方法には従来行われている窓から直接あるいはテレ

ビカメラ等により実環境をモニタリングしながら操作する方法の他にロボ、ットとそ

の周辺の環境を計算機によって仮想空間を合成してその中のロボット、ンミュレ

ータを操作して作業する方法がある。このためロボットの周辺環境を何らかの方

法で測定して 3次元で映像化することが必要になる。スリット光などを照射して

得られた映像や複数のカメラ画像から同一物件の位置のずれを計算して、対

象物までの距離を推定する装置(レンジファインダ)を用いて仮想空間を合成し

たり、カメラによる二次元映像を基に 3次元画像を合成する手法が検討されて

いる。

また、遠隔操作ロボットシステムにおける環境表示システムの検討が行われてい

る。これは作業環境内の対象物体の位置、姿勢をレーザビームにより自動的に

測定し、環境システムを構築する。この仮想環境と仮想ロボットがカメラを通して

得られる画像に重畳され、仮想環境の整合性が確認できるようになっている。

オペレータはこの仮想環境を通してロボットにオフラインで作業計画を教示する

ことができる 2) 。

機械技術研究所ではオペレータが臨場感を持ちながら遠隔制御を行う遠隔

臨場感技術が開発された 3) 。このシステムは計測されたオペレータの手や首

の運動をロボ、ットに転送することによりロボ、ツトの動作を制御する。ロボットの情報

は HMD(HEADMOUNT DISPLAY)やヘッドフォンを通してオベレータに提示さ
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れる。特別な訓練なしにロボットを操作することがこのシステムの特長とされてい

る。

このようなバーチャルリアリティ技術については、各種の感覚供与装置(視覚、

力覚、触覚、把持)が開発されている他、仮想環境の構築手法の提案、操作

者に対する情報の提示手法の提案が行われている。遠隔操作では操作者が

実際の作業状態を把握する事が困難であるため操作者がマニヒ。ユレータに作

用する力を感じたり、操作環境を仮想的に模擬することにより操作性の向上や

臨場感向上がはかられている。

解体技術に対する各種センシングに関しては運転中の原子力施設の目視点検、

検査、放射線計測をはじめとする各種情報の収集で使用されている既存のセンサ

技術を遠隔移動技術と組合せることにより十分に適用可能と考えられる。今後これ

らの技術に必要な検討課題を以下に示す。

・モニタリング用機器の小型化、保守(取り換え)の容易化

・各種環境(水中、気中、広さ、高低等)の条件に応じた適用性の評価

.動力伝送、信号授受の無索化

・作業用マニヒ。ユレータの力覚フィード、パックの適用性検討及び検証(パーチャ

ルリアリティ)

・解体作業における位置認識はリアルタイムで位置固定を行う必要がある。この

為環境認識、自己位置固定、経路及び作業計画を実施する場合処理計算

機の物量、処理計算速度からみて実用化面で開発する必要がある。

・環境条件、走行環境(障害の有無と程度)に応じた位置認識技術の適用性

評価が必要である。

・バーチャルリアリティ技術では視覚提示システムの高速化、提示の検討が必

要である 0

・作業の進捗に伴うリアルタイムの入力と補正手法

(4) 制御

遠隔操作に使用されるマニヒ。ユレー夕、ピークル等ロボ、ットの制御技術は①知的

遠隔制御、②運動制御、運動計画、③搬送装置の制御がある。

知的遠隔制御では自律、遠隔融合制御法の提案(通産省の「極限作業ロポ、ツ

トJプロジェクト)や超音波センサ、ステレオカメラ等で得られた情報をコンビュータ処

ハリ
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理する自律化のナピゲーションシステムの開発(j-019)や外殻方式のマスタアーム

を使用して接触感をフィードバックする制御方式、データの不備、予期できない条

件等が発生した時の対応を可能にする知能化の検討が行われている(J-020)。

運動制御、運動計画では複数ロボット(クレーンとマニピュレー夕、 2本のマニピュ

レータ)による協調作業 (A-007)、運動時における障害物回避、複雑狭あい部の軌

道計画の研究が実施されている。特に振動制御は信頼性の向上や作業時間の

短縮に重要な課題であり、柔構造メカニズムの制振制御が開発課題である。

これらの制御技術は 3Dリアルタイムビジョンやステレオ視を使ったナピゲーション

といったセンシング技術と一体化して開発する必要がある(j-019)。

2.4 調査結果のまとめ

これらの調査結果から遠隔操作技術の今後の技術開発動向をまとめると以下の

様になる。

①遠隔操作装置のマニピュレータ機械についてはほぼ実用化レベノレに達し

ていると考えてよいが、作業性の向上(視覚，力学フィード、パック，姿勢制

御動作領域等)の拡大及び高トルク性能を有するエンドエフェクターの開

発が必要である。

②オフラインプログラミング制御による作業の自動化(据え付け位置のキャリブ

レーションを行うための三次元位置計測技術，センサフィードバック制御に

よるエンドエフェクタの位置姿勢自動補正)

③重量物のハンドリングが可能なマニヒ。ユレータの開発

④クレーンとマニピュレータの協調制御による解体作業の効率化の検討

⑤移動ロポ、ットの移動速度の高速化，作業効率の向上

⑥無素化(動力伝達，信号授受)の検討

⑦ JPDRの経験では遠隔解体機器の据付けに時間を要している。作業員の

被ばく低減化と解体作業効率化のため据付時間の短縮を考慮した機器

の設計が必要である。
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3.切断技術の能力調査

3.1概要

切断技術には、可搬式のものから据え置き型の大型で大量の切断を高速で行う

ものまで多くの技術が存在する。デコミッ、ンョニンク守で、使用する切断技術は、作業員

による直接あるいは遠隔技術(ロボットを介しての使用を含む)のいずれにおいても

可搬式の技術が利用されることが多いことから、本調査では、可搬式の切断技術

を中心に、切断技術を線切断技術と面切断技術に分類し、各々について表 3.1

に示す調査表に従い、技術情報を収集した。ここで線切断とは平板を対象とした

切断であり、面切断とは対象が配管など立体物を対象とした実切断作業の能力

評価であり、 1時間あたりの切断個数で評価したものである。

3.2調査方法

調査は、すでに構築されているデータベースの各フィールド(技術名称、能力、対

象物の種類、対象物の厚さ、切断可能対象物、技術の概要、切断可能最大厚さ、

二次廃棄物の種類と発生量など)に対してカタログ、メーカからの情報、技術文献

等を収集し、データを整理した。切断工法に対応した切断機器は複数のメーカで

製造しているものが多く、また、同一メーカでも型式によって切断能力が異なる。こ

こでは、切断能力の大きな型式を選定して能力情報とするよう心掛けた。

3.3調査結果

調査結果は、線切断技術が 25種類の工法について適用材質の違いにより 38

項、面切断が 10種類の工法について適用材質の違いにより 12項の調査票に整

理した。

一つの切断機器でもステンレススチーノレ(SUS)、炭素鋼 (CS)等によって切断能力

は異なるため、出来るだけそれぞれの切断能力を調査するよう心掛けた。二次廃

棄物の種類、量等についての情報は、残念ながらほとんど入手できなかった。また、

文献、カタログ等から得られる切断能力の情報は、主に板材を対象とした線切断

能力に関するもので、あったため、面切断に関する情報は主にメーカからの私信情

報によるものとなった。調査結果を付録 2に整理した。

円
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4.あとがき

核燃料施設のデコミッ、ンョニングや設備更新のための設備、機器、建家構造物

等の解体撤去に当たって、作業者の被ばく低減のために用いられる遠隔操作技

術が求められている。遠隔操作技術は世界各国で開発されており、適用対象物

や適用作業によって固有の形状、機能を持った装置として具現化されている。遠

隔操作技術はほぼ実用化レベルに達しており今後の技術開発の動向は、作業

性の向上、高トルク化、自動化等であると考えられる o また、遠隔操作技術のため

の要素技術については、駆動方式、センシング、制御の現状を調査した。新しい技

術として、計量で柔軟性に富み、空気圧で収縮、弛緩することが可能なゴム人工

筋や 3Dリアルタイムビジョンやステレオ視と制御系を一体化した技術等が注目さ

れる。

切断技術については、熱的、機械的切断技術、成形爆薬による切断技術が存

在する。これらの技術に関する情報の内、特に切断技術については、一般に板状

のものを対象としたものが主であり、デコミッ、ンョニング、の計画・評価等で実際に必

要となる配管等の切断能力については公表されているのものは少なかった。この種

の能力情報は、デコミッショニング評価システムにおける評価の精度を高めるために、

データ取得を目的として別途試験を行い、データの蓄積を図る等の対応が必要で

ある。
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SYSTEMS， P707'"'-'711(1993) 

(10) カタログ(RT-6)P

(11) H.SCHEMPF， HAUDINI， LOCOMOTION ANALYSIS DRIVEN DESIGN 

OF AN IN-TANK MOBIL CLEANUP ROBOT. ANS TRANSACTION 

VOL.73， P466'"'-'470(1994) 

(12) APPLICATION OF UAVS AT THE SAVANNAH RIVER SITE WSRC-

MS-96-0319， (1995) 

(13) D.C.VICKERMAN， NUCLEAR ENERGY AND ROVS， PROCEEDINGS 

-l~ 一
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OF THE ANS FIFTH TOPICAL ~1EETING ON ROBOTICS AND 

REMOTE SYSTEMS， P713-----723 (1993) 

(14) カタログ(マニピュレーターシステム)

(15) カタログ A.j.STURNjE ET AL， TELEROBOTICS FOR DRY SIZE 

REDUCLION， 10TH PACIFIC BASIN NUCLEAR CONFERENCE，(1996) 

(16) カタログ A.j.STURNjE ET AL， TELEROBOTICS FOR DRY SIZE 

REDUCLION， 10TH PACIFIC BASIN NUCLEAR CONFERENCE，(1996) 

(17) 日人GERRIETS，TROD CLEANS UP AT NINE MILE POINT1， NUCLEAR 

ENGINEERING INTERNATIONAL 1992， 3 ，P32'"'-'34 (1992) 

(18) カタログ(HYDRA)

(19) A.M.DUDAR ET AL， REMOTE AUTOMATIC CONTORL SCHEME 

FOR PLASMA ARC CUTTING OF CONTAMINATED WASTE， 

RADWASTE， jAN. 1994， P56-----61 (1994) 

(20) P.W.KRUSE， APPLICATIONS OF ROBOTICS IN ENVIRONMENTAL 

REMEDIATION， PROCEEDING OF THE 1993 INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON NUCLEAR WASTE MANAGEMENT AND 

ENVIRONMENTAL REMEDIATION， P41'"'-'45 (1993) 

(21) N.BAINS， MOBILE ROBOT FOR HAZARDOUS ENVIRONMENTS ANS 

TRANSACTIONS VOL.73 P39-----40 (1995) 

(22) カタログ(VERSATRAX) 

(23) カタログ(ISLMICROSPECTOR) 

(24) カタログ(RT7 TEMPEST) 

(25) INT. CONF. ON DISMANTLING OF NUCLEAR FACILITIES，(1992) 

(26) M.H.BROWN， THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF 

TELERO BOTIC 0 ECOMMISSIONINGSYSTEMS. DECOMMISSIONING 

OF NUCLEAR INSTALLATIONS BY EUROPEAN COMMISSIONS， 

P491 '"'-'499 (1995) 

(27) ノfンフレット(HAZMAP)

(28) SELキ土カタログ(TA9 マニピュレータ)

(29) SELキ土カタログ(STORM)

「
hu
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(30) SEL社カタログ(TA16 マニヒ。ュレータ)

(31) NIS社カタログ(SCAのダクト撤去)

(32) C.WATSON， REMOTE INTEREST IN THE UK， 

TOMNO.429jULY/AUGUST (1993) 

(33) ノ〈ンフレット(PIADE) 

(34) メーカ資料 (MA23Mマスタースレーブマニピュレータ)

(35) H.CHAMEAUD ET AL， UNDERWATER QUALIFICATION OF THE 

RD500 MANIPULATOR， DECOMMISSIONING OF NUCLEAR 

INSTALLATIONS BY EUROPEAN COMMISSIONS， P525""'531 (1995) 

(36) R.BOSSU ET AL， DISMANTLING OF A NUCLEAR REPROCESSING 

PLANT WITH FIXATION OF THE RADIOACTIVE CONTAMINATION， 

DECOMMISSIONING OF NUCLEAR INSTALLATIONS BY EUROPEAN 

COMMISSIONS P532""'549 (1995) 

(37) カタログ(TOMA)

(38) M.BARNARD， UTILISATION D'UN ROBOT DE PUISSANCE POUR LE 

DEMANTELEMENT D'UN ATELIER DE DISSOLUTION DISCONTINUE 

DE MARCOULE， PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL 

CONFERENCE DISMANTLING OF NUCLEAR FACILITIES POLICIES-

TECHNIQUES， P391""'411 (1992) 

(39) j.M.DETRICHE， MOBILE ROBOTICS AND REMOTE HANDLING 

SYSTEM DEVELOPMENT IN THE CEA， RGN LNTERNATIONAL 

VOL.A， jUN， P43""'50 (1995) 

(40) ノ〈ンフレット(PIADE)

(41) メーカ資料 (MA23Mマスタースレーブマニピュレータ)

(42) K.M LLER ET AL， ADAPTATION AND TESTING OF SELECTED 

TOOLS ON THE LONG RANGE TELEOPERATED MANIPULATOR 

SYSTEM EMIR， DECOMMISSIONING OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

BY EUROPEAN COMMISSIONS， P500""'508 (1995) 

(43) H.U.ARNOLD， TESTING OF SEGMENTING ANO REMOTE 

OISMANTLING TECHINIQUES ON THE PRESSURE VESSEL ANO 

-16-
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1 N T E R N A L S 0 F T H E V，A， K E X P E R 1 ~1 E :.J T A L B 'vV R ， 

DECOMMISSIONING OF NUCLEAR INSTALLATIONS BY EUROPEAN 

COMMISSIONS， P509"'518 (1995) 

(44) R.LANZA ET AL. DEVELOPMENT OF REMOTELY OPERATED 

SYSTEMS FOR CUTTING AND MELTING ASSISTANCE， 

DECOMMISSIONING OF NUCLEAR INSTALLATIONS BY EUROPE.A，N 

COMMISSIONS， P475"'490 (1995) 

(45) 日経メカニカル，NO.467，P20"'21(1995) 

(46) SPECTRUM '94 

(47) ノミンフレットーCATROB-

( 48) カタログ(EMSM)

(49) カタログ(MV4) 

(50) カタログ(スカイハンド LS300)

(51) 原子力工業，第 39巻，第 4号，(1993)

(52) 産業用ロボット導入便覧ー非製造業 -1994，P12"'13(1994) 

(53) 産業用ロボット導入便覧-非製造業ー 1994，P204"'205(1994) 

(54) 日本ロボット学会誌，VOL.13，NO.6 (1995) 

(55) 日本原子力学会， 1994年秋の大会予稿集，P215 (1994) 

(56) デコミッショニング技報，第 5号(1992.5)，P40"'47(1992) 

(57) 動燃技報， 1992.3

(58 ) 産業用ロボ‘ット導入便覧-非製造業ー 1994，P282"'283(1994) 

(59 ) 動燃技報，NO.84，1992.12 

(60) 財)原子力施設テ eコミッショニング研究協会第 6回報告と講演の会(平成 6

年)， P22"'42 (1994) 

(61)財)原子力施設テ eコミッショニング研究協会第 6回報告と講演の会(平成 6

年)，P8"'20(1994) 

(62) 原子力工業第 39巻第 4号， P8"'P24f原子力用ロボットJ日立製作所

/吉田富治(1993)

(63) 産業用ロボット導入便覧ー非製造業 -1994，P18"'19 (1994) 

(64 ) カタログ、メーカ資料 (4クローラ式キャリアロボット)

寸-
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(65) 日本ロボット学会誌 VOL.13，NO.6， P126'""131 (1995) 

(66) 第 13回日本ロボット学会学術講演会予稿集， P163'""164 (1995) 

(67) 日本ロボット学会誌 VOL13，NO.3， P71'""78 (1995) 

( 68) カタログ(SEE-THROUGHVISIONヘッドマウントディスプレイ)

(69 ) パンフレット(活線作業ロポット車)

5.2 切断技術の能力調査文献

(1) 小池酸素工業開カタログ

(2) 宮坂靖彦:勺PDR解体プロジェクトの概要と成果 N デコミッショニング技報，

No.14， P24'""33 (1996) 

(3) 谷本健一、照沼誠一核燃料サイクル施設のデコミッショニング技術に関

する研究開発動燃大洗工学センターの技術開発ぺ RANDEC技報， NO. 

11， P37'""47 (1994) 

(4) G. PILOT， ET AL:"EVALUATION OF STEEL CUTTING 

TECHNIQUESぺDECOMMISSIONINGOF NUCLEAR INSTALLATIONS， 

P218'""226 (1994) 

(5) 藤田嬢等〆最新切断技術総覧ぺ附産業技術サービスセンター， 1995 

(6) 永田陽造"ガス切断の特徴と合理化ぺ溶接技術， 1993年 5月号， P88 

'""95 (1993) 

(7) F-W. BACH: "UNDERWATER CUTTING TECHNIQUES 

DEVELOPMENTS"， DECOMMISSIONING OF NUCLEAR 

INSTALLATIONS"， P229'""238 (1989) 

(8) 机fATARUKAWAHARA， ET AL:"TECHNICAL VERIFICATION TEST 

FOR REACTOR PRESSURE VESSEL CUTTING BY USING G& 

GMETHOD ぺICONE-1，VOL. 2 P85'""88 (1991) 

(9) G. TAKANO， ET AL : "DEVELOPMENT OF CUTTING TECHNIQUE 

OF REACTOR CORE INTERNAL BY CO LASER"， ICONE-3， VOL. 4， 

P1775'""1778 (1995) 

(10) j. P. AIFILLE， ET AL : "UNDERWATER LASER CUTTING OF 

METAL STRUCTURES ぺDECOMMISSIONINGOF NUCLEAR 

nxu 
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INSTALLATIONS， P190"-' 198 (1994) 

(11) 武中浩郎等:"y AGレーザ加工ぺ溶接技術， 1993年 2月号， P145"-' 

152 (1993) 

(12 ) 戸村英正等〆レーザによる遮蔽コンクリート切断技術 H デコミッ、ンョニング

技報， NO.9， P23"-'32 (1993) 

(13 ) 三井造船玉野艦船工場"工場ルポ/造船工場におけるレーザ切断の適

用ぺ溶接技術， 1996年 6月号， P90"-'93 (1995) 

(14) 宮尾英彦等〆ワイヤーソーによるコンクリート構造物切断技術開発ペデコ

ミッショニング技報， NO. 10， P23"-'32 (1994) 

飯村勝道等高放射化機器類処理・処分用切断装置の開発ぺ ツ-コJ
7
 

(15) 

ショニング技報， NO. 10， P42'"'-'48 (1994) 

(16) 原研:“昭和 62年度原子炉解体技術開発成果報告書"(1988) 

(17) 菅谷敏克、宮崎仁:“開缶/切断技術調査"，PNCZN9420 95-021 (1995) 

Gυ 
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表 2.1遠隔操作技術調査表

整理番号
名称 装置の名称

国名

概要 装置の特徴及び構造の概要

仕様 装置の詳細情報

耐放射線性等使用環境
用途 装置の運用適応性

条件 温度及び湿度等

適用性 装置の適用性

概観図

(写真)

7c士てrFGFョ頁包 装置を用いた作業実績

機関名
開発機関名またはメーカー名 開発状況

メカ

-20-



表 2.2原子力マニピュレータ

~~ 

モデル 司1気式(E) i政級能力(kg) スレーブアーム スレーブアーム 制御シスアム

泊圧式σI) i!l!続 間欠 のリ}チ小1) のmm:αg)

パイラァラルパワーマニピュレーク

AENSTAUsLl NEATER 762NM B 20 50 1.25 568 INPUT DEVICE OR TWIN JOYSTICK，TEACII AND nEI'EAT. 
I'IWGlu¥MMABLK 

CI~NLA CAUmNE MA23M 25 IAO 115 MASTEIt AHM. 'I'EACII AND HEI'EAT. 

CENLA CALlIENE 1m 560 [j0 2.30 395 MAS'I、1mAHM， TEACH AND ImI'EAT. 

CHL SAMSIN.60 B 2.1 1.2 MASTERARM 
ELSAG MASCOT4 12 20 1.60 120 MASTER ARM， TEACII AND ImPEA'I'. 

日立 I】D・MSM B 10 1.43 187 MASTERAH.M 

KFI< EMSM 2.B 25 45 1.60 170 MASTEIt ARM. TEACH AND ImI'EAT. 
1<Ji'1{ EMSM3 E 60 100 2.45 258 MASTER ARM. TEACII AND REPEAT. 

KHAF1' GRlPS 11 45 l.l0 1¥9 MASTER ARM 

NOELL AKIUsES E 25 1.60 75 MASTER ARM， TEACH AND ItEPEAT. 

OItNL ASM 23 1.2 MASTlmAItM 

SCIlILLlNG TI'I、AN/GAMMA71~ JI 1J4 1.56 63 MINI MASTlm AItM. TEACH AND ItEI'EA'1'， 
I'ItOGRAMMABLE IA I'C. 

TELEHOBOTICS SM 229 E 10 20 l.l4 41 MASTERARM 

TOSIIIDA DUAL-ARM MSM E 15 1.0 62 MASTER ARM. INTEGRAL 3D TV. 

UNILATEItAL I'OWEIt MANIPULATOItS 

ACIl 2050 50 0.66 125 ItA'I・ECONTHOL.SWITCIIES. 

ACIl 2100 日 100 lAO 225 ItATE CON'l・IWL-SWI'I・CliES.

AEA IIARWELL 11M 10 11 30 2.8.3.72 1000 lu¥'I'E CONTROL-.JOYSTICKS 
DHATlI AND SCHIu¥DER ELMA E 50 1.24 60 RATE CONTROL.SWITCHES. 

KFI< EMIR 11 600 22 11000 

GCA I'AH 3000 70 0.6 。。 HATE CONTIW!'.SW1'l・ClIES.

LA CALI¥ENE γr 1000 100 0.68 300 ItA'I'E CONTItOL、JOYSTICI{S.
01寸OBALZ Iω120 E 20 1.15 90 SINGLE AXIS .JOYSTICI<. 
RS¥(CANADA) MANFRED II 160 2.75 200 SINGLE AXIS JOYSTICK. 

SLlNGSDY TA9 II 45 l.40 52 MINI.MASTER ARM. 

SI'AIt ItMS II 1200 8.61 JOYSTICK AND SWI'I・CIIES.

VNII'IET M[j4 30 1.29 105 TEACH AND H1~I'EAT. MAS'I'EIt AItM 

Il W ALlSCIIMILLER AIOOO E 200 0.7 160 TEACH AND REI'EAT. ItATE CONTROL. 

II WALISCHMILLEIt A2001 E 目。 2.05・2.45 300 TEACHAND REPEAT. MASTEH AItM 

EUIUG21lEN 

HANDsOOK ON DECOMMISSIONING OF NUCLEAR FACILITIES (1994) 

」
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接触覚

圧 且見4 

力 覚

すべり覚

表 2.3触覚の問題点と開発項目

問題点

-高密度化の困難さ

-変形性の乏しさ

-接点のさびおよびその付近の汚物

-復元力の維持

-リード績の増大

-信号の取り出し方

-圧力、せん断力に対する強度

-アナログ処理の複雑さ

-せん断力に対する強度

-高密度化の困難さ

-信号処理、計算の複雑さ

-手の姿勢、重量の影響

-構造物の残留ひずみの影響

-機械的履歴の影響

-外部振動の対策

-すべり方向の制限

-検出可能な領域の狭さ

ー一円円一ー.:...:... 

開発項目

-弾力性に富む材料の使用

-さびlこくし 1接点、の使用

-再現性のある復元材の使用

-部分的に強度を持たせる

-信号伝送の多重化

-圧覚センサの利用

-線形特性をもっ素子の使用

-ゲージを取付る基板配置の適正化!

-圧力による位置の変位に余裕を持

たせる

-力覚センサの利用

-構造物の最適設計

-差動プ、リッジ回路による検出感度

の向上

-動作経路を考慮した信号処理

-高密度センサの使用

-検出部の多点化

-信号処理の高速化

-光学系センサの検討



表 2.4触覚センサと検出方法

!'v 
心コ

名 科: 検出対象 応用の目的 感覚センサ 間接的検出方法

手先と対象物との接触の有 対象物体の探索 マイクロスイッチ 指の閉じ角度から検出

無、接触パターンの検出 対象物体の確認 近接スイッチ フレキシブノレミラ・ビデオ信

接触覚 接触パターンの検山 ピンと接点を高密度に配置じたもの 仁Y23• 

表面特性、形状の認識 変遅遅ー延線によるパズル険

出

手先が対象物に与えている力 把極力の制御 半導体感圧素子 ノズノレフフツノミ

圧 覚
または圧力 把握方法の制御 ストレンゲージ 板パネと差甜jトランス

軟らかさの判定 感圧抵抗体 コイルパネとポテンシオメー

操作者へのフィードノ〈ック 導電性ゴム タ

腕の出している力または受け パイフアフノレ・サーボ制御 トノレク検出器 モータの負荷電流

力 覚
ている力 押付けの制御 ストレンゲージ コイルパネと変位言十

拘束作業の実行

2本腕の協調制御

手先の把握面と垂直方向への 把握力の設定値の決定 (歪み計) 荷重変化検出による測定、

すべり覚
物体の移動、または歪み すべりの防止 (光電変換素子) ローラの回転変位検出によ

重さの検出 (ピックアップ) る測定、すべり時の微小振

積重ね作業の実行 動検出

」
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表 3.1切断技術調査票

技術名称 装置の名称

能力 切断速度、破壊能力等

能力単位

能力表示対象材質

能力表不対象厚み

概要説明 装置の特徴及び構造

適用可能材質

厚み上限値

運転条件 電力、ガス量、使用環境及び条件等

2次廃棄物種類(不燃) 2次廃棄物の性状(ガス状、ドロス等)

2次廃棄物発生量(不燃)

2次廃棄物発生量単位(不燃)

2次廃棄物種類(液体) 2次廃棄物の性状(冷却水、スフリー等)

2次廃棄物発生量(液体)

2次廃棄物発生量単位(液体)

出典資料

-2-4一
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付録 1遠隔技術調査表
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遠隔操作技術調査表

名 称 ITAITAN7F， GAMMA7F マニピユレータ

(1)重作業用で高機能を有するマスタースレープマニピュレータ

(2)空気中及び水中で使用可能

概 要 I(めTITAN7F， GAMMA7F共基本的に使用は同一

(4)G‘仙1Ml¥7Fは耐放射線性を有する

-方式:油圧式マスタースレーブマニヒ。ュトタ -リストトルク:15kg. m 

-自由度:7 -供給動力源:120/240VAC or 

-リーチ:約 2m 20--30VDC 

イ士 様| 取扱重量:llOkg 

-アクチュエータ:

-材質:チタン(G必⑪仏7F)

用 |使用環境|耐放射線性:lQiRad 

適用性|解体作業

外形図

(写真)

実 績 1.BFNL円 W クト煙突徹去作業に使用

-ホットセル等への実績多数

ミ!lI自n.1.問Z￥ζ.  湿度:

機 関 名 又 ISCHLLING 開発状況|・実用化 口開発済口開発中

はメーカ

出 典 iカタログ

付 J- 1 (25) 



J~C T~9420 99-002 

遠隔操作技術調査表

名 称 IHAZBOT |整理番号 IA・002

1国 名|アメリカ

.危険環境へ潜入して事故処理を行うことを目的としている。

-キャタピラ方式による段差乗越、 6軸マニピユレー夕、カメラ、センサ搭

概 要|載

-マニピュレータ長 :5氏

・マニピユレータベイロード:401b (約 18kgf)

仕 様|・マニピユレータ重量:1001b (約 45kgf)

用 途|保守、モニタリング 使用環境|耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

適用性

外形図

(写真)

実 績|デモ実施済

機関名又IJPL

はメー カ

出 典 INASA-CP-3249・VOL.2(1994) 

開発状況|口実用他国開発済口開発中

付 1-2 (2G) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 ILDUA 整理番号 IA-003

fσT、守'he児eLi 頁計由山ht北tDut切y山rUω山it切y川rA位r口附r汀T

.地下貯蔵タンクの内面検査及ぴ保守用を目的としたマニピュレータ

-タンクに挿入するポジショニングマスト先端に多自由度の機械式マニピ

概 要| ュレータを供え、地上より制御及びモニタ監視を行う。

-アーム長:1.5氏

・取扱重量:751b (約 34kg)

仕 様|自由度:7 

・操作方式:遠隔操作

用 途|地下貯蔵タンク点検用 l使用環境l-性:
条 件温度: 湿度:

適 用性

外形図

(写真)

実績

: '.:---に回'-vrv-
z/ロご::
~三三

if-f 
る

，--ーY -. ...，. 

--..，. 
--』“.，.

機関名又ISparAerospace Co. 開発状況|・実用化口開発済口開発中

はメーカ IWestinghousHanford Co. 

出典 IrCEM'95Vo1.2 (1995) 

付 1-3 (27) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 IAND RO S MARK V-A 整理番号 IA・004

国 名|アメリカ

( 1)左右 3連のクローラを持つ遠隔操縦自走式ロポットで、全地形移動可能

(2)TVカメラ、マイク、スピー力、マニピユレータ等が装備され、環境状況を

確認しながら作業可能

概 要 I(3)マニピユレータ把持部は作業に適した工具に交換可能

-寸法:幅約 71cmx高さ約 105cmx長さ約79cm

(クローラ水平開脚時の最大長さは約 15 7 c m) 

.重量:約 250kg

仕 様|・走行速度 1--1 6インチ/秒(約 2--40/秒)で可変

・マニピユレータ:リーテ(取扱荷重)約 1680mm(16kg) 

・走行能力:前進、後退、定置旋回、階段/坂の昇降

-動力瀬:2 4 VDCI(ッテリー ・信号伝送:有線又は無線

用 途|危険環境下の作業 |使用環境条件|全天候

適用性

外形図

(写真)

実績 !日本 :A官庁、 B官庁

米国:軍・警察.FBI.研究所・原子力等に約 300台

機関名又 IREMOTEC/日本リモテック

はメーカ I (株)

出 典|カタログ

付 1-4 (28) 
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遠隔操 作 技 術 調 査 表

名 称 i二本腕のマニピユレータ |整理番号 IA-005

国 名|アメリカ

二本のマニピユレータを使用し、解体物の把持と切断を同時に実施する。

種々の作業形態に応じたマニピユレータの相互関係を制御する方法の検討

概 要!を実施している。

ベイロードの重量から油圧マニピユレータが選定された。

仕様

用 途!把持と切断 使用環境|耐放射線性:

条 件!温度: 湿度:

適用性|原子力施設の除染と解体

周明。

外 形図

(写真)

実 績 11994年春にハードウェアを完成させ 1994年後期より試験を実施。

機関名又IORNL

はメーカIANL

出 典IAmericanN u山 arSoci仰 TopicalMeeting on D&D (1994) 

開発状況 i口実用化口開発済・開発中

付 1-5 (29) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 IEROV 整理番号 IA-006

(EnerRY Remotely Ope凶 edV叶11山国 名|アメリカ

原子力施設で 50以上の実績がある遠隔操作による検査機器MiniRoversを

更に複雑な空間で使用できるように改良した。改良点は除染の容易性、構造

概 要 lの強化、保守修理の容易性及びマニピユレータを搭載して簡単は作業も可能

にした。

材質 ステンレス鋼

機 能 直 径 24inの空間へのアクセス

仕 横| 環境測定(放射能、温度)

周辺部の観測(カメラ、カラービデオカメラ)

マニピユレータによる小作業

重量 501b 

用 途|モニタリング、検査 |使用環境|耐放射線性:

条 件 i温度: 湿度:

適用 性|原子力施設の狭臨部のモニタリング

外形 図

(写真)

実 績 IBWRの圧力容器内の検査

機関名又/B凶 hosInc. 開発状況|圃実用化口開発済口開発中

はメーカ

出典 IProceeclingsof the ANS fifth Topical Meeting on Robotics and Remote 

Systems (1993) 

付 1- 6 (30) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 IRT・6 整理番号 IA・007

国 名|アメリカ

油圧式マニピユレータ

位置フィードパック運転方式

概 要

材質 アルミニウム又はチタン

リーチ 1.4m 

仕 横|重量 31kg (水中)、 48kg(空中)

可搬重量 60kg、90kg

用 途|ハンドリング 使用環境|耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

適 用性

外形図

(写真)

ct::・ 0重三

夫 1慣

機関名又IRemoteTechnology Ltd 

はメーカ

出 典|カタログ

開発状況 i・実用化口開発済口開発中

付 1- 7 (31) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 IHoud.ini 整理番号 IA-008

国 名|アメリカ

有害物貯蔵タンクの洗浄用に貯蔵タンクの中の自走作業車。タンクの開口部

がせまい (O.3mx O.4m x O.51m)ためコンパクトに製作されている。

概要

重量 454kg 

寸法 O.20m x 1.22m x O.30m (高さ)

仕 様|最高速度 3mph

マニピユレータ重量 80kg 

センシンク. カメラ

用 途|タンク内の洗浄

適用性

外形図

(写真)

.._C:!.mcロ&:Lighu 

使用環境|耐放射線性:

3ζ 
7t<: 件 i温度:

実 績 11996年はじめに Fernaldサイトで実証試験の予定

湿度:

機関名又|カーネギーメロン大学

はメー カ IRedzoneRobotics社

開発状況|口実用佑口開発済圃開発中

出典I.wsTransactio川 '0173 1994 

付 1-8 (32) 
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遠隔操作技術調査表

名 材、 IUAV(Unmanned Aerial Vehicle) |整理番号 IA・009

1国 名|アメリカ

遠隔による空中サーベイ用の小型ヘリコプターであり、飛行の制御、リアル

タイムのデータ収集機能を備えている。

概要

仕 様

-小型(ミニチユア)ヘリコプター

.以下のセンシリング装置を搭載

赤外ラジオメータ

カラービデオカメラ

1in x 1inの NaI(Ti)シンテレーション測定器

高度計

用 途 lセンシング 域

度
広
温
一

境

件
環用使

条 湿度:

適用性|環 境 条 件 測 定

外形図

(写真)

宅E
7': 績|開発中

機関名又lサバンナリバー研究所 l開発状況 i口実用化口開発済園開発中

はメーカ I---1995 

出典 IAppli叫 onofUAVs at the Savannah River site 

WSRC-MS・96-0319(1995) 

付 1-9 (33) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 IROV(Remotely Operated Vehicle) 整理番号 IA-O1 0 

国 名|アメリ力

水中における遠隔検査システム

異物回収等の作業も可能

概要

-直径 150mmの配管に進入可能

.重量 725kg

仕 様ト解像能力 O.025mm

-ハロゲン、硫黄分析計を搭載

用 途|検査 使用環境|水中:

条 件|温度: 湿度:

適用性|水中における検査と作業

J 
白砂

...." 

外形図

(写真)

実 績|原子炉圧力容器内の検査、ケーブルの回収作業等多くの実績がある。

機関名又IGENu似 rEnergy 開発状況|・実用イじ口開発済口開発中

はメー カ

出 典 IProceedingsof the ANS futh Topical Meeting on Robotics and Remote 

Svstems (1993) 

付 1-1 0( 3~) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 ISPAR2500 整理番号 IC・001

国 名|カナダ

ハンフォードの高レベル放射性廃棄物の地下貯蔵タンクの廃棄物の除去を

目的として長リーテで大量の廃棄物の取扱いを目的として開発。

概 面
玄

-水平長:3.5m 

・最大取扱重量:1，134kg 

仕 様卜位置決め精度:1.27mm 

・遠隔切断治具(パイプカッター)、ハンドリング用治具の取付及び取り扱

いが可能

用 途 l廃棄物のハンドリング 使用環境|耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

適用 性|長リーテの重量物取扱い

外形図

(写真)

法
制実

機関名又ISPARErospace Limited 開発状況|口実用化口開発済・開発中

はメーカ

出典 /Proceedingofthe 1993 International Conference on Nuc1ear Waste 

Management and Environmental Remeaiation 

付 1-11(35) 
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遠 隔 操 作 技 術 調 査 表

名 称 IARK 整理番号 IC・002

国 名|カナダ

自然のランドマーク(戸、電気設備、架台、消火設備等)を用いて位置を認

識し、環境のサーベイを行う自律・自走ロボットで 8フィート以内の障害物

概 要 lを認識する。

最高速度:0.5m/sec 

精度(視覚システム) : + 3 inch 

仕 様|積載重量:150lb 

連続運転時間:3.7時間

用 途|センシング

適用 性|有害環境下におけるモニタリング

外形図

(写真)

実 績|開発を終了している。

使用環境!耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

原子力施設での種々の用途を期待している。

機関 名文IAECL

はメー カ

出典 IANSTransactions Vo.73 

開発状況|口実用他国開発済口開発中

付 1-12(36') 
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遠 隔 操作技術調査表

名 称 IRT7 TEMPEST 整理番号 IE・001

国 名|イギリス

概要

-アルミニウム又はチタン製

.リーチ:1.4m 

仕 様卜重量 35kg(水中)、54kg(気中)

・可掘重量 100kg

-自由度 7

用 途 使用環境 i耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

適用性

外形図

(写真)

績実

機関名又IRemo回 TechnologyLtd 

はメーカ

出 典 lカタログ

開発状況|・実用化口開発済口開発中

付 1-13(37) 
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遠隔操作技術調査表

名 称|遠隔解体装置(RHM) 整理番号 IE・002

国 名|イギリス

(1)回転式しゃへい床に垂直マストを設け、マスト先端部にロボットマニピユ

レータを搭載している。

概 要 1(2)切断は酸素ガス切断トーチをマニピユレータで操作して行う。

仕様

(3)監視システムは通常のビデオカメラの他にステレオカメラを使用してい

る。

用 途|切断 使用環境 i耐放射線性:

適用 性

外形図

(写真)

WAGRの遠隔解体装置

実 績 IWAGRの解体

条 件|温度: 湿度:

機関名 文JAEATechnology 開発状況|・実用化口開発済口開発中

はメー カ IBNFL

出 典 hnt.Conf. on Disma叫叩 ofNu伽 rFa山 ies(別2)

付 1-14(38) 
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遠隔操 作 技 術 調 査 表

名 称、 INEATER760 (fhe Nuclenr 整理番号 IE・003

E!!s"ineered Advanced TeleRobot) 国 名|イギリス

(1)グロープボックスの解体と解体物のコンテナへの詰替え作業

(2)HAHC (High Activity Handling Cell)の洗浄、除染

概 要 1(3)遠隔ティーチング機能

(4)薄板の切断は厚さ 6rnrnまで

. 6自由度

・取扱重量:20kg (精度、移動速度にこだわらなければ 10kg)

仕 様|・位置決め精度:0.2rnrn 

-移動速度:500rnrnls 

-切断ツール:ドリル、往復のこ

用 途|切断作業 使用環境|耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

適用 性|プルトニウム用グローブボックスの解体、コンテナ充填

外形図

(写真)

~討議

実 績 l・フルスケールモックアップ実施(1993.5.......6)

.47個のグロープボックスの解体

はメーカISvstems

出 典 IDecornmissioningofNt凶 a山 st山 tionsbv Europ叩 1Comrnissio州即5)

開発状況|口実用化・開発済口開発中機関名又IAEATechnology Telerobotic 

付 1-15(39i
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遠隔操作技術調査表

名 材、 HAZMAP 整理番号 E-004 

国 名 イギリス

遠開自走車によりプラント内の写真を作成し、プラントの CADモデルを作

成する。また有害環境のマッピングを行う。

概 要

仕 様

用 途 環境モニタリング 使用環境 耐放射線性:

?タにζ イ牛 温度: 湿度:

適用 性 有害環境のマッピング

外形 図

(写真)

フ包て2 績

機 関 名又 Teleman 29 開発状況 口実用化口開発済・開発中

はメーカ

出 典 ノTンフレット

付 1-16(40) 
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遠隔操作技術調査表

名 称、 ITA9マニピユレータ l整理番号 IE-凶Eι印.心0∞O
|国 名 11イギリス

.把持と回転機能を有する 7自由度のマニピュレータ

-パルプの開閉が可能であり油圧を使用した道具、センサを用いて保守作業

概 要|に使用される

自由度 : 7 (6+つめの開閉)

リーチ : 1.3m (最大)

仕 様|取扱重量:445N (最大)

把持力 : 445N 

重量 : 66kg 

油圧 : 165bar 

途!保守、解体

電力:50W (水中)

用 l使用環境l耐放問:

条 件温度: 湿度:

適用性

取扱範囲と回転機能 ，，，，.. 

r-ーー「
"cr てこ二三;:.-'，-;;1:句告?-..... ..:L: 

TA9 envelロpe

外形図

(写真)

.. 

. 

一-一: I 咽固F . 
』一一 一一・-. 
=戸....r-:...-ー--.:.

一回.』一一・，

実 績|産業標準品として認可され、 100以上の実績がある。

機関名又ISLINGSBYENGEERING 

はメー力ILIMITED
出 典 ISEL社カタログ

開発状況|圃実用化口開発済口開発中

付 1-17(41') 
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遠隔操作技術調査表

名 称 ISTORM 整理番号 IE・006

国 名|イギリス

.油圧シリンダーと回転アクチエータを持つマニピユレータアーム

-エンドエフェクターに 6インチ、 12インチのはさみをはじめとする特殊

概 要|工具を迅速に取り付けられる。

材質 :アルミニウム及びステンレス鋼

自由度 :5、6、7

仕 様|重量 : 98kg (気中)65kg (水中)

取扱重量:210kg 

爪の開閉:150rnrn 

用 途|ハンドリング、切断

適用性

外形図

(写真)

実績

機関名 又ISLINGSBYENGINEERING 

はメーカ ILIMITED

出 典 ISELカタログ

使用環境|耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

開発状況|口実用化・開発済口開発中

付 1-18(42) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 ITA16マニピユレータ 整理番号 IE-007

国 名|イギリス

5自由度を持つ油圧式アルミニウム製マニピユレータ

厩要

重量 : 50kg (空気中)40kg (水中)

寸法 :長さ 610、915、1，220mm

仕 横|リーチ:1.06m (最大)

取扱重量最大 1，450N(3251bf) 

用 途レ可ンドリング 使用環境|耐放射線性:

適用性

外形図

(写真)

実
。重孟

将司

機関名又!SLINGSBYENGINEERING 

はメーカILIMITED

出 典 ISELカタログ

条 件|温度: 湿度:

出回拘・岡田個個 TA16 MANIPULATOR 

開発状況 i口実用化園開発済口開発中

付 1-19(43)
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遠隔 操 作 技 術 調 査 表

名 称、 SCAのダクト撤去 整理番号 E-008 

国 名 イギリス

Trawsfynyddの原子炉圧力容器の放射佑測定のためにマニピユレータを使

用して放射化金属のサンプリングを実施した。またこの際障害となる

概 要 SCA(Shield Cooling Air)ダクトのパッフルプレート、ルーフプレートを遠隔

自走車に搭載した切断器を用いて撤去した。

-切断機:酸素アセチレン切断器

. CCTV搭載

仕 様

用 途 サンプリング、解体 使用環境 耐放射線性:

*= ζ 件 温度: 湿度:

適用 性 放射佑材料のサンプリング、設備の解体

外形図

I (写真)

実 移ψ孟司孟 Trawsfynydd原子力発電所の SCAダクトの撤去

機関名又 NIS 開発状況 圃実用化口開発済口開発中

はメー カ

出 典 NIS社カタログ

付 1-20(44) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 IPLWE 

ス

1
一ン

∞一ラ
F
一
フ

(1)重作業テレスコヒ。ック7"1)ッγ移動システムでテレスコドック7ッート下部先端に傾いたへツ

ド (7二tO~\I_タ取付け用)を有する。

概 要 I(2)M23M， RD500の?ニヒ。ユトタの装着が可能。

(3) 7ニtOu-タは、大型ハウシーンゲ内に収納され移動、 またハゥγンゲ内でゲO-T';ji"ツクス

によりトング、工具等の交換が可能。

-重量:約 14ton

-移動:テレスコヒ。ックT'I).')シー移動

.7-ム:::t 380度回転、最大伸長 7.7m

仕 様|・荷搬重量:200kg以上

用 途|原子力施設の保守、解体 耐放射線性:106Rad 

温度: 湿度:

適用性|セルの解体

図

)

ノ
ノ
ノ
真

究

写
外

(

実 績|ラ・アーグ ELANII B施設の 137Cs線源製造セル解体に使用

機関名又 IACB 

はメーカ

出典I186IRGN-1995-No3・Mai-Juin

-実用化口開発済口開発中

付 1-21(45) 
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遠隔操作技術調査表-

名 称 IATENA |整理番号 IF-002 

フランス

(1)重作業テレスコヒ。ック]"1)ッγ移動システム。

(2)クレーン、テレスコヒ。ックアーム、?ニヒ。ユトタの組合せ技術。

概 要 I(3)MA23Mおよび RD5007ニヒ。ュレータの装着が可能。

仕 様

用 途|原子力施設の保守・解体 耐放射線性:

温度: 湿度:

適用性

図

)

5
ノ

盲

六

庁

写
外

(

実 績|ラ・アーグの ATI施設の解体に使用

機 関名又 IACB 開発状況|・実用化 口開発済口開発中

はメーカ

出 典 Ir原子力施設の解体一政治および技術」に関する国際会議
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遠隔操作技術調査表

名 称 I:rv1A23Mマスタースレープマニピユレータ F.003 

フランス

(1)電動TJトスレーブマニヒ。ュレータでソ7トウエアでコントロールされた特殊な床置きの TVカメラ

と合わせて使用。

概 要 I(2)州、子山。川崎と組合せて使用。

(3)PL生DEに装着可能。

(4)水中で使用可能。

-方式:電動?スタースレーブマニtO~[;_タ . 7オース1)7レクション:有り

-取扱荷重:25kg -供給動力源:220V 

-自由度:6+1 (掴み) -重量:145kg 

イ士 様| リーテ:15伽血

• 7クチュエータ:DCトルクモータ

-材質:7)~ミニューム、ステンレス銅

用 途!原子力施設での解体作業 |使用環境 耐放射線住:108Rad 

3タRζ イ牛 温度: 湿度:

適用性 lセルの解体

図

)

ヨ
ノ
首
六

汗

写

外

(

実 績|フランスの再処理プラント、英国

機関名文 ILaC山田(ラ・カレン社)

はメーカ

出典I186IRGN・1995.N03.Mai.Juin

開発状況|圃実用化口開発済口開発中

付 1-23(47) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 IRD500 l整理番号 IF-004

|国 名|フランス

(1)力フィードノTック、マスタスレーブマニピユレータとビジョンシステムに

よる切断作業マニピユレーションシステム

概 要 1(2)各撞ツールによるボルトのジョイント部、ステンレス銅版、機械接合部の

切断

(3)水中での使用可能

-稔重量:330kg 

-最大可搬重量:500N 

仕 横 1・切断ツール:プラズマトーチ、グラインダー

用 途|切断作業

適用性|鉄鋼、ステンレス鋼

外形図

(写真)

実 績 1-70hr以上運転

使用環境|耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

-操作性向上、捜査時干渉対策、衝突警報機能の開発が課題

機関名又ICEA 開発状況|口実用化・開発済口開発中

はメーカ

出典 IDecommissionin冥()fI'JuclearInst(lll'!ti~ns by European Commissions.(1995) 

付 1-24(48) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 IMASCOT4 整理番号 IF・005

国 名|フランス/イ夕ゆ

(1)試験再処理プラント EUREXの解体用に ENEAが関発した切断用マニピ

ュレータ

概 要 1(2)小配管の切断(グラインダー)、大小配管の切断(往復ソー)

(3)支持アームとツール把持アームの協調切断システム

(4)複数の CCTVによる多方向からのモニタリングによる位置決め

-構造:ボックス枠内のテェインホイストとテレスコピックカラムでアーム

を支持

仕 様l可搬重量:500daN 

-テレスコピックカラム:長さ 4.5m、回転角 190度

・切断ツール:グラインダー 径 115mm 

長さ 80cm

用 途|切断作業 使用環境 i耐放射線性:

条 件 i温度: 湿度:

適用 性|配管の切断、ベツセルの切断

外形図

(写真)

実 績卜 EUREXのベツセルの解体試験を実施

-開発課題

一狭い空間における往復ソーによる切断

一大口径パイプ切断可能な新しい切断ツールの開発

機関名又IENEA 開発状況|口実用化園開発済口開発中

はメーカ ICOMEXNuclear S.A. 

出典 IDecommissionin~州uclear Ins凶 ationsbv European白mmissions.(問 5)

付 1-25(49) 
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遠隔操作技術調査表

名 称、 TOMA 整理番号 F・006

国 名 フランス

水中における検査、環境のモニタリング

メンテナンスフリーで水中で保管できる。

概 要

寸法:677x542x472 (高さ)

重量:40kg 

仕 様 水中下 50mで作業可能

照明:ハロゲンランプ容量 250W

焦点 12cmのズームカメラ付

用 途 水中における監視 使用環境 耐放射線性:

PタRζ 件 之UI日UJ.間3接<!:.. 湿度:

適用 性

外形 図

(写真)

実 績

機関名又 LTD 開発状況 口実用イじ園開発済口開発中

はメー カ

|出 典力タログ

付 1-26(50) 
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遠 隔 操作技術調査表

名 称、 IATS 整理番号 IF・007

国 名|フランス

マルクール原子力施設の 3基の溶解僧と 2基の分離槽及びその付属設備(配

管、支持構造材等)が、電動式台車(生体遮蔽キャビン搭載)と台車に取り

概 要|付けられた荷役クレーンを用いて解体撤去された。

ローラ軌道上(縦行程:10m横行程:3.2m)の台車に生体遮蔽付キャビン

と3軸のリストを持つクレーンを搭載し、クレーンを用いて施設の解体を行

仕様lう0

・持上げトルク:24.5KNm 速度:縦方向 5ml分

・グリップの締め付け:2.5--3.1KN 横方向 3.1m!分

用

-台車の耐荷重:90KN 

途 l解体、撤去

分

一

度

m
一

汗

」

円

ο
一

、
/
一
仲
ヱ

二
緑

レ
一
射

ク
一
放
度

耐

温
境

件

環用使

条

適用性|セル内機器の解体撤去

外形図

(写真)

実 績 13基の溶解槽、 2基の分離槽の解体

機関名又ICOGE:MA 開発状況|圃実用化口開発済口開発中

はメーカ

出典 /Proceed.ingsof the International Conference Dismantling ofNuclear 

facilities Policies-Techniques (1992) 
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JNC T~9420 99-002 

遠隔操作技術調査表

G-OOl 整理番号称 IEMIR名

レー

名

(l)CECの研究開発プログラムの搬送システムとして開発された油圧駆動の

長アームマニピユレータ

(2)組勤、微動による位置決めとセンサ(力・トルクセンサ、

ザ近接センサ、傾斜センサ)による位置補正

(3)ツール(油圧ハンマ一、シェア、クラウンドリル、超音波、汚染度計測)

交換システム

ドイツ

レゾjレノT、

国

面
女概

最大速度 :l.4m/s 

-マニピュレータ

可搬重量:6000N、総アーム長:22m、

相対位置精度:3cm 

lOO-150bar、重量 lOOkg

-油圧ハンマー

作業圧力

・油圧シェア

様仕

一
境
件

一
環

一
用

均
一
使
条

ワ】
円。量重r

 
a
 

、Dnu 円。円。
断切万

/
、
/

力
一
リ

庄
一
ド

業
一
ン

作
一
ハ物量重一 耐放射線性:

温度:

途用

湿度:

rmL H.I;hl: 11.1m 

ヨ
-
F
E骨
u
n
R
H
F
『ヨ

性

外形図

(写真)

用適

-各種ツールの脱着、位置決め、移動等の試験実施
〈シ孟軍

将司実

口実用化・開発済口開発中開発状況機関名又|カールスルーエ研究所

ーカ

Decommissioning of Nucle ar Installations by European αmmissions.(l995) 

付 I-28(52) 

血

は メ

出



J~C TN9420 99-002 

遠隔操作 技 術 調 査 表

名 称|作業用マニピュレータ 整理番号 IG・002

国 名|ドイツ

(1)専用支持器に支持された各種切断ツールにより切断を行う作業用マニピ

ユレータ

概 要 1(2)水中で厚さ 10mmまで切断可能

(3) 2次生成物の吸引、回収装置の開発必要

-支持部構造:円柱ガイド式 x.Y.z式

-切断ツール:グ号インダ一、ハックソ一、 Nd-YAGレーザ一、ニブラー

仕 様 l ミリング

用 途 i切断作業

適用性|配管、板等の構造物の切断

外形図

(写真)

SυC T 'OrJ ur~ ， T S 

使用環境|耐放射線性:

3ζ 
コキ之 件|温度:

LASEロ HEAD

ロロQCESS

GASε5 

実 績卜 KahlB¥VR実験炉 (VAK)における切断解体試験

ーグラインダーによる水中切断

一ニプラによる気中切断等

湿度:

PQWE同

SUPPLY 

口

機関名又IVAKGmbH

はメーカ

開発状況|口実用化圃開発済口開発中

出典 IDecommissioningof Nucle ar Installations hv European Commissions.Cl995) 

付 1-29(53') 
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遠隔操作技術調査表

名 称 ITRR(Robotic Sy.stem to Retrieve Tube.s) 整理番号 IG-003

国 名|イタリア/ドイツ

(1)配管束の下に施設したガードレール上を走行し、下方より配管を把持の

上、配管を 2ヶ所で切断、分離し、切断片を揮出する装置

概 要 1(2)切断時のダスト発生による環境汚染防止のため防塵装置を備える。

(3)切断状況はトロリー上の監視カメラでモニタする。

-トロリ一機構:切断装置の施回 (90度)、昇降機構(パンタグラフ型)

及び切断時の反力と振動を支える支持脚を備える。

-切断装置:ディスクグラインダ(直径 250mm) 2基

仕 様|・防塵装置:ディスクグラインダ周辺を箱で密閉

-切断長:1.5m 

-操作方式:搬送操作:半自動遠隔操作

切断操作:手動遠隔操作

用 途|配管束の切断と搬出 |使用環境|耐放射線性:

条 件 j温度: 湿度:

適用性

外形 図

(写真)
A 

実 績|・モックアップ試験後 ENELプラントでホット試験(1993.8---1994.4)

.212本の配管を切断(平均長1.39m)

-配管周辺の作業空間と装置の取合を再検討

機関名又|凶SιDO 開発状況|口実用化・開発済口開発中

はメーカISIEMELK.AlvlPGIESSEREI 

出典 IDecomm凶 oningofNu的 rIns凶 ation

付 1-30(54) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 ITELBOT(マニピユレーター)整理番号 IG-004

国 名|ドイツ

(1)全方向可動ロボット、関節の回転角に制限のない全方向可動可能。

(2)動作範囲が広くアームの変形形状が柔軟に取れ、狭障環境におけるハンド

概 要| リングが可能。

(3)アームがモジュール化されているため、作業環境に応じて最適な大きさに

製作可能。

(4)オフラインテーチング用ロボットシミュレータ (KISMET)による教示。

.可搬質量:最大 250kg

-移動速度:最高 2m/s

仕 様卜多層パイプアーム構造(アルミ製)

-傘歯車による動力伝達系

・レーザ変位センサによる位置、姿勢補正機能

用 途|狭陸部ハンドリング用

適用性

外形図

(写真)

実 績|開発課題

使用環境|耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

・アーム姿勢最適制御法の開発、位置決め精度の向上

.作業ツールの開発

機関名又IWalishmiller 

はメーカ

出 典|日経メカニカル No.467(1995) 

開発状況|口実用化・開発済口開発中

付 1-31(55) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 IWAKの設備解体のモニタリング 整理番号 IC・005

国 名|ドイツ

WAKのオフガス浄佑系の更新の作業エリアの監視、作業支援に使用され

た。

概 要|作業エリアは 14ヶの一般の CCDカラーカメラ(上下左右、前後に移動)

で監視され、作業状況は車騎に積載されたテレビカメラにより至近距離にて

把握される。

.TVカメラ用車輔

一二つの独立したギヤモータにて制御

仕 様|一電力供給方式:ケーブル方式

ーケーブルは移動式キャリアシステムで処理

-TVカメラは 3.5m延長可能なテレスコピックに搭載

一対象物の 10cmまで接近可能

用 途|作業状況の監視 使用環境|耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

適 用 性|鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、ガラス、コンクリー卜の切断の監視

外形図

(写真)

実 績 IWAKのオフガス浄イじ系の更新

機 関 名又IWAK

はメー カ

出 典 ISPECTRUM‘94

開発状況|圃実用イb口開発済口開発中

付 1-32(56) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 IYAGレーザ解体 i整理番号 IJ・001

|国 名|日本

(1)原子炉施設の機器類の解体手法として二次廃棄物の発生量の少ない遠隔

レーザ切断装置の開発

概 国
立

仕

レーザ共掻器

・1kwYAGレーザ(タンデム型)

様|レーザ出力 500WX2台

. 1kw近隣の伝送効率 :90%以上

電源

-平均出力:25kwx 2 

.パルス幅:0.2........5ms 

・繰返回数:単発........200pps

.ピークパワー:........1.4MW 

用 途|原子炉機器の解体 l使用環境l-性:
条 件 温 度 : 湿度:

適 用性

外形図

(写真)

実 績 l試験結果

ステンレス鋼:4........22mmまで切断可能

切断速度 : 900mm/min........120mm/min 

機関名又|富士電機(株)

はメーカ

出典 IFAPIGNo.140 (1995) 

開発状況|口実用化園開発済口開発中

付 1-33(57) 
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遠隔 操 作 技 術 調 査 表

J-002 整理番号称|水中マニピユレータ名

日本

(1)原子炉の下鏡への適用性を考慮した汎用性マニピユレータ(先端ハンド部

支援可能)

要 1(2)作業状態をグラフィック表示

操作方式:マスタースレープ制御方式

全長:約 3.9m

様|自由度:10 

名国

概

仕

耐放射線性:

温度: 湿度:

使用環境

条 件

途用

性用適

~""Cif" 
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，~害予 ~U
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.、~. • • ・ヅ = ・10 下‘子・ 2軍置一 ー-;;:>----' - :;:~，温&時

ノ~' .1.P'-.，...-"・5四

九 三川込刷...
d噌「、眼H

一一 'i.~'"くこ〉;¥ぷ

外形図

(写真)

実 績|開発課題:取扱重量の増加

口実用化・開発済口開発中開発状況(株)目立製作所機関名又

カ

出 (1993) 
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遠隔操作技術調査表

J-003 オートクランプ称、名

日本

(1)この装置は、クレーンのフックに吊り下げその先端区ランプで鉄骨柱の玉

掛けや玉掛け外しを行う。

(2)操作は、無線による遠隔操作と装置本体のスイッチボタンで行う。

(3)この装置は、本体に内蔵したバッテリーで駆動し、メンテナンスも容易。

(4)装置の誤動作や誤操作に対しても安全であるよう工夫をこらしている。

西
京概

-取掻荷重:1500kgf 

-供給動力源:DC12Vバッテリー

様イ士

耐放射線性:

温度:

使用環境

件

鉄骨柱発建方自動玉揖け外し途用

湿度:条

解体物のハンドリング性用ユ庖

タレー:ンヲ，

‘ 一一一「
ハスいグープ， ，τてO2S
.r 
PK2T 
ヲ三芸=書向調室ケt
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ピて二=コ弘主 1=1 
51 、sj ぷi.1

1200 (.， 600ムJ
!...リ γ グ・，プ

r2コぉ|
~ ."プ平出凪

"イ..，. 
";1タランプ ;Y Z4，dvz 
一一一一一一斗ー--~.け.32 』コピト園リ

~~.'- 7 I さ三

レベ占主し.J

4

旬、・
4
2
4
i
・
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四
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図外

(写真)

形

績-a 
2て

口開発中口開発済-実用イじ開発状況(株)大林組機関名又

はメーカ

出 産業用ロポット導入便覧ー非製造業-1994
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遠隔操作技術調査表

名 称|建設作業用マニピュレータ 整 理 番 号 IJ-004 

国 名!日本

(1)マニtO~v-ション作業はグリッアを用い、簡単な操作でlγ ケット作業も可能。

(2)グリップ。は旋回式で、さまざまな場所への位置決めが可能。

(3)へ e ツセ)~を有し、トラックでの搬入が困難な現場でも効率よく二次製品の運搬可

概要|能。

(4)つかみ力は調整可能で、アロックなどを破損させずに取り扱いが可能。

-寸法:幅 2990x高さ最大 9570x長さ約 60 0 0 (mm) 

-重量 :21.5トン

-マニピユレータ部:油圧シリンゲ、取扱荷重 490kgf

仕 様 I.移動部:油圧モータ

-信号伝送:有線

-制御電源 :DC24V

用 途 積ア日ック等の把持・運搬 使用環境条件

適用性解体における重量物取り扱い

外形図

(写真)

g;. 
フて 績

i:. 

JJ 」込毛
一-s忌竺弓:ミ工会ー
，_' • "0 手ζふ-ぺ

機関名又|東急建設(株)

はメーカ

開発状況|・実用伯口開発済 口開発中

出 典|産業用ロポット導入{更覧ー非製造業-1 994 

付 1-36(60) 
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遠隔操 作技術調査表

J-005 遠隔操作移動式マニピユレータ称名

日本

(1)遠隔操作による移動式マニピュレータ

(2)制御盤で遠隔操作

(3)劣悪環境下での作業可能

(4)マニピユレータ先端部は作業に適した工具に交換可能

要概

-す法:幅 660x高さ約 1500x長さ約 1500(mm)

.重量:420kg 

-走行速度:0.......10.6/分で可変

-電動?ニヒ。ュLータ:リーチ(台車先端より)1325皿皿、自由度 5+1(把持)、

取扱荷重 30kg

-走行機能:登坂力 30度

-動力源:J(.')テ1)-文は AC100V

解体作業での切断、運搬

-信号伝送:有線

様仕

耐放射線性:

温度:常温

使用環境

件

途用

湿度:80% タζ
フR

原子炉解体での切断、運搬等性用ユ恩

~"在

デ可 、、/

/-~止:\ニR
J ~い♂「て\Jー

I -/・¥¥:":.，..:.巧〆，

ヨ!手口 !j 

11Hrスザ「ミ云 J 

lアλ弓"ヨ ¥吉 J こ吋『開古Z

i 
、で聞 も/"

l 、、丸、王...:.

- t 'ì .~ll ーι..:--

図

)
5
真

丹

写

外

(

績s: 
フて

口開発中

出

口開発済

付 1-37(61) 

圃実用化開発状況

典 1産業用ロポツ卜導入便覧一非製造業-1似

目立造船(株)原子力事業部機関名又

はメーカ
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遠隔操作技術調査表

名 称|水中テレビロボット 整理番号 IJ・006

概 要

国 名|日本

6自由度を持つ水中テレビロボット、メタルハライドランプを使用し、大き

な照度が得られる。

-重量 70kgf 

-照明 メタルハライドランプ 1灯容量 200W

仕 様| ハロゲンランプ 2灯容量 150W

. 3板 CCDカメラ(ズームレンズ付)1台

-単板 CCDカメラ 1台

用 途|水中での点検、監視

適用性

外形図

(写真)

実
心τ副

司軍司

機関名又i三井造船

はメー カ

使用環境|耐放射線性:

条 件!温度: 湿度:

開発状況 i・実用化口開発済口開発中

出 典|日本ロボット学会誌 Vol13， NO.G 1995 

付 1-38(62) 



J~C T¥9420 99-002 

遠隔操作技術調査表

名 称|原子力施設の設備情報遠隔収集設備 整理番号 IJ・007

国 名|日本

原子力施設内の解体対象物の形状、寸法、配置状況を遠隔収集する。

脚車輪駆動により前後進、回転、階段の昇降、配官や溝の股ぎ越えが可能。

概 要|脚の関節、車輪に駆動モータを設置し伝達機構を設けないことで簡略化。

普通映像力メラ、局所映像力メラ、レーザ式距離測定器を搭載。

仕様

用 途 l設備情報の収集 使用環境 l耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

適用性!解体対象物の設備情報収集

パンチルト後情

外形図

(写真)

局所映像用
テレビカ j ラ

ζ土ア ψ重.

タミ 将司

はメーカ

出 典旧本原子力学会 1994 秋の大会予稿集

開発状況|口実用化口開発済・開発中機関名又旧本原子力研究所

付 1-39(63) 
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遠隔操作技術調査表

名 称|コンクリートの構造物の解体 整理番号 IJ・008

国 名|日本

JPDRの遮蔽コンクリート構造物を遠隔解体するために開発した機械的切

断工法。

概 要|ダイヤモンドプレードを用いたカッター式切断機とダイヤモンドビットを

用いたコアポーリング式切断機を同時に搭載し、遠隔操作によってコンクリ

ートをブロック状に切断解体する。

切断機寸法 : 5.0m(H) X 2.25m(D) 

切断機重量 : 15t 

仕 様!切断機移動範囲(軸方向) : 1，050mm 

(半径方向) : 945----485mm 

(円周方向) : 360mm 

カッタープレード直径:42インチ

コアポーリングピット直径 :6インチ

用 途|放射化コンクリートの切断 |使用環境|耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

適用 性|コンクリート構造物の切断

外形図

(写真)

実績

機関名又旧本原子力研究所

はメーカ|清水建設

アウトリ討i-

開発状況|口実用化園開発済口開発中

出 典|デコミツシヨニング技報第 5号(1992.5)

付 1-40(6~) 
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遠隔操作技術調査表

名 称 走行式放射線モニタ 整理番号 IJ・009

国 名 l日本

線量当量平の測定および表面密度測定用試料の採取を自動的に行う。

概 3百25ご

走行制御方式:光学誘導方式

放射線測定装置:ァ線検出器 (GM計数管)

仕 様 中性子検出器 (3He計数官)

α線検出器 (ZnSシンチレータ)

用 途 環境モニタリング 使用環境 耐放射線性:

* ζ 
イ牛 温度: 湿度:

適用性|環境放射能測定

外形図

(写真)

宝7Eて 穆〈シ重司Z 

機 関名又 動力炉核燃料開発事業団 開発状況 口実用化園開発済口開発中

はメーカ

出 典 動燃技報 1992.3 

付 1-41(65) 
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遠隔操作技術調査表

名 称|ウォータジェットカッタ |整理番号 IJ・010

日本

(1)鉄筋コンクリートに対して高い切断能力を有するアアレイシアγェッ卜で、屋内の

RC壁、床を無振動、低騒音、無粉塵で切断できる o

概 要 I(2)本体は人が持てる程度に分劃可能で、 ドアやエレベータからの搬入、階段

の運搬が可能。

(3)本体は車輪式であり、手動で簡単に移動でき、セッティングも短時間で可

ム目h 己。

(4)ジェット水はキャッチャにより吸引。

-寸法:幅 904x高さ 1640x長さ 704(mm)

-重量:カッタ 300kg，キャッチャ 200kg

-切断深さ最大 67cm(ノズル移動速度 2cm!min)

イ土 様|アクチヰータ:電気式 アウト卜山

-材質:ステンレス

用 途 IPC壁、床の切断 耐放射線性:

温度:0--450C湿度:20--85% 

適用性

(外観写真)

図

)

5

真

汗

写

外

(

9< 
yて 績|病院(富山市)の間仕切り壁切断撤去工事

機関名文|ハザマ技術研究所

はメーカ

出 典|産業用ロポット導入便覧一非製造業ー 1994

開発状況|圃実用他口開発済口開発中

付 1-42(66) 



JNC 丁目942099-002 

遠 隔 操作技術調査表

名 称|ドラゴンロボット

(1)高線量α廃棄物処理工程におけるプラズマ切断解体の自動化を目的に開発

された。

概 要 I(2)小型軽量化を図っている。

(3)高線量下でも対応できる o

(4)ロポットの駆動機器を本体内部に収納し、除染性を高めている。

(5)ロボット本体は折り畳め、直径 610mmのポート穴を通過できる。

(6) ロボット本体は、遠隔で 3 分割でき、?ニtO~v-タ補修用ゲ日ーT't."ックスに収納し、

内部機器の補修が可能。

(7)ロポット手先部には、オートツールチェンγャーを設けてあり、アラ'J，"?トーチの着脱が容

| 易、またハンド等のツールを取付け可能。

-寸法:垂直軸長 1200血皿×水平軸長 800mm

.重量:126kg 

-垂直多関節6軸型

仕 様| トーテ姿勢自動制御、スタンドオフ自動制御

用 途|高線量α廃棄物処理工程の遠隔

自動化

耐放射線性:106Gy， 104Svlh 

湿度:

適用性

外形図

(写真)

実
。盟主

耳買

機関名又|動力炉・核燃料開発事業団

はメーカ

出 典|動燃技報 NO.84 1992.12 

開発状況|口実用化 ・開発済口開発中

付 1-43(67) 
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遠隔操作技術調査表

名 称|配管密封式切断装置(可搬式切断機)

(1)この切断装置は配管の切断部を機械的に変形させて密封性能を持たせてか

ら切断することによって、汚染拡散防止と作業効率の改善を図る。

概 要 I(2)可献切断機A型は、高い密封性を重視し、可搬式として可能な限り重量

を軽量イじすることを考慮し 10A以下の配管を対象とする。

(3)可搬式切断機B型は、市販品の類似形状で部分改良を加え大型イじした片口

関口タイプで、取扱住を重視し、 A型に比べ密封性能はやや劣るが、大きな

口径の配管も扱えるものとする。

A型 B型(改良型)

-寸法:L414xW140xH202(血 m)

.重量:25kg 

L472x羽T!30x H150(mm) 

19.6kg 

仕 様|・圧着切断部 :U字川タイ70

-圧着荷重 :25ton 

片口開口タイプ

30ton 

用

-対象配管:10A Sch20s迄

.切断機材質:機械構造用調

-アクチュエータ:油圧式

途|汚染配管の切断

25A Sch40迄

チタン鏑

油圧式

使用実互「耐放射線性:

条 件|温度: 湿度:

適用性|原子力施設における汚染配管の切断

外形図

(写真)

とt (.童

ラミ 耳宮司

汚染防止用内.，，-
切断Iil

ー

量
可搬式切断援A型

λJLF尾高弘之再孟=--
3 -C::II・園町メモJ

i撮影怠罰金崎咽・二一一一一『
可挺弐'JJ訴筏B型

機関名ヌ I(財)原子力施設内竹山手 |開発状況|口実用イじ 圃開発済口開発中

はメーカ | 研究協会

出 典 I(財)原子力施設デ日シヨニンゲ研究協会弟 6回報告と講演の会(平成 6年)

付 1-44(68) 
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遠隔 操作技術調査表

名 称|配管密封式切断装置(固定式切断装置)

名l日:
(1)配管解体現場で可搬式切断機を使用し、長尺で圧着切断した配菅を固定式

切断装置で一定の長さに圧着切断を行う。

概 要 I(2)自動運転及び手動運転ができる。自動運転では、あらかじめ設定した長さ

で配管を圧着、切断し、容器に取り出すまでを自動で行う。また、手動運

転は切断長さの設定、圧着、切断、配管移動、排出の各ステップを手動で

運転できる。

-す法:L4200 x W1520 x H900(mm) 

-重量:1000kg (油圧シリンゲ含む)

-圧着切断部:門型フレームタイ7。

仕 様 l圧着荷重:100ton 

-対象配管:40A Sch40 

-切断機材質:機械構造用炭素鋼

-アクチュエータ:油圧式

用 途|汚染配管の切断 l使用環境!耐放射線性

湿度:条 件温度:

適用性|原子力施設における汚染配管の切断

図

)
5
真

先

写
外

(

固定式旬買~翠

SP 
3て 績

機関名又 I(財)原子力施設ヂコミッショニンケ、 !開発状況|口実用他 国開発済 口開発中

はメーカ

出典

研究協会

(財)原子力施設デ、コミッショニンゲ研究協会第 6回報告と講演の会(平成 6年)

付 1-45(69') 
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遠隔操作技術調査表

名 称|ワイヤーソー

全足互
・コンクリート構造物等の解体において、大断面切断、狭障な場所での切断

が可能。

概 要|・振動、騒音、粉塵飛散等の点で優れている。

仕様

用 途|コンクリート構造物の切断

適用性

外形図

(写真)

実績

機関名 文 I(財)原子力施設ヂコミッショニンゲ

はメーカ | 研究協会

湿度:

出 典 I(財)原子力施設ヂコミッショニンゲ研究協会第 6回報告と講演の会(平成6年)

付 1-46(70) 
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遠隔操作技術調査表

名 折、i床面除染装置 整理番号 IJ・015

国 名|日本

走行車、除染ユニット、通信ユニット、パッテリで構成されており、供給ロ

ーラにセットされた含水ウエスを除染ヘッドにより床面に加圧振動させ巻

概 要lき取ることにより床面の除染を行う。

-寸法 :約 500(VI)x 400(L) x 900(H)mm 

-重量 : 40kg 

-除染方式:濡れウェス援動拭取方式

仕様l叩: 約400rnrn

-動力源 : 1ドッテリー

-運転方式:遠隔手動

用 途!原子力発電所内の床面除染 使用環境|耐放射線性:一

条 件|温度湿度:一

適用 性l床面の除染

図

)

ノ
ノ
J

盲六

丹

写

外

(

除染原乏

" -ー，・、

で2現可守

・乞:>・
.，余尖へッド.刷

は
一
例

宝一八

持関名又はI(株)目立製作所 開発状況 |口実用イじ園開発済口開発中

メー力

出 典|原手力工業第 39 巻第」号(1白川8~山「原子力周ロボット」日立製作所/吉田富治

付 1-H(71) 
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遠隔 操 作 技 術 調 査 表

名目玉十
ロ
官
J

王国一
週ニ整

一
国

MR-38 材、|自動配筋ロボット名

(1)本口市Vトは、下部走行体、上部旋回体、配筋7オDiト及び7ィーターから構成。

(2)D38筋、 12mを20本7ィー夕、、上に搭載、鉄筋上を走行移動。

要1(:3)搭載した鉄筋束の中から、 l本づつを把持位置へ7ィー夕、、で送る。

(4)多関節アームの先端把持部で、 7ィー夕、、上の鉄筋を l本掴み取り、設定された配

筋条件;こ連続自動記筋。

(5)操作は、搭乗による手動運転、遠隔による手動及び自動運転が可能。

概

-移動部

走行方式:クトラ方式

走行速度:0.9km/h 

アクチ江ータ :電気・油圧

す-fモータ

-""{ニヒ。ュレータ部

自由度:

取扱荷重:積載鉄筋 2150kg，把持鉄筋 150kg

アクチュエータ:電気・油圧す-rモータ

最大合成速度:22cm/s 

位置繰返し精度:土60mm

様仕

動力源:デーγ)yエンシツ

用 使用環境|耐放射線性:ー

条 イ牛湿度:一般工事環境

26Ps 

途|重量鉄筋の記筋

図

実 績|原子力発電所柏崎 2号楼で使用

接関名又は|鹿島建設(株)

用

ノ

/

/

盲

六

丹

写
外

(

コ担

圃実用化口開発済口開発中開発状況

P18"-19 9恒

付 1-48 C72i 
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遠隔操作技術調査表

戸

4i
唱
E
A

n
u
 

γυ 
-，..マ百二早口z'z甘す

国

平方、¥4クローラ式キャリアロボット

記旦互
(1)本日本ヘy卜は、 4つのクローラからなる走行部と、積載部の水平保持機構によっ

て積み荷を常に水平に保ちながら階段を昇降、安定した状態で移動でき

匂。

名

(2)操作は、才ヘルータが手元のγョイスティックで行う無線方式で、動力・情報伝達の

ためのトア)~を引きずらない自立型である。

as 
3ご概

-寸法:W860 x H970 x L1300(rnrn) 

-重量:310kg 

・走行方式:平地 2krnlh， 階段・傾斜地 0.5krn/h

様1.;走行モード:前後進、旋回、階段・傾斜地昇降(40
0

)、段差乗越え(180rnrn)

-アクチュエータ:ACサ-rモータ(200Wx9) 

・積電荷重:平地 100kg、階段・傾斜地 80kg

.動力源:Jγッテ1)-DC12Vx2 

仕

途l遣:設現場等不整地での資材・工具!使用環境l耐放射線4性:ー

の這搬 |条 件|温度:0----40'C 

<=l 
片1

湿度:20----

工具等の運搬に適するが、 TVカメラを用いた操作系の開発要。

80% 

性|解体時の資材、用ュg

@ 

ソ.イステ， ，ク慣円ヨ

包

自
g
s
 

〆，町、.
←i 

' τ~ ， 

、~.

O 

O 

図ノ

ノ

ノ

盲

六写

外

(

績l宇宙開発分野で研究用として使用されている。

(株)高岳製作所

'て=ァ
アて

圃実用化口開発済口開発中開発状況設関名ヌは

付 1-49(731 
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称|異構造マスタースレープマニピユレータにおけ|整理番号IJ引 8

るマルテ操作モードとその作業性(制御技術) 1国 名|日本

(1)仮想内部モデルを用いたlγ イラテラJ~制御構成により、通常の?スタールーr制御であ

る位置指令モートゃ(7スターストアーモートザ)など4つの←トーを統一的に扱う、異構造7

スタースレーブゃのための制御方法を提案。

(:2) 4つの操作モート。を考え、 1つの制御系でそれらを切り替えて用いることの

できる制御系を構成。

(:3)"nタースレーブ1-トーとγ三イスティックモード、について作業評価実穀を行い、操作!生向上

を確認。

遠隔操作技術調査表

名

;:s 
:::;;:: 概

. 7スターアーム:ハ。ンタグラ7を用いた直交座標系型アーム

(方向による慣性の差が小さし¥)

-スレーブ。アーム:7自由度冗長アーム

.7].ター、スレーブー共に手首 3軸は 1点、で交差している 0

.位置追従には PD制御を用いている。

様仕

使用環境|耐放射線性:ー

条 件|温度:ー湿度

途|異構造7スタースレーブマニヒ。ュレータ

性|作業用口。ユレータとしての操作性向上

用

用適

「ザーで?司

->~1 

、グ士『

eF 
ーポ

も-マ

4 睡も

• 
図ノ

ノ

ノ

百

六

丹
空
一

d

e
4
h
l
f『

t
、

ノ々

実績1-
接関名又は 園開発済口開発中口実用化開発状況(株)東芝

P 1:2G"-131 

付 1-50(7~ì 

199.5 州日本ロボット学会誌 Vo1.l3.NO.G 

メーカ
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称、|視覚映像とrィンテ{';!J'''j''川 1を用いた移動Dij."ット|整理番号IJ・019

の操縦システム(制御技術)国 名!日本

(1)移動吋砕けからの視覚映像とrィンテインク?っγィスを用いた移動口fットの遠南操

従システム。

遠 隔 援作技術調査表

。
{
]

要I(2)TV力メうから得た視覚映像よでロホヘyトに向かわせたい方向をrィンテインターデ1¥やイ

スで直接指示でき、走行予定経路をそニタに表示。

(3)γョイスティックなどによる通常の操作方法に比べ、常に操作を行う必要がない

ためオヘ。レータの操作が簡素化される。

・自律移動日rット「山彦」を使用

. TECHNOl¥lvlE社製 CCD力メうTCR，超広角レンf使用

様lurット操作者間データ転送:有線

概

仕

使用環境|お放射線住:一

イ牛i温度:ー 湿度'一タζ

フド=

途|移動Oifi'ットの遠隔操縦用

性|ォ川ータの負担を軽減する技術として注目される。

図

)盲六

用

〆
/
/

廿
竹
川

rr=-
ーーゴー

:@ 

外

記念図とシステム請託

内
相
…

rτ=ァ
プて

E開発中

山
Lム」 P 1G3"" 1G4 

付 1-51Ci5i 

口実用住口開発済

典|冥 13回日本ロボ y ト学会学術開会予稿集 1995

開発状況接関名又は!気波大学

メー力
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遠隔操作技術調査表

卜の制御(制御技術)

(1)オ7ィスなどの空間的・時間的変動の大きい環境を移動できる口fットシステムを構

果。

要1(2)安定住を保ちながら、移動中に遭遇する様々な失敗から効率的に回復する

ことを目指した「詳化刊行ーγェント構成方式J(反射行動・目的達成行動・適

応行動の群)を提案。

(3)失敗から回復するたーリスティックを適応行動として組込む。

-反射エーγェント群:導電了ムによる接触センサ(静止障害物回避)、超音波センサ(障

害物回避)、赤外線センサ(近接障害物回避)

-目的達成エーγ、ェント :TVカメラ(目標物探索、追跡)

様l適応エーγェント:自由空間領域検出

トヴの外などの開放された空間へ進行するエーシ。ェント

呈に沿って進行する行動を生成

静止物体の周囲に沿って移動

注;エーγェント:基本的な移動行動を独立のアロセスとして作成。

途|移動口rットの制御 使用環境|耐放射線住:一

条 件|温度:一湿度:一

性|画像を用いた目標物探索、追跡エーγェントの性能向上等今後の研究成果に期

f守。

材、1詳化マルテエージニン卜構成による移動ロポツ

揮e

名

仕

用

用一坦

赤外詞センサ

サン

サ

占

‘

・

ノ

在

セ
音

-
S

H

冒

--a唱，・
1

同事牧E主用

記音l1i:センサ

図外

(写真

丹5

主

h
H

'
午
小

r-"-ニ:=
アて

口実用{じ口開発済圃開発中

Lい
Lム」 Pi1---iS 

付 1-52(76') 

開発状況

;:;;!日本ロボッ卜字会誌 Vol1.3， NO.:3， 1995 

日之東(株)涜関名又は

，xf
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21 

遠 隔 操作技術調査表

名

See-Through Visionは、シースルー機能、優れた解像度、広視野を確保した

HE却 MOUNTEDDISPLAYで、がうや八。ソコンといった様々な楼器と組み合

要!せることにより、遠隔作業の確実性や安全性確保、ウォークスルーによるイメーγの具

現化、作業支援、教育や研究分野への応用が計れる。

概

-視野の広さ:水平 48度×呈直 36度または水平 60度×垂直 36度

-眼鏡装着の可否:可能

・外景光透過率:20%以上(シーjりやを上げた状態)、 0% (シー)~トーを下げた状

態)

-表示焦点距離:1m， 3m，あるいは 10m以上

・水平解像度:350TV本以上

・重量:ヘットーディスアレイユニット約1.3kg，

.ヘッドモーションセンサ取付け可能

コント口一J~ユニット手守 3.2kg

様

使用環境|耐放射線性:一

条 件|温度:ー湿度:ー

途|遠隔操作の向上

援作の向上に役立つ技術、軽量化が望まれる。

図ノ

ノ

ノ

盲

六

江

八

写

J
h
l

〆
t
k

ノ々

1¥ーフミラー

同
一
明

{ 

プて

圃実用化口開発済口開発中

山
L!..J 

開発状況

付 1-53(77') 

(株)島津製作所

u~I 力タロク

設関名又は

メー力
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遠隔操作技術調査表

整理番号IJ・022

名|日本

材、|活線作業ロボット草

国

(1)屋外に散在する配電設備に対しD$"ットを移動して作業。

(2)電柱よで不規則に援勤している電線の作業。

要1(3)高電圧の電気絶縁(雨天でも作業可能)

(4)作業中の交通支障回避のため小型車両へ搭載。

(5)オヘ。レイが地上のキャビン内から作業指示をし、 自動で記電作業。

名

概

. "7ニヒ。ュレータ部

方式:電動?ニヒ。ュレータ

重量:85kgf (単腕)

可担重量 20kgf(単腕)

自由度:7 (不特定障害物の回避可能、左右独立スライト"50cm可能)

アクチュエータ:電動←タ

工具の自動交換可能

5台のγームカメラ装備

・車両:小型トラック

途|活線作業

様仕

-

度

-

団

広

性油

悌

一

射

:

放

度
耐

温

境

件
環用使

条

用

性l高所作業に適するが、狭陸部への接近性が課題。用ユ呂

図ノ
ノ
ノ
真

j

写

外

(

走副?τ寓ロポット置による;E鼠作;1;決;"2

オベレータヨキャビンロポット

山
市
川雷

}
市京

一
/
/

業
一
力

作
一
電

治

2

N川

コ叶l
-

，ーザ，

活
一
九

れ
ロ
一
斗
品

〈

n
-
J
V又包々関4

慌

{ 

アて

圏実用fじ口開発済口開発中開発状況

メー力

D111 J'iンフレット

付 1-54(78; 
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付録 2切断技術調査表
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線切断DB

技術名称 プラズマアーク

能力 84 

能力単位 rn/hr 

能力表不対象材質 sus 
能力表不対象厚み 20 

概要説明 電極と被切断物の聞に直流高電流を流してアーク

を発生させ、その周囲にガス気流を吹き付け、 2""'

3万度のプラズマ気流を形成する。切断はプラズマ

気流の電離及びかいりエネルギーを利用した熱移

行及びアーク熱によって被切断物を溶断し、ガス

気流によって溶融物を吹き飛ばして切断する。切

断速度を増加させると、切断できる板厚は薄くな

る。炭素鋼は、動作ガスに空気または酸素を使用

すると酸化反応熱が加わって切断可能板厚を増す

ことができる。水中プラズマでは、切断能力が60

""'70 %に低下する

適用可能材質 CS， sus 
厚み上限値 180 

運転条件 小池酸素工業(械のHT-2000、切断電流200A、プフズ

マガスが空気、シールドガスが空気

二次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料 小池酸素工業(蜘カタログ

付:2- 1 (79) 
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線切断DB

技術名称 プフズマアーク

能力 84 

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 cs 

能力表不対象厚み 20 

概要説明 電極と被切断物の間に直流高電流を流してアーク

を発生させ、その周囲にガス気流を吹き付け、 2-----

3万度のプラズマ気流を形成する。切断はプラズマ

気流の電離及び事離エネルギーを利用した熱移行ー l

及びアーク熱によって被切断物を溶断し、ガス気

流によって溶融物を吹き飛ばして切断する。切断

速度を増加させると、切断できる板厚は薄くな

る。炭素鋼は、動作ガスに空気または酸素を使用

すると酸化反応熱が加わって切断可能板厚を増す

ことができる。水中フラズマでは、切断能力が60

-----70 %に低下する

適用可能材質 SUS， cs 

厚み上限値 75 

運転条件 小池酸素工業(掬のHT-2000、切断電流200A、プラズ

マガスが酸素、シールドガスが空気

二次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料 小池酸素工業(掬カタログ

付:~ - 2 (80) 
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線切断DB

技術名称 水中プラズマアーク

能力 4. 5 

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 sus 
能力表示対象厚み 130rnrn 

概要説明 プフズマアークを水中で行うもので、切断能力は

気中切断の60........70%に低下する。また、水の分解

により水素、酸素が発生する。ヒューム、騒音は

水中の方が少なくなる。

適用可能材質 一

厚み上限値 一

運転条件 一

二次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 冷却水

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料 宮坂靖彦:"lPDR解体プロジェクトの概要と成果"

デコミッショニング技報， No 14， P24........33， 1996 

付 ~-3(81)
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線切断DB

技術名称 プフズマジェット

能力 14. 4 

能力単位 rn/hr 

能力表不対象材質 sus 
能力表不対象厚み 20 

概要説明 プラズマトーチの電極とノズル間のアークを発生

させて作動ガスを電離させることによりプラズマ

を維持し、被解体物を局部的に加熱溶融して、そ

の溶融物を気流で除去し切断する方法である。ノ

ントランスファータイプ(非移行方式)とも呼ばれ

る。導電性のない金属やコンクリート、耐火物等

にも適用可能である。切断能力はプラズマアーク

より小さくなる。

適用可能材質 CS， SUS，その他の金属

厚み上限値 45rnrn 

運転条件 電流250A、ノズル拘束比3、使用ガスArtN2

二次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料 谷本健一、照沼誠一."核燃料サイクル施設のTコ

ミッショニング技術に関する研究開発-動燃大洗

工学センターの開発技術"，RANDEC技報

No.11，p37 ""'47，1994 

付~ -4 (82) 



J¥C T~9420 99-002 

線切断DB

技術名称 プラズマジェット

能力 一

能力単位 !日/hr

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み

概要説明 フ。フズマトーチの電極とノズル聞のアークを発生

させて作動ガスを電離させることによりプラズマ

を維持し、被解体物を局部的に加熱溶融して、そ

の溶融物を気流で除去し切断する方法である。メ

ントランスファータイプ(非移行方式)とも呼ばれ

る。導電性のない金属やコンクリート、耐火物等

にも適用可能である。切断能力はプラズマアーク

より小さくなる。

適用可能材質 一

厚み上限値

運転条件 一

二次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 m3/m 

出典資料 一

付 2-5 (83) 
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線切断DB

技術名称 アークソー

能力 1. 5 

能力単位 m/hr 

能力表不対象材質 CS 

能力表不対象厚み 30mm 

概要説明 高速回転(300""'1800rpm)するプレードと切断対象

物の間に高電流アークを発生させて被切断物を溶

融し、プレードの回転で溶融物(ドロス)を除去す

ることにより切断する。水中、気中いずれの環境

にも適用可能。導電体の金属であればすべて適用

可能。切断幅はプレード板圧の1.25倍。プレード

の消耗量は切断断面積の115""'1110である。

適用可能材質 SUS、CS、その他の金属

厚み上限値

運転条件 電圧44V、電流200""'600A、

二次廃棄物種類(不燃) ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 3 (Tool wear 1， Aerosol 0.035) 

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 m3/m 

出典資料 G. Pilot， et al : "Evaluation of Steel Cutting 
Techniques"， Decommissioning of Nuclear 
Installations， P218""'226， 1994 

付己-6 C84i 
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線切断DB

技術名称 アークソー

能力

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 sus 

能力表示対象厚み 30rnrn 

概要説明 高速回転(300'"'-'1800rprn)するフレードと切断対象

物の聞に高電流アークを発生させて被切断物を溶

融し、プレードの回転で溶融物(ドロス)を除去す

ることにより切断する。水中、気中いずれの環境

にも適用可能。導電体の金属であればすべて適用

可能。切断幅はプレード板圧の1.25倍。プレード

の消耗量は切断断面積の115'"'-'1110である。

適用可能材質 sus、cs、その他の金属

厚み上限値

運転条件 電圧44V、電流200'"'-'600A、

二次廃棄物種類(不燃) ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 2. 5 (Too 1 wear 1， Aeroso 1 O. 05) 

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料 G. Pilot， et al : "Evaluation of Steel Cutting 
Techniques"， Decornrnissioning of Nuclear 
1 ns t all a t i ons. P218'"'-'226. 1994 

付:~ -7 (85) 
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線切断DB

技術名称 アークソー

能力 3. 6 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 その他の金属

能力表示対象厚み 250mm 

概要説明 高速回転(300'"1800rpm)するプレードと切断対象

物の聞に高電流アークを発生させて被切断物を溶

融し、プレードの回転で溶融物(ドロス)を除去す

ることにより切断する。水中、気中いずれの環境

にも適用可能。導電体の金属であればすべて適用

可能。切断幅はプレード板圧の1.25倍。プレード

の消耗量は切断断面積の115"'1110である。

適用可能材質 sus、cs、その他の金属

厚み上限値 一

運転条件 原子炉圧力容器

二次廃棄物種類(不燃) ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 m3/m 

出典資料 藤田譲等:最新切断技術総覧、(掬産業技術サービスセン

ター，1985， 宮坂靖彦:"JPDR解体プロジェク

トの概要と成果"デコミッショニング技

報，No14，P24"'33，1996

付 :2-8(86i



J~C T~9420 99-002 

線切断DB

技術名称 水中アークソー

能力

能力単位

能力表示対象材質 一

能力表示対象厚み 一

概要説明 水中でアークソ一切断を行うもの。切断性能は気

中切断と相違はない。

適用可能材質 sus、cs、その他の金属

厚み上限値

運転条件 一

二次廃棄物種類(不燃) ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 水

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 m3/m 

出典資料

付:2-9 (87) 
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線切断DB

技術名称 放電加工

能力

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 sus 

能力表示対象厚み

概要説明 回転する円板状または走行するバンドソー状電極

と非切断物との聞にケイ酸、ノーダの水溶液で代表

される粘澗な加工液(通常の水でもよいが切断効率

は悪くなる)を注ぎながら、電極聞に直流電圧をバ

ルス状に印加し、発生するアーク放電による熱を

利用して溶断する方法である。取り扱う電流容量

は数百Aであり、また、パルス状に電流を使用す

る点でアークソーとは本質的に異なる。加工精度

が高いが 被切断物と電極との距離の精密制御が

必要。水中でも可能。切断幅は一般には0.8'"'"'

1.5mm(電極厚さ+0.3'"'"'1.6mm)程度。

適用可能材質 sus、cs、その他の導電性金属

厚み上限値 一

運転条件

二次廃棄物種類(不燃) ガス、粉じん、ヒューム、 ドロス

|二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料 一

付 2-10(88) 
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線切断DB

技術名称 ガス切断

能力 20 

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み 50 

概要説明 予熱ガス炎で切断部を予熱し、酸素により鉄を燃

焼させて切断する方法である。切断に際しては、

トーチ火口高さ及び非切断物とトーチの角度を所

定値に保持する必要がある。気中および水中切断

のいずれも可能である。水中切断では、 トーチ先

端に外套をつけたり、 トーチの周囲に空気または

水を噴出させたりして、切断部への水の浸入を排

除して予熱炎の安定化をはかり切断する。切断能

力は気中と水中で変わらない。切断可能板厚が非

常に大きく、 30mm以上の板厚では最も経済的。

切断速度は大きくない。

適用可能材質 cs、その他の金属

厚み上限値 2000 

運転条件 酸素圧力:5kg/cm2、プロパン圧力:

O.15kg/cm2、切断酸素流量8，500Nリットル/h、予熱酸

素流量1，500Nリットル品、 プロパン流量:400NIJットル
/h 

二次廃棄物種類(不燃) ヒューム、

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料 永田陽造 JIガス切断の特徴と合理化"溶接技

術，1993年 5月号，P88""'95，1993

付 2-11(89) 
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線切断DB

技術名称 溶極式ウオータジェット

能力 32 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 sus 
能力表不対象厚み 60mm 

概要説明 消耗電極であるワイヤーを送りながら、非切断物

との問にアークを発生させ、ノズルから高圧のジ

エット水を吹き付けて溶融金属を吹き飛ばしなが

ら連続切断する方法である。気中、水中のいずれー

でも可能であるが、水中切断の方が切断能力は劣

る。導電体の金属であればほとんどの金属の切断

が可能。

適用可能材質 SUS，CS，その他の導電性金属

厚み上限値 100 

運転条件 水中切断、ワイヤー電極の太さはφ4mm

二次廃棄物種類(不燃) ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 水

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 m3/m 

出典資料 F-W.Bach : "Underwater Cutting Techniques 
Developments" ，Decommissioning of Nuclear 
Installations，P229'"'"'238，1989 

付 2-12(90) 
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線切断DB

技術名称 アーク・ガウジング+ガス

能力 1. 8 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 その他の金属

能力表示対象厚み 420 

概要説明 非切断物と炭素棒またはワイヤーなどの電極との

聞に直流電圧を印加してアークを発生させ、アー

ク熱によって溶融した金属を電極に沿って噴出す

る高速の空気流または水流によって吹き飛ばし溝

を掘る方法である。ガス切断法はステンレス鋼に

対して有効でないため、炭素鋼板にステンレス鋼

をクラッドした原子炉容器を切断する方法とし

て、アークガウジング法でステンレス鋼を削溝し

て炭素鋼部を露出させ、ガス切断で炭素鋼部を切

断する方法として用いられている。

適用可能材質 全てφ金属

厚み上限値 450mm 

運転条件 水中切断(2m水深)、水平切断、切断対象物は低合

金鋼に 6mm厚さのステンレス鋼を内張りした厚

さ290mmの圧力容器

二次廃棄物種類(不燃) ドロス、粉塵・フューム、ガス

二次廃棄物発生量(不燃)

|二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 mδ1m 

出典資料 明Tataru Kawahara，et d "Technical 
Verification Test for Reactor Pressure Vessel 
Cutting by Using G & G Method"，ICONE-

1，Vo1.2，p85"'88， 1991 

付 2-13(91)
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線切断DB

技術名称 パウダ一切断

能力 一

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 その他の金属

能力表示対象厚み

概要説明 酸化性粉末を乾燥空気または窒素ガスによって、

ガス切断の酸素気流中に連続供給してその酸化熱

を利用して切断する方法。粉末に150........300メッシ

ュ程度の鉄粉を用いたものを鉄粉切断法、耐酸化

性の炭酸ソーダ、重炭酸ソーダを主成分としたフ

ラックス(溶剤)粉末を用いたものをフフックス切

断法という。また、空気や窒素の代わりに酸素を

鉄粉の搬送ガスとして利用したものをパウダージ

エツトという。

適用可能材質 全ての金属

厚み上限値 70 

運転条件 一

二次廃棄物種類(不燃) ガス、粉塵・フューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 一

|二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位

出典資料

付 2-14(92) 
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線切断DB

技術名称 COレーザ

能力 1. 8 

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 sus 
能力表示対象厚み 200 

概要説明 COレーザは発信波長が5μm帯にある分子レー

ザで、 C02レーザと同様の高出力性、 C02レー

ザを越える高効率性を有する。 C02気体の励起

は放電励起が一般的である。 20kwクラスの発振器

が開発されている。将来的には100KW程度の発振

器が実現すると予想されている。

適用可能材質 CS、sus、その他金属

厚み上限値 310 

運転条件 21KWCOレーザ発振器、酸素ガス90%+窒素ガ

ス10%

二次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

|出典資料 G.Takano，et al:"Development of Cutting 
Technique of Reactor Core Internal by CO 
Laser"，ICONE-3，Vo14，P1775""' 1778，1995 

付 2-15(93) 
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線切断DB

技術名称 水中COレーザ

能力 O. 7 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 sus 

能力表示対象厚み 100 

概要説明 coレーザを水中で使用するものである。

適用可能材質 sus、CS、 その他金属

厚み上限値 150 

運転条件 21KWCOレーサー発振器、

二次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 水

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 m3/m 

出典資料 G.Takano，et al: "Development of Cutting 
Technique of Reactor Core Internal by CO 
Laser"，ICONE-3，Vo14，P1775----1778，1995 

付 2-16(94) 
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線切断DB

技術名称 YAGレーザ

能力 12 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 sus 
能力表示対象厚み 20 

概要説明 YAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネッ

ト)の結晶にNd3+イオンをドープしたロッドをレ

ーザ媒質として利用する固体レーザである。 YA

Gレーザは固体レーザであるため取り扱いが比較

的容易であり、波長が1.06μmであるためファイ

パ導光が可能である。レーザの効率は投入される

電気エネルギーに対するレーザ光の割合で約3%
と低い。現在数KWの大出力 YAGレーザが製造

されており、 5kw程度の発振器の出現が予想され

ている。アシストガスを窒素とすると切断速度は

酸素の場合の約113以下となる

適用可能材質 CS、SUS、 その他金属

厚み上限値 22 

運転条件 出力1KW、アシストガスが酸素、焦点距離

150mm 

二次廃棄物種類(不燃) ドロス、粒子、エアロゾル

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 m3/m 

出典資料 J.P.Alfille，et al : "Underwater Laser Cutting of 
~etal StructuresぺDecommissioningof Nuclear 
Instal1ations，P190""' 198， 1994 

付 2ー 17(95')
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線切断DB

技術名称 YAGレーザ

能力 90 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み D 

概要説明 Y AG(イットリウム・アルミニウム・ガーネッ

ト)の結晶にNd3+イオンをドープしたロッドをレ

ーザ媒質として利用する固体レーザである。 YA

Gレーザは固体レーザであるため取り扱いが比較

的容易であり、波長が1.06μmで、あるためファイ

バ導光が可能である。レーザの効率は投入される

電気エネルギーに対するレーザ光の割合で約3%

と低い。現在数KWの大出力 YAGレーザが製造

されており、 5kw程度の発振器の出現が予想され

ている。アシストガスを窒素とすると切断速度は

酸素の場合の約113以下となる

適用可能材質 cs、sus、 その他金属

厚み上限値

運転条件 出力1.1KW、連続発振、アシストガスが酸素、集

光径0.8mmφ | 

二次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 m3/m 

出典資料 武中浩郎等 "YAG レーザ加工

年 2月号，P145........152，1993

付 2-18(96) 
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線切断DB
技術名称 C02レーザ

能力 24 

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 sus 

能力表示対象厚み 20 

概要説明 C02レーザは、代表的な赤外域の気体分子レー

ザであり、高出力を高効率で得られるため、広く

利用されている。 C02レーザの波長は10.6μmで

ある。 C02分子の励起は通常放電励起が利用さ

れている。

適用可能材質 CS、SUS、 その他金属、コンクリート

厚み上限値 40rnrn 

運転条件 出力 3KWのC02レーザ発振器で出力2.5KW、ア

シストガスに圧力4barの酸素使用80リットル/min、

焦点距離13mm

二次廃棄物種類(不燃) ドロス、粒子、エアロゾル

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 rnJ/rn 

出典資料 J.P.A出lle，et al : "Underwater Laser Cutting of 

Metal Structures"，Decommissioning of Nuclear 

Installations，P190""' 198， 1994 

付 2-19(97) 
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線切断DB

技術名称 水中C02レーザ

能力 10 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 sus 
能力表示対象厚み 20 

概要説明 C02レーザは、代表的な赤外域の気体分子レー

ザであり、高出力を高効率で得られるため、広く

利用されている。 C02レーザの波長は10.6μmで

ある。 C02分子の励起は通常放電励起が利用さー

れている。

適用可能材質 CS、SUS、 その他金属、コンクリート

厚み上限値 30mm 

運転条件 出力 3KWのC02レーザ発振器で出力2.5KW、ア

シストガスに圧力4b世の酸素使用附トル/min，

焦点距離13mm、水深7m

二次廃棄物種類(不燃) ドロス、粒子、エアロゾル

二次廃棄物発生量(不燃) O. 4， O. 006， O. 0003 

|二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

l二次廃棄物種類(液体)

|二次廃棄物発生量(液体) 一

|二次廃棄物発生量(液体)単位 m.)/m 

出典資料 J.P.Alfille， et a1 : "Underwater Laser Cutting of 
Metal Structures"，Decommissioning of Nuclear 
Installations，P190-----198， 1994 

付 2-20(98) 
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線切断DB

技術名称 C02レーザ

能力 O. 6 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 コンクリート

能力表示対象厚み 250 

概要説明 C02レーザは、代表的な赤外域の気体分子レー

ザであり、高出力を高効率で得られるため、広く

利用されている。 C02レーザの波長は10.6μmで

ある。 C02分子の励起は通常放電励起が利用さ

れている。

適用可能材質 CS、sus、 その他金属、コンクリート

厚み上限値 300 

運転条件 出力9K¥V、アシストガスに酸素使用、焦点距

離:918mm、アシストガス流量:4001)けjト/min、コ

ンクリート:D29縦横2段配筋

二次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 Kg/m 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 m.)/m 

出典資料 戸村英正等"レーザによる遮蔽コンクリート切断

技術"デコミッショニング技報，No.9，p23"'" 
32，1993 

付 2-21 (99) 
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線切断DB

技術名称 C02レーザ

能力 42 

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み 16 

概要説明 C02レーザは、代表的な赤外域の気体分子レー

ザであり、高出力を高効率で得られるため、広く

利用されている。 C02レーサーの波長は10.6μmで

ある。 C02分子の励起は通常放電励起が利用さ

れている。

適用可能材質 CS、sus、 その他金属、コンクリート

厚み上限値 19 

運転条件 出力3KW、アシストガスに酸素使用

二次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料 二井造船玉野艦船工場."工場ルポ/造船工場にお

けるレーザ切断の適用 11溶接技術，1995年 6月

号，P90"-93，1995

付 2-22(100)
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線切断DB

技術名称 酸素アーク

能力 一

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 sus 
能力表示対象厚み 一

概要説明 電極と被解体物との聞に直接電圧を印加しアーク

を発生させて切断部を予熱し、火口中心より高純

度酸素を吹き付けて、鉄を酸化・燃焼させて溶融

し、その溶融物を酸素ジェットにより除去し、切

断する方法。気中切断、水中切断ともに適用可能

であるが、水中で多く使用されている。全ての導

電性金属に適用可能。小型で、遠隔化を図りやす

く、運転・操作性は容易である。トーチ部(電極、

ノズル)は消耗品である。切断速度はガス切断の2

----3倍速い。

適用可能材質 一

厚み上限値 一

運転条件 一

一次廃棄物種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

一次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 一

一次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料 一

付 2-23(101)



J~C T~9420 99-002 

線切断DB

技術名称 ディスクカッター

能力 一

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 その他の金属

能力表示対象厚み 一

概要説明 円板状のカッター刃(ディスクカッター刃)を被切

断部に押し付けて、刃先を被切断部に食い込ませ

た状態で移動させることにより、機械的に切断を

行う方法である。すべての金属に適用可能である

が、接触切断であるので、対象物の形状には制限

がある。切断厚さは約 2cm程度までで、大口径配

管を内面から切断するのに適している。塑性変形

を利用した切断工法であるので、粉塵は発生しな

い。カッター刃の回転数は20----50rp血、押し付け

力2----5tトン程度である。

適用可能材質 一

厚み上限値 一

運転条件 一

二次廃棄物種類(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 一

出典資料

付 2-24(102)



J~C TN9420 99-002 

線切断DB

技術名称 超硬刃コールドソー

能力

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み 一

概要説明 丸鋸の外周に超硬合金をロー付けして刃先を形成

したもので、加工能率、耐久性が飛躍的に向上し

た。切削速度は、メタルソーの3'"'"'10倍であり、

刃の寿命も3'"'"'10倍以上伸ばすことができる。ま

た、乾式切削ができる。ほとんどの材質に対して

使用できる。対象物の材質、厚さ、形状等によっ

て最適な外径、刃数、回転数、送り速度等が設定

される。 100m/min以上の高速切断用として用い

られる。

適用可能材質 cs、sus、 その他金属

厚み上限値

運転条件 一

二次廃棄物種類(不燃) 切屑

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 一

|二次廃棄物発生量(液体) 一

i二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料 一

付 2-25(103)



J~C TN9420 99-002 

線切断DB

技術名称 セグメントソー

能力

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み 一

概要説明 比較的大きなものを切断するため、普通 500φ以

上の丸鋸でセグメント刃を外周にはめ込み、リベ

ットで固定している。丸鋸刃が回転して被削材を

切断する。厚みが5""'10mmの割合い厚い刃厚とな

っており、大型切断機に用いられている。

適用可能材質 一

厚み上限値 一

運転条件 一

二次廃棄物種類(不燃) 切屑

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)

l二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

;出典資料 一

付 2-26(104)



J¥C TN9420 99-002 

線切断DB

技術名称 メタルソー

能力 一

能力単位

能力表示対象材質 一

能力表示対象厚み

概要説明 高速度鋼の円板の外周に切刃を設けた小径用(150

""450φ)の丸鋸刃が回転して被削材を切断する。

厚みが1.0""3.0mmの割合い薄い刃厚となってお

り、小型切断機に多く用いられている。

適用可能材質 一

厚み上限値

運転条件

二次廃棄物種類(不燃) 切屑

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 m3/m 

出典資料

付 2-27(105')



J~C TN9420 99-002 

線切断DB

技術名称 ジグソー

能力 一

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み 一 、

概要説明 直線状のノコ刃の片端を電動工具ジグソーに固定

し、往復運動により機械的に切削切断する方法で

ある。刃の全長、幅がさらに大きいセーパソーも

この一種である。ノコ刃の選定によりすべての金

属の切断が可能である。切断対象物を固定する必

要がある。切削油の使用によりノコ刃の寿命が長

くなる。

適用可能材質 一

厚み上限値 一

運転条件 一

二次廃棄物種類(不燃) 切屑

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 一

出典資料 一

付 2-28(106) 



J~C TK9420 99-002 

線切断DB

技術名称 ハクソー

能力

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み

概要説明 直線状のノコ刃の両端をフレームに固定し、往復

運動により機械的に切削切断する方法である固ノ

コ刃の選定によりすべての金属の切断が可能であ

る。切断対象物を固定する必要がある。

適用可能材質

厚み上限値

|運転条件 一

二次廃棄物種類(不燃) 切屑

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 rn3/rn 

出典資料

付 2-29(107') 



J~C T~9420 99-002 

線切断DB

技術名称 ワイヤーソー

能力 3 

能力単位 M~/hr 

能力表示対象材質 コンクリート

能力表示対象厚み

概要説明 ダイヤモンド砥粒を埋め込んだビーズをスチール

ワイヤーに等間隔に配置したワイヤーソーをリン

グ状に無端に接続し、高速循環させて鉄筋コンク

リートや鋼材等を切断する工法である。大断面切

断、狭隆な場所での切断が可能である。通常、冷

却水を注水しながら切断を行うが、 ドライでも使

用可能である。一般には、引っ張り法で使用され

るが、ワイヤーソーの引き回しが必要であり、フ。

ーリガイドを介して押し切り法もある。押し切り

法は切断速度が1m2血r程度となる。

適用可能材質 cs、sus、その他金属、コンクリート

厚み上限値 上限なし

運転条件

二次廃棄物種類(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) スフリー

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 m，}/m 

出典資料 宮尾英彦等."ワイヤーソーによるコンクリート構

造物切断技術開発"デコミッショニング技

報，No.10，p23----32，1994

付 2-30C!08)



J¥C T¥9420 99-002 

線切断DB

技術名称 ニフフ

能力 150 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 sus 
能力表示対象厚み 2. 5 

概要説明 上刃(ポンチ)と下刃(ダイス)の間に被切断物をはさ

みつけ、せん断力をかけて切断分離する方法であ

る。電動式可搬装置では比較的薄板(最大、 CSで

6mm，SUSで4mm)の切断に用いられる。

適用可能材質 cs、sus、その他金属

厚み上限値 2.5mm 

運転条件 (掬マキタのJN3200、100V，7A，660W、ストローク

数:1，300回1m也、最小回転半径:内径で

120mm、外径で128mm

二次廃棄物種類(不燃) 切屑

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 mδ1m 

出典資料 (栂マキタからの情報

付 2-31(109) 



J~C T~9420 99-002 

線切断DB

技術名称 ニフフ

能力 240 

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み 3. 2 

概要説明 上刃(ポンチ)と下刃(ダイス)の間に被切断物をはさ

みつけ、せん断力をかけて切断分離する方法であ

る。電動式可搬装置では比較的薄板(最大、 CSで

6mm，SUSで4mm)の切断に用いられる。

適用可能材質 CS、SUS、その他金属

厚み上限値 3.2mm 

運転条件 (栂マキタのJN3200、100V，7A，660W、ストローク|

数:1，300回/min、最小回転半径:内径で

120mm、外径で128mm

二次廃棄物種類(不燃) 切屑

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 一

出典資料 (栂マキタからの情報

付 2-32(11 0) 



JNC T~9420 99-002 

線切断DB

技術名称 ダイヤモンドホイールカッタ

能力 54 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 コンクリート

能力表示対象厚み 35 

概要説明 走行、加圧のできる装置の円板状のダイヤモンド

プレード(切刃、鋸刃)をセットし、プレードの押

し付け力と回転によって研削・切断する方法であ

る。切断速度は鉄筋の量に依存する。切断時には

冷却水を必要とする。ダイヤモンドビプレードが

消耗品となる。

適用可能材質 コンクリート

厚み上限値 70 

運転条件 (蹴マキタのカタログ番号4108R、単相100V、

15A、1，430W、3，800rpm、最大切り込み深さは

70mm、冷却水を用いる湿式

二次廃棄物種類(不燃) 切屑

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 冷却水

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 m3/m 

出典資料 (蜘マキタからの情報

付 2-33(111) 



J~C TN9420 99-002 

線切断DB

技術名称 高速切断(砥石)

能力

能力単位

能力表示対象材質

能力表示対象厚み

概要説明 円盤状砥石を両速回転させて、被切断物に押しつ

け切断する方法である。切断速度が速く、切断対

象物の範囲も広くて経済的な切断方法である。切

断対象物や切断精度に応じて、砥石の材質は

Al203砥粒、 SiC砥粒、ダイヤモンド砥石、

CBN(立法晶窒化ホウ素)砥石などから選定され

る。砥石の大きさは最大1，500mmφ まで製造され

ている。砥石の消耗が大きいため交換頻度が多く

なる。乾式と湿式の両方がある。

適用可能材質

厚み上限値 一

運転条件

二次廃棄物種類(不燃) 切屑

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/rn 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)

二次廃棄物発生量(液体)単位 一

出典資料

付 2-3-Hl12) 



J~C T~9420 99-002 

線切断DB

技術名称 チップソー

能力

能力単位 一

能力表示対象材質

能力表示対象厚み

概要説明 丸鋸の歯先に超硬合金のチッフをろう付けにより

付刃したもので比較的軟らかい軟鋼や薄いステン

レス鋼の切断が可能。

適用可能材質

厚み上限値

運転条件 一

二次廃棄物種類(不燃) 切屑

二次廃棄物発生量(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)

!二次廃棄物発生量(液体)単位 mδ1m 

出典資料

付 2-35(13) 



J~C TN9420 99-002 

線切断DB

技術名称 ウォータジェット(研磨材入り)

能力 1. 8 

能力単位 rn/hr 

能力表示対象材質 コンクリート

能力表示対象厚み 500mm 

概要説明 数十気圧から数千気圧に品圧化した水をノズルか

ら噴出させ、数十~数百mJsに達する高流速な水

噴流を利用して切断を行う方法。研磨材をを高圧

水に添加することにより、金属や鉄筋コンクリー

トなどの切断に利用されるようになった。高圧ポ

ンフ。は4，000""'5， OOOkgf/ cm2程度まで実用化され

ている。研磨材にはガーネット、アルミナ、珪

砂、被加工物の酸化物等が用いられている。材質

による切断能力の相違はあまりない。

適用可能材質 cs、sus、その他金属、コンクリート

厚み上限値

運転条件 水圧2，000kg/cm2、50リット)1，/皿山、 スチールゲ 1)ット(#

40)、粒径0.1""'l.Om皿、研磨材流量5kg/min、JJ:
)1，口径5mm、移動速度30cm/min、スタンドオ750mm

二次廃棄物種類(不燃) ゲリット、 スうッγ

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体) 水

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 m.J/m 

出典資料 宮坂靖彦 :"J PDR解体フロジェクトの概要と成

果"デコミッショニング技報，No.14，P24'"'-'33，1996 

付 2-36(114) 



J¥C T¥9420 99-002 

線切断DB

技術名称 シャー

能力 150 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 sus 

能力表示対象厚み 2.5mm 

概要説明 上刃(ポンチ)と下刃(ダイス)により被切断物をはさ

みつけ、せん断力をかけて切断分離する方法であ

る。電動式可搬装置は比較的薄板の切断に用いら

れている。

適用可能材質 CS、SUS、その他金属

厚み上限値

運転条件 (鞠マキタのJS3200、100V，7A，660W、ストローク|

数:1600回/min最小切断半径:50mm 

二次廃棄物種類(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 mδ1m 

出典資料 (附マキタからの情報

付 2-37(115) 



J~C T~9420 99-002 

線切断DB

技術名称 ンヤー

能力 240 

能力単位 m/hr 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み 3. 2凹

概要説明 上刃(ポンチ)と下刃(ダイス)により被切断物をはさ

みつけ、せん断力をかけて切断分離する方法であ

る。電動式可搬装置は比較的薄板の切断に用いら

れている。

適用可能材質 CS、SUS、その他金属

厚み上限値 3.2mm 

運転条件 (鮒マキタのJS3200、100V，7A，660W、ストローク

数:1600回/min最小切断半径:50mm 

二次廃棄物種類(不燃) 一

二次廃棄物発生量(不燃)

二次廃棄物発生量(不燃)単位 kg/m 

二次廃棄物種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体)単位 mJ/m 

出典資料 (梼マキタからの情報

付 2-38(116) 



J¥C T¥9420 99-002 

面切断

技術名称 プラズマアーク

能力(points/hr.) 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み(回。

電極と被切断物の間に直流高電流を流してアークを発生

させ、その周囲にガス気流を吹き付け、 2----3万度のプラ

ズマ気流を形成する。切断はプラズマ気流の電離及びか

いりエネルギーを利用した熱移行及び、アーク熱によって

概要説明
被切断物を溶断し、ガス気流によって溶融物を吹き飛ば

して切断する。切断速度を増加させると、切断できる板

厚は薄くなる。炭素鋼は、動作ガスに空気または酸素を

使用すると酸化反応熱が加わって切断可能板厚を増すこ

とができる。水中プラズマでは、切断能力が60----70%に

低下する

適用可能材質 SUS， CS，その他金属

厚み上限値

管外径上限値 一

運転条件 一

二次廃葉助種類(不燃) ガス、ヒューム、 ドロス

二次廃棄物発生量(不閃 一

二次廃葉助種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体)

出典資料 小池酸素工業開カタログ
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面切断

技術名称 放電力日工

能力(points/hr.) 

能力表示対象材質 sus 

能力表示対象厚み刷 140φ、t=6.6 

概要説明 回転する円板状または走行するバンドソー状電極と非切

断物との間にケイ酸ソーダの水溶液で、代表される粘調な

加工液(通常の水でもよいが切断効率は悪くなる)を注ぎな

がら、電極間に直流電圧をパルス状に印加し、発生する

アーク放電による熱を利用して溶断する方法である。取

り扱う電流容量は数百Aであり、また、パルス状に電流

を使用する点でアークソーとは本質的に異なる。加工精

度が高いが、被切断物と電極とのje離の精密制御カ沼、

要。水中でも可能。切断幅は一般にはO.8----1.5mm(電極

厚さ+O.3----1.6mm)程度。

適用可能材質 sus、cs、その他の導電性釘嵩

厚み上限値

管外径上限値 一

運転条件 水中切断、電極板450φx1. 6 t、回転数600rpm、電圧

20V、電流100A

二次廃棄物種類(不燃ジ ヒューム、 ドロス

!コ開発生量(不燃

二欠廃棄物種類(液体) 加工液

二次廃棄防発生量(液体)

一
出典資料 飯村勝道等"高放射化機器類、処理・処分用切断装置の開

党'、デコミッショニング技報No.10、P42----48，1994 

付 2-40(118) 
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面切断

技術名称 アイスクカッター

能力 (points/hr.) 0.34 

能力表示対象材質 その他の金属

能力表示対象厚み(四台 35.4 

概要説明 円板状のカッター刃(ディスクカッター刃)を被切断部に押

し付けて、刃先を被切断部に食い込ませた状態で移動さ

せることにより、機欄ヲに切断を行う方法である。すべ

ての金属に適用可能であるが、接触切断であるので、対

象物の形状には制限がある。切断厚さは約2cm程度まで、

で、大口径配管を内面から切断するのに適している。塑

性変形を利用した切断工法であるので、粉塵は発生しな

い。カッター刃の回転数は20"'-5Orpm、押し付け力2"'-5

t r/程度である。

適用可能材質 一

厚み上限値 一

管外径上限値

運転条件 カッタ-44φ、押し付け圧力5t、回転数30rpm

二次廃棄防種類(不燃 一

二次廃繋防発生量(不燃 一

二次廃棄均種類(液体)

二次廃棄防発生量(液体) 一

出典資料 一

付 2-41(119) 
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面切断

技術名称 レシプロソー

能力(points/hr.) 720 

能力表示対象材質 cs 

能力表示文橡厚み刷 27. 2φ， t=2. 8 

概要説明 最もー殻的な鋸刃の佐復運動による切断方法。切断能力

は比蜘句低く、硬い金属の切断には適しない。

適用可能材質 cs 

厚み上限値 3 

管外径上限値 90 

運転条件 (掬マキタのモデル番号JR3020、単相100V、10.7A、

1， 020W、ストローク数0'""'2，500回/min

二次廃案防種類(不燃) 切屑

二次廃棄均発生量(不燃 一

二次廃繋防種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体)

出典資料 (掬マキタからの情報

」一一
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面切断

技術名称、 チップソー

能力 (points/hr.) 800 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み(回。 48. 6φ. t=3. 5 

概要説明 丸鋸の歯先に超硬合金のチッフをろう付けにより付け刃

したもので、比較的軟らかい軟鋼や薄いステンレス鋼の

切断が可能。

適用可能材質 cs 

厚み上限値

管外径上限値 63 

運転条件 (蜘マキタのモデル番号41 3 0 (携帯肉、単相lOOV、

14A、1， 300W、4，300rprn 

二次廃葉防種類(不燃 切屑

二次廃業防発生量(不燃)

二次廃棄均種類(液体)

二次廃棄均発生量(液体)

出典資料 (栂マキタからη情報

付 2-43(121) 



J~C T~9420 99-002 

面切断

技術名称 メタルソー

能力(points/hr.) 20 

能力表示対象材質 sus 

能力表示対象厚み(1I1IIU 1. 9 

概要説明 高速度鋼を用いた丸鋸で、アルミ合金等のように日か雨

滴軟らかい金属の切断が可能。通常、鋸刃の切断部位に

切削油を供給して、鋸刃の冷却が行われる。切断物の材

質によってメタルソーの材質、刃型、周速度等を選定す

る必要がある。メタルソーは開汗磨が可能であるが、刃

の寿命は切削条件や切削油、時汗磨の精度等によって影

響される。

適用可能材質 cs、sus、その他金属

厚み上限値

管外径上限値 一

運転条件 日立工機杭Ul5SA、鋸刃寸法370φxt=3、歯数180枚、鋸

刃材質:高級コバルト鋼、回転数34rprn、押し付け力:

6kg荷重、もんじゅのラッパ管の切断、乾式切断

二次廃葉均種類(不燃) 切屑

二次廃棄初発生量(不燃

二次廃繋防種類(液体)

二次廃葉防発生量(液体) 一

l出典資料 菅谷敏克、宮崎仁:“開缶/切断技初完周査"，PNC -ZN9420-95-
20 (1995) 
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面切断

指府名称 高速切断機(砥石)

能力(points/hr. ) 200 

能力表示対象材質 sus 

能力表示対象厚み(回。 76. 3φ、t=2.1 

概要説明 円盤状砥石を高速回転させて、被切断物に押しつけ切断

する方法である。切断速度が速く、切断対象物の範囲も

広くて経済的な切断方法である。切断対象物や切断精度

に応じて、砥石の材質は必203砥粒、 SiC砥粒、ダイヤモ

ンド砥石、 CBN(立法晶窒化ホウ素)砥石などから選定さ

れる。砥石の大きさは最大1.50Ommφまで製造されてい

る。砥石の消耗が大きいため交換頻度が多くなる。乾式

と湿式の両方がある。

適用可能材質 cs、sus、その他金属

厚み上限値

管外径上限値 115 

運転条件 (船マキタのモデル番号24148、砥石外径355皿、単相

100V、15A、1430W、回転数3，800rprn 

二欠廃葉助種類(不燃) 切屑

二次廃棄防発生量(不携わ 一

!二次廃棄物種類(液体) 一

二次廃葉均発生量(液体)

出典資料 (蜘マキタからの情報

付 2-45(123)
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面切断

技術名称 品速切断機(砥石)

能力(Points/hr.) 300 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み価。 4. 2 

概要説明 円盤状砥石を品速回転させて、被切断物に押しつけ切断

する方法である。切断速度が速く、切断対象物の範囲も

広くて経獅句な切断方法である。切断対象物や切断精度|

に応じて、砥石の材質はAl203砥粒、 SiC砥粒、ダイヤモ

ンド砥石、 CBN(立法晶窒化ホウ素)砥石などから選定さ

れる。砥石の大きさは最大1，5∞m血 φまで製造されてい

る。砥石の消耗が大きいため交換頻度が多くなる。乾式

と湿式の両方がある。

適用可能材質 cs、sus、その他金属

厚み上限値

管外径上限値 115 

運転条件 (掬マキタのモデル番号2414B、砥石外径355町、単相

lOOV、15A、1430W、回転数3，800rprn 

二次廃葉助種類(不燃 切屑

二次廃棄物発生量(不燃 一

二次廃葉防種類(液体) 一

二次廃棄物発生量(液体) 一

出典資料 (掬マキタからの情報

付 2-46(124) 



J¥C TN9420 99-002 

面切断

技術名称 バンドソー

能力(points/hr.) l80 

能力表示対象材質 sus 

能力表示対象厚み加。 50φ、t= 1. 5 

概要説明 帯状のリンク式の鋸刃を工藤ホイールに取り付けて回転

させて、下部に固定した切断物に鋸刃を降下させること

により、切断対象物を切削切断する方法。対象物を固定

する必要があり、形状にも制限がある。切断対象物によ

り、鋸刃の走行速度、材質等を調整する必要がある。鋸

刃の走行速度は10---l0伽vmin. 

適用可能材質 cs、sus、その他金属

厚み上限値

管外径上限値 115 

運転条件 (梼マキタのモデル番号21 0 6携帯式ポータブルバンド

ソー、単相lOOV、7.5A、710W、高速で'8伽vmin、低速で

6伽vmin。

二次廃棄均種類(不燃) 切屑

二次廃案助発生量(不燃)

二次廃葉防種類(液体)

二次廃棄物発生量(液体)

出典資料 (蜘マキタからの情報

付 2-47(125) 
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面切断

出荷名称 バンドソー

能力(points/hr. ) 72 

能力表示対象材質 cs 

能力表示対象厚み回 48.6φ、t=3.5 

概要説明 帯状のリンク式の鋸刃を工藤ホイールに取り付けて回転

させて、下部に固定した切断物に鋸刃を降下させること

により、切断対象物を切削切断する方法。対象物を固定

する必要があり、形状にも制限がある。切断対象物によ

り、鋸刃の走行速度、材質等を調整する必要がある。鋸

刃の走行速度は10'"'-'10伽内lll.

適用可能材質 cs、sus、その他金属

厚み上限値

管外径上限値 115 

運転条件 (鮒マキタのモデル番号21 0 6携帯式ポータブルバンド

ソ一、単相100V、7.5A、710W、高速で30m!血血、低速

で、60m!min

二次廃棄妨種類(不燃 切り屑

二次廃棄物発生量(不携わ 一

二次廃棄防種類(液体)

二次廃葉防発生量(液体) 一

出典資料 (蜘マキタからの情報

付 2-48(26) 
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面切断

技術名称、 せん断式パイプカッター

能力(points/hr.) 60 

能力表示対象材質 sus 

能力表示対象厚み(rnrn) 3. 4nun 

概要説明 上下 1対の刃物を油圧または機械的に押し付けて、中に

挟み込んだ、切断物(配管)をせん断により、機械的に切

断する方法。必要な動力湘己管径と肉厚に関係し、小口

径配管の切断に利用されている。

適用可能材質 cs、sus、その他金属

厚み上限値 一

管外径上限値 34φ 

運転条件 一

二欠廃葉均種類(不張。 一

二次廃葉初発生量(不燃 一

l二次麟勅種類(液体) 一

二次廃案防発生量(液体) 一

出典資料 一
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面切断

技術名称 成型爆薬

能力(POi n t s/hr. ) 一

能力表示文す象材質 cs 

能力表示対象厚み伯m) 一

概要説明 円錐状または凹型の金属ライナーに詰めた爆薬を爆発さ

せると、爆発時に発生する高温高圧の燃焼ガスで金属を

溶融し、吹き飛ばすことにより、切断女橡金属を切断す.

る方法。気中、水中とも可能。

適用可能材質 cs、sus、その他金属

厚み上限値

管外径上限値 一

運転条件 一

二次廃葉陶種類(不燃 ガス、ヒューム

二次廃棄物発生量(不燃ジ

二次廃棄助種類(液体)

二次廃業防発生量(液体)

出典資料 宮坂靖彦:"J PDR解体フロジェクトの概要と成果"、

デコミッショニング技報，No.14，P24""'33，1996

付 2-50C!28) 


