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拡張型スーパードラゴン多関節ロボットアームによる
圧力容器内燃料デブリ調査への挑戦
（委託研究）
－令和 2 年度 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業－
日本原子力研究開発機構

福島研究開発部門

福島研究開発拠点

廃炉環境国際共同研究センター
東京工業大学
（2021 年 10 月 12 日受理）
日本原子力研究開発機構（JAEA）廃炉環境国際共同研究センター（CLADS）では、令和 2 年度 英
知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業（以下、
「本事業」という）を実施している。
本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の廃炉等をはじめとした
原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従
前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進す
ることを目的としている。
平成 30 年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省から JAEA に移行することで、JAEA とア
カデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続
的に実施する体制を構築した。
本研究は、研究課題のうち、令和元年度に採択された「拡張型スーパードラゴン多関節ロボッ
トアームによる圧力容器内燃料デブリ調査への挑戦」の令和 2 年度の研究成果について取りまと
めたものである。
本研究では、長尺の多関節ロボットアームにより、手先の位置姿勢の制御をしながら、アーム
先端部の自己位置を把握しつつ炉内構造物の状況把握を行うとともに、核物質の分布状況把握を
行う遠隔探査手法のアームへの実装技術を開発することを目的として、令和 2 年度は、模擬環境
でのロボットアームの基本的動作確認、テレスコピック型多関節アーム試作、アームの構造改良
としてのケーブル収納機構試作、駆動ワイヤ仕様の調査・整理、LIBS プローブの改良、マイクロ
チップレーザーLIBS プローブ試作、簡易型模擬アームでのプローブ可動状況把握、レーザー光焦
点深度依存性・レーザー照射角度依存性調査、単一成分系模擬試験体の試作、簡易分光光学系シ
ステム改良、超音波センサの耐放射線性評価、アレイ型空中超音波センサ試作・音圧分布－指向
性把握、センサ仕様整理、小型超音波送受信系改良、超音波液体適用性評価、SfM 技術・超音波計
測技術による形状再構成の相互補完技術の基礎開発などを行い、本報告書にとりまとめた。
本報告書は、日本原子力研究開発機構の英知事業における委託業務として、東京工業大学が実施
した成果を取りまとめたものである。
廃炉環境国際共同研究センター：〒979-1151 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 790-1
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Challenge to Investigation of Fuel Debris in RPV
by an Advanced Super Dragon Articulated Robot Arm
(Contract Research)
－ FY2020 Nuclear Energy Science & Technology and Human Resource Development Project －
Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science,
Fukushima Research Institute, Sector of Fukushima Research and Development
Japan Atomic Energy Agency
Tomioka-machi, Futaba-gun, Fukushima-ken
Tokyo Institute of Technology
(Received October 12, 2021)
The Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science (CLADS), Japan Atomic Energy
Agency (JAEA), had been conducting the Nuclear Energy Science & Technology and Human Resource
Development Project (hereafter referred to “the Project”) in FY2020.
The Project aims to contribute to solving problems in the nuclear energy field represented by the
decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Tokyo Electric Power Company
Holdings, Inc. (TEPCO). For this purpose, intelligence was collected from all over the world, and basic
research and human resource development were promoted by closely integrating/collaborating knowledge
and experiences in various fields beyond the barrier of conventional organizations and research fields.
The sponsor of the Project was moved from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology to JAEA since the newly adopted proposals in FY2018. On this occasion, JAEA constructed a
new research system where JAEA-academia collaboration is reinforced and medium-to-long term
research/development and human resource development contributing to the decommissioning are stably and
consecutively implemented.
Among the adopted proposals in FY2019, this report summarizes the research results of the “Challenge to
investigation of fuel debris in RPV by an advanced super dragon articulated robot arm” conducted in FY2020.
The present study aims to develop the implementation techniques of the remote sensing method on a robot
arm for monitoring the structure status in the reactor and the distribution of nuclear materials by a longarticulated robot arm with controlling and grasping the position and posture of the robot arm hand. In FY
2020, we have conducted fundamental operation check of the robot arm in the simulated environment,
prototype construction of telescopic articulated arm and cable storage mechanism, investigation of drive wire
specifications, improvement of LIBS probe, prototype construction of microchip laser LIBS probe, probe
movement status check in the simple simulated arm, investigation of the dependence of laser beam depth of
focus and laser beam angle, prototype fabrication of single component simulated test sample, improvement
of simple spectroscopic optical system, evaluation of radiation resistance of ultrasonic sensor, prototype
construction of array type air-coupled ultrasonic sensor and sound pressure investigation, improvement of a
compact ultrasonic transmitting/receiving system, evaluation of applicability of ultrasonic technologies to
liquids, development of complementary technologies for shape reconstruction using SfM and ultrasonic
measurement technologies. Finally, we summarized them into this report.
Keywords: Robot Arm, Ultrasound, SfM, LIBS, Remote Sensing
This work was performed by Tokyo Institute of Technology under contract with Japan Atomic Energy
Agency.
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1. 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業の概要

文部科学省では、
「東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等研究開発の加速プラン（平
成 26 年 6 月文部科学省）
」等を踏まえ、平成 27 年度から「英知を結集した原子力科学技術・人材
育成推進事業」
（以下、
「本事業」という。）を立ち上げ、
「戦略的原子力共同研究プログラム」、
「廃
炉加速化研究プログラム」及び「廃止措置研究・人材育成等強化プログラム」を推進している。
具体的には、国内外の英知を結集し、国内の原子力分野のみならず様々な分野の知見や経験を、
機関や分野の壁を越え、国際共同研究も含めて緊密に融合・連携させることにより、原子力の課
題解決に資する基礎的・基盤的研究や産学が連携した人材育成の取組を推進している。
一方、日本原子力研究開発機構（以下、
「JAEA」という。）では、平成 27 年に廃炉国際共同研究
センター（以下、
「CLADS」という。現：廃炉環境国際共同研究センター）を組織し、
「東京電力ホ
ールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」等を踏
まえ、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所廃炉（以下、
「1F 廃炉」という。
）
に係る研究開発を進めている。
また、平成 29 年 4 月に CLADS の中核拠点である「国際共同研究棟」の運用を開始したことを踏
まえ、今後は CLADS を中核に、廃炉の現場ニーズを踏まえた国内外の大学、研究機関等との基礎
的・基盤的な研究開発及び人材育成の取組を推進することにより、廃炉研究拠点の形成を目指す
ことが期待されている。
このため、本事業では平成 30 年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省から JAEA に移行
することで、JAEA とアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成
をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築することとし、従来のプログラムを、①共通基盤
型原子力研究プログラム、②課題解決型廃炉研究プログラム、③国際協力型廃炉研究プログラム、
④研究人材育成型廃炉研究プログラム（令和元年度より新設）に再編した。
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2. 平成 30 年度 採択課題
平成 30 年度採択課題については以下のとおりである。
課題数：19 課題
共通基盤型原子力研究プログラム

11 課題（若手研究 6 課題、一般研究 5 課題）

課題解決型廃炉研究プログラム

6 課題

国際協力型廃炉研究プログラム

2 課題（日英共同研究）

平成 30 年度 採択課題一覧
共通基盤型原子力研究プログラム
【若手研究】
課題名

研究代表者

所属機関

河野 仁

東京工芸大学

山﨑 信哉

筑波大学

片岡 隆浩

岡山大学

大石 佑治

大阪大学

島田 幹男

東京工業大学

岩田 圭弘

東京大学

被災地探査や原子力発電所建屋内情報収集のための
半自律ロボットを用いたセマンティックサーベイマ
ップ生成システムの開発
汚染土壌の減容を目的とした重液分離による放射性
微粒子回収法の高度化
ラドンを代表としたアルファ核種の吸入による内部
被ばくの横断的生体影響評価
炉心溶融物の粘性及び表面張力同時測定技術の開発
iPS 細胞由来組織細胞における放射線依存的突然変
異計測系の確立
レーザー共鳴イオン化を用いた同位体存在度の低い
ストロンチウム 90 の迅速分析技術開発

-2-
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共通基盤型原子力研究プログラム
【一般研究】
課題名

研究代表者

所属機関

放射性核種の長期安定化を指向した使用済みゼオ
ライト焼結固化技術の開発

新井 剛

芝浦工業大学

燃料デブリ取り出しを容易にするゲル状充填材の
開発

牟田 浩明

大阪大学

レーザー蛍光法を用いた燃料デブリ変質相の同定

斉藤 拓巳

東京大学

過酷炉心放射線環境における線量測定装置の開発

岡本 保

木更津工業
高等専門学校

レーザー加工により発生する微粒子の解析と核種
同定手法の開発

長谷川 秀一

東京大学

課題名

研究代表者

所属機関

合金相を含む燃料デブリの安定性評価のための基
盤研究

桐島 陽

東北大学

ガンマ線画像スペクトル分光法による高放射線場
環境の画像化による定量的放射能分布解析法

谷森 達

京都大学

燃料デブリ取出し時における放射性核種飛散防止
技術の開発

鈴木 俊一

東京大学

アルファダストの検出を目指した超高位置分解能
イメージング装置の開発

黒澤 俊介

東北大学

ナノ粒子を用いた透明遮へい材の開発研究

渡邉 隆行

九州大学

先端計測技術の融合で実現する高耐放射線燃料デ
ブリセンサーの研究開発

萩原 雅之

高エネルギー
加速器研究機構

課題解決型廃炉研究プログラム

-3-
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国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究）
課題名

研究代表者

所属機関

放射性微粒子の基礎物性解明による廃炉作業リスク
低減への貢献

五十嵐 康人

茨城大学

三澤 毅

京都大学

放射線耐性の高い薄型 SiC 中性子検出器の開発
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3.

令和元年度 採択課題

令和元年度採択課題については以下のとおりである。
課題数：19 課題
共通基盤型原子力研究プログラム

7 課題（若手研究 2 課題、一般研究 5 課題）

課題解決型廃炉研究プログラム

4 課題

国際協力型廃炉研究プログラム

4 課題（日英共同研究 2 課題、日露共同研究 2 課題）

研究人材育成型廃炉研究プログラム 4 課題

令和元年度 採択課題一覧
共通基盤型原子力研究プログラム
【若手研究】
課題名

研究代表者

所属機関

ウラニル錯体化学に基づくテーラーメイド型新規海
水ウラン吸着材開発

鷹尾 康一朗

東京工業大学

動作不能からの復帰を可能とする多連結移動ロボッ
トの半自律遠隔操作技術の確立

田中 基康

電気通信大学
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共通基盤型原子力研究プログラム
【一般研究】
課題名

研究代表者

所属機関

一次元光ファイバ放射線センサを用いた原子炉建
屋内放射線源分布計測

瓜谷 章

名古屋大学

低線量・低線量率放射線被ばくによる臓器別酸化ス
トレス状態の検討

鈴木 正敏

東北大学

単一微粒子質量分析法に基づくアルファ微粒子オ
ンラインモニタリングに向けた基礎検討

豊嶋 厚史

大阪大学

幹細胞動態により放射線発がんを特徴付ける新た
な評価系の構築

飯塚 大輔

量子科学技術
研究開発機構

梅沢 仁
耐放射線性ダイヤモンド半導体撮像素子の開発

（令和元年度まで）

大曲 新矢

産業技術総合
研究所

課題解決型廃炉研究プログラム
課題名

研究代表者

所属機関

Multi-Physics モデリングによる福島 2・3 号機ペデ
スタル燃料デブリ深さ方向の性状同定

山路 哲史

早稲田大学

燃料デブリ取出しに伴い発生する廃棄物のフッ化
技術を用いた分別方法の研究開発

渡邉 大輔

日立 GE
ニュークリ
ア・エナジー

アパタイトセラミックスによる ALPS 沈殿系廃棄物
の安定固化技術の開発

竹下 健二

東京工業大学

拡張型スーパードラゴン多関節ロボットアームに
よる圧力容器内燃料デブリ調査への挑戦

高橋 秀治

東京工業大学
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国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究）
課題名

研究代表者

所属機関

高い流動性および陰イオン核種保持性を有するア
ルカリ刺激材料の探索と様々な放射性廃棄物の安
全で効果的な固化

佐藤 努

北海道大学

静岡大学
再臨界前の中性子線増に即応可能な耐放射線 FPGA
システムの開発

渡邊 実

（令和 2 年度
まで）

岡山大学

国際協力型廃炉研究プログラム（日露共同研究）
課題名

研究代表者

所属機関

小原 徹

東京工業大学

金井 昭夫

慶應義塾

課題名

研究代表者

所属機関

燃料デブリ取り出し時における炉内状況把握のた
めの遠隔技術に関する研究人材育成

淺間 一

東京大学

化学計測技術とインフォマティックスを融合した
デブリ性状把握手法の開発とタイアップ型人材育
成

高貝 慶隆

福島大学

燃料デブリ取出し臨界安全技術の高度化
微生物生態系による原子炉内物体の腐食・変質に
関する評価研究

研究人材育成型廃炉研究プログラム

放射線・化学・生物的作用の複合効果による燃料デ
ブリ劣化機構の解明

燃料デブリ分析のための超微量分析技術の開発
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4.

令和 2 年度 採択課題

令和 2 年度は、2 つのプログラムにおいて、研究課題の採択を決定した。
公募の概要は以下のとおりである。
公募期間：令和 2 年 3 月 17 日～令和 2 年 5 月 14 日（課題解決型）
令和 2 年 5 月 13 日～令和 2 年 7 月 15 日（国際協力型）
課題数：10 課題
課題解決型廃炉研究プログラム

8 課題（若手研究 2 課題、一般研究 6 課題）

国際協力型廃炉研究プログラム

2 課題（日英共同研究）

これらの提案について、外部有識者から構成される審査委員会において、書面審査及び面接審
査、日英共同研究については二国間の合同審査を実施し、採択候補課題を選定した。
その後、PD（プログラムディレクター）
・PO（プログラムオフィサー）会議での審議を経て、採
択課題を決定した。

令和 2 年度 採択課題一覧
課題解決型廃炉研究プログラム
【若手研究】
課題名

研究代表者

所属機関

燃料デブリにおける特性の経年変化と環境劣化割れ
の調査

楊 会龍

東京大学

健全性崩壊をもたらす微生物による視認不可腐食の
分子生物・電気化学的診断及び抑制技術の開発

岡本 章玄

物質・材料
研究機構
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課題解決型廃炉研究プログラム
【一般研究】
課題名

研究代表者

所属機関

遮蔽不要な臨界近接監視システム用ダイヤモンド
中性子検出器の要素技術開発

田中 真伸

高エネルギー
加速器研究
機構

α／β／γ 線ラジオリシス影響下における格納
容器系統内広域防食の実現：ナノバブルを用いた
新規防食技術の開発

渡邉 豊

東北大学

β、γ、X 線同時解析による迅速・高感度放射性核
種分析法の開発

篠原 宏文

日本分析
センター

合理的な処分のための実機環境を考慮した汚染鉄
筋コンクリート長期状態変化の定量評価

丸山 一平

東京大学

溶脱による変質を考慮した汚染コンクリート廃棄
物の合理的処理・処分の検討

小崎 完

北海道大学

マイクロ波重畳 LIBS によるデブリ組成計測の高
度化と同位体の直接計測への挑戦

池田 裕二

アイラボ

課題名

研究代表者

所属機関

革新的水質浄化剤の開発による環境問題低減化技
術の開拓

浅尾 直樹

信州大学

鎌田 創

海上・港湾・
航空技術
研究所

国際協力型廃炉研究プログラム（日英共同研究）

無人航走体を用いた燃料デブリサンプルリターン
技術の研究開発
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本報告書は、以下の課題の令和 2 年度の研究成果を取りまとめたものである。

課題解決型廃炉研究プログラム
課題名
拡張型スーパードラゴン多関節ロボットアー
ムによる圧力容器内燃料デブリ調査への挑戦

研究代表者

所属機関

高橋 秀治

東京工業大学

研究成果を取りまとめた成果報告書を付録として添付する。
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付録
成果報告書
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令和 2 年度

日本原子力研究開発機構
英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業

拡張型スーパードラゴン多関節
ロボットアームによる
圧力容器内燃料デブリ調査への挑戦
（契約番号 R02I039）

成果報告書

令和 3 年 3 月
国立大学法人東京工業大学
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本報告書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の
「英知を結集した原子力科学技術･人材育成推進事業」によ
る委託業務として、国立大学法人東京工業大学が実施した
「拡張型スーパードラゴン多関節ロボットアームによる圧
力容器内燃料デブリ調査への挑戦」の令和 2 年度の研究成
果を取りまとめたものです。
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略語一覧
SfM

：Structure from Motion（ストラクチャーフロムモーション；複数の視点で撮影した
画像から、被撮影対象の 3 次元形状を推定する手法）
LIBS ：Laser-Induced Breakdown Spectroscopy（レーザーブレイクダウンスペクトロスコ
ピー；対象にレーザーをフォーカスすることによりレーザー照射部位を微粒子化及
び励起（プラズマ化）し、発生する原子線、イオン線を用いて発光分光により元素
組成の分析を行う手法）
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概略
東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所（以下、
「1F」と略す。
）の廃炉に関
しては、未だに様々な技術的な課題が残されている。その中の大きな課題の一つとして、炉内状
況の把握がある。事故を起こした原子炉の廃炉に関しては前例が無く、できる限りの情報を集め
て、作業での危険性をできるだけ減らして廃炉を行うしかないが、今の炉内探査の状況はグレー
チングの上を走るロボットが撮影した映像によるところが大きい。号機によってはグレーチング
上を走るロボットではなく、貫通部からのレールの上や、ペデスタル内にてテレスコピック式調
査装置や水中を泳ぐロボットからの写真画像はあるが、基本的には現状はグレーチング周辺にロ
ボットが行き、その周囲を計測している。一方、実際に燃料が存在していたはずの炉心該当部や
上部に関しては情報が少ない。実際の廃炉作業の際には、作業の振動によって上から物が落ちて
くる可能性、作業によって舞い上がった放射性物質が格納容器外に漏れ出す可能性等を含め、炉
の上部をも含めた全体の情報が必要となる。
これまで東京工業大学では 1F の廃炉に向けた様々な技術研究を行っており、既に基礎開発が終
わった技術も存在している。その中の一つに、東京工業大学の遠藤らの試作したスーパードラゴ
ンがある。軽量高張力の耐放射線性化学繊維ワイヤで駆動することで多関節を自在に操作するこ
とができる全長 10 m の長尺多関節アームであり、この方式であれば、狭い貫通部からでも計測用
センサ含むアームを炉内に侵入させることができる可能性がある。また、長尺アームによって必
要なところに近づきながらの計測が可能である。ロボットアームの関節の配置を工夫することに
より、アーム先端を 3 次元に動かすことも可能であり、上下±10 m、左右±4 m の大きな可動範
囲を持っていることから、圧力容器の底部にも近づくことができると考えられる。一方、そのア
ーム先端には設計上、最大 10 kg 程度のものが載せられる。しかしながら、そのアームに動きを
制限するような、例えば、いくつかの計測器をアーム先端部に取り付けることを想定し、耐放射
線性の計測機用の送電用電線、光ファイバー、ガス供給配管などをアーム内部に通した場合に、
それら送電機能や供給機能などを損なうことなく、どの程度アームが操作できるかは未知数であ
る。長尺アームにより炉心の外から操作できる事の利点は、電源用や通信用のケーブルをそのア
ームの中に格納できる点にある。アーム自体には比較的断面積があるので、太いケーブルを格納
できる余裕があり、センサ・機械を先端に付けて動作させることができる可能性がある。
かかる状況下、制御棒（Control Rod；以下、
「CR」と略す。
）ガイドチューブや燃料集合体上部
タイプレートが原子炉格納容器底部に発見されていることから圧力容器底部に直径数十 cm の穴
が開いている可能性が高いとの報告を受けて、本研究では、
「拡張型スーパードラゴン多関節ロボ
ットアームによる圧力容器内燃料デブリ調査への挑戦」と題して、国立研究開発法人日本原子力
研究開発機構（以下、「原子力機構」と略す。）と共同研究を立ち上げ、ペデスタル上部から①穴
を見つける、②昇る、③調べる、の 3 つの段階的なアプローチの提案に向けた基礎研究開発・概
念検討を行う。
本研究においては、廃炉の加速化のためには圧力容器内部の損傷炉内構造物や燃料デブリの状
況把握が重要となるため、ペデスタル上部に位置する圧力容器底部の状況把握を可能とする技術
の実現を目的として、長尺の多関節ロボットアームにより、手先の位置姿勢の制御をしながら、
カメラの Structure from Motion（以下、「SfM」と略す。
）技術及び超音波計測技術によりアーム
先端部の自己位置を把握しつつ炉内構造物の状況把握を行うとともに、レーザーを用いた LaserInduced Breakdown Spectroscopy（以下、「LIBS」と略す。）技術により核物質の分布状況把握を
行う遠隔探査手法のアームへの実装技術を開発する。さらには、楢葉遠隔技術開発センター等を
活用し実証試験を行い、その実現性を確かめることを目的とし、令和元年度から令和 3 年度まで
の 3 年間の研究期間を通して目的を達成する。
ⅶ
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初年度である令和元年度は、長尺多関節アームの開発と原子炉圧力容器下部へのアクセス検討
については、既存の長尺多関節アームを活用し、圧力容器底部へのアクセスを可能とする技術の
実現を目指して、曲げにくいケーブルを内包することが可能なワイヤ駆動関節機構を有するロボ
ットアームの設計、改良ロボットアーム部品の試作を行った。また、アーム先端に計測用の機器
を設置できる長尺多関節アームへと構造改良を行うため、既存の長尺多関節アームを活用して、
関節配置の設計を行った。多関節アーム実装型 LIBS プローブの開発については、既存の可搬型
LIBS 装置を活用し、多関節アーム実装を前提とした長尺光ファイバーを接続するため、多関節ア
ーム用 LIBS プローブ部を試作した。また、試作した LIBS プローブ部に既存装置及び長尺光ファ
イバーを接続し、模擬試料からの LIBS 信号が得られることを確認した。そして、多関節アームに
実装可能な LIBS プローブ部の光学系改良に資する単一成分系・多成分系模擬試験体の仕様及び作
製方法を決定するとともに、電気炉を新規に購入し、単一成分系模擬試験体を試作した。また、
LIBS プローブ部の光学系改良に資する簡易分光光学系システムを試作した。パラメトリック超音
波による形状再構成技術の開発については、単一素子の空中超音波センサを試作し、パラメトリ
ック超音波の音圧分布・指向性の把握を行い、炉内構造物やデブリの形状の把握に適したセンサ
の仕様をとりまとめた。さらには、多関節アームへの超音波計測装置の実装にあたり、既存の超
音波送受信系の実装可能性を調べるとともに、多関節アーム実装に適する小型の超音波送受信系
の設計・試作を行った。カメラ画像を用いた SfM 技術による形状再構成の課題点の抽出、及び、
超音波計測技術による形状再構成の課題点の抽出を行うとともに、カメラ画像を用いた SfM 技術
と超音波計測技術による形状再構成の長所・短所を補う補完手法の構築に資する基礎データを取
得した。
令和 2 年度は、長尺多関節アームの開発と原子炉圧力容器下部へのアクセス検討については、
原子炉圧力容器下部の開口部を発見することが可能かを確かめるために、先端にカメラを装備し
た既存の長尺多関節アームを用いて模擬環境下で実験を実施した。また、LIBS プローブ部を上方
に可搬可能なテレスコピック型多関節アームを試作し、基本的動作を確認した。また、アーム先
端に計測用の機器を設置可能な長尺多関節アームの関節部分を設計・試作し、基本的動作を確認
した。また、長尺多関節アームの駆動に適した駆動ワイヤの仕様をまとめた。多関節アーム実装
型 LIBS プローブの開発については、多関節アームへの実装を模擬するため、簡易型模擬アームを
準備した。令和元年度に試作した LIBS プローブを改良するとともに、マイクロチップレーザー
LIBS プローブを試作し、模擬アームに取り付けて、屈曲・伸展等の動きに対する可動状況を調べ
た。また、アームに取り付けたプローブの固定状態の許容範囲を明確化するため、取得されるス
ペクトルのレーザー光焦点深度依存性、試料に対するレーザー照射角度依存性を取得した。そし
て、多関節アームに実装可能な LIBS プローブ部の光学系改良に資する単一成分系模擬試験体を試
作するとともに、令和元年度に試作した簡易分光光学系システムを改良した。パラメトリック超
音波による形状再構成技術の開発については、コバルト照射施設を利用して超音波センサの耐放
射線性を確認した。また、アレイ型空中超音波センサを試作し、音圧分布・指向性の把握を行い、
炉内構造物やデブリの形状の把握に適したセンサの仕様をとりまとめた。さらには、多関節アー
ムへの超音波計測装置の実装にあたり、多関節アーム実装に適する小型の超音波送受信系の改良
を行うとともに、ペデスタル上部のみならず下部の状況把握を鑑み、固体だけではなく液体への
超音波計測適用性について調べとりまとめた。そして、模擬構造物を対象に、カメラ画像を用い
た SfM 技術による形状再構成及び超音波計測技術による形状再構成を行い、3 次元形状データの
比較を行った。カメラ画像を用いた SfM 技術と超音波計測技術による形状再構成の長所・短所を
補う相互補完を行う技術を開発した。
以上より、令和 2 年度は、模擬環境でのロボットアームの基本的動作確認、テレスコピック型
多関節アーム試作、アームの構造改良としてのケーブル収納機構試作、駆動ワイヤ仕様の調査・
ⅷ
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整理、LIBS プローブの改良、マイクロチップレーザーLIBS プローブ試作、簡易型模擬アームでの
プローブ可動状況把握、レーザー光焦点深度依存性・レーザー照射角度依存性調査、単一成分系
模擬試験体の試作、簡易分光光学系システム改良、超音波センサの耐放射線性評価、アレイ型空
中超音波センサ試作・音圧分布-指向性把握、センサ仕様整理、小型超音波送受信系改良、超音波
液体適用性評価、SfM 技術・超音波計測技術による形状再構成の相互補完技術の基礎開発などを行
い、令和 3 年度における計測系とロボットとの統合等へ向けた要素技術開発を推進し、総じて、
3 カ年計画の 2 年目である令和 2 年度の業務項目を実施し、所期の目標を達成した。
令和 3 年度は、上述の令和 2 年度で得た成果・知見を活かして、長尺多関節アームの開発と原
子炉圧力容器下部へのアクセス検討、多関節アーム実装型 LIBS プローブの開発、パラメトリック
超音波による形状再構成技術の開発を推進する。

ⅸ
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1.

はじめに

1F の廃炉に関しては未だに様々な技術的な課題が残されており、その中の課題の一つとして炉
内状況の把握がある。炉内探査の状況はグレーチングの上を走るロボットが撮影した映像による
ところが大きい。号機によってはグレーチング上を走るロボットではなく、貫通部からのレール
の上や、ペデスタル内にてテレスコピック式調査装置や水中を泳ぐロボットからの写真画像はあ
るが、基本的には現状はグレーチング周辺にロボットが行き、その周囲を調査している。実際の
廃炉計画策定にあたっては炉心にあった燃料デブリが溶融してどこに移動したかを正確に把握す
ることが必要である。かかる状況下、CR ガイドチューブや燃料集合体上部タイプレートが原子炉
格納容器底部に発見されていることから号機によっては圧力容器底部に直径数十 cm の穴が開い
ている可能性が高いとの報告［1］があり、ペデスタル床上に落下したデブリは確認されているが、
原子炉圧力容器（以下、
「RPV」と略す。）内についてはいまだ明らかになっていない。一方、東京
工業大学では 1F の廃炉に向けた様々な技術研究を行っており、既に基礎開発が終わった技術も存
在している。その中の 1 つに、東京工業大学の遠藤らの試作したスーパードラゴンがある。軽量
高張力の耐放射線性化学繊維ワイヤで駆動することで多関節を自在に操作することができる全長
10 m の長尺多関節アームであり、この方式であれば、狭い貫通部からでも計測用センサ含むアー
ムを炉内に侵入させることができる可能性がある。
そこで、本研究では、
「拡張型スーパードラゴン多関節ロボットアームによる圧力容器内燃料デ
ブリ調査への挑戦」と題する研究を立ち上げ、廃炉の加速化のためには圧力容器内部の損傷炉内
構造物や燃料デブリの状況把握が重要となるため、ペデスタル上部に位置する圧力容器底部の状
況把握を可能とする技術の実現を目的として、令和元年度から令和 3 年度までの 3 年間の研究期
間を通して、長尺の多関節ロボットアームにより、手先の位置姿勢の制御をしながら、カメラの
SfM 技術及び超音波計測技術によりアーム先端部の自己位置を把握しつつ炉内構造物の状況把握
を行うとともに、レーザーを用いた LIBS 技術により核物質の分布状況把握を行う遠隔探査手法の
アームへの実装技術を開発する。
レーザーと超音波を用いた炉内構造物把握と物質分析の遠隔検査技術に関する研究開発を行う。
既に基礎開発が完成している長尺多関節アームの中に、電源・計測用のケーブルや光ファイバー
等を収めた上で、手先の位置姿勢の 6 自由度の制御ができるように改良し、さらには計測用セン
サをアーム手先に設置して、アームの実機適用性開発を行う。アーム先端に付ける計測用センサ
として、本研究ではレーザー／光ファイバーと超音波センサを選定した。レーザー／光ファイバ
センサでは、レーザー光を光ファイバーで搬送し、対象物に集光照射することで得られるプラズ
マ発光から対象物の組成をその場で明らかにする LIBS 法のアームへの実装技術を開発する。超音
波センサについては、光学カメラでは観測困難な周囲炉内構造物や炉内形状を可視化するともに、
研究分担者が平成 27 年度から平成 29 年度の日英原子力共同研究（代表：東京工業大学 木倉宏
成）で技術開発した、超音波による流体測定の応用可能性についても検討する。これらの炉心容
器内部を調査する長尺多関節アームの開発と計測技術を開発し、安全・確実で問題発生の少ない
廃炉作業に寄与する。さらには、楢葉遠隔技術開発センター等を活用し実証試験を行い、その実
現性を確かめる。
以上の多関節ロボットアーム技術・計測技術を東京工業大学と原子力機構とで協働して開発す
ることで、1F の廃炉に資する研究を行うことが本研究の目的である。

1-1
- 24 -

JAEA-Review
2021-045
JAEA-Review 2021-045

参考文献
[1] 資源エネルギー庁，資料 1-2 経済産業省の廃炉に関する研究開発の取組状況，第 7 回廃炉研
究開発連携会議（2018 年 06 月 18 日）, https://www.dd.ndf.go.jp/files/user/pdf/decomm
issioning-research/dr-committee/materials/07/doc1-2.pdf（参照 2021-03-31）.
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2.

業務計画

全体計画
全体計画概要と全体計画表
廃炉の加速化のためには圧力容器内部の損傷炉内構造物や燃料デブリの状況把握が重要とな
るため、ペデスタル上部に位置する圧力容器底部の状況把握を可能とする技術の実現を目的と
して、長尺の多関節ロボットアームにより、手先の位置姿勢の制御をしながら、カメラの SfM 技
術及び超音波計測技術によりアーム先端部の自己位置を把握しつつ炉内構造物の状況把握を行
うとともに、レーザーを用いた LIBS 技術により核物質の分布状況把握を行う遠隔探査手法のア
ームへの実装技術を開発する。さらには、楢葉遠隔技術開発センター等を活用し実証試験を行
い、その実現性を確かめる。
本業務の全体計画表を表 2.1-1 に示す。本業務では令和元年度から令和 3 年度までの 3 年間
の研究期間を通して上述の目的を達成する。

表 2.1-1 全体計画表

2.1-1
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実施体制図
本課題における実施体制図を図 2.1-1 に示す。令和 2 年度の実施体制は東京工業大学従事者
6 名、原子力機構従事者 8 名から構成されている。

課題全体のとりまとめ
東京工業大学 事業代表者 高橋秀治

(1)長尺多関節アームの開発と原子炉圧力容器下部へのアクセス検討
①改良ロボットアームの試験
②アームの構造改良
(2)多関節アーム実装型LIBSプローブの開発
② 模擬試験体作製及びLIBS光学系改良検討
(3)パラメトリック超音波による形状再構成技術の開発
①専用パラメトリック超音波センサの開発
②SfM応用による超音波3次元画像再構成データの補完技術の開発
(4)研究推進

高橋秀治

遠藤 玄

木倉宏成

奈良林直

長坂秀雄

石塚隆雄

・パラメトリック超音波
による形状再構築
技術の開発の統括
・模擬試験体作製及び
LIBS 光 学 系 改 良 検
討の統括

・長尺多関節アームの
開発と原子炉圧力
容器下部へのアクセ
ス検討における
ロボットシステム開発
の統括

・超音波計測システムの
開発

・原子炉内損傷調査へ
の適用性検討

・原子炉内損傷調査へ
の適用性検討

・原子炉内損傷調査へ
の適用性検討

再委託先（連携機関）
日本原子力研究開発機構
((2)多関節アーム実装型LIBSプローブの
開発 ①実装型LIBSプローブの開発)

研究責任者 若井田育夫

若井田育夫
・ファイバー適正化

柴田卓弥
・ファイバーLIBS
特性評価

大場弘則

赤岡克昭

・ファイバー適正化
・LIBS特性評価

・LIBS解析評価

宮部昌文

田村浩司
・ファイバーLIBS
特性評価

大場正規

・ファイバー照射
プルーム特性評価

・LIBS特性評価

中西隆造
・ファイバーLIBS
特性評価

図 2.1-1 本課題における実施体制図
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令和2年度の成果の目標及び業務の実施方法
計画概要及び月別年間計画表
令和 2 年度の計画の概要は以下の通りとする。令和 2 年度の本業務の月別年間計画表を表
2.2-1 に示す。
表 2.2-1 月別年間計画表
年度
項目

2020年
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2021年
1月

2月

3月

(1)長尺多関節アームの開発と
原子炉圧力容器下部への
アクセス検討
①改良ロボットアームの試験
（東京工業大学）
②アームの構造改良

カメラを装備した既存の長尺多関節アームを模擬環境下で用いた実験、テレスコピック型多関節アームの試作

まとめ

長尺多関節アームの関節部分の試作、長尺多関節アームの駆動に適した駆動ワイヤの仕様検討

まとめ

（東京工業大学）
(2) 多 関 節 ア ー ム 実 装 型 LIBS
プローブの開発
①実装型LIBSプローブの開発
（原子力機構）
②模擬試験体作製及びLIBS光学
系改良検討

多関節アーム用LIBSプローブ等準備（従来プローブ、
マイクロチップレーザープローブ）
焦点深度・照射角度依存性試験準備

模擬アーム装着・操作試験

まとめ

LIBS特性の焦点深度・照射角度依存性試験、評価

まとめ

単一成分系模擬試験体の試作、簡易分光光学系システムの改良

まとめ

（東京工業大学）
(3) パ ラ メ ト リ ッ ク 超 音 波 に よ る
超音波センサの耐放射線性試験、アレイセンサの試作、小型の超音波送受信系の改良、液体への超音波計測適用性検討
形状再構成技術の開発
まとめ
①専用パラメトリック超音波
センサの開発
（東京工業大学）
② SfM 応 用 に よ る 超 音 波 3 次 元 模擬構造物を用いたSfM技術・超音波計測技術による形状再構成、3次元画像再構成の補完手法の開発
画像再構成データの補完技術
の開発

まとめ

（東京工業大学）
研究推進委員会

研究推進のための打合せ、会議等の開催
(4)研究推進

(3月25日、オンライン開催）

△

研究推進委員会

(11月27日、オンライン開催）

△
全体のまとめ

(1) 長尺多関節アームの開発と原子炉圧力容器下部へのアクセス検討
① 改良ロボットアームの試験
原子炉圧力容器下部の開口部を発見することが可能かを確かめるために、先端にカメラを
装備した既存の長尺多関節アームを用いて模擬環境下で実験を実施する。また、LIBS プロー
ブ部を上方に可搬可能なテレスコピック型多関節アームを試作し、基本的動作を確認する。
② アームの構造改良
アーム先端に計測用の機器を設置可能な長尺多関節アームの関節部分を設計・試作し、基
本的動作を確認する。また、長尺多関節アームの駆動に適した駆動ワイヤの仕様をまとめる。
(2) 多関節アーム実装型 LIBS プローブの開発
① 実装型 LIBS プローブの開発（連携先：原子力機構）
多関節アームへの実装を模擬するため、簡易型模擬アームを準備する。令和元年度に試作
した LIBS プローブを改良するとともに、マイクロチップレーザーLIBS プローブを試作し、
模擬アームに取り付けて、屈曲・伸展等の動きに対する可動状況を調べる。
アームに取り付けたプローブの固定状態の許容範囲を明確化するため、取得されるスペクト
ルのレーザー光焦点深度依存性、試料に対するレーザー照射角度依存性を取得する。
2.2-1
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② 模擬試験体作製及び LIBS 光学系改良検討
多関節アームに実装可能な LIBS プローブ部の光学系改良に資する単一成分系模擬試験体
を試作するとともに、令和元年度に試作した簡易分光光学系システムを改良する。
(3) パラメトリック超音波による形状再構成技術の開発
① 専用パラメトリック超音波センサの開発
コバルト照射施設を利用して超音波センサの耐放射線性を確認する。また、アレイ型空中
超音波センサを試作し、音圧分布・指向性の把握を行い、炉内構造物やデブリの形状の把握
に適したセンサの仕様をとりまとめる。さらには、多関節アームへの超音波計測装置の実装
にあたり、多関節アーム実装に適する小型の超音波送受信系の改良を行うとともに、ペデス
タル上部のみならず下部の状況把握を鑑み、固体だけではなく液体への超音波計測適用性に
ついて調べとりまとめる。
② SfM 応用による超音波 3 次元画像再構成データの補完技術の開発
模擬構造物を対象に、カメラ画像を用いた SfM 技術による形状再構成及び超音波計測技術
による形状再構成を行い、3 次元形状データの比較を行う。カメラ画像を用いた SfM 技術と
超音波計測技術による形状再構成の長所・短所を補う相互補完を行う技術を開発する。
(4) 研究推進
研究代表者の下で各研究項目間並びに廃炉環境国際共同研究センター（以下、
「CLADS」と
略す。）等との連携を密にして、研究を進める。また、研究実施計画を推進するための打合せ
や会議等を開催する。
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3.

令和 2 年度の実施内容及び成果
長尺多関節アームの開発と原子炉圧力容器下部へのアクセス検討
改良ロボットアームの試験
原子炉圧力容器下部の開口部を発見することが可能かを確かめるために、先端にカメラを装
備した既存の長尺多関節アームを用いて模擬環境下で実験を実施した。また、LIBS プローブ部
を上方に可搬可能なテレスコピック型多関節アームを試作し、基本的動作を確認した。
東京工業大学学内及び楢葉遠隔技術開発センターの簡易的な模擬環境施設においてカメラを
装備した既存の多関節アームを用いた基礎実験を実施し、圧力容器下部の開口部を発見するこ
とが可能かを確かめることを目指して、長尺多関節アームの基礎的な上下左右動作を調べとり
まとめた。また、3 本のワイヤにより駆動されるテレスコピック型多関節アームを試作し、伸
展・収縮の基本的動作を確認した。さらに、研究成果の一部を国内・国際会議において発表す
るとともに、査読付論文にとりまとめた。
以下、詳細を述べる。
既存の多関節アームを用いた基礎実験については、東京工業大学学内において多関節アーム
の基礎的な上下左右動作の検証をしたのち、楢葉遠隔技術開発センターへ多関節ロボットアー
ムを輸送し、簡易的な模擬環境施設として、楢葉遠隔技術開発センターの試験水槽を模擬の探
索対象とし、長尺多関節アームの上下左右動作を調べ、予め設置したマーカを、超長尺多関節
アームスーパードラゴンの手先部に装着した小型カメラによって撮影することが可能か、実験
により検証した（図 3.1-1）。
多関節アームの基部、第一関節の位置を原点として、前方におよそ 8 m、左側に 5 m、上方に
2 m の位置に直径 0.15 m 程度の同心円状のマーカを取り付けた。アームの手先位置を外部から
目視しつつ、各関節に目標角度を指令することでアーム先端をマーカに向けることに成功し、
手先カメラの画角内にマーカを捉えることが可能であることを確かめた（図 3.1-2）。動作に要
した時間はおよそ 8 分であった。また、このときの手先位置の時系列変化を外界センサである
超高速 3D レーザースキャナで追跡しつつ計測した（図 3.1-3）。
内界センサである各関節の角度センサの計測値と順運動学により、手先位置を導出し、レー
ザースキャナの計測結果と比較することで、誤差が 0.2～0.5 m 程度となることを明らかにし
た。特に左側に屈曲することにより、アームリンク軸周りにねじりのモーメントが発生するこ
とで、より大きな誤差となることが明らかになった．これは機構的なたわみであるので、再現
性があると思われ、今後、このたわみをモデル化することでより内界センサのみを用いてより
高精度に手先位置を推定できるようになると考えられる。
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図3.1-1 楢葉遠隔技術開発センターの簡易的な模擬環境施設における
多関節アームを用いた基礎実験
（探索動作検証及び手先位置の測定）

図3.1-2 探索動作検証時の全景カメラ及び手先カメラの映像
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図3.1-3 探索動作検証時の関節位置及び手先位置の測定結果の例
テレスコピック型多関節アーム試作、伸展・収縮の基本的動作の確認については、伸展をテ
レスコピック構造で満たしつつ、検査器具を含めた合計重量を 10 kg 以内として長尺多関節ロ
ボットアームの先端に搭載することを想定し、ロープによる駆動で鉛直方向に伸縮ができるテ
レスコピック型多関節アームの設計・試作を行った。狭空間高所部を調査するため、細径で伸
縮比の高い軽量の機構を提案、試作し、伸展・収縮の基本的動作の確認をした。
試作したテレスコピック型多関節アームのシステム概要を図 3.1-4 に示す。アームの設計概
要像を図 3.1-5、伸展部の諸元を表 3.1-1 に示す。アームの材料として肉厚 1 mm の CFRP のパ
イプを用い、展開時に 5 m の高さを達成するため、パイプ同士の重なりを考慮し、4 本の長さ
1.5 m のパイプを用いた。収縮時の長さは 1810 mm、展開時は 6030 mm を実現している。パイプ
の径は、伸展・収縮ができるようにパイプ端の構造から内径をそれぞれ 50、60、70、80 mm と
10 mm ずつ異なる寸法とした。モータのエンコーダからリールの回転数、センサ部ではロープ
の張力、ロープの変位を取得できる。ギアヘッド出力軸の最大連続トルクは 14.4 Nm となり、
リールにおけるロープ位置の最大半径長は 25 mm として設計しているので、1 つのモータの想
定伸展力は 5.76×102 N となり、仮に先端に 10 kg のおもりを載せても伸展可能である。テレス
コピックブームが 3 つのモータにより駆動されるときは、リール部分では 1 つのモータで 1 つ
のリールと 1 本のロープを駆動する。1 つのモータにより駆動されるときは、1 つのモータのみ
3 連リール（同じ軸に設置した 3 つのリール）に繋げることで、3 本のロープを同時に駆動する。
ロープは台座中央付近に設置されている受動プーリにより、テレスコピックブーム内から各リ
ールの方向や 3 連リールの方向へと案内することができる。また、鉛直方向での伸縮動作を想
定しているテレスコピックブームだが、傾斜があるときの伸縮動作を確認できるように、全体
の台座を 15 度程度傾けられる設計とした。
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テレスコピック型多関節アームの伸展・収縮の基本的動作の確認については、鉛直上向きに
伸展・収縮させる実験を行った。一例としてテレスコピックブームの伸展の様子を図 3.1-6 に
示す。計測器を先端に積載することを想定しつつ、安全を考慮して、1.25 kg のおもり（設計上
の最大積載ペイロードは 5 kg 程度）を載せて動作確認を行った結果、鉛直上向きに伸展・収縮
の基本的動作が行えることを確認した。
さらに、研究成果の一部を国内・国際会議において発表するとともに、査読付論文にとりま
とめた。長尺多関節アームを構成する手法についてまとめ、RPV を調査するための形態としては
ワイヤ干渉駆動型が適することを述べるとともに、最新の成果として上方への手先位置制御実
験、10 kgf のペイロード持ち上げ実験の成果を報告した。
（Gen Endo, et al., Challenge to Investigation of Fuel Debris in RPV by an Advanced
Super Dragon Articulated Robot Arm, (2) Design and Prototyping of a Lightweight Super
Long Reach Articulated Manipulator, Proceedings of ASME's Nuclear Engineering
Conference powered by ICONE (ICONE 2020), ICONE28-POWER2020-16834 (2020)）
また、移動するカメラで撮影して得られる画像を組み合わせることで画像の特徴点をもとに
1 枚の大きな俯瞰画像を得る Visual Odometry 手法の活用を検討し、査読論文としてまとめた。
（Zhenyu Wang, et al., Study of a Robotic System to Detect Water Leakage and Fuel
Debris‑System Proposal and Feasibility Study of Visual Odometry Providing Intuitive
Bird’s Eye View, ROBOMECH Journal, vol. 7, Article number:34, (2020)）
さらに、長尺多関節アームが特定の手先位置をとるとき、どのように自重補償腱の張力を設
定するのが良いのかを議論し、異なる自重補償腱張力を複数設定したときに関節駆動腱の張力
を導出して比較した結果、関節駆動腱の張力を最小化する最適な自重補償腱張力があることが
示唆され、得られた成果の一部を発表した。
（髙田敦ら，自重補償機構を有するワイヤ干渉駆動型冗長マニピュレータの逆運動学，第 21
回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会予稿集，pp. 2705-2709，3E1-04
（2020）, SI2020 優秀講演賞受賞）
令和 3 年度は、試作したテレスコピック型多関節アームの性能評価・駆動方法検討を行うと
ともに、テレスコピック型多関節アームの長尺多関節アームへの適用性を把握し、1F 現場での
実用化に必要な課題を抽出する予定である。
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図 3.1-4 試作したテレスコピック型多関節アームのシステム概要

図 3.1-5

アームの設計概要図（(a)全体 (b)上部 (c)下部）

表 3.1-1 伸展部の諸元
Height min. 1810 mm
Height max. 6030 mm
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図 3.1-6 テレスコピックブームの伸展の様子

アームの構造改良
アーム先端に計測用の機器を設置可能な長尺多関節アームの関節部分を設計・試作し、基本
的動作を確認した。また、長尺多関節アームの駆動に適した駆動ワイヤの仕様をまとめた。
また、アーム先端に計測用の機器を設置可能な長尺多関節アームの関節部分の設計・試作と
して、計測機器用のケーブル類をテレスコピック型多関節アームの伸展・収縮に同期して、ケ
ーブルの巻き取り・繰り出しの機能を実現するケーブル収納機構を設計・試作し、基本的動作
を確認した。また、長尺多関節アームの駆動に適した駆動ワイヤとして化学繊維ワイヤの仕様
をとりまとめた。
計測機器用のケーブル類をテレスコピック型多関節アームの伸展・収縮に同期して、ケーブ
ルの巻き取り・繰り出しの機能を実現するケーブル収納機構として設計した機構の全体概要を
図 3.1-7 に示す。テレスコピックブームの伸縮を行うためのアクチュエータを用いて、伸縮に
同期してケーブル収納部分を回転させ、ケーブルを繰り出し・巻き取る機構となっている。ま
た、ケーブルを配置した機構概要を図 3.1-8 に示す。かさ歯車を用い、駆動ワイヤの巻き取り
に用いた動力をケーブルのリールに回転伝達し、少ない要素でねじれが生じない巻き取りを実
現する設計となっている。直径 10 mm の模擬ケーブルを用いて試作したケーブル収納機構の動
作の様子を図 3.1-9 に示す。ロボットアーム手先の測定機器と接続するケーブルをテレスコピ
ックブームの伸縮に応じて巻き取り・繰り出すケーブル収納機能を実現し、基本的な収納機構
動作を確認した。
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図 3.1-7 設計した機構の全体概要

図 3.1-8

ケーブルを配置した機構概要

図 3.1-9 試作したケーブル収納機構の動作の様子
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また、長尺多関節アームの駆動に適した駆動ワイヤ仕様をとりまとめた。1883 年にニトロセ
ルロースが合成されて以来、多くの化学繊維が合成され高い機能性を付与した素材が開発され
ている。中でも高い強度を持つ高強度化学繊維が存在する。その強度はすでにステンレスワイ
ヤを超え、質量は 1/5～1/8 を実現するものもある。代表的な高強度化学繊維としてはパラ系
アラミド繊維（Kevlar®、デュポン株式会社）、超高分子量ポリエチレン（UHMW-PE）繊維（Dyneema®、
DSM Corp.）、ポリアリレート繊維（Vectran®、株式会社クラレ）、ポリパラフェニレンベンズオ
キサゾール（PBO）繊維（Zylon®、東洋紡株式会社）などが存在する。化学繊維ワイヤはしなや
かで曲げやすいことから、よりコンパクトな機構を設計でき、さらにメインテナンス性も向上
できる。駆動ワイヤ仕様を表 3.1-2 にとりまとめた。我々の先行研究においてプーリによる繰
り返し曲げに対する耐久性を様々な化学繊維ロープに対して計測した結果、Dyneema®が最も繰
り返し曲げに対する耐久性が高いことが明らかになっており[1]、長尺多関節アームの関節制御
ワイヤとしては直径 2 mm の高密度ポリエチレン繊維 Dyneema®が適していると思われる。同径
のステンレスワイヤの破断荷重は 3.56 kN であるのに対し、Dyneema®（SK99 Density Heat-set、
Armare s.r.）では 74.17 kN とおよそ 2 倍の強度である。一方で、長尺多関節アームの自重補
償ワイヤはさほど頻繁に駆動されず、その変位も少ないことから、より高い強度と少ないクリ
ープ伸び特性を有する直径 5.5 mm の PBO 繊維 Zylon®（ZB-15728、ハヤミ工産株式会社）は破
断荷重 46.1 kN であるため、強度と伸びない特性の観点から適していると考えられる。また、
Dyneema®、Zylon®のワイヤは先行研究においてコバルト 60 によるγ線照射（線量率 600 Gy/h）
への耐性について、我々の先行研究において放射線照射前後の材料引張強度を調べており[2]、
累積線量 10 kGy までの範囲では Dyneema®、Zylon®とも大きな強度低下は見られず放射線耐性
が確認されている。以上から、超高分子量ポリエチレン（UHMW-PE）繊維（Dyneema®）、ポリパラ
フェニレンベンズオキサゾール（PBO）繊維（Zylon®）を基本として採用し、研究を進めていく
なかで必要性に応じて駆動ワイヤ仕様を再検討する。
令和 3 年度は、関節配置、駆動ワイヤ、センサ取付、ケーブルの巻取り、耐荷重等を考慮し、
アーム先端に計測用の機器を設置可能な長尺多関節アームの最適な構造を調べとりまとめる予
定である。
表 3.1-2
駆動ワイヤ種類
ステンレスワイヤ
（ 直 径 2 mm）

登録

密度

破断荷重

放射線耐性

商標

(g/cm 3 )

(kN)

（ 線 量 率 600 Gy/h）

-

約 7.8

3.56

-

約 0.97

7.17

Dyneema®は 累 積 線 量 10

超高分子量ポリエ
チ レ ン （ UHMW-PE）
繊維ワイヤ

駆動ワイヤ仕様

Dyneema®

（ 直 径 2 mm）

kGyに お い て 強 度 低 下

（原糸：

（ 型 番 ： SK99

SK-60,

Density

10 %以 内（ 型 番：DB-60,

SK-70）

Heat-set）

DB-60HN, DB-96HSL）

約 1.56

46.1

Zylon ® は 累 積 線 量 100 k

（原糸：

（ 型 番 ： ZB-15

Gyにおいて強度低下 10 %

Zylon ® HM）

728）

ポリパラフェニレ
ンベンズオキサゾ
ー ル（ PBO）繊 維 ワ
イヤ

Zylon ®

（ 直 径 5.5 mm）
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多関節アーム実装型 LIBS プローブの開発
実装型 LIBS プローブの開発（連携先：原子力機構）
多関節アームへの実装を模擬するため、簡易型模擬アームを準備した。令和元年度に試作し
た LIBS プローブを改良するとともに、マイクロチップレーザーLIBS プローブを試作し、模擬
アームに取り付けて、屈曲・伸展等の動きに対する可動状況を調べた。また、アームに取り付
けたプローブの固定状態の許容範囲を明確化するため、取得されるスペクトルのレーザー光焦
点深度依存性、試料に対するレーザー照射角度依存性を取得した。
簡易型模擬アームを構築し、試作した LIBS プローブを模擬アームに取り付けて、屈曲・伸展
等の動きに対する可動状況を調べとりまとめた。また、アームに取り付けたプローブの固定状
態の許容範囲を明らかにするために、レーザーの照射角度に対して試料の設置ステージの高さ
を変化させ、照射痕を観察しスペクトルの測定を行うことで、照射痕跡の深さやスペクトル強
度から焦点深度依存性や照射角度依存性を調べ整理した。
(1) 簡易型模擬アームへの LIBS プローブ装着と可動状況
① LIBS プローブ部の改良
令和元年度に試作した LIBS プローブは、基本構造として、プローブ内部にガスを導入し、
内部を保護できる構造とした。令和 2 年度は、外径 6 mm のガス導入チューブ内に光ファイバ
ーを導入し、同軸構造として一体化できることを確かめた。光ファイバーを包含したガス・
光ファイバー導入系の概要を図 3.2-1 に、実際に整備した導入系の写真を図 3.2-2 に示す。

図 3.2-1

ガス・光ファイバー導入系の概要
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ガス・光ファイバー導入部
図 3.2-2

全体図
整備したガス・光ファイバー導入系

ガス・光ファイバー導入系により、ガスチューブ 1 本で、ガスとレーザー光とが搬送可能
となった。また、ガスチューブは、光ファイバーの物理的保護、過度な曲げによる損傷防止
にも役立つものと期待される。
② マイクロチップレーザーLIBS プローブの試作
原子力機構では、光ファイバーLIBS プローブ（先行技術）とマイクロチップレーザーを活
用した LIBS プローブ（新技術）の 2 種類のプローブを開発している。先行技術である光ファ
イバーLIBS は、レーザー出力の調整や交換が容易であること、プローブ部の構造が簡単で軽
量化が可能なこと等の長所がある一方、光ファイバーで搬送レーザー光強度に制限があるこ
と、比較的太いファイバーを用いる必要がありファイバーの柔軟性に欠けること、長距離伝
送に対するレーザー光の減衰に配慮する必要があること（従来技術で 50 m）、光ファイバー
から出射されるレーザー光は短焦点距離でなければ再収束しにくいこと、といった欠点もあ
る。
これに対し、新技術であるマイクロチップレーザーLIBS では、超小型レーザー発振器をプ
ローブ先端に配置し、発振するパルスレーザー光を直接利用する。発振器の励起に必要なエ
ネルギーは準連続的なレーザー光エネルギーを利用することから、光ファイバーを細くする
ことが可能で、曲げ自由度も高くなる。また、長距離伝送（50 m～100 m）であっても、発振
するレーザー光の質への影響が少ない。さらに、発振するレーザー光を直接用いることから、
極めて集光性が高く、長焦点距離でもプラズマ生成が可能である。
これら 2 つの方法を、ロボットアームに搭載して利用することを考慮して比較した。結果
を表 3.2-1 に示す。
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表 3.2-1 LIBS プローブの比較
マイクロチップ

ロボットアーム

レーザーLIBS

搭載上の条件

単純

若干複雑

単純

小

小

小

比較的太い〇

細い◎

柔軟性

比較的小

小

小さい方が良い

光ファイバーの長さ

長い

超長尺

超長尺

焦点距離

短い

長焦点距離可能

長い方が良い

〇

◎

―

比較項目
プローブ構造
プローブ大きさ
光ファイバーの柔軟性（曲げ）
光ファイバーからの負荷

アーム搭載上の適合性

従来法

以上の比較結果から、ロボットアームへの搭載を前提に考え、マイクロチップレーザーLI
BS プローブの適合性についても調べておくことが重要であることが分かる。
ロボットアーム搭載用に試作したマイクロチップレーザーLIBS プローブの概要を図 3.2-3
に、試作したプローブ部の写真を図 3.2-4 に示す。

図 3.2-3 マイクロチップレーザーLIBS プローブの概要

図 3.2-4 試作したマイクロチップレーザーLIBS プローブ（外景、カバー内部）
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③ 模擬アームの屈曲・伸展等の動きに対する可動状況
ロボットアームに搭載した際のプローブ部の動き、アーム部分の屈曲等の動きに対する光
ファイバーの可動状態を模擬するため、模擬アームを準備した。
準備したアームは、小型の電動ドリルや電動ドライバーを垂直に保持したまま、任意の位置
で上下に動かせるドライバーアームを選定した。模擬アームを図 3.2-5 に示す。
【従来の LIBS プローブの場合】
従来の LIBS プローブを取り付けた場合を図 3.2-6 に示す。プローブ自体は、アームの構造
から、どのような動きをしても、常に垂直を保つ。プローブを試料に押し付けた状態でレー
ザー光の焦点合わせができる構造であれば、この方法は、ロボットアームが上下に揺れても
垂直を保つことが可能であることから、計測には都合の良い便利な構造といえる。
光ファイバーの取り回し、動きについては、このプローブでは光ファイバーが直径 6 ㎜の
ガスチューブに内蔵されていることから、その動きは、アームの動きに対して比較的安定で
あった。ガスチューブにある程度自立性があることから、関節部分にある程度の裕度を与え
ておくことで、比較的スムーズに取り回しが可能であることも判明した。アームの屈曲、動
きに伴うアーム部分との接触・こすれに対しては、光ファイバーを保護する役割が、関節部
の曲率については、ガスチューブが一定の曲率未満にはならないことから、光ファイバーを
保護する役割も確認できた。アームとの取り合いで重要な点は、関節部・回転部での裕度の
持たせ方と、固定する場所の選択であった。特に屈曲に伴い、実効的な長さが変わることか
ら、固定方法に工夫が求められる。
【マイクロチップレーザーLIBS プローブの場合】
マイクロチップレーザーLIBS プローブを取り付けた場合を図 3.2-7 に示す。マイクロチッ
プレーザーLIBS プローブを使用する場合に考慮が必要なのは、レーザー駆動用光ファイバー、
レーザー発振タイミング検知用光ファイバー、プラズマ発光伝送用光ファイバーの 3 本の光
ファイバーが必要となることである。今回は、それぞれ独立にステンレス製フレキシブルチ
ューブで保護した光ファイバーを利用した。このフレキシブルチューブは、曲げ半径に制限
があり、外部からの物理的な損傷及び屈曲に対して光ファイバーを保護している。このため、
この光ファイバーは、それぞれ独立に取り回しが可能である。また、ある程度自立性もある
ことから、アームの関節部分については、ある程度の裕度を与えておくことで、比較的スム
ーズに取り回しが可能であった。ただし、従来型で用いた直径 6 ㎜のガスチューブの場合と
異なり、それぞれのステンレスチューブで、自重によるたわみが発生した。このため、関節
部での裕度の持たせ方に工夫が必要である。また、アームの屈曲に伴う実効的な長さの変化
に対しては、ステンレスチューブの滑りが比較的スムーズで吸収しやすい様子がうかがえた
が、サポートの形状によっては、表面の段差に引っかかり、動作を妨げる可能性のあること
も分かった。また、アームの屈曲に対して、動きをスムーズにするには、3 本のファイバーを
強固に束ねない方が良いことも判明した。アームとの取り合いで重要な点は、ガスチューブ
の場合と同様で、関節部・回転部での裕度の持たせ方と、固定する場所の選択であった。屈
曲に伴い、実効的な長さが変わることから、固定方法に工夫が求められることも同様である。
なお、3 本の光ファイバーを 1 本の自立した保護管に収めて一括して取り扱う方法もある。
これについても、先のガスチューブの場合と同様な扱いに留意が必要と思われる。
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図 3.2-5 市販のドライバーアームを利用した模擬アーム
（実験室の光学定盤に固定した様子）

図 3.2-6 模擬アームに取り付けた従来の LIBS プローブの可動状況例

図 3.2-7 模擬アームに取り付けたマイクロチップレーザーLIBS プローブの可動状況例
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(2) スペクトルのレーザー光焦点深度依存性、レーザー照射角度依存性
途中支点を持たない片持ち梁のような多関節ロボットアームでは、その先端は、アーム自体
のたわみや歪み、あるいは、駆動体の伸縮等により完全に固定することは困難である。こうい
ったアームの先端に LIBS プローブを取り付けた場合は、レーザー光の焦点位置や試料面に対す
るレーザー照射角度が意図しない条件となることが十分予想される。そこで、LIBS 計測におい
て、その裕度がどの程度あるのかを知っておくことは極めて重要である。そこでここでは、基
礎的な状況を確認するため、レーザー照射体系が固定された LIBS 装置において、金属表面を試
料として、取得されるスペクトルの焦点距離依存性、レーザー照射角度依存性について調べた。
実験装置の概要を図 3.2-8 に示す。試料には、分光特性が把握されており、かつ複数の元素
を含む SUS304 を用いた。大気中で試料を装着したゴニオステージを XYZ ステージに固定し、一
定角度を保持したまま集光レンズとの距離を変化させる Z ステージを操作して、出現するスペ
クトルを比較した。レーザー光の入射角度は、試料面の法線に対して 0°（垂直入射）、15°、
30°とした。

図 3.2-8 実験装置の概要
最初に、レーザー光の焦点位置を定義した。一般に、レンズの焦点距離からレーザー光の焦
点位置を特定することは容易ではない。そこで、レーザー光を集光照射した際に生成される照
射痕跡を共焦点レーザー顕微鏡で 3 次元観察を行い、その平均深さから実効的な焦点位置を求
めた。結果を図 3.2-9 に示す。ステージの高さ（Z 軸位置）として、Z＝-5 mm 近傍を焦点位置
とした。
SUS304 試料に対する入射角 0°の場合の代表的な発光スペクトル観測例を図 3.2-10 に、着目
した発光線のエネルギー準位を表 3.2-2 に示す。
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図 3.2-9 照射痕跡の深さ分布

図 3.2-10 入射角 0°の場合の代表的な発光スペクトル観測例
表 3.2-2 発光線の波長とエネルギー準位
エネルギー準位（cm-1）

元 素

波 長（nm）

CrⅠ

449.7

7,593.1

29,824.7

FeⅠ

532.8

7,376.8

26,140.2

FeⅠ

557.3

27,394.7

45,333.9
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図 3.2-11 に、レーザー入射角度を変えた際の、発光線観測強度の Z 軸位置依存性を示す。結
果を分かりやすくするために、Cr:449.7 nm、Fe:532.8 nm、Fe:557.3 nm の各発光線について、
発光強度の Z 軸位置依存性を入射角度 0°、15°、30°の場合を比較できる記載方法とした。い
ずれの場合も、角度が大きいほど発光強度は小さくなっている。実質的に発光線強度が高い Z
軸位置は、相対位置＋10 ㎜（＋5 mm をフォーカス位置として、＋5 ㎜の位置）近傍であり、試
料である SUS 板の表面から内部に向かって約 5 ㎜の位置に焦点がある場合となった。
また、入射角度を変えると発光強度も変わることから、分析結果への影響について考慮する
必要があることが分かる。

図 3.2-11 レーザー入射角度を変えた場合の発光線強度の Z 軸位置依存性
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一方、LIBS 分析では、装置固有の感度は別として、パルスレーザーによるレーザー誘起プラ
ズマ発光では、プラズマ生成条件が表面状態に強く依存すること、過渡現象の緩和過程を活用
して分光しており安定性に欠ける。このため、レーザー照射に対するショットごとの再現性が
乏しく、一般に、発光強度の絶対値から存在量の絶対値を分析することは得意ではなく、主要
元素量に対する相対量から組成比を導出することを得意とする。そこで、今回の実験において
も、発光線強度ではなく、発光線強度比に着目し、発光強度比に対する入射角度、焦点位置依
存性について調べた。結果を図 3.2-12 に示す。この解析では、試料である SUS304 の主成分で
ある鉄に注目し、鉄の発光スペクトルである、FeⅠ:532.8 nm を基本として、CrⅠ:449.7 nm、
同じく鉄ではあるが、より高励起状態からの発光ラインである FeⅠ:557.3 nm に対する発光強
度比について比較した。なお、比較結果が分かりやすいように、焦点位置の強度比の平均で規
格化して示した。
図 3.2-12 は、図 3.2-11 と明らかに状況が異なり、光強度比は、入射角度を変えても、焦点
位置を変えても、変化が見られないことが判明した。特に、焦点方向については、± 20 ㎜にお
いても、その比はほぼ一定であることが分かる。この結果は、発光強度比から組成比を評価す
る場合にあっては、角度や焦点位置は、発光スペクトルが一定量以上出現している状況であれ
ば、照射角度や焦点位置に強く依存しない可能性を示唆した結果であり、LIBS 計測での組成比
評価の有効性を示しているものと考えられる。この結果はまた、アームの先端位置が定まりに
くい多関節ロボットアームに取り付けた場合でも、ある程度分析できることも示唆したものと
考えられる。
なお、Fe/Fe は鉄である自分自身に対する比で、本来、大きな変化が見られないことが望まし
いはずである。Fe 自身の含有量変化はないので、これは、この試験において生成されるプラズ
マの性質のばらつきを示しているものと考えられる。発光強度比 Cr/Fe が Fe/Fe 強度比の範囲
内であれば、その結果は、一定の信頼性があるものと考えられる。また、高励起準位からの発
光量に対する低励起準位からの発光量の比は、生成されるプラズマの温度に強く依存する。
Fe/Fe の変化が一定範囲であることは、生成されたプラズマ温度に大きな変化がなく、分光分析
条件としてより望ましい状況であることも示唆しているものと考えられる。
一方、幾何光学的には、ガウシアンビーム光学系近似が成立する理想系では、レーザー光を
レンズで集光した場合、ビームウェストは 1 点ではなく、一定領域に収束される。この領域の
長さは、焦点深度：DOF として定義され、波長：λのレーザー光に対してレンズの焦点距離：f
とビーム系：d により、おおよそ以下の関係式で評価できる。
�

4
𝑓𝑓
DOF � � � � � �
𝜋𝜋
𝑑𝑑

実験系のパラメータから焦点深度を評価すると、DOF～5 ㎜程度が得られる。このことから、
焦点位置に対して 5 ㎜程度のずれは、問題にならないことが予測できる。一方、図 3.2-12 か
ら得られるスペクトル強度比の位置依存性は、この焦点深度を大きく超えて一様となっている
ことが分かる。この結果は、図 3.2-12 の評価結果が、幾何光学的なビームウェストによるもの
ではないことを示唆しているものと考えられる。
以上の考察から、スペクトル強度比による組成比評価は、照射角度や焦点位置に強く依存し
ないことが判明した。
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図 3.2-12 レーザー入射角度を変えた場合の発光線強度比の Z 軸位置依存性
（発光強度比の平均値で規格化して比較）
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多関節アームへの実装を模擬するため、簡易型模擬アームを準備した。令和元年度に試作し
た LIBS プローブを改良するとともに、マイクロチップレーザーLIBS プローブを試作し、模擬
アームに取り付けて、屈曲・伸展等の動きに対する可動状況を調べた。
光ファイバーをガスチューブに内蔵させた従来の LIBS プローブ及び 3 本の光ファイバーを
必要とするマイクロチップレーザーLIBS プローブについて状況を調べた。その結果、従来の
LIBS プローブにおいては、ガスチューブの自立性により、関節部分にある程度の裕度を与えて
おくことで、比較的スムーズに取り回しが可能で、アームの屈曲、動きに伴うアーム部分との
接触・こすれに対しても光ファイバーの保護が確認できた。アームとの取り合いで重要な点は、
関節部・回転部での裕度の持たせ方と、屈曲に伴う実効長の差を吸収できる固定方法と固定場
所の選択であった。マイクロチップレーザーLIBS プローブにおいては、3 本のファイバーを強
固に束ねない方が良い傾向にあること以外は、従来の LIBS プローブとほぼ同様な留意点が必要
となることが確認できた。
アームに取り付けたプローブの固定状態の許容範囲を明確化するため、取得されるスペクト
ルのレーザー光焦点深度依存性、試料に対するレーザー照射角度依存性を取得した。
発光強度それ自体は、焦点深度依存性、入射角度依存性が強く表れる反面、光強度比は、入
射角度を変えても、焦点位置を変えても、変化が見られないことが判明した。この結果は、幾
何光学的なビームウェストによる効果の範囲を大きく超えており、発光強度比から組成比を評
価する場合は、照射角度や焦点位置に強く依存しない可能性が示唆された。この結果はまた、
アームの先端位置が定まりにくい多関節ロボットアームに取り付けた場合でも、ある程度分析
できることも示したものと考えられる。
以上の成果を踏まえ、令和 3 年度は、以下を計画する。
多関節アームに LIBS プローブを実装し、アームの操作によりプローブを任意の位置に搬送可
能であることを確認する。多関節アームの遠隔操作により模擬試料の LIBS 計測が可能であるこ
とを確認し、実装の可能性を評価する。
模擬試験体作製及び LIBS 光学系改良検討
多関節アームに実装可能な LIBS プローブ部の光学系改良に資する単一成分系模擬試験体を
試作するとともに、令和元年度に試作した簡易分光光学系システムを改良した。
また、単一成分系模擬試験体の試作を行う中で、令和 2 年度はセシウムの単一成分系模擬試
験体の試作を行った。そして、令和元年度に試作した簡易分光光学系システムの改良を行い、
セラミック YAG コンポジットを実装した簡易分光光学系システムを構築した。
核分裂生成物 FP のセシウムを対象として、模擬的に、安定同位体のセシウムを使用して単一
成分系模擬試験体を試作した。表 3.2-3 に加熱条件を示す。表 3.2-4 に作製した模擬試験体の
写真を示す。粉末の塩化セシウム約 1 g をるつぼに投入し、電気炉にて 700 ℃で 30 分加熱し、
自然冷却後、出来上がった試料を観察し、融点を超える加熱によって、使用材料の溶融・固化
を確認した。
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表 3.2-3

加熱条件

使用材料

塩化セシウム
CsCl

処理量

1.00014 g

加熱手順

700 ℃ 付 近 で 30分 保 持

冷却

冷却時間は自然冷却

表 3.2-4
使用材料

作製した模擬試験体の写真
塩化セシウム
CsCl

加熱前

加熱・冷却後

セラミック YAG コンポジットを実装した簡易分光光学系システムは、レーザーコントローラ、
分析器（分光器）、ダイオードレーザー、オシロスコープ、パーソナルコンピュータ等から構
成され、ダイオードレーザーをレーザー光源として、Nd:YAG/Cr:YAG コンポジットがマイクロチ
ップレーザーコンポジットとして構成されている（図 3.2-13）。令和 3 年度は、多関節アーム
に実装可能な LIBS プローブ部の光学系改良に資する多成分系模擬試験体を作製するとともに、
簡易分光光学系システムを改良し LIBS 計測に最適な光学系について調べとりまとめる予定で
ある。
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(a) セラミック YAG コンポジット

(b) 簡易分光光学系システム概要図

(c) 簡易分光光学系システム
図 3.2-13 セラミック YAG コンポジットを実装・改良した簡易分光光学系システム
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パラメトリック超音波による形状再構成技術の開発
専用パラメトリック超音波センサの開発
コバルト照射施設を利用して超音波センサの耐放射線性を確認した。また、アレイ型空中超
音波センサを試作し、音圧分布・指向性の把握を行い、炉内構造物やデブリの形状の把握に適
したセンサの仕様をとりまとめた。さらには、多関節アームへの超音波計測装置の実装にあた
り、多関節アーム実装に適する小型の超音波送受信系の改良を行うとともに、ペデスタル上部
のみならず下部の状況把握を鑑み、固体だけではなく液体への超音波計測適用性について調べ
とりまとめた。
また、超音波センサ及び模擬構造物をコバルト照射施設内に設置し、模擬構造物へ空気を介
して超音波を送受信し、放射線環境下における模擬構造物からの超音波の反射特性を評価する
ことで超音波センサの耐放射線性を確認した。また、アレイ型空中超音波センサを設計・試作
し、音圧分布・指向性の把握を行い、センサ振動子配置など、炉内構造物やデブリの形状の把
握に適したセンサの仕様をとりまとめた。さらには、小型の超音波送受信系の改良を行い、多
関節アーム実装を鑑み、従来の超音波送受信系と比較して、重量・装置大きさともに低減化し
た。そして、固体の形状特性だけではなく液体の流動特性への超音波計測適用性について実験
的に調べ、整理した。また、研究成果の一部を国内・国際会議にて発表した。
以下に令和 2 年度に実施した内容を示す。
超音波センサの耐放射線性の確認として、東京工業大学が有するコバルト照射実験施設にお
いて、模擬構造物へ空気を介して超音波を送受信し、放射線環境下における模擬構造物からの
超音波の反射特性を評価することで超音波センサの耐放射線性を確認した。図 3.3-1 に本実験
における実験体系を示す。

…

Wall of irradiation chamber

Computer

Reference plate
Test transducer

Pulser/Receiver

Radiation source (60Co)

(a) 実験体系

(b) 試験部写真

図 3.3-1 超音波センサの耐放射線性確認試験概略
超音波センサ及び模擬構造物（鉛ブロック）をコバルト照射実験施設の照射室中心にある 60Co
線源中心付近に設置し、超音波センサから模擬構造物へ向け超音波を送受信した。本実験では
超音波センサとして中心周波数 400 kHz の空中超音波センサを用い、0.1 秒間隔で超音波の送
受信を繰り返した。受信した超音波信号は同軸ケーブルを介して照射室外にあるパルサ・レシ
ーバ（JPR-10CN、ジャパンプローブ株式会社）に送られ増幅・フィルタリングされたのち、A/D
コンバータ（USB-5133、National Instruments Corp.）により PC に信号データを送信・記録し
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た。照射の開始と同時に、線源の 60Co から 1.17 MeV 及び 1.33 MeV のγ線が円状に照射される。
このとき、超音波センサと反射体である鉛ブロックとの距離は 85 mm であり、線量率に換算す
るとおよそ 3000 Gy/h であった。本実験では、各積算線量における超音波反射信号の記録を行
い、初期の超音波反射信号と比較することで、超音波計測へ線量が及ぼす影響を評価した。60Coγ線の照射開始と同時に、超音波反射信号の記録を開始した。このとき、反射信号の波形デー
タの記録は 30 秒毎とした。各線量における超音波波形変化の評価として、記録されたデータに
対し、各積算線量における超音波反射信号と、初期の超音波反射信号間での正規化相互相関関
数を計算することで評価した。つまり、初期波形と一致するとき 1 に近づき、無相関の場合は
0 に近づく。各積算線量に対する相互相関係数をプロットした結果を図 3.3-2(a)に示す。また
図 3.3-2(b)に各線量時における実際の超音波波形を示す。線量が 1 MGy 時点で相互相関係数は
0.9 以上を示し、また実際の波形を確認しても、波形の劣化は確認できなかった。従って本実験
により、超音波センサの十分な耐放射線性を確認でき、超音波計測が PCV 内部調査における有
望な手段であることが示唆された。
1.2

Correlation factor [-]

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

0.2

0.4
0.6
Irradiation dose [MGy]

0.8

(a) 積算線量に対する初期波形との相関値

1.0

(b) 各積算線量時における波形比較

図 3.3-2 超音波センサの耐放射線性確認試験結果
次に、アレイ型空中超音波センサについて、令和 2 年度は図 3.3-3 に示す 1 つの送信用セン
サと、それを等間隔に 2 次元的に囲むよう配置した 8 つの受信センサからなるアレイ型空中超
音波センサを試作し、パラメトリック超音波と開口合成法による 3 次元物体形状再構成を可能
とした。

(a) センサ外観

(b) センサ寸法

図 3.3-3 試作アレイ型空中超音波センサ
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ここで、パラメトリック超音波とは超音波伝搬における非線形性を利用した超音波であり、
次の波動方程式(3.3-1)に従う。

𝛻𝛻 � 𝑝𝑝 𝑝

1
𝛿𝛿 𝜕𝜕 � 𝑝𝑝
𝛽𝛽 𝜕𝜕 � 𝑝𝑝�
� �1 � � � 𝜕𝜕𝜕𝜕 � �
𝑐𝑐�
𝑐𝑐�
𝜌𝜌� 𝑐𝑐�� 𝜕𝜕𝜕𝜕 �

式（3.3-1）

ここで p は音圧、𝑐𝑐� は音速、𝛽𝛽は非線形性パラメータ、𝜌𝜌� は伝播媒体の密度である。式(3.31)第 2 項の非線形項より、超音波伝搬過程において𝑝𝑝� 成分（音波波形の 2 乗成分）が発生する。
つまり、音圧波形𝑝𝑝 𝑝 𝑝𝑝𝑝�ω� 𝑡𝑡� � 𝑝𝑝𝑝��𝜔𝜔� 𝜕𝜕�とすると、𝑝𝑝� 成分は
1
1
𝑝𝑝� 𝑝 1 � sin�2ω� 𝑡𝑡� � cos�2𝜔𝜔� 𝑡𝑡� � co𝑝��𝜔𝜔� � 𝜔𝜔� �𝑡𝑡� � co𝑝��𝜔𝜔� � 𝜔𝜔� �𝑡𝑡�
2
2

式（3.3-2）

となる。ここで、𝜔𝜔は超音波の角周波数である。式(3.3-2)より、2 種の超音波周波数を合成し
た波形を伝搬させると、その 2 倍音、和音及び差音が発生する。パラメトリック超音波はこの
差音成分を抽出し利用する。このように、パラメトリック超音波はもとの超音波周波数の差音
（低周波数）を利用することから減衰率が低く、また従来の高周波数の超音波ビームのような
鋭い指向性を有することから、長距離に渡り高空間分解能計測が可能である。本研究ではパラ
メトリック超音波センサとして、図 3.3-3 に示す中心周波数 400 kHz の 1 つの送信用センサ（ジ
ャパンプローブ株式会社）と、中心周波数 40 kHz の 8 つの受信用センサ（アールエスコンポー
ネンツ株式会社）からなるアレイ型センサシステムを構築した。送信用センサを中央に配し、
反射源から四方に反射する超音波エコーを受信できるよう、送信用センサを囲むよう 50 mm 間
隔で受信センサをマトリクス状に配置した。
本センサを用いたパラメトリック超音波の音圧分布・指向性の把握を行うため、音場計測装
置によりパラメトリック超音波の音圧分布計測を実施した。本センサにおけるパラメトリック
超音波の音圧分布計測結果を図 3.3-4 に示す。

図 3.3-4 パラメトリック超音波の音場計測結果
信号強度がおよそ半減する-6 dB を基準としてパラメトリック超音波の指向性についてみる
と、音圧が-6 dB となる超音波ビーム幅は約 20 mm であった。また、指向角を算出したところ
約 11.4 °であった。さらに、令和 2 年度は 1000 mm 距離範囲における音圧分布を計測したと
ころ、1000 mm 以上までパラメトリック超音波が伝搬していることを確認した。これにより、パ
ラメトリック超音波が低周波数であっても高い指向性を有し、また長距離伝搬が可能であるこ
とを確認した。
また、本センサを用いた 3 次元物体形状再構成について検証した。図 3.3-5 に本実験の概略
を示す。
3.3-3
- 54 -

JAEA-Review
2021-045
JAEA-Review 2021-045

(a) 実験体系

(b) 試験体（一辺 50 mm）

図 3.3-5 試作アレイ型空中超音波センサによる物体形状再構成実験概略
本実験においては試作したアレイ型空中超音波センサにより図 3.3-5(b)に示す一辺 50 mm か
らなる立方体試験体の 3 次元形状再構成を行った。また、パラメトリック超音波送信系として
ファンクションジェネレータ（AFG-31051、アールエスコンポーネンツ株式会社）及び高出力ア
ンプ（RPR-4000、RITEC Inc.）を用い、受信系として 8 チャンネル超音波レシーバ（JPR-10C8CH、ジャパンプローブ株式会社）及び A/D コンバータ（PXI-5105、National Instruments Corp.）
からなる計測システムを用いた。本システムを用いてパラメトリック超音波を送受信し、得ら
れた 8 つの受信信号を用いて開口合成処理を施すことで、3 次元物体形状を再構成した。ここ
で、開口合成法とは複数位置で超音波エコーを受信し、受信位置と反射源位置との関係から、
対応する超音波伝搬時間における受信エコー強度を重ね合わせることで反射源位置を推定する
手法である。送信センサ中心を原点とし、受信センサを 2 次元的に配置した場合、受信センサ
位置を�𝑥𝑥� , 𝑦𝑦� , ��（𝑛𝑛は受信センサ番号）、反射源位置を�𝑥𝑥, 𝑦𝑦, ��、音速を𝑐𝑐（空気中では約 340 m/s）
とすると、送信波が反射源で反射し、受信センサ𝑛𝑛で受信されるまでの超音波伝搬時間𝜏𝜏� は次式
（3.3-3）で得られる。
𝜏𝜏� �𝑥𝑥, 𝑦𝑦, �� �

�𝑥𝑥 � � 𝑦𝑦 � � � � � ��𝑥𝑥 � 𝑥𝑥� �� � �𝑦𝑦 � 𝑦𝑦� �� � � �
𝑐𝑐

式（3.3-3）

各受信位置で受信したエコー信号を用い、式（3.3-3）から各空間座標に対応する伝搬時間に
おける超音波エコー強度を重ね合わせることで、物体形状の再構成が行える。さらに、送受信
位置を変えることで、より詳細な形状の把握が可能である。本実験においてはアレイ型センサ
を XY2 次元方向に 10 mm 間隔で走査し、各位置で超音波送受信を行った。その他の計測条件に
ついては表 3.3-1 に示す。
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表 3.3-1 試作アレイ型空中超音波センサによる物体形状再構成実験条件
パラメータ

条件

アレイ型センサ走査範囲
アレイ型センサ走査間隔
形状再構成解像度
センサ試験体設置床間距離
音速
送信周波数
受信周波数
エコー信号サンプリング速度

160 mm×160 mm
10 mm
1 mm
500 mm
340 m/s
400 kHz
40 kHz
20 MS/s

また図 3.3-6 に本実験における試験体の 3 次元再構成結果を示す。

(a) 俯瞰図

(b) XY 平面表示（白線：実際の試験体形状）

図 3.3-6 試作アレイ型空中超音波による物体形状再構成結果
図 3.3-6 においてカラーは床面からの高さを表している。本実験結果においては抽出された
立方体試験体の表面形状を評価すると、実際の 50 mm×50 mm 正方形表面形状に対し、表面積が
過小評価される結果となった。特に立方体角部における情報が欠損しているが、これは各受信
センサのエコー強度重ね合わせにおける重みが一定であり、床面からの信号を強調したためで
あると考えられる。よって、今後計測形状に応じた各センサの重み付けを行うことで、より精
度の高い形状再構成が可能であると考える。しかしながら、図 3.3-4 の音場計測結果から、送
信超音波ビームの幅が 500 mm 距離において 120 mm 程度あるのに対し、これよりも寸法的に小
さな 50 mm 四方の立方体の特徴を捉えることに成功し、本センサがより小さな物体を可視化す
る手法として有効であることが示された。
以上のセンサ開発及び検証を通し、令和 2 年度はセンサの仕様として 1 つの中心周波数 400
kHz 送信超音波センサ、及び 8 つの中心周波数 40 kHz 受信超音波センサを有し、300 Vpp 程度ま
での電圧が印可可能なコンポジット素子を有するロボットアーム先端に積載可能なアレイ型空
中超音波センサを定めた。
さらに、多関節アーム実装を鑑み、令和元年度に引き続き小型超音波送受信系の改良を行っ
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た。図 3.3-7 に改良した超音波送受信系の外観及び内部ブロック図を示す。

(a) 改良小型超音波送受信系外観

(b) 内部ブロック図

図 3.3-7 改良小型超音波送受信系
本超音波送受信系の寸法は幅 150 mm×奥行 110 mm×高さ 60 mm、重量は 120 g 程度であり、
図 3.3-7(a)に示すように、多関節アームのような中空円筒内への実装が可能である。また、従
来のパラメトリック超音波送受信装置においては寸法 483 mm×432 mm×127 mm であり、重量
16 kg である。従来装置と比較し、96.3 %のサイズ縮小と 99.3 %の重量軽減を達成した。本装
置を用いて空中パラメトリック超音波による物体形状再構成が可能か実験的に検証した。セン
サとして中心周波数 400 kHz の送信センサ 1 つ及び 50 kHz の受信センサ 2 つを送信センサの
両隣に 50 mm 間隔で配し、空間断面について開口合成法により物体形状再構成を行った。図
3.3-8 に本実験の概略を示す。

(a) 実験体系

(b) 試験体（一辺 90 mm）

図 3.3-8 改良小型超音波送受信系を用いた空中超音波物体形状計測実験概略
本実験においては試験体として一辺 90 mm のアクリル立方体を用いた。図 3.3-9 に本実験に
おける 3 次元物体形状再構成結果を示す。
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(a) 俯瞰図

(b) XY 平面表示（白線：実際の試験体形状）

図 3.3-9 改良小型超音波送受信系を用いた空中超音波物体形状計測結果
実際の表面積に対し、計測誤差 2.2 %程度となり、また高さ方向についても 1.9 %程度の誤差
と、高精度計測を達成可能であることを確認した。なお、これら成果は国内学会である第 19 回
日本原子力学会 関東甲越支部 若手研究者・技術者発表討論会で発表した。
また、これら固体を対象とした形状特性の計測に加え、本装置を用いた液体の流動特性への
超音波計測適用性についても実験的に検証した。検証のため、図 3.3-10 に示す垂直配管内を落
下する水流動（トレーサ粒子として平均径 80 µm のナイロン粒子を混入）を、超音波流速分布
計測法により計測した。本実験では比較のため、超音波パルサ・レシーバ（JPR-600C、ジャパ
ンプローブ株式会社)、A/D コンバータ（PXI-5105、National Instruments Corp.）からなる従
来システムによる計測も同様に行った。

図 3.3-10 改良小型超音波送受信系の液体計測適用性検証実験概略
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その他の実験条件については表 3.3-1 に示す。
表 3.3-1 液体計測適用性検証実験条件
パラメータ
計測装置
超音波中心周波数
送信波形
パルス繰返し周波数
パルス繰返し数
水温
流量

条件
従来システム
開発装置
4 MHz
トーン
周波数
バースト波
変調波
4 kHz
128
23 ℃
23.5 L/min

また、液体流動計測への超音波計測適用においては、液体に混入した微粒子からの反射信号
は、固体表面からの反射信号よりも 10～100 分の 1 程度小さくなり、信号対雑音比（S/N 比）の
低下が予想される。そこで、改良超音波送受信系においては S/N 比の改善が可能なパルス圧縮
法を機能として実装した。ここで、パルス圧縮法とは送信波として周波数変調などの変調波形
を用い、受信した信号と送信波に基づいた変調波形との相互相関を計算することで、雑音成分
を抑制し、信号成分を強調及びパルス幅の短縮を行う手法である。本実験においては送信波形
として 2 MHz から 6 MHz へ線形的に変化する周波数変調波形を用いた。本実験の結果を図 3.3-11
に示す。

(a) 平均流速分布

(b) データレート

図 3.3-11 小型超音波送受信系による液体（水）流動計測結果
図 3.3-11(a)に示すように、平均流速分布においては両装置間でほぼ同様の流速分布が得ら
れることが確認できる。一方、図 3.3-11(b)に示す有効なデータ数比を表すデータレートについ
てみると、従来システムにおいては超音波の伝搬に伴う信号減衰に従い、有効なデータ数が減
少したのに対し、パルス圧縮法を適用した改良超音波送受信系においては S/N 比を改善し、セ
ンサから遠方においてもデータ欠損無く計測できていることが確認できる。これにより、開発
した改良小型超音波送受信系の液体流動特性把握への適用性が十分にあることを確認した。な
お、これら成果は国内学会である第 48 回可視化情報シンポジウムで発表した。
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SfM 応用による超音波 3 次元画像再構成データの補完技術の開発
模擬構造物を対象に、カメラ画像を用いた SfM 技術による形状再構成及び超音波計測技術に
よる形状再構成を行い、3 次元形状データの比較を行った。カメラ画像を用いた SfM 技術と超
音波計測技術による形状再構成の長所・短所を補う相互補完を行う技術を開発した。
また、模擬構造物を対象として、カメラ画像を用いた SfM 技術による形状再構成及び超音波
計測技術による形状再構成を実施し、照明環境が 3 次元形状の再構成に与える影響を調べると
とともに、Iterative Closest Point（以下、「ICP」と略す。）技術を活用し、カメラ画像を用
いた SfM 技術と超音波計測技術による形状再構成の点群データを整合させ、それぞれの形状再
構成技術の長所・短所を補う相互補完技術を開発した。また、研究成果の一部を国際会議にて
発表した。
実験体系を図 3.3-12 に示す。

図 3.3-12 実験装置概要図
カメラ（ソニー株式会社、DSC-RX0M2）、センサユニット用小型照明（Ledlenser、T7M LED フ
ラッシュライト）、超音波の送受信のための空中超音波送受信用センサ（ジャパンプローブ株
式会社、中心周波数 400 kHz）からなるセンサユニットを構成し、パルサ・レシーバ（ジャパン
プローブ株式会社、JPR-600C）を用いて超音波信号の送受信を行った。なお、カメラ画像を用
いた SfM 技術による形状再構成には 3DF Zephyr（3Dflow）を使用した。自動ステージを用いて
センサユニットを x 方向、y 方向に走査した。パルスエコー法により、受信した超音波信号を解
析し、超音波パルスの伝搬時間と空気中の音速から対象物表面までの距離を求め、センサユニ
ットを走査することで対象物表面の 3 次元構造再構成を行った。ICP 技術を活用し、カメラ画
像を用いた SfM 技術と超音波計測技術による形状再構成の点群データを整合させる際には、3
次元イメージの最近傍点を対応点とし、対応点間の距離を最小にする剛体変換パラメータを求
め、この変換を一方の 3 次元イメージに適応させ、整合させた。本実験では簡易模擬構造物と
して立方体形状の構造物（50 mm×50 mm×50 mm、SS400 材）を使用した（図 3.3-13）。センサ
ユニットの超音波センサ表面と簡易模擬構造物の底面の距離は 300 mm とした。
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図 3.3-13 簡易模擬構造物（50 mm×50 mm×50 mm）
照明環境が SfM 技術による形状再構成に与える影響を調べた例を図 3.3-14 に示す。測定空間
全体に均一な照明条件の場合、カメラ画像を用いた SfM 技術による形状再構成が行えている一
方で、局所的な不均一照明条件の場合、カメラ画像を用いた SfM 技術による形状再構成が困難
となる可能性があることが分かった。

(a) 均一照明条件

(b) 不均一照明条件

図 3.3-14 照明環境が SfM 技術による形状再構成に与える影響
また、模擬構造物を対象として、カメラ画像を用いた SfM 技術による形状再構成及び超音波
計測技術による形状再構成を実施し、ICP 技術を活用し、カメラ画像を用いた SfM 技術と超音
波計測技術による形状再構成の点群データを整合させ、それぞれの形状再構成技術の長所・短
所を補う相互補完技術を開発した。均一な照明条件の場合において SfM 技術と超音波計測技術
による形状再構成情報を ICP 技術により整合させた画像例を図 3.3-15 に示す。

図 3.3-15 SfM 技術と超音波計測技術による形状再構成情報を ICP 技術により
整合させた画像例
カメラ画像を用いた SfM 技術による形状再構成及び超音波計測技術による形状再構成の点群
データが概ね整合されていることが分かり、整合後に超音波計測データから対象物寸法を得て
実際の寸法へと補正することで、カメラ画像を用いた SfM 技術の長所である 3 次元形状情報と
カラー情報を維持しつつ、超音波計測技術による形状再構成の長所である照明の影響を受けず
に対象物寸法情報を得られる技術となっている。ICP 技術により、照明環境の影響を受けやす
いカメラ画像による SfM 技術の短所を超音波の計測情報で補いつつ、カラー情報が得られない
超音波計測技術の短所をカメラ画像による SfM 技術の再構成情報で補うことで、それぞれの形
状再構成技術の長所・短所を補う相互補完技術を開発した。
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また、研究成果の一部を国際会議にて発表した。
（Takaaki Miyabe, et al., Fundamental Study on Reconstruction of 3D Image Using Ca
mera and Ultrasound, International Conference on Image Analysis and Processing 2020
（ICIAP2020）, Tokyo, Japan, 2020,（Best Presentation Award 受賞）等の国際会議）
令和 3 年度は、形状再構成の定量的な評価等や、令和 2 年度に引き続き、模擬構造物を対象
に、カメラ画像を用いた SfM 技術による形状再構成及び超音波計測技術による形状再構成を行
い、カメラ画像を用いた SfM 技術と超音波計測技術による形状再構成の長所・短所を補う相互
補完を行う技術を開発する。また、ロボットアーム先端部にカメラを実装するための取付治具
を作製し、ロボットアームへの実装適用性を確認する。
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研究推進
研究代表者の下で各研究項目間並びに CLADS 等との連携を密にして、研究を進めた。また、
研究実施計画を推進するための打合せや会議等を開催した。
また、令和 2 年 9 月に原子力機構プログラムオフィサー（以下、「J-PO」と略す。
）と研究代
表の打合せにて、英知事業の研究フォロー体制や新型コロナウイルスの影響、研究の進捗状況
に関して、プログラムオフィサー（以下、
「PO」と略す。）
、J-PO と意見交換し、研究に反映させ
た。また、令和 2 年 12 月に英知事業の放射線計測・遠隔技術関係課題に係る情報交換会にて、
放射線計測・遠隔技術関係課題に係る英知事業の研究代表者らや J-PO、CLADS 等と放射線計測・
遠隔技術の観点で技術議論を行い、本研究推進に役立つ知見を得た。
そして、令和 2 年 12 月に PO 中間フォローにて研究実施状況の報告を行い、PO、J-PO からコ
メントを得て、本研究へ反映させ、研究を推進した。さらに、令和 2 年 11 月と令和 3 年 3 月に
研究推進委員会を計 2 回開催し（図 3.4-1、図 3.4-2）
、東京工業大学・原子力機構双方の研究
成果を報告し、令和 2 年度実施計画・内容、報告書とりまとめへ向けた協議を行うとともに最
終年度にあたる令和 3 年度の研究実施計画に関して議論した。

(b) 委員会開催風景

(a) 議事内容

（個人情報保護の観点から低解像度表示）

図 3.4-1 令和 2 年度 第 1 回研究推進委員会（令和 2 年 11 月）

(b) 委員会開催風景

(a) 議事内容

（個人情報保護の観点から低解像度表示）

図 3.4-2

令和 2 年度 第 2 回研究推進委員会（令和 3 年 3 月）
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4. 結言
本研究では、廃炉の加速化のためには圧力容器内部の損傷炉内構造物や燃料デブリの状況把握
が重要となるため、ペデスタル上部に位置する圧力容器底部の状況把握を可能とする技術の実現
を目的として、長尺の多関節ロボットアームにより、手先の位置姿勢の制御をしながら、カメラ
の SfM 技術及び超音波計測技術によりアーム先端部の自己位置を把握しつつ炉内構造物の状況把
握を行うとともに、レーザーを用いた LIBS 技術により核物質の分布状況把握を行う遠隔探査手法
のアームへの実装技術を開発する。さらには、楢葉遠隔技術開発センター等を活用し実証試験を
行い、その実現性を確かめることを目的としている。
上述の目的を達成するために、長尺多関節アームの開発と原子炉圧力容器下部へのアクセス検
討、多関節アーム実装型 LIBS プローブの開発、パラメトリック超音波による形状再構成技術の開
発について、以下のような項目に分けて実施している。
(1) 長尺多関節アームの開発と原子炉圧力容器下部へのアクセス検討
① 改良ロボットアームの試験
② アームの構造改良
(2) 多関節アーム実装型 LIBS プローブの開発
① 実装型 LIBS プローブの開発
② 模擬試験体作製及び LIBS 光学系改良検討
(3) パラメトリック超音波による形状再構成技術の開発
① 専用パラメトリック超音波センサの開発
② SfM 応用による超音波 3 次元画像再構成データの補完技術の開発
令和 2 年度は、長尺多関節アームの開発と原子炉圧力容器下部へのアクセス検討については、
原子炉圧力容器下部の開口部を発見することが可能かを確かめるために、先端にカメラを装備し
た既存の長尺多関節アームを用いて模擬環境下で実験を実施した。また、LIBS プローブ部を上方
に可搬可能なテレスコピック型多関節アームを試作し、基本的動作を確認した。また、アーム先
端に計測用の機器を設置可能な長尺多関節アームの関節部分を設計・試作し、基本的動作を確認
した。また、長尺多関節アームの駆動に適した駆動ワイヤの仕様をまとめた。
多関節アーム実装型 LIBS プローブの開発については、多関節アームへの実装を模擬するため、
簡易型模擬アームを準備した。令和元年度に試作した LIBS プローブを改良するとともに、マイク
ロチップレーザーLIBS プローブを試作し、模擬アームに取り付けて、屈曲・伸展等の動きに対す
る可動状況を調べた。また、アームに取り付けたプローブの固定状態の許容範囲を明確化するた
め、取得されるスペクトルのレーザー光焦点深度依存性、試料に対するレーザー照射角度依存性
を取得した。そして、多関節アームに実装可能な LIBS プローブ部の光学系改良に資する単一成分
系模擬試験体を試作するとともに、令和元年度に試作した簡易分光光学系システムを改良した。
パラメトリック超音波による形状再構成技術の開発については、コバルト照射施設を利用して
超音波センサの耐放射線性を確認した。また、アレイ型空中超音波センサを試作し、音圧分布・
指向性の把握を行い、炉内構造物やデブリの形状の把握に適したセンサの仕様をとりまとめた。
さらには、多関節アームへの超音波計測装置の実装にあたり、多関節アーム実装に適する小型の
超音波送受信系の改良を行うとともに、ペデスタル上部のみならず下部の状況把握を鑑み、固体
だけではなく液体への超音波計測適用性について調べとりまとめた。そして、模擬構造物を対象
に、カメラ画像を用いた SfM 技術による形状再構成及び超音波計測技術による形状再構成を行い、
4-1
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3 次元形状データの比較を行った。カメラ画像を用いた SfM 技術と超音波計測技術による形状再
構成の長所・短所を補う相互補完を行う技術を開発した。
さらには、研究推進のために、研究代表者の下で各研究項目間並びに CLADS 等との連携を密に
して、研究を進めた。また、研究実施計画を推進するための打合せや会議等を開催した。
総じて、令和 2 年度は、ペデスタル上部に位置する圧力容器底部の状況把握を可能とする技術
の実現を目的として、模擬環境でのロボットアームの基本的動作確認、テレスコピック型多関節
アーム試作、アームの構造改良としてのケーブル収納機構試作、駆動ワイヤ仕様の調査・整理、
LIBS プローブの改良、マイクロチップレーザーLIBS プローブ試作、簡易型模擬アームでのプロー
ブ可動状況把握、レーザー光焦点深度依存性・レーザー照射角度依存性調査、単一成分系模擬試
験体の試作、簡易分光光学系システム改良、超音波センサの耐放射線性評価、アレイ型空中超音
波センサ試作・音圧分布-指向性把握、センサ仕様整理、小型超音波送受信系改良、超音波液体適
用性評価、SfM 技術・超音波計測技術による形状再構成の相互補完技術の基礎開発などを行い、令
和 3 年度における計測系とロボットとの統合等へ向けた要素技術開発を推進した。
以上、3 カ年計画の 2 年目である令和 2 年度の業務項目を実施し、所期の目標を達成した。
令和 3 年度には、長尺多関節アームの開発と原子炉圧力容器下部へのアクセス検討については、
ロボットアームを改良するとともに、計測用の送電ケーブル・センサ等をロボットアームに実装
し、ロボットアームの操作性を確認する。また、テレスコピック型多関節アームの長尺多関節ア
ームへの適用性を把握し、1F 現場に実機適用すべく、実用化に必要な課題を抽出する。また、関
節配置、駆動ワイヤ、センサ取付、ケーブルの巻取り、耐荷重等を考慮し、アーム先端に計測用
の機器を設置可能な長尺多関節アームの最適な構造を調べとりまとめる。
多関節アーム実装型 LIBS プローブの開発については、多関節アームに LIBS プローブを実装し、
アームの操作によりプローブを任意の位置に搬送可能であることを確認する。また、多関節アー
ムの遠隔操作により模擬試料の LIBS 計測が可能であることを確認し、実装の可能性を評価する。
そして、多関節アームに実装可能な LIBS プローブ部の光学系改良に資する多成分系模擬試験体を
作製するとともに、簡易分光光学系システムを改良し LIBS 計測に最適な光学系について調べとり
まとめる。
パラメトリック超音波による形状再構成技術の開発については、アレイ型空中超音波センサに
より、模擬デブリや模擬構造物の形状を計測し、その有効性を評価する。また、超音波送受信系
の改良を行うとともに、ロボットアームに超音波センサを実装するための取付治具を作製し、ロ
ボットアーム先端部への実装適用性を確認する。さらには、コバルト照射施設を利用して超音波
センサの耐放射線性を確認する。そして、令和 2 年度に引き続き、模擬構造物を対象に、カメラ
画像を用いた SfM 技術による形状再構成及び超音波計測技術による形状再構成を行い、カメラ画
像を用いた SfM 技術と超音波計測技術による形状再構成の長所・短所を補う相互補完を行う技術
を開発する。また、ロボットアーム先端部にカメラを実装するための取付治具を作製し、ロボッ
トアームへの実装適用性を確認する。
令和 2 年度に引き続き、令和 3 年度においても、研究代表者の下で各研究項目間並びに CLADS
等との連携をより一層密にして、研究を推進する。
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