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まえがき

廃止措置は，役割を終了した原子力発電所などを解体・

撤去することである。わが国最初の商用原子力発電所であ

る日本原子力発電（株）（原電）の東海発電所（電気出力

166MWガス冷却炉：GCR）は 1998 年 3 月末に営業運転

を終了して 2001 年 12 月に廃止措置に着手した。今後は，

2003 年 3 月に運転停止した「ふげん」や，初期に建設さ

れた軽水炉の廃止措置が徐々に増加していくものと考えら

れる。この廃止措置分野は，原子力発電および関連する核

燃料サイクル分野の研究にも必須な技術であり，富士電機

もプラント建設で培った経験・技術を生かして技術開発な

どを強化している。

本稿では，富士電機が取り組んでいる廃止措置技術につ

いて紹介する。

廃止措置技術の取組み状況

富士電機の廃止措置への取組みは，原電の委託を受け，

昭和 50 年代後半に軽水炉の動向と歩調を合わせて，商用

原子力発電所の廃止措置シナリオ検討に着手して以来，シ

ステムエンジニアリング，遠隔解体技術の開発，廃棄物処

理処分技術の開発，残存放射能評価など多岐にわたる分野

に関して技術検討・開発を推進してきた。最近では，（財）

原子力発電技術機構（NUPEC）などから各種の試験を受

託し，図１に示すような分野で積極的に技術開発を行って

いる。

２.１ 原子炉遠隔解体技術

原子炉の解体は，運転中の中性子照射による放射化の影

響が大きく，数年の期間をおいたとしても作業員が直接解

体することは困難であり，遠隔による解体作業を行う必要

がある。これまで，原電の委託の中で，原子炉を「安全・

確実・合理的」に解体する工法・手順，解体装置概念の構

築を進めてきた。

一方，解体技術の開発・確証に関しては，NUPECが進

めてきた，原子炉解体に係る技術の確証試験に積極的に取

り組んできた。この確証試験は，原子炉を解体するために

必要となる把持技術や粉じん回収技術などの基本技術の確

証に加え，これらを統合し，原子炉を実スケールで部分的

に模擬した試験体を用いての解体機能の確証を行うもので

ある。

２.２ 残存放射能量評価技術

廃止措置の全体計画を具体化するためには，プラント全

体の残存放射能分布および各系統，機器の放射能量の評価

が必要である。富士電機は，東海発電所の建設，保守・補

修などを通して蓄積したプラントデータ（物量，材質など）

に加えて，サンプリング分析，現場実態調査などを通じて

残存放射能量評価手法の改良，実態把握によって，残存放

射能量評価の検証，精度向上を図り，これまでの成果が原

電の解体届に反映されている。

２.３ 解体システムエンジニアリング

廃止措置計画の策定に際し，廃止措置をいかに合理的に

実施するかが重要になっており，廃止措置の最適計画策定，

工数評価などを効率的に実施するシステムエンジニアリン

グの重要性が高まっている。富士電機は，日本原子力研究

所（原研）の動力試験炉（JPDR）解体にて有効性が実証

されたエンジニアリングデータ計算コードシステム（COS

MARD）を大型商用炉への適用に向けた改良・拡張を進

めている。

２.４ 廃止措置工事

これまでの長年にわたる東海発電所の廃止措置計画検討，

NUPEC確証試験などを通して技術レベルの向上とその蓄

積を図ってきたが，これらの経験を生かし，2002 年度に

原研の JRR-2（Japan Research Reactor No.2）の一次冷

却系統施設などの機器撤去工事を受注し，川崎重工業（株）

の協力を受け，一連の工事にも取り組んでいる。

JRR-2の廃止措置工事を通じて，トリチウム除染・測

定技術や作業性の悪い状況での作業経験および廃止措置特
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有の放射能安全管理の習熟を図ってきた。この経験は，今

後本格化する「ふげん」をはじめとする各炉型の解体工事

にも反映できるものである。

２.５ 解体廃棄物処理・処分技術

原子力発電所の廃止措置に伴い，多種・多量の廃棄物が

短期間に発生する。放射性廃棄物については，発生量の低

減と処分費用低減のための合理的な処理方法の開発が望ま

れる。一方，リサイクル社会にあっては，多量の解体廃棄

物を再生資源として利用することは重大な使命であり，そ

のためには，解体物の放射能確認システム，有効な再利用

プロセスの開発などが課題である。

富士電機では，電力会社や原子力研究・開発機関と協

力・連携しつつ，放射性廃棄物の発生から処分，再利用に

至るまで幅広い各種試験，装置開発，システム開発および

調査研究を行っている。以下に最近の開発状況・成果につ

いて紹介する。

２.５.１ 解体廃棄物の遠隔充てん試験

放射性廃棄物の減容措置の一つとして容器への収納効率

向上があげられる。これまで富士電機では，NUPECの委

託を受け，充てん固形化が困難とされる金属ドロスや黒鉛

廃棄体の効果的な容器充てんと固形化に関する試験研究を

実施してきた。これらの試験成果は，東海発電所をはじめ

とし，近い将来実施される軽水炉の解体廃棄物の合理的な

処理システムに適用する計画である。

２.５.２ 電中研式クリアランスレベル測定装置の開発

クリアランスレベルとは，そのレベル以下であれば放射

性物質としての規制が除外できる放射能濃度であり，現在，

国レベルで法制度化が進められている。近い将来制度化さ

れるクリアランスレベルを高い信頼度で効率的に測定する

ことを実証するためのプロトタイプ装置として，2003年 1

月に（財）電力中央研究所（電中研）に納入した。本機は，

電中研が開発した校正手法を適用した初の実用規模の装置

であり，その特徴は次のとおりである。

レーザ光線による形状測定とモンテカルロ計算を組み（1）
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その他GCR解体に 
必要な技術 

遠隔解体技術の総合確証 

鋼材切断時把持技術 

安全，確実な把持技術確立 

アスベスト取扱技術検討 

飛散防止 

二次生成物回収処理技術（鋼材） 

二次生成物放出量低減 

金属再利用技術 
（ドロス充てん） 

合理的充てん技術の確証 

黒鉛ブロック把持技術 

安全，確実な把持技術確立 

黒鉛廃棄物処理技術 

™取扱時の安全性確認 
™高密充てん技術の確証 

™SRU除染技術 
™コンクリート切断時 
　二次生成物回収処理技術 
™コンクリート再利用 
　（スラッジ充てん） 
™建家残存放射能 
　（実機ホット試験） 
™合理的廃棄体管理方法の 
　検討など 

把持機 

アーム 

圧力容器 

回転プラグ 

モルタル充てん 

処分容器詰め 

二次処理 
（細断，弁別） 

解体廃棄物処理システム技術確証試験 

原子炉遠隔解体システム技術確証試験 

実スケール部分模擬試験体 （勝田工学試験所） 

図１　富士電機で実施している廃止措置技術の確証試験

図２　クリアランスレベル測定装置の開発
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合わせて，対象物の形状や位置に依存する放射線の減衰

効果やバックグラウンドの変動を解析評価し，実測値に

対する適切な校正情報を与える。

さらに，上記の校正プロセスと，放射線計測を有機的

に結合することにより，連続自動操作が可能であり，

レーザ計測から放射能濃度判定までの一連動作をわずか

100 秒程度で実施できる。

管理区域の物品搬出管理にも適用が可能であり，汚染

面を露出させることなく表面汚染の検査が可能である。

図２に装置の全容を示す。

このほか，廃止措置時の残存放射能測定技術としては，

解体後の床壁面を計測しながら自動走行するロボット「建

家表面汚染分布測定ロボット（RAPID-1600）」を 2000 年

度に製作し，原研に納入している。また，従来の 200 Lド

ラム缶と異なり，比較的高線量の大型廃棄体（1m3ある

いは 5m3）を対象とする放射能評価・測定システムの開

発にも取り組んでいる。

原子炉遠隔解体装置の開発

３.１ 装置開発の概要

原子炉遠隔解体装置により解体対象とする商用原子力発

電所の原子炉構造の一例を図３に示す。原子炉は直径 18

mの大型球形構造で，内部には重量物である炉内鋼構造

物，約 3万個の黒鉛ブロック，複雑に組み合わせた構造物

（ボロンシールド，チャージポットなど）など，さまざま

な構造物で構成されている。

これらを解体対象物として取り扱う原子炉遠隔解体装置

には，広範なエリアに到達できる機能および対象物別に適

合した把持機能を持つ把持機が要求される。一方，解体工

事を効率的に進めるためには，できるだけ装置の種類を少

なくし，対象物ごとの据付替えを削減することが要求され

る。

原子炉遠隔解体装置の設計およびそれを使用した試験は

NUPECから請負受注して行った。装置の技術開発にあ

たっては，把持機に機構的な融通性を持たせて位置決め能

力や運転制御の高度化を避ける方針で臨み，単純な動作で

原子炉構造の全域に到達できるアーム機構とから成る解体

試験装置を実尺で製作し機能確証を行った。さらに，不定

形な切断線に適応した切断トーチ用マニプレータの試作開

発も並行して行った。

３.２ 原子炉遠隔解体装置の設計

３.２.１ 装置構成

設計にあたっては次の基本方針に基づき，方式の検討を

行った。

① 全解体範囲に適用できる装置とする。

② 把持機，切断機は簡単な動きの組合せで解体部位へ

到達する構成とする。

③　装置の機構，構造は簡単な仕組みにする。

構成は，図４に示すとおり，アーム，把持機，昇降装置，

ガイドレールから構成され，機器の構成面では極力単純化

を図っている。自由度はアーム屈折が 3，アーム先端部の

旋回 1，昇降 1，マスト旋回 1の全 6自由度であり，これ

で全解体対象物をカバーする。

（3）

（2）
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　圧力容器 
（トップキャップ） 

スタンドパイプ 

ボロンシールド 

垂直BCDシース 

チャージポット 

圧力容器 
（胴，ボトム） 

レストレイント 
シリンダ 

黒鉛ブロック 

ガスシール 

炉心支持板 

炉心支持台 

図３　解体対象の原子炉構造

ガイドレール 

昇降装置 

アーム 
把持機 

図４　駆動原理図
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アーム

アームは構造の複雑化を避けるため，リンク数は最低限

必要な 2リンクにとどめ，駆動方式は一般産業界で実績豊

富な油圧駆動方式とした。

アーム単体の動作は一平面内での屈折による前進，後退

のみのシンプルなものとし，横方向の動作はガイドレール

の旋回，上下方向動作は昇降装置によるものとした。

把持機

把持機は図５に示す鋼材用（保温材，断熱材含む）と黒

鉛ブロック用の 2 種類とした。

鋼材把持機

把持方式は 2 指外つかみ式とし，はさみ付ける把持動

作中は把持対象物の位置や方位にならって指や手首部分

が動き，把持動作が完了した時点でこれらを固定する機

構を取り入れた。これにより，位置ずれに起因する把持

動作時の反力がアームに作用することはなく，作業の安

全性が高まる。

黒鉛ブロック把持機

黒鉛ブロックは，つかむための構造はなく，中央部に

燃料棒を挿入している中央孔があるのみなので，この中

央孔を利用して摩擦力でつかみ上げる方式を採用するこ

ととした。

中央孔の寸法は，直径が約 90 ～ 150mmの範囲で 12

種類あるため，把持するための爪（つめ）は全寸法範囲

を無段階で開閉するストロークを持ちつつ，摩擦による

把持に必要な押し広げ力を発生させる機構とした。

切断機

切断機は，プラズマアーク，パウダーガス，YAGレー

ザなどの切断トーチを小型マニプレータの先端に付け替え

て動作させる方式とする。

把持機用アームとの干渉を避けるため，切断用マニプ

レータは把持機用アームの先端（手首部分）に取り付け，

把持状態から取付け位置を基準とした動作方式にする設計

とする。

３.２.２ 運転制御

原子炉遠隔解体装置据付時のずれや解体が進むにつれ原

位置から解体対象物までの変位増加を吸収するため，自動

運転と手動運転とを効果的に組み合わせる運転方式を採用

した。運転フローを図６に示す。

障害物回避に神経を使う大きな移動の範囲では，構造物

設計データに基づく自動運転とし，最終位置決めの段階は

手動運転とした。高精度な位置決めを必要としないずれ吸

収機能付き把持機の特徴を生かし，オペレーターによる比

較的ラフな位置決め操作で目的物を確実に把持する方式を

採用した。

手動運転のときの位置決め操作は，アーム両わきの IT

V（Industrial Television）カメラと把持機に組み込んだ

小型カメラの映像を確認し，アーム先端の把持機をどこに

移動させるかを指示するだけで，オペレーターが理解しや

すい直線的動作をするよう複数のアームの屈折角や昇降装

置の動作量の最適な組合せを自動的に選ぶよう，プログラ

ミングする。

３.３ 原子炉遠隔解体装置の技術確証試験

前記設計の考え方に基づいた解体装置の製作，原子炉を

遠隔で解体するうえで特有の課題を持つ把持機についての

個別機能確証と，実スケールの模擬試験体を使用しての実

規模モデルによる解体技術確証とに分けて，段階的に行っ

てきた。

さらに，上記試験に使用する切断トーチ用マニプレータ

の設計データ取得のために小型マニプレータを社内研究で

試作開発した。

３.３.１ 実規模による解体技術確証試験

試験は，「安全・確実・合理的」に解体が実行できるこ

との確証を目標として，NUPECの勝田工学試験所で実施

（3）

（b）

（a）

（2）

（1）
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アーム 

切断トーチ 

切断マニプレータ 

アーム 

鋼材 
把持機 

黒鉛ブロック 
把持機 

（黒鉛ブロック） 
 

（a）鋼材把持機 （b）黒鉛ブロック把持機 

図５　把持機

解体装置初期位置移動 

解体対象部の選択 
（ID No.指定） 

ジョイスティック 
操作などにより， 
解体対象物を把持 

運転開始スイッチオン 

運転開始スイッチオン 

（必要時 
　のみ行う） 

自動パターンデータ決定 （自動） 

次の自動動作開始位置 
まで，ジョイスティック 
操作などにて移動 

回収ステージまで移動 （自動） 

動作開始位置まで戻る （自動） 

（手動） 

ジョイスティック操 
作などにて，把持対 
象物を回収ステージ 
上に着地させ，把持 
機から離す 

（手動） 

把持近傍まで移動 （自動） 

切断装置を使い， 
解体対象物を切断 （自動） 

（手動） 

運　転 

運転終了 

図６　運転操作フロー
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中である。

実スケール部分模擬試験体の製作

原子炉は直径 18mを超える大型の球形容器であるため，

代表的な解体対象部位に範囲を絞り，かつ実スケールでの

模擬が可能なよう，以下の仕様で製作した。

①　周方向は周長の 1/12（弦長さ 5m）とする。

②　半径方向は全対象部品が含まれる 6mとする。

③　上下方向は 2 分割して設置し，高さを抑える。

④　解体物は取外しおよび取付けできるパネル式とする。

⑤　解体試験部位のみを実機と同材質，板厚とする。

遠隔解体技術確証試験

解体試験装置

実スケール部分模擬試験体と組み合わせた状態の解体

試験装置を図７に示す。実スケール部分模擬試験体を囲

む試験架台の上に支持架台を設置し，試験用の原子炉遠

隔解体装置を据え付けた。解体試験装置は工法・手順，

把持機・切断機の連携動作，動作範囲・自由度，周囲構

造物との関係などに関する確証項目を試験するのに必要

な機能を備えたものとした。

試験では実機同様に試験体のすべてを解体するため，

アーム先端に各種把持機を解体対象物に応じて簡単に付

け替えられるよう着脱機構を備えた。

運転操作盤は，実機で計画している自動運転機能と

ITVカメラ映像確認によるジョイスティック手動運転

操作機能を持たせて，オペレーターの人的負担を軽減す

ることの効果も確認できるようにした。

解体機能確証試験

プラズマアーク切断，YAGレーザ切断などの熱的切

断を伴う解体試験の前段階として，解体試験体を対象に

解体装置による接近，把持，持上げ，移送，搬出など一

連の動作を行い，各部位に適した解体手順，運転操作・

制御であること，および解体試験装置が解体に要求され

る機能を十分持っていることを図８に示すように確証し

た。

解体対象は，代表的な対象物である圧力容器，複雑な

構造で最も難易度が高いといわれているボロンシールお

よびチャージポット，最も個数が多い黒鉛ブロックなど

とした。

試験により以下の成果が得られた。

① 検討中の解体工法に基づく把持，移送機能に係る

試験の結果，同工法による解体手順の成立性を確認

した。

② 解体対象に応じた先端ツールと組合せ，解体装置

と制御システムとが連携してスムーズに把持，移送

に係る所定の解体動作を実行できることを確認した。

③ 自動運転による一次位置決めは，後に続く手動運

転による最終位置決め，把持を行うのに十分な位置

決め精度（20mm）であった。

３.３.２ 切断マニプレータの自主開発試験

切断マニプレータは，把持用のアームと干渉することな

く，任意の切断計画線に対し切断トーチ先端が 1 ～ 2mm

の距離を保って正確にトレースできる性能が要求される。

しかも，切断対象物は表面がうねっていたり，不定な突起，

くぼみがあることが想定される。

そのため切断マニプレータを遠隔解体技術確証試験に続

く切断解体試験に使用するには，種々の技術的課題を解決

（b）

（a）

（2）

（1）
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図７　実規模による確証試験
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（b）動作フロー 

H：ホームポジション 
①：一次位置決め（自動） 
②：最終位置決め（手動） 
③：自動運転復帰（手動） 
④：アーム戻り（自動） 
⑤：ガイドレール旋回 
　　（自動） 
⑥：アーム水平移動 
　　（自動） 

① 

② 

⑧ 
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図８　解体機能確証試験
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しておく必要があり，小型マニプレータによる自主開発試

験を実施した。

図９にアームとの干渉を回避しつつ，必要な切断線をト

レースできる自由度を持った切断小型マニプレータの試作

機を示す。実際のアームと切断機との位置関係を模擬して

平板を鉛直，および斜め置き配置し，それを計画線に沿っ

てティーチング動作をさせた後，学習した経路に基づき所

定の精度，スピードで動作を再現させた。ここで取得した

データを切断解体試験用切断マニプレータの設計に反映す

る。

以上，これまで進めてきた遠隔解体技術開発の成果によ

り，原子炉と実規模で解体物を計画どおり把持，切断，回

収する技術の開発が終了し，東海発電所原子炉の解体に適

用できる見通しを得ることができた。

あとがき

富士電機は，東海発電所の廃止措置シナリオ検討から出

発し，原電はじめ各機関からの委託および社内自主研究を

通じ，廃止措置に必要な，遠隔解体技術，廃棄物処理処分

技術および放射能計測技術を開発し，実機廃止措置に適用

できる見通しを得てきた。今後とも長期間にわたる各炉型

の原子炉および核燃料サイクル施設の廃止措置工事の多様

なニーズに応じて，技術・装置の提供と，安全・確実で合

理的な工事施工のために全力をあげていく所存である。

最後に，これまで廃止措置関連技術の開発を進めるにあ

たり，多大なご指導・ご協力をいただいた関係各位に対し

て，厚く謝意を表する次第である。
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約
2
.5
m

主要仕様 
　™型　式 ：電動多関節式 
　™動作自由度 ：6 
　™切断速度（先端） ：1～5mm/s 
　™ティーチング動作速度：10～50mm/s 
　™切断大きさ ：□1m

切断マニプレータ試験装置 

第2アーム 

第1アーム 
（切断トーチホルダ） 

第3アーム 

第3アーム 

第2アーム 

切断マニプレータ 
取付軸 
（リスト旋回軸） 

図９　切断マニプレータの開発
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