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要  旨 

 

高レベル放射性廃棄物地層処分場の操業すなわち，地上施設でのガラス固化体受入れか

ら人工バリアの地下施設への搬送・定置に至る一連の作業については，ガラス固化体から

発せられる放射線により，遮へい体の設置あるいは遠隔操作による作業が必要となる。 

本調査では，人工バリア遠隔搬送・定置技術開発に資することを目的として，処分場に

類似した環境で同様な技術を用いていると考えられる海外の施設を対象として遠隔操業技

術の調査を行い，得られた各情報を処分技術への応用の観点から分析・評価した。 

カナダのウラン鉱山に関しては，非常に高品位なウラン鉱山であることから，広い範囲

での遠隔技術の適用が予想されていたが，実際には，高い生産性を確保するために，岩盤

の遮蔽効果や換気の気流等を利用して遠隔作業の範囲を絞り，簡易で確実なシステムを適

用していることが確認された。 

ドイツの炭坑では，コストと厳しい採掘条件に対応して，全長 300m もの掘削システム

を自動化して，遠隔操作できる技術を実現していることが確認された。しかしながら，鉱

山の条件に合わせて，技術者が直接調整する部分も残されていることも確認された。 

ウラン鉱山，炭鉱とも運用面での遠隔化が低く，遠隔操作技術として定置装置に直接反

映可能な装置は確認できなかったが，安全確保のために換気を有効に利用している点，遠

隔制御にも対応した情報収集，管理のシステムを構築している点は処分場の設備設計に反

映可能である。 

ドイツの調査を依頼したドイツの処分実施主体である DBE 社からは，処分事業に対し

ては，これらの鉱山で実際に使用された実績ある技術の適用が期待される他，長い操業経

験を通じて培われたノウハウや，システム全体を構築するための基本的な設計方針にも配

慮する必要がある点が指摘された。 

*：石川島播磨重工業株式会社 エネルギー事業本部 原子力事業部 
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Technical investigation on remote excavation and handling in the mine for 

the development of the handling system for engineered barrier 

 

T. Awano* A. Sakai*,and T. Kanno* 

 

ABSTRUCT 

 
Some operations in the HLW disposal site, such as handling of vitrified waste and 

waste packages that represent radiation sources, require radiation shielding or remote 

automation. Many studies on this remotely automated operation are needed to ensure 

the performance of engineered barriers after emplacement.  

In this study, remotely automated operation technology used for a uranium mine in 

Canada and a coal mine in Germany was surveyed. And its applicability to the HLW 

disposal in Japan was evaluated. 

It was expected before the survey that remotely automated operations were widely 

employed in the uranium mine in Canada because of the high uranium content in its 

deposits. However, it is turned out by the survey that remotely automated operations 

are limited by utilizing the shielding effect of host rock. 

In the coal mine in Germany, a highly automated plough system with 300m cutting 

face is employed. However, operators frequently control the cutting machine to adjust 

the coal layer excavated. 

There is few equipment which is directly apply to remote operation in the repository, 

but ventilation system and control system adapt to remote operation can be reflected 

in the repository design. And operation know-how and design policy used in mines for a 

long time is also important for the design and operation of the repository. 

 

*：Nuclear power Division, Ishikawajima-harima Heavy Industries Co,.ltd. 
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4.1

 はじめに 

高レベル放射性廃棄物地層処分場の操業，すなわち地上施設でのガラス固化体受入れか

ら，人工バリアの地下施設への搬送・定置に至る一連の作業については，ガラス固化体か

ら発せられる放射能により，遠隔操作による作業が必要となる。深地層の研究施設におい

て今後実施される検証試験では，将来の処分場操業開始に備えて，これら一連の遠隔施工

技術を確立し，遠隔定置された人工バリアがその要求される品質を満足する事を証明して

いく必要がある。 

本調査では，人工バリア遠隔搬送・定置技術開発に資することを目的として，処分場に

類似した環境で同様な技術を用いていると考えられる海外の施設を対象として遠隔操業技

術の調査を行い，得られた各情報を処分技術への応用の観点から分析・評価した。 

 

 研究の目的 

 本研究は，人工バリア遠隔搬送・定置技術開発に資することを目的として，処分場に類

似した環境で同様な技術を用いていると考えられる海外の施設を対象として遠隔操業技術

の調査を行い，得られた各情報を処分技術への応用の観点から分析・評価する。 

 

 研究の概要 

海外における遠隔操作技術として，以下の各施設における遠隔操業技術を対象として調

査を実施した。 

 高品位ウラン鉱床（カナダ）における遠隔採掘，搬送技術 

 炭坑における遠隔採掘，搬送技術（ドイツ） 

 

 高品位ウラン鉱床（カナダ）における遠隔採掘，搬送技術の調査 

 調査方法 

 高品位ウラン鉱床における遠隔採掘，搬送技術の導入の目的は，ウラン鉱石の取扱にお

ける作業員の被ばく低減であると考えられる。つまり，ウラン鉱床における遠隔技術適用

の目的は処分場における適用目的と類似していると考えられる。このことを考慮し，ウラ

ン鉱床における遠隔技術調査は図 4.1-1 に示すステップで実施する。図 4.1-1 に示すステ

ップは，設計・製作の流れに沿った調査であり，掘削対象（ウラン鉱床）の概要および設

計要求を調査し，設計要求を満たすためにどのような設備設計が実施されたかを調査した。
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調査においては文献調査を実施すると共に現地調査を実施した。本報告書における高品位

ウラン鉱床の技術的記述はマッカーサーリバー鉱山の環境影響評価書1に基づくものであ

る。 

 

高品位ウラン鉱床の概要 

↓ 

ウラン鉱床における放射線管理基準 

↓ 

設備設計概念と方式選定の基準 

↓ 

設備の概要 

↓ 

日本の処分概念への適用に関する検討 

図 4.1-1 ウラン鉱床における遠隔技術調査の作業フロー 

 

4.2

(１)

  高品位ウラン鉱床の概要 

 鉱山の位置 

 マッカーサーリバ－鉱山は世界最大の，高品位のウラン鉱山であり，鉱石の品位は平

均 21%U3O8である。鉱山は CAMECO 社が 69.8%，Cogema-Resource 社が 30.2%を所

有している。その本社事務所は，いずれもサスカチュワン州サスカツーンにある。 

 マッカーサーリバー鉱山はサスカツーンの北６２０ｋｍ，キーレイク鉱山の北東８０

ｋｍに位置する.。（図 4.2-1 参照） 鉱山には陸路，または鉱山が所有する砂利敷きの

滑走路を使用し，航空機でアクセスすることが可能である（ 施設配置参照）。 図 4.2-2

. 
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図 4.2-1 マッカーサーリバー鉱山の位置 
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図 4.2-2 マッカーサーリバー鉱山の施設配置 
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(２) 開発の歴史 

 表 4.2-1 にマッカーサーリバ－鉱山の開発の年譜を示す。鉱山は昨年（2000 年）から商

業生産に入ったばかりであり，2003 年に操業率 100%を達成する予定である。 

表 4.2-1 マッカーサーリバー鉱山の年譜 

１９７６年 土地取得，地表からの探鉱開始 

１９８８年８月 鉱床発見 

１９８８年～１９

９２年 

地表から鉱床のボーリング 

１９９３年 地下探査に対する政府の認可 

１９９３年７月 立坑掘削開始 

１９９５年１２月 ＥＩＳ（環境に対する影響についての陳述書）提出 

１９９６年 委員会審査および公聴会 

１９９７年５月 州および連邦政府によるプロジェクトの承認 

１９９７年７月 原子力エネルギー規制局（ＡＥＣＢ）による建設認可の承認 

（ＡＥＣＢは２０００年にカナダ原子力安全委員会（ＣＮＳＣ）と改

称された） 

１９９７年８月 建設開始 

１９９９年１０月 運転認可受理 

１９９９年 埋蔵量３５％増加 

１９９９年１２月 生産開始 

２０００年１１月 商業生産達成 

２００１年１月 埋蔵量５０％以上増加 

 

(３) 地質と鉱床 

 サスカチュウワン州の高品位ウラン鉱床は基盤（Basement：先カンブリア紀太古代

から原生代前期の地層）と砂岩（Sandstone：原生代中期の地層）との不整合面に沿っ

て分布している。マッカーサーリバー鉱山の鉱床は，図 4.2-3 に示すようにアサバスカ

盆地の地下 500m～600m に位置しており，P2 断層に沿って分布している。※ 
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図 4.2-3 鉱山の地質学的構造 

 

※マッカーサーリバー鉱山の鉱床に関する地質学的な詳細説明 

 マッカーサーリバー鉱山はカナダ盾状地の中のアサバスカ盆地の南東部に位置する。ウ

ォラストングループの原生代の沈積岩とこれより古い太古界花崗岩の片麻岩が鉱床の下に

ある。これらは平らに横たわるヘリキア紀（約１７億年前）のアサバスカグループの変成

した砂岩により不整合的に覆われている。氷河期の鉱床がこの地域の母岩の上に横たわっ

ている。マッカーサーリバ－地域の地表の地形は大規模なドラムリン（Drumlin：氷河の

作用によりつくられる地形の一種で氷堆石の円丘）がそびえており，周りの湖より１００

ｍ高い起伏がある。ウランの析出は 500～600m の深さのところで，主に断層近傍の砂岩

と衝上断層（逆断層のうち緩傾斜の傾斜移動断層）の黒鉛基盤の中に発生している。また，

下に横たわる変成した岩盤はペライト，セミペライト，アルコセト，石英から成っている。

黒鉛の岩盤から発生した北東方向の局部的な衝上断層によって鉱化は構造的に制限されて

いる。このＰ２断層はウォラストングループの岩盤を切り裂いて，上に横たわる砂岩の中

に押し上がっている。Ｐ２断層の垂直方向の最大変位は鉱床の北端で８０ｍ，次第に減少

し，南端で６０ｍである。この断層は所有地内で１５ｋｍに達することが判っている。約

５０～７５ｍ厚さの砂岩主体の破砕帶が断層の上にある鉱床を不規則に覆っている。 

最も古いウラン鉱は１５２１±８百万年前，新しいもので１３５８±１９百万年前にで

きたものである。ウラン鉱形成の以前または後に，幾つかの段階の水熱的変化によりシリ

コン，粘土（粘土，カオリナイト，クロライト，ドラバイト）が形成した。 

 初期の珪化は，おそらく，石英基盤に関連しており，砂岩の浸透性を低減し，粘土への

変化の広がりを制限することになったものと思われる。激しい珪化と砂岩の中での粘土へ
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の変化の進展が弱かったことが，マッカーサーリバー鉱床特有の変化の特性である。この

ことは，キーレイクやシガーレイク鉱床と同様にアサバスカ盆地ウラン鉱床の大部分が強

く漂白された粘土が変化してできた岩石の広がりがあるのと，際立った違いである。明ら

かに異なった２つの鉱化による鉱床が確認されている。 

ａ）Pod1 鉱床に代表される砂岩と P2 断層の断層面におけるウランの鉱化（図 4.2-4） 

ｂ）Pod2 鉱床に見られる石英岩の上の基盤のペライト中の鉱化（図 4.2-5） 

ウラン鉱が主な金属であり，少量のウランが崩壊してできた方鉛鉱，黄鉄鉱，黄銅鉱が

含まれている。他の主要なウラン鉱床に一般的に含まれているコバルト－ニッケル砒化物

は含んでいない。Pod2 は，鉱床の下盤に沿って大量の地下水の流れに遭遇したと考えら

れる。 

 
図 4.2-4 Pod1 断面（北向き断面） 
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図 4.2-5 Pod2 断面（北向き断面） 

 

(４) 鉱山の埋蔵量と資源 

地下探査の実施を決定した 1993 年当時の埋蔵量は酸化ウラン（U3O8）換算で２億６

０００万ポンド（１１８万トン），平均品位（ウラン含有率） 5%U3O8 と推定された。

地下の掘削調査が進むにつれて，埋蔵量は著しく増加してきた。2001 年，CAMECO 社

は埋蔵量が５０％増加したことを発表した。最近の資源埋蔵量は表 4.2-2 に示す通りで

あり，現在の合計は約５億４０００万ポンド（２４５万トン）である。 
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表 4.2-2 マッカーサーリバー鉱山の埋蔵量 

１９９９年１２月 ２０００年１２月 区分 

×106 lb (×103 t) ％-U3O8 ×106 lb (×103 t) ％-U3O8 

 探査済 246.5 (111.8) 22.15 355.5 (161.3) 21 

 推定 8.7 (3.9) 2.42 39 (17.7) 23.04 

 合計 255.2 (115.8) 17.35 394.5 (179.0) 21.18 

 存在する兆しあり 227.8 (103.3) 12.02 145.4 (66.0) 10.74 

 総合計 483 (219.1) - 539.9 (245.0) - 

 

 

 これらの埋蔵量，資源は直線長さ合計 550m の５カ所の鉱床からのものである。これ

らのうち Pod2 の U3O8換算で２億２４００万ポンド（１１１万トン）が最大である。（図 

4.2-5 参照） 

現在までの調査でＰ２断層に沿って直線距離 1700m におよぶ鉱床があることが，地

表からのボーリングによって見つかっている。したがって，更にボーリングを行うこと

により，埋蔵量が増加する可能性は高く，鉱床の規模が格段に大きくなることが期待で

きる。現在，Pod1 と Pod2 で採鉱が行われている。Pod3 は採鉱を将来行うため，採鉱

していない。（現地調査の際のヒアリングでは，ウランの市場価格の下落により

CAMECO は現在生産調整を実施しており，ウラン増産の動機付けがないため，当面は，

開発に着手した Pod1 および Pod2 の採掘を実施し，新たな鉱床が発見されたとしても

積極的に開発に着手することはないとのコメントを得ている。） 

 

4.3

(１)

  ウラン鉱床における放射線管理基準と設計基準 

 放射線管理基準 

1991 年 7 月，AECB（the Atomic Energy Control Board ：原子力エネルギー管理会

議）は ICRP（International Commission on Radiological Protection ：国際放射線防

護委員会）の 1990 年勧告に基づく被ばく制限値の引き下げを実施した。ICRP の 1990

年勧告では，５年間で 100mSv 以下（つまり年間 20mSv 以下）を推奨している。AECB
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による被ばく限度は以下の式により定められている。 

 

（外部被ばく／100mSv）＋（ラドン系列核種による被ばく／20WLM※）＋（トロ

ン系列核種／60WLM）＋（放射性ダストによる被ばく／AL （20mSv））＜１（５

年間以上の期間の平均値） 

I

ここで ALI：放射性ダストによる被ばくの年間上限値（annual limit of intake of 

radionuclides in ore dust） 

サスカチュウワン州の鉱山ではトロンの娘核種による被ばくは無視できるため，サスカ

チュウワン州の施設では，以下の式により被ばく限度を定めている。 

 

（外部被ばく／20mSv/y）＋（ラドン系列核種による被ばく／4WLM/y）＋（放射

性ダストによる被ばく／ALI（20mSv/y））＜１（５年間以上の期間の平均値） 

 

作業員が受ける照射量を合理的に達成可能な限り低くする（ALARA）よう維持する

制限を実行する概念は，マッカーサーリバーにおける放射線防護規制基本的考えの一部

である。鉱山では，作業員への照射量を年間 20mSv 未満とするよう計画されている。

放射線被ばくの管理は鉱山の設計，装置の選定と鉱石の処理における第一の要素である。

マッカーサーリバー鉱山では，下記の基準が採用されている。 

・ラドンガスは二重換気システムで管理する。一次側の換気系で作業中のエリアに新

鮮な空気を供給して空気を清浄に保ち，二次側の換気系で汚染した空気を排出する。

このため合計 3 本の立坑が使用されている。 

・ラドンはグラウトや凍結による採鉱区域への水の漏出防止によっても管理（制限）

する。 

・ガンマ線照射は，コンクリート，厚い鋼製パイプおよび鉛遮へい材または鉛ガラス

のような遮へいで管理する 

・若干の遠隔操作機能を有する非入域の設定，自動採鉱法を採用し，すべての掘削作

業において，岩石による遮へいを確保する 

・作業中の放射線を低減するため，特殊な廃棄物（U3O8含有量の低い岩石）と混合し

鉱石を 4%U3O8に希釈する 

装置選択における設計基準は下記を含むものである。 
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・保守および停止時間を最小とする 

・装置に冗長性を持たせ，破損時補修の緊急性を低減する 

・分割構造を採用し，検査中に他の装置（部位）が発するガンマ線の遮へいを可能と

する 

・すべての構成品は保守と修理のため，回収に先立ち，遠隔での洗浄(wash)や水洗

（flush）が可能とする 

すべての作業における被ばく時間と線源からの距離を分析している。また，遮へい計

算はモデル潜在被ばくに対して行われている。機器の保守とこぼれた鉱石の清掃で生ず

る被ばくの評価も行われている。作業員への照射量は規制被ばく制限値より十分低いと

予測されている。ラドン系列核種と長半減期ダストの計測はアルファ線量計(PAD’s)で行

われる。ガンマ線の監視は熱ルミネセンス線量計（TLD）が用いられる。鉱山全域に設

置された 35 の連続的なラドン系列核種監視装置が 10 分毎に計測を行うが，これは，作

業員にすべての危険状態を警報するライトパネルシステムに接続されている。 

マッカーサーリバー鉱山における放射線防護の測定と技術的な管理は良好である。

2000 年における平均の実効被ばく線量は 1.2mSv に過ぎず，97%の作業集団

（workforce）の被ばく線量は 5mSv 以下である。当初の予測通り，地下作業における

作業員ではラドン系列核種による被ばくが多いが，作業員の中でもウラン鉱石近傍で作

業した作業員はガンマ照射による被ばくが多い。2 

※：WLM：Working Level Months 3 

地下のウラン鉱山の作業員は，空気中のラドンガスとその系列核種により被ばくする。

ラドンの系列核種は呼吸により体内に進入する。空気中のα核種粉塵による肺の被ばく量

は空気中のラドンガスの濃度に依存する。空気中のラドンガス濃度は Bq/m3という単位で

測定される。空気中のラドン系列核種の濃度は working level (WL：空気１リットル中の

α核種粉塵の量)という単位で測定される。ラドン系列核種による作業者の被ばく量は

Working Level Months (WLM)で表現される。1WLM は 1 WL による 170 時間の被ばく

に相当する 

1 WL は空気１リットルあたり 130,000MeV のαエネルギーに相当する。 

1 WL = 130,000 MeV alpha energy per litre air  

 = 20.8 µJ (microjoules) alpha energy per cubic meter (m3) air  

WLM = Working Level Month  
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 = 1 WL exposure for 170 hours 

1 WLM = 3.54 mJ-h/m3 

作業管理上，ラドンガスの濃度からラドン系列核種による被ばくである WL を見積もるこ

とがあるが，ラドンとラドン系列核種の存在比率は一定ではないため，見積には誤差が生

じる。平衡定数はラドン系列核種とラドンガスの換算比率である。通常，ラドン系列核種

の量はラドンの量より少ないため平衡常数は１より小さくなる。 

ICRP65 では 1.8～4.1mSv／WLM という換算係数の使用を推奨している。 

 

(２)

(３)

 掘削方式の選定基準 

EIS（Environment Impact Statement：環境影響に関する陳述書）において，マッ

カーサーリバー鉱山に適用可能な掘削方法を選定するために，候補技術を 19 種類選択

し，次に示す３つの評価項目で絞り込みを行っている。 

i. 非入域（Non-entry）であること 

ii. グラウト／地下水冷却との共用が可能なこと 

iii. 鉱山の地質学的構造に適していること 

絞り込みの結果，第１候補として現状で適用可能な３種類の掘削方法を，第２候補

として将来的に適用の可能性がある４種類の掘削方法をそれぞれ選定している。掘削

方式の選定に際しては，選定の第１項目として非入域の工法であることを挙げている。

これは，マッカーサーリバー鉱山の鉱床が平均ウラン含有率が約 20%（U3O8 換算）

と非常に高品位であり鉱床自体が高線量であることに起因しており，被ばく低減の観

点から周辺の岩盤を遮へい材として利用可能な非入域の工法の選定の必要性が確認

できる。また，第２項目，第３項目はマッカーサーリバー鉱山の地質学的特性に適用

可能な工法を選定するための判断基準となっている。 

 

 放射線管理基準と設計基準の調査のまとめ 

 マッカーサーリバー鉱山における放射線管理基準は ICRP の勧告に基づくカナダ国内

およびサスカチュワン州の鉱山における被ばく量の上限値を基準として使用しているこ

とが確認できた。また，掘削方式の選定においても ALARA の原則に基づく被ばく量低

減を重視していることが確認できた。 
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4.4

4.4.1

(１)

  設備概念 

 4.3 で調査した設計基準を満足した上で具体化された設備の設計概念と，掘削，搬送等

の方式選定の基準（あるいは考え方）を調査した。この際，候補技術として想定された技

術に関しても調査を実施した。さらに日本の処分場の概念設計への適用性，施設設計への

適用性を評価する観点から，調査を実施した。 

 

 概念設計への適用性検討の観点から想定される調査項目 

 操業のフロー 

 EIS に示されたマッカーサーリバー鉱山の主要な工程の操業フローを図 4.4-1～

に示す。 

図 

4.4-5

図 4.4-5

図 4.4-1 操業フロー（１／５） 地下での破砕，粉砕工程 

図 4.4-2 操業フロー（２／５） 鉱石スラリー積み込み工程 

図 4.4-3 操業フロー（３／５） 掘削孔埋め戻し工程 

図 4.4-4 操業フロー（４／５） 地下での湧水回収システム 

図 4.4-5 操業フロー（５／５） 水処理工程 

 上記の工程でウラン鉱石を取り扱う工程は地下での破砕，粉砕工程，鉱石スラリー積

み込み工程である。採掘孔の埋め戻し工程は掘削の後工程であり，掘削作業には必要不

可欠である。また，マッカーサーリバー鉱山は前述の通り鉱床が高透水性の砂岩と基盤

（Basement）との境界面に位置することから湧水回収および水処理も必要不可欠であ

り鉱山として重要な施設である。図 4.4-1～ から，マッカーサーリバー鉱山に

おいてウラン鉱石は初期の段階のみ固体としてハンドリングし，破砕後は配管によるス

ラリーとして取り扱うため，施設全体を見るとスラリーおよび液体のプロセスが多く，

固体を取り扱う工程が少ないことがわかる。マッカーサーリバー鉱山で固体のハンドリ

ングを伴うのは鉱石の掘削および破砕工程までの搬送と鉱石スラリーを施設外に搬送す

る部分および後述する廃棄岩石の取扱工程のみである。 
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図 4.4-1 操業フロー（１／５） 地下での破砕，粉砕工程 
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図 4.4-2 操業フロー（２／５） 鉱石スラリー積み込み工程 
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図 4.4-3 操業フロー（３／５） 掘削孔埋め戻し工程 
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図 4.4-4 操業フロー（４／５） 地下での湧水回収システム 
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図 4.4-5 操業フロー（５／５） 水処理工程 
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 処分場への適用を考慮してマッカーサーリバー鉱山における操業のうち，固体のハン

ドリングに係る工程については，現地調査において重要な調査項目とした。固体のハン

ドリングに係る工程，すなわちウラン鉱石の採掘に関わる作業は以下の５種類の工程に

分けられる。 

・採掘の前準備（地下水の冷却およびグラウトによる地質の補強） 

・採掘（レイズボール工法による採掘） 

・採掘した鉱石の搬送： 図 4.4-12，図 4.4-13，図 4.4-14 

・鉱石の破砕，スラリー化処理，濃度調整と地上への圧送：図 4.4-1，図 4.4-2 

・掘削孔の埋め戻し：図 4.4-3 

 

a. 採掘の前準備（地下水の冷却およびグラウトによる地質の補強） 

 採掘の前準備としては，比較的強度の高い地質に対してはグラウトによる補強と地

下水進入の抑制措置を講じている。砂岩の脆弱な地質に対しては冷却孔を掘削し配管

内に冷媒を循環させることにより地下水を凍結し鉱床部分への地下水の進入を抑制す

る。図 4.4-6 に地下の冷媒用熱交換機を図 4.4-7 に冷媒を岩盤に循環させるパイプの

付け根部分をそれぞれ示す。 

 

図 4.4-6 地下の冷媒用熱交換機 
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b. 採掘（レイズボール工法による採掘） 

 マッカーサーリバー鉱山向けに選定された掘削方法のうち第１候補は以下の３種類

である。 

鉱山を操業する CAMECO 社では，高い操業率を確保するため，動作が確実で故障

要因の少ないシステムを必要としている。現地調査の結果，現時点では，遠隔化，自

動化の程度が非常に少なく採掘孔下部に複雑な装置を使用しないレイズボール工法に

よる掘削と LHD（Load Haul Dump：鉱石搬送バケット付きダンプ）による搬送が適

用されていることを確認した。また，自動ボックスホールボーリングマシンとレイズ

ボーリング中の自動鉱石採集のための移動式採集装置が，マッカーサーリバー鉱山向

けに特別に製作されたことを確認した。移動採鉱装置（TMU）は 2000 年に採鉱の初

期段階で掘削中の岩石の落下により破損したことを確認した。自動ボックスホールマ

シンに関しては，今後トライアル使用をする予定であることを確認した（掘削方法の

選定に関しては，4.5.1(４)a  

表 4.4-1 にレイズボール工法による採掘の手順を示す。①まず鉱床上部の坑道から

・遠隔ボックスホール採鉱 

・レイズボール工法 

・ボックスホール工法（シガーレイク鉱山でテスト実施） 

（白色は配管に付着した霜） 

図 4.4-7 地下水冷却用配管 

掘削方法の選定にて後述する）。
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パイロットホールを掘削し②鉱床上部の坑道でロッドの先端にリーマヘッド（掘削ヘ

ッド）を取り付けて掘削し，③鉱床の掘削が終了した時点で，掘削孔下部にコンクリ

ートプラグを打設し，パイロットホール上部からコンクリートを充填し埋め戻す。と

いう手順で採鉱を実施する。図 4.4-8 に掘削装置本体を，図 4.4-9 に制御装置を図 

4.4-10にパイロットホール掘削にも使用するロッドを図 4.4-11にリーマヘッドをそれ

ぞれ示す。 

 

 

表 4.4-1 レイズボールによる掘削のフロー 

図 4.4-8 レイズボール掘削機 
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図 4.4-9 レイズボール掘削機制御装置 

図 4.4-10 レイズボール用ロッド 
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c.

 

 採掘した鉱石の搬送 

 現地調査において地下での鉱石の搬送に関して，現在のマッカーサーリバー鉱山の

操業形態は，図 4.4-1 に示す EIS（1995 年）に記載されたものとは異なっていること

を確認した。図 4.4-1 に示す EIS における作業フローでは，図 4.4-12 に示すように掘

削孔下部に鉱石回収用のシュートと破砕機を組み合わせた局所換気付きチャンバーを

配置し，鉱石を破砕した後，チャンバーの下方に設置した粉砕器に直接投入する構成

を検討していたが，実際の施設では図 4.4-13 および図 4.4-14 に示すように，掘削孔

下部に破砕機はなく，シュートの下に LHD を配し，シュートから破砕機までは LHD

により鉱石を搬送するシステムを採用している。マッカーサーリバー鉱山は，現在試

運転中であり，4.5.1(４)で後述する掘削方式候補のうち，最も稼働率が高いと想定され

る方式で掘削を実施しており，前述のとおり自動ボックスホールマシンおよび移動採

鉱装置（TMU）は，今後トライアル使用する予定である。 

採掘した鉱石は図 4.4-15に示すLHDのバケットに収納され，破砕機に搬送される。

鉱石は，γ線を測定し図 4.4-16 および表 に示すように 0～9 までの 10 段階の等

級に区分される。 

また，マッカーサーリバー鉱山に特化したプロジェクトではないが，LHD に関して

は，1996 年に Cameco 社は地下で操業するための無線遠隔制御技術を開発するため，

図 4.4-11 レイズボール掘削機のリーマヘッド 

 4.4-2
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“無線遠隔支援採鉱（Tele-Remote Assisted Mining(TRAM)”と呼ばれる複数のパー

ティーによる研究プロジェクトを設立した。プロトタイプの重量物運搬ダンプ

（Load-Haul-Damp (LFD)）がマッカーサーリバーのために開発され，ラビットレー

クに近い地下のイーグルポイントウラン鉱山で成功裏に試験が実施された。

Neuburger らと Aiken らによる 2 件の文献は LHD の開発と設計の様相に関し適切に

記述したものである4,5。しかしながら，おそらく経済的な理由により，この装置はマ

ッカーサーリバー鉱山では使用されていないことを確認した。 

リーマヘッド輸送機能（reamer head carrier, RHC）を持った遠隔操作の LHD は，

しばしばレイズボーリング中のリーマヘッドの取り付けと取り外しに使用される。

LHD はマニュアルで，line-of-site（LOS：視覚の範囲での）制御である。 

 



 

図 4.4-12 レイズボール工法における鉱石取り出しチャンバー（1995 年 EIS） 
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図 4.4-13 レイズボール工法における鉱石回収シュートと LHD 

 

 

図 4.4-14 鉱石回収時の配置 

（左上はシュートおよび LHD の現場操作エリア） 
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図 4.4-15 LHD（地下ワークショップにて） 

 

図 4.4-16 鉱石の品質等級表 

（ に詳細を示す） 表 4.4-2
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表 4.4-2 鉱石の品質等級表 

Code 鉱石品質 搬送先 

0  0 - 0.03 % F:酸性鉱物 

1  0.03 - 0.15 % A:鉱物を含む岩石 

2  0.15 - 0.50 % B:鉱物を含む岩石 

3  0.50 - 2.00 % C:鉱物を含む岩石 

4  2.00 - 6.63 % （鉱石）粉砕機へ（混合なし） 

5  6.63 - 21.31 % （鉱石）粉砕機へ（混合なし） 

6  23.31 - 28.78 % （鉱石）粉砕機へ（混合なし） 

7  28.78 - 41.65 % （鉱石）粉砕機へ ３バケット毎に１バケット※の混合 

8  41.65 - 61.64 % （鉱石）粉砕機へ ２バケット毎に１バケット※の混合 

9   > 61.64 % （鉱石）粉砕機へ １バケット※の混合 

※：品位調整のために Code1～3 の鉱物を含む岩石を混合する（4.4.2(４)a 項参照） 
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d. 鉱石の破砕，スラリー化処理，濃度調整と地上への圧送 

LHD で搬送された鉱石は図 4.4-17 に示す粉砕器で粉砕され，スラリーとして地上

までポンプで圧送される。鉱石の破砕以降の工程においてウラン鉱石は，固体として

ハンドリングせず，スラリーとして配管，貯槽，ポンプ等を使用して処理される。 

 

図 4.4-17 SAG MILL（粉砕器） 

 

e. 掘削孔の埋め戻し 

採掘が完了した掘削工は下部に図 4.4-18に示すシールを設置し下部からコンクリート

を注入して表 4.4-1 の③に示すコンクリートプラグを打設した後，パイロットホール

上部からコンクリートを充填する。採掘が完了し埋め戻したパイロットホールを図 

4.4-19 に示す。 
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図 4.4-18 埋め戻し用下部シール 

 

 

図 4.4-19 埋め戻し後のパイロットホール 

（円形に見えるのはガイド管） 
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(２)

a.

 機器の構成と仕様 

 機器の構成 

マッカーサーリバー鉱山の操業に関する機器のうち破砕・粉砕工程やスラリーのハ

ンドリング工程等に使用する固定の機器に関しては，前述の操業フローから，機器の

構成が確認可能である。移動機器や鉱山の開発のための機器に関しては，EIS におい

て表 4.4-3 に示す機器を導入している。また，2001 年以降は表 4.4-3 に示す機器に加

えて表 4.4-4 に示す機器を導入する計画である。 

 

表 4.4-3 移動機器および掘削機器（1997-2001） 
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表 4.4-4 移動機器および掘削機器（2001） 

 

 

 

b. 機器の仕様 

 マッカーサーリバー鉱山では，ほとんどの機器が市販の製品や既存の技術を使用してい

る。一例を挙げるとレイズボール工法による掘削機は Atral-Copco 社の Robbins シリーズ

を使用しており，リーマヘッドは Secoroc 社製を使用している。図 4.4-20 に掘削機の外

形を表 4.4-5 および表 4.4-6 に，掘削機の仕様を示す。 

破砕，粉砕工程やスラリーのハンドリング工程，ズリの地上搬出用のポケット，水処理

プラントに関しては，EIS における機器の外形図を図 4.4-21 から図 4.4-27 に示す。 

 32



 

図 4.4-20 レイズボール掘削機 
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表 4.4-5 レイズボール掘削機仕様 

リーマヘッド仕様 装置仕様 

リーマヘッド直径 外形寸法 

Nominal 1.5 m 5 ft. Height, ext. 3.1 121 in. 

Range 1.2-2.4 m 4-8 ft. Height, retr 2.5 97 in. 

掘削距離 Width 1.4 54 in. 

Nominal 490 m 1608 ft. Length 1.5 58 in. 

Maximum 650 m 2133 ft. 重量 

ドリルパイプ径 Derrick 8,000 kg 17,600 lb. 

Standard 286 mm 11-1/4 in. 駆動動力 

Optional 254 mm 10 in. El. / Hyd.AC, DC and Hyd 

 

表 4.4-6 レイズボール掘削機仕様 

リーマヘッド仕様 装置仕様 

リーマヘッド直径 外形寸法 

Nominal 2.4 m 8 ft. Height, ext. 5.8 m 226 in. 

Range 1.8-3.1 m 6 - 10 ft. Height, retr. 3.6 m 141 in. 

掘削距離 Width 1.6 m 63 in. 

Nominal 550 m 1805 ft. Length 1.9 m 75 in. 

Maximum 700 m 2297 ft. 重量 

ドリルパイプ径 Derrick 10,700 kg 23,600 lb. 

Standard 254 mm 10 in. 駆動動力 

Optional 286 mm 11-1/4 in. El. / Hyd.AC, DC and Hyd 
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図 4.4-21 粉砕機（初段）配置図 
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図 4.4-22 粉砕機（二段目）配置図（１／２） 
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図 4.4-23 粉砕機（二段目）配置図（２／２） 
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図 4.4-24 ズリ搬送ポケット外観図（１／２） 

 



 
 

図 4.4-25 ズリ搬送ポケット外観図（２／２） 
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図 4.4-26 スラリー搬送コンテナ外観図 
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図 4.4-27 水処理プラント配置図 

 



(３)

(４)

 制御システムの構成 

 マッカーサーリバー鉱山の操業は，３系統に分類できる。地下での採掘に関わる機械

的な鉱石の搬送，処理工程，地下でのスラリーハンドリング工程，地上でのスラリーハ

ンドリング工程である。マッカーサーリバー鉱山では，地上で全ての ITV の画像，セン

サ情報，警報をモニターすることが可能であるばかりでなく，地上の制御室から全ての

制御が可能である。ただし，地下での採掘に関わる工程に関しては，レイズボール掘削

機は地下５３０ｍにある現場制御盤で３系統を１人のオペレーターが処理し，鉱石の搬

送は地下６４０ｍにある現場制御盤で一人のオペレーターが操作している。地下での掘

削は３系統が同時進行するが，１系統は準備とパイロットホールの掘削，１系統は採鉱，

１系統は埋め戻しと，各系統が別の作業工程を実施する。採掘は常時１系統のみ稼働と

なるため，鉱石搬送用の LHD の操作も１系統のみで対応可能である。 

 

 各遠隔機器の設計要件 

マッカーサーリバー鉱山の操業機器のうち固体のハンドリング装置に関しては，LHD

以外はすべて直接操作により動作する機器である。また，LHD に関しても採掘孔直下

から約 30m の範囲での遠隔操作であり，直接目視が可能な位置での使用を想定している

点，採掘孔直下から 30m 以上離れた地点では直接操作である点を考えると，完全な遠隔

操作機器とは言い難い。 

 

鉱山からキーレイクまでの鉱石運搬用の輸送トラックはほとんど自動化されていない

が，スラリー鉱石の搬送用コンテナへの充填は遠隔で行われている。搬送用コンテナへ

の充填の遠隔化に関しては，Rosner と Edward により 1998 年に記述されている6。 

 

スラリーの搬送に関する工程はすべて遠隔操作であるが，これらの工程はプロセス系

（配管とタンクで構成された流体の移送および処理）であるため遠隔ハンドリングの範

疇には含まないものと考えると，マッカーサーリバー鉱山における遠隔ハンドリング機

機は，レイズボール掘削機および LHD のみである。LHD は汎用品に遠隔操作性を付加

しただけの物であり，バケットを採掘孔下部のシュート下にセットする動作以外はすべ

て直接視認による操作である。また LHD は図 4.4-14 に示す採掘孔下部から現場制御盤

（約 30m 風上側）までの間は，鉱床からの放射線による被ばく低減の観点から直接視認
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(５)

(６)

による遠隔操作で走行するが，それ以降粗破砕機までは作業員による直接操作で運転す

る。つまり，CAMECO 社では遮へい計算の結果，鉱床からの被ばくを防止することで

バケット内の鉱石からの放射線による被ばくを考慮しても，作業員の被ばくは規制被ば

く制限値を下回ると判断してシステムを構築しており，運用実績が制限値以下であるこ

とから，この判断の妥当性が確認できる。 

 

 遠隔作業と直接作業の区分と考え方 

前述の通り，固体のハンドリングに関して「遠隔操作」と認識できるのは LHD を採

掘孔下部から待避させる作業のみである。また採掘孔下部での直接作業も考慮されてい

るため，基本的に管理区域を設定していない。ただし，被ばく低減の観点から換気の流

線で汚染（掘削に伴い発生するダスト）の飛散防止措置を講じており，採掘中は採掘孔

下部より下流側は人の立ち入りを制限している。（EIS1 に換気設計における流線の模式

図あり） 

ただし，現地調査において，LHD による鉱石の搬送は採掘孔から換気流線の上流側

に搬送するにも関わらず，バケットに蓋を設置していないことから，汚染の可能性があ

ることを現地の担当者に質問したところ，採掘による粉塵に起因する被ばくに比較すれ

ば遙かに被ばく可能性は小さい点，バケットに蓋を設置する機構を取り付けると故障原

因が増加する点等を考慮し，現行の装置構成，運用を実施しているとの回答を得た。 

 

 概念設計への適用性検討の観点から想定される調査項目の調査結果 

マッカーサーリバー鉱山の操業フローを確認し，操業設備の機器構成，主要機器の仕

様を把握することができた。当初は地上から地下まで一貫してウラン鉱石を固体として

ハンドリングすることを想定していたが，調査の結果，固体としてハンドリングする工

程は掘削を含むごく一部であり，地下でウラン鉱石を破砕した後はスラリーとして液体

に近い取扱をしていることが確認できた。また，ウラン鉱石を固体としてハンドリング

する工程に関しても遠隔操作を適用しているのは非常に限定された範囲であること，遠

隔操作自体も目視が可能なレベルであることを確認した。マッカーサーリバー鉱山は商

用の鉱山であり CAMECO は操業における経済性を高めることを目的として，初期投資

が少なく，稼働率の高いシステム構築のために鉱石搬送に遠隔化を適用しなかったと考

えられる。日本の処分場の操業における廃棄物の搬送定置（完全遠隔）への直接流用と
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4.4.2

(１)

(２)

a.

b.

いう観点では有意な情報が少なかったが，設計思想や規制への対応といった部分で，有

意な情報が得られた。 

 設備設計への適用性検討の観点から想定される調査項目 

 情報通信方式 

マッカーサーリバー鉱山ではマイクロ波電話により直接通話が可能である。また，音

声，データーとビデオ通信システムは鉱山全域に設置されている。 

多重チャンネルリーキーフィーダー（leaky feeder）を通した鉱山全域の無線通信シ

ステムは，２チャンネルの無線通信を提供している。このシステムは各チャンネルに自

己診断増幅と電話相互接続を取り入れている。広帯域同軸通信幹線がデーターとビデオ

通信用に設置されており，リーキーフィーダー音声システムと同じ地域をカバーしてい

る。広帯域システム上には 14 を超えるビデオチャンネルがある。いくつかのビデオカ

メラは鉱山の施設を監視している。 

 

 管理区域の設定・設定区分の考え方 

基本的に管理区域は設定されていない。ただし，放射線管理として下記の管理を実施

している。 

 放射線モニタリング 

鉱山の放射線モニタリングとしては，個人単位の放射線管理とは別に，以下の管理

を実施している。2000 年にはのべ 36,000 点のモニタリングを実施した。 

・γ線捕獲サンプリング 

・ラドンガス捕獲サンプリング 

・ラドン系列核種捕獲サンプリング 

・長寿命核種ダスト捕獲サンプリング 

・エリア汚染検査（ふき取りサンプリング） 

・スラリー積み込みサンプリング 

・機器積み込みサンプリング 

 

 ラドン系列核種モニタリング 

ラドン系列核種による被ばくは，作業者への被ばくの大きな比率を占めている。こ

のため CAMECO 社では，作業者への早期警報システムの一環としてα線の連続モニ
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c.

ターを作業エリアに設置しており，ラドン系列核種濃度の上昇を監視している。 

 

 個人被ばく管理 

 表 4.4-7 に，2000 年に実施した個人被ばく管理システムの実施項目を示す。 

 

表 4.4-7 マッカーサーリバーにおける個人被ばく管理 

放射線源 確認頻度 使用機器，手段 適用作業者 

毎月 TLD 地下作業者 γ線 

四半期毎 TLD 地上勤務者 

ラドンガス 四半期毎 Radiation Work Permit 地下作業者 

Personal Alpha Dosimeter 地下作業者 ラドン系列

核種 

毎月 

Area Sample / Worker 

Occupy Time 

地上勤務者 

毎月 Personal Alpha Dosimeter 地下作業者 長寿命核種

ダスト 四半期毎 ワークグループ単位 

Area Sample / Worker Occupy Time 

地上勤務者 

 

(３) 所内操業監視システムの具体例 

「情報通信方式」の項で示したとおり，マッカーサーリバー鉱山では，広帯域同軸通

信幹線がデーターとビデオ通信用に設置されており，各エリアや機器に取り付けられた

テレビカメラにより監視が可能である。 

“監督管理とデーター取得（SCADA）”システムが設置されている。これは，地下の

ポンプ，空調，粉砕工程の機器（milling circuit），放射線監視装置，鉱山湧水処理プラ

ント，生産設備，火災警報，オーバーフロー警報，下水プラント等全ての自動監視装置

からデーターを収集するエキスパートシステムである。このシステムは全ての採鉱シス

テムの監視し，また機器の遠隔操作とバックアップ装置への切り替えを可能とするもの

である。 

マッカーサーリバー鉱山全体では 4 つの制御室が設けられており，2 つは地下，2 つ

は地上に配置されている。どの制御室からでも全ての採鉱の操作を監視し制御できる。

しかし，各制御室は通常操業においては工程および地下状況の監視にのみ使用され，機
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(４)

a.

器は現場で操作されている。操業および監視システムには Microsoft 社の Windows®に

対応し，タッチスクリーンを使用した Foxboro 社のシステムを使用したソフトが使用さ

れている。同ソフトはカナダ国内の会社が納入している。 

 

 排水・湧水・廃棄物の処理方法等 

排水・湧水は，ポンプで汲み上げ地上でモニタリング，化学処理ののち，河川に放出し

ている。掘削土は敷地内に貯留しコンクリート製造や埋め戻しに利用している。また，

マッカーサーリバー鉱山では５％以下の低品位の鉱石はスラリー化せずキーレイクに搬

送して処理している。 

 

 廃棄岩石の管理 

マッカーサーリバー鉱山における廃棄岩石は３つのカテゴリーに分類され，保管さ

れている。 

・不活性または清浄な岩石：ウラン含有量 0.03%U3O8以下 

・鉱物を含む岩石：ウラン含有量 0.03 から 2.0% U3O8 

・酸性廃棄岩石：硫黄（硫化金属）リッチのベース岩石で中和ポテンシャル比※１：

３（水中の硫黄酸化物の存在により硫酸が製造される） 

 

鉱物を含む廃棄岩石と酸化性の廃棄岩石は，地上において浸出液を収集可能なライ

ニングされた保管パッド上で保管されている。収集されたすべての水は後述する水処

理プラントにポンプで輸送されている。これらの廃棄岩石は地下採鉱場の粉砕された

埋め戻し材として利用されるか，キーレイク施設に運ばれ mined-out pit 内に永久処分

される。一部の鉱物を含む廃棄岩石は非常に高い品位の鉱石との（品位調整用の）混

合材としても利用可能である。 

不活性な廃棄岩石は道路工事や地上の充填材として利用されている。マッカーサー

リバーでは約 110 万 t の廃棄岩石しか産出されず，CAMECO 社では，鉱物を含有して

いるか酸化性の廃棄物でキーレイクへ運ばれる量は 250,000t 未満であると推定してい

る。 

 

※：中和ポテンシャル比（Neutralization Potential Racio） 
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b.

(５)

硫黄酸化物に起因する酸性鉱物を含む排水（ARD：Acid rock drainage）の発生量予測

等に使用する指標の一つ。中和ポテンシャル（Neutralization Potential）と酸化ポテンシ

ャル（Acid Potential）との比で表示される。酸化ポテンシャルは，サンプル中の硫化物

中の硫黄量を，中和に必要な炭酸カルシウム（CaCO3）量で表したものであり，中和ポテ

ンシャルはサンプルの中和力を炭酸カルシウム（CaCO3）量で表現したものである。 

 

 鉱山湧水処理 

マッカーサーリバー鉱山では，湧水を環境放出する際に，処理プラントで処理する

よう要求されている。処理プラントにおける処理は浮遊固形物（ラジウム）の除去と

鉱山水のｐH 調整が主たる目的である。 

水処理プラントは地下から収集された水と地上の水源からの水を処理するため，主

立坑の近所に設置されている。地下に設置されている 3 つのポンプからの合計の水の

排除量は 220m3/hr である。外部への放出（outflow）は平均 200m3/hr である。現在プ

ラントのサイズを増強，排出容量を 300m3/hr にする計画が作られている。 

湧水は最初に一次貯留池に貯められ，そこから二次貯留池に移送される。二次貯留

池からプラントにポンプ輸送され，塩化バリウムと吸着剤（flocculant）がラジウム除

去のため加えられる。この処理の後，水は他のタンクに移送され，水素イオン濃度を

排出レベルである pH8～9.5 に調整するため硫酸が加えられる。必要な場合硫化バリウ

ム／ラジウムの析出を促進するため，硫化鉄（ferric sulphates）が加えられる。水は

外部の貯留池に移送され，硫化バリウム／ラジウムが調整される。その後他の貯留池

に移され，放出に適するかどうか分析される。分析の結果，必要な場合には水は再度

処理されるが，再度処理される頻度は極めて低い。 

水処理プラントは順調に作動しており，放出水の汚染度は十分許容限度を下回って

いる。他のウラン鉱山と同様，鉱石中のヒ素，ニッケルおよび銅の濃度が低いため，

放出の際の水処理が簡便である。 

 

 設備設計への適用性検討の観点から想定される調査項目の調査結果 

 マッカーサーリバー鉱山では管理区域を設定していないが，非常に厳密な被ばく管理

を実施していることを確認した。ウランの採鉱作業が放射性物質を閉じ込めることが非

常に困難な作業であることから，厳密な被ばく管理は，放射性ダストや揮発性核種，あ
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4.5

4.5.1

(１)

るいは鉱床からの放射線による被ばくを低減し，異常検知，異常時の対応を実施するた

めに必要な措置であると考えられる。処分場において，放射性物質は安定に閉じ込めら

れており，通常時に放射線源が飛散することは考えられないため，遮へいと管理区域を

使用した従来のセル内の被ばく管理と同様の管理が適用可能であると考えられる。した

がって，処分場の放射線管理に関してマッカーサーリバー鉱山における被ばく管理手法

を適用することは想定できないが，計測機器や運用に関しては適用可能な項目があると

考えられる。 

 また，固体のハンドリングにおける遠隔操作に関しては，処分場の操業に適用可能な

技術は無いと考えられるが，プロセス系の制御に関しては，所内操業監視システムの具

体例をみると，主要な機器が現場操作，制御室からの操作いずれにも対応しており，ITV

を含めてモニタリングした情報が一元的に管理可能なシステムは処分場の操業施設にも

必要であると考えられる。 

 

   設備の仕様 

 4.3，4.4 の調査結果を考慮して各設備および機器の仕様を調査する。設備および機器の

仕様の調査に関しては，日本の処分場設計において導入可能な要素技術の抽出という観点

で以下の項目を中心に調査を実施した。 

 

 要素技術開発への適用性の観点から想定される調査項目 

 廃棄体搬送定置に応用可能な要素技術と仕様 

表 4.5-1 に示すとおり配管によるスラリーのハンドリングに関連する工程（3～7）で

は遠隔化されているが，処分場の操業施設への反映を期待した鉱石の機械的搬送に関連

する工程（1～2）では，ほとんど遠隔化，自動化されておらず，遠隔化の観点では，現

段階で日本の処分場への適用可能技術は少ないと考えられる。ただし，以下に示す付帯

技術は処分場の操業施設の設計に応用可能であると考えられる。（自動化，遠隔化の定義

に関しては 4.6 項にて述べる。） 

 

・通信制御システム 

・放射線管理システム 

・湧水処理システム（環境放出における前処理は地下水特性と放出基準に依存する） 
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・換気システム 

 

表 4.5-1 マッカーサーリバー鉱山における作業の自動化，遠隔化 

作業工程 機械化 自動化 遠隔化 

1 掘削 ○ △*1 △*1 

2 鉱石回収，鉱石搬送 ○ × △*2 

3 鉱石粉砕 ○ △*3 ○ 

4 スラリー圧送 ○ － ○ 

5 スラリー調整 ○ － ○ 

6 搬送用タンクへのスラリー充填 ○ △*4 ○ 

7 キーレイク鉱山への鉱石搬送 ○ － × 

*1：基本的な掘削作業は遠隔自動，シャフトの取り外し等は手動 

*2：掘削孔直下から約 30m の範囲は遠隔（手動）操作，残りは直接操作により搬送 

*3：SAG（Semi-autogenous） mill 使用 

*4：ノズルの位置決め，充填時のレベル検出は自動 

 

(２) 具体的規制値（ハンドリング精度等）とその設定根拠 

 ウラン鉱石の掘削においては，岩盤の状態により掘削条件が大きく異なることから，

高い精度を要求していない。レイズボール工法における掘削は，パイロットホールの掘

削精度に依存するため現場合わせの作業となる。破砕・粉砕工程においては，鉱石の粒

径をふるいのメッシュの粗さにより管理している。また，LHD の遠隔操作に関しては，

鉱石回収用シュートの径と比較してバケットの寸法が十分大きいため，目視＋ITV によ

る確認と市販の LHD の停止精度で対応可能な程度の粗い位置決めしか実施していない。 

日本の処分概念7では，処分孔直径約 2m に対して緩衝材と処分孔とのクリアランスが

半径で 40mm，緩衝材と廃棄体とのクリアランスが 20mm という高い精度を要求され

ていることを考えると，LHD の遠隔操作による位置決めは要求精度が低いと考えられ

る。 
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(３)

(４)

a.

 操業効率・稼働率・信頼性 

 マッカーサーリバー鉱山では，現在３系列のレイズボール掘削機を操業しているが，

1999 年の操業開始以来トライアル段階であり，稼働率は 100%に達していない。計画で

は 2003 年から稼働率 100%の通常操業になる。通常操業においては，１ヶ月に３本のレ

イズボール掘削を完了することとしており，１年間で３６本の掘削を実施することとし

ている。 

 前述までの通りマッカーサーリバー鉱山では，信頼性の高い現状技術を適用している

ため基本的には装置の稼働率は高く，動作の信頼性も高い。ただし，作業自体が岩盤の

掘削であり，局所的な岩盤の性質の変化等の影響を受けるため，外部事象（外的な要因）

による故障等により稼働率が低下する可能性はある。本調査においては，レイズボール

装置のヘッド上に岩盤が落下しヘッドが破損する事例が発生したことを確認している。

（調査時に口頭で確認，文献等なし） 

 

 機器の実用化に当たり発生した技術的問題点及び解決方法 

 掘削方法の選定 

 EIS において，マッカーサーリバー鉱山に適用可能な掘削方法を選定するために，

候補技術を 19 種類選択し，次に示す３つの評価項目で絞り込みを行っている。 

i. 非入域（Non-entry）であること 

ii. グラウト／地下水冷却との共用が可能なこと 

iii. 鉱山の地質学的構造に適していること 

絞り込みの結果，第１候補として現状で適用可能な３種類の掘削方法を，第２候補

として将来的に適用の可能性がある４種類の掘削方法をそれぞれ選定している。表 

4.5-2 に選定した掘削方法を図 4.5-1 に掘削方法選定フローをそれぞれ示す。現在まで

に第１候補に示す技術のうちボックスホール工法に関しては，適用の計画はあるが，

現段階ではレイズボール工法による掘削のみ実施されている。レイズボール工法は，

前述した最小の保守と停止時間及び装置破損時の冗長性により補修の緊急性を少なく

するという観点で選定されている。 

 マッカーサーリバー鉱山における CAMECO 社の最大の目的は高い生産性の確保

であり，このために高い稼働率と掘削性能を有する掘削方法を検討した。この中でレ

イズボール工法とボックスホール工法が最も可能性の高い方法として選定された。レ
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イズボール工法の利点は，前述したとおり既存の機器を利用可能な点，掘削機自体は

鉱床の上部に位置する坑道に設置するため，採掘孔下部に複雑な機械装置を必要とし

ないことが挙げられる。 

 

表 4.5-2 マッカーサーリバー鉱山の掘削方法（候補技術） 

第１候補 ボックスホール工法（シガーレイク鉱山でテスト実施） 

レイズボール工法 

遠隔ボックスホール採鉱 

第２候補 ブラストホール採鉱（イーグルポイント鉱山で使用実績有り） 

ジェットボーリング工法（シガーレイク鉱山でテスト実施） 

遠隔レイズボール採鉱 

Viscaria Raise Mining による遠隔採鉱 

 

またボックスホール工法に関しては，AMEC 社がモックアップ装置を製作し，

高い遠隔性を有するシステムである。ボックスホール工法の利点は上部坑道が不

要な点であり，機器の集中配置，制御が可能であり，採掘孔下部に機械装置（掘

削ヘッドを押し上げるためのパイプの自動装填装置やシール，搬送装置等）を集

中的に配置可能である反面，装置が複雑化し，高い遠隔操作性が要求されるため，

操業率低下の懸念から CAMECO 社はマッカーサーリバー鉱山における初期の採

掘方法として採用しなかった。ただし，シガーレイク鉱山における掘削テストの

結果は良好であり，マッカーサーリバー鉱山でもボックスホール工法による採鉱

のテストの実施は計画している。 

 さらに掘削工法としてはジェットボーリングがシガーレイク鉱山でテストされ，

良好な結果であったことから，CAMECO 社では同工法のマッカーサーリバー鉱

山への適用を検討している。ただしジェットボーリング工法はボックスホール工

法のヘッドの代わりに高圧ウオータージェットノズルを取り付け，ノズルを回転

させることにより円筒形に採掘する工法であり，ボックスホール工法と比較して

掘削により落下する鉱石が小さく，回収が容易であることが考えられる。 



 
図 4.5-1 マッカーサーリバー鉱山の掘削方法選定フロー 

 

b. 地下での鉱石のハンドリング 

 マッカーサーリバー鉱山では，地下での鉱石のハンドリングに関して，1995 年に発

行された環境影響評価書（ＥＩＳ）に記載された設備仕様から数回の変更を受けて現

在に至っている。当初の計画では，ボックスホールあるいはレイズボール掘削機で掘
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(５)

削した鉱石は，掘削孔下部のシュートで受け，直接破砕機により破砕した後ポンプで

圧送し，粉砕工程にて微粉に粉砕した後，スラリーとして地上に搬送するシステムを

適用する予定であった。1998 年に発表された論文8では，レイズボール工法用の可動式

スキッドが検討され，可動式スキッドに組み込まれた振動ふるいにより粒径 20mm 以

下の鉱石はスラリーとして後段に圧送し，粒径 20mm 以上の鉱石はコンテナに充填さ

れ遠隔操作の搬送装置で搬送され半自動の粉砕器で微粉に粉砕した後，スラリーとし

て地上に圧送するシステムが考案された。しかし，1999 年以降の操業で実際に使用さ

れたのは，単純なシュートと搬送用の LHD の組み合わせであった。 

 掘削方法および地下での鉱石のハンドリング方法の選定において，CAMECO 社は高

い生産性の維持の観点から故障確率が低く，被ばく低減につながるシステムの採用に

努めている。故障及び被ばくが最も多いのは掘削孔下部での作業であり，掘削孔下部

に複雑な機械装置類を配置しない掘削工法（＝レイズボール工法）を使用し掘削孔下

部での作業のうち最低限の部分（LHD の操作のみ）を遠隔化することにより，稼働率

が高く，被ばくの可能性を低減したシステムを構築した。また，CAMECO 社では，汚

染を低減するために坑道の全体換気と局所換気を組み合わせて，全体換気において汚

染区域の上流側に作業員を配置し，特に汚染（した粉塵）が発生する掘削孔下部のシ

ュート内部を局所換気により負圧維持することにより汚染（による被ばく）を低減し

ている。 

 

 品質管理項目・検査方法等 

 マッカーサーリバー鉱山において要求される品質は，キーレイク鉱山に搬送する鉱石

の品質である。キーレイク鉱山に搬送する際には，輸送基準を満足するためにウランの

含有率を管理する必要がある。また，キーレイク鉱山でのスラリー抜き出し装置の性能

からスラリーの固形分比（鉱石等の固形物の重量比）を管理し 50%とする必要がある。

これらを管理するためにまず掘削した鉱石の線量測定により鉱石をウラン含有量毎に分

類し，破砕後に２種類のウラン含有率（10%U3O8，30%U3O8），固形分比 50%のスラリ

ーを作成し，地上で２種類のスラリーの配合を制御することでウラン含有率を制御して

いる。ウラン鉱石の品質管理に関しては，図 4.4-16 に示すとおり 0-0.03%から 61.64%

までの９段階に分別されており，LHD のバケット内の鉱石のγ線強度により品質を判

断している。ウラン含有量 0.03% U3O8以下は酸性廃棄岩石として，0.03 から 2.0% U3O8
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(６)

4.5.2

(１)

(２)

の範囲は鉱物を含む岩石として地下採鉱場の粉砕された埋め戻し材として利用されるか，

キーレイク施設に運ばれ mined-out pit 内に永久処分される。一部の鉱物を含む廃棄岩

石は非常に高い品位の鉱石との（品位調整用の）混合材としても利用される。 

 

 要素技術開発への適用性の観点から想定される調査項目の調査結果 

 前項までの調査結果から，操業におけるオーバーパック搬送定置への適用可能技術に

関しては適用技術はないが，付帯技術のうち，通信制御，放射線管理，湧水処理，換気

に関しては処分場に適用可能であると判断した。 

 マッカーサーリバー鉱山の施設を設計する際に CAMECO 社は，信頼性が高く故障が

少ないシステムとして単純な装置の組み合わせによるシステムを採用していることが判

った。このシステムは，装置開発への投資が少ない点，施設の高稼働率を維持可能な点

で，商用施設のシステムとして優れた選択であると考えられる。日本の処分場は商用施

設ではないため，マッカーサーリバー鉱山とはシステムの選定基準自体が異なることか

ら，日本の処分場におけるシステムの選定基準を設定し，選定基準に応じたシステムを

選定する必要があると考えられる。 

 

 遠隔操作概念への適用性の観点から想定される調査項目 

 機器のメンテナンス方式 

 マッカーサーリバー鉱山では，すべての機器に直接保守の概念が適用されている。 

たとえば，レイズボール掘削機も LHD のバケット上に回収し作業員が直接作業で水洗

により除染した後にメンテナンスを実施する。メンテナンスは，日常点検，一定使用時

間毎の定期点検，オーバーホールに分類され，日常点検は現場で，定期点検は地下のワ

ークショップで，オーバーホールは地上の保守施設で実施する。 

 

 遠隔作業中の不具合及び事故発生時の救援方式 

 マッカーサーリバー鉱山では，採掘孔下部近傍での LHD の遠隔操作以外に遠隔作業

は無い。遠隔作業中の不具合に関して検討はしていない。 

レイズボール掘削機に関する鉱床内での閉塞についても，駆動部はすべて鉱床上部の

坑道に配置しているため，装置の故障の復旧は容易である。また，シャフトの曲げに関

しては，ボックスホール工法のような押し上げ方式や掘り下げ方式と比較してレイズボ
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(３)

ール工法はシャフトを引っ張るため曲げが発生しにくい構造となっている。さらに掘削

対象であるウラン鉱床の岩盤は強度が低く，通常想定される岩盤の掘削よりもレイズボ

ール装置への推力（引張力）と回転トルクの負担が小さいため，鉱床内での閉塞は想定

していない。 

 保守および事故の抑制 

鉱山を運営している CAMECO 社は，作業員の健康と安全ならびに環境保護に関して，

強い誓約をしている。基本的放射線安全教育プログラム等の実効的なプログラムと方針

により，事故を起こす可能性の除去ないしは管理を実施している。マッカーサーリバー

は 1999 年に国家鉱山安全賞の受賞により，すぐれた効果を発揮していると認められて

いる。 

鉱山は事故や火災のような地下と地上の緊急事態の処理に対応した要領（Code of 

practice）を設定している。要領はキーパーソンの責任や警報の使用と避難プロトコル

を明確にしている。 

地下での作業員の重大な災害は，これまで 1 件しか報告されていない。これは，1995

年 6 月に岩石の一片が落下，鉱夫に当たったもので，脛部および足に傷害を負った。地

下採鉱，放射線防護または環境への汚染物質の放出に関して，違反は報告されていない。

サイトでは従業員健康安全委員会が重要な役割を果たしている。会社は契約者に対して

も，従業員と同じ健康と安全規定により，監視し評価する政策を採用している。 

非常事態対応チームには，森林火災消火，工業火災消火，救急，地下および地上での

救助と危険物質漏洩対策の訓練実施が確立されている。これらのチームは基本的には作

業員のボランティアにより構成されている。いかなる緊急事態に対しても，できる限り

早く抑制できるよう予備の計画も確立している。緊急漏洩対策の予備の計画は 1995 年

EIS 図書に記載されている。 

放射性物質を含む全ての危険物質は，カナダ危険物輸送規則に従って輸送される。輸

送の大半はトラックによって行われる。 

鉱山の建設に先立ち，全ての設計と技術プランは，外部の主要なコンサルティング会

社により危険性と運転性能が評価される（HAZOPS）。HAZOPS は各構成装置の運転性

に冠する潜在的問題点と運転不能要因が抱えている影響に注目した。詳細の報告はフィ

ージビリティースタディーレベルで作成されており，あらゆる主要な欠陥を発見できる

ようにデザインされている。今回の調査では，重要な問題は発見されなかった。 
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(４)

4.6

4.6.1

(１)

更に，人間の健康と安全評価研究も認可されたコンサルタントにより実施された。放

射線リスク評価と鉱山設計の目的で，被ばく量の制限値は（わずか）年間 5mSv を採用

した。鉱山の運転寿命 20 年間をベースに生涯のリスク予測を含め，ウラン採鉱と粉砕

による累積された影響もモデル化された。これらの広範囲なベースラインとモデル研究

は，トバイレークのような流出点付近での，あまり重要ではない局地的な環境への影響

が示されただけである。 

非常に高品位のウラン鉱床であるが故に，１日当たり必要な鉱石の採鉱は 125t から

150t に過ぎない。マッカーサーリバーからキーレイクへの鉱石の運搬は，１日 8 から

10 回に過ぎない。それゆえ，鉱山における人員，装置と保守の必要性は大変控えめであ

り，2001 年におけるウランの生産計画は予定より先行して進んでいる。 

 

 遠隔操作概念への適用性の観点から想定される調査項目の調査結果 

 機器のメンテナンスや不具合防止，事故発生時の救援に関しては，日本の処分場の操

業施設検討においてもマッカーサーリバー鉱山と同等以上の十分な対応を考えている。

保守と事故防止の総合的な考え方に関して，マッカーサーリバー鉱山では十分な設備的，

制度的対応を実施しており，参考にする点があるが，操業中の事故防止に関しては，む

しろ日本の核燃料サイクル関連施設を参考にすべきであると考えられる。 

 

  日本の処分概念への適用に関する検討 

 マッカーサーリバー鉱山の操業に関して考えると，遠隔化，自動化の適用は限定されて

おり，ほとんどの装置・機器は市販の製品をそのまま使用しているか，市販の製品に手を

加えて使用している。遠隔化・自動化の観点では，現段階での日本の処分場における操業

設備・機器のほうが遙かに高い要求をされていると考えられるため，直接的に日本の処分

における操業施設，設備に反映することは難しいと考えられる。 

 ここでは，高品位ウラン鉱山と日本のＨＬＷ処分場における遠隔化（自動化）の差違を

検討することにより日本の処分概念構築において今後どのような作業が必要であり，どの

ような課題があるかを検討した。 

 

 高品位ウラン鉱山とＨＬＷ処分場との操業条件の比較 

 マッカーサーリバー鉱山における作業の遠隔化，自動化の評価 
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 マッカーサーリバー鉱山における高品位ウラン鉱石の掘削に関わる作業についての評価

を実施する際に，機械化，自動化，遠隔化という観点で技術の適用度合いを評価した。こ

こでいう自動化とは，自動制御*1 により動作する機械・装置の導入であり，遠隔化とは同

様に遠隔制御*2 により動作する機械・装置の導入であり，機械化とは，自動制御および遠

隔制御を伴わない機械・装置の導入であり，単なる操作の機械での代替のことをいう。ま

た，自動制御と遠隔制御とは独立した概念であり，遠隔制御する装置でも自動制御による

自動操作を伴わない機械・装置は手動操作する必要があり，自動制御する装置でも，遠隔

制御による遠隔操作を伴わない装置・機械は直接操作する必要がある。つまり，作業員が

直接実施していた作業を，機械で代替する機械化に自動制御を付与すると自動化，遠隔制

御を付与すると遠隔化となり，機械化は自動化，遠隔化の必要条件であるが，自動化と遠

隔化は相互に独立した概念であり，遠隔手動，直接自動という方式を選択し得る。 

 

*1 自動制御：機械が機械をコントロールすることをいう。昔は機械の各部の作動の状態を

示すデーターたとえば温度，速度，圧力などを測定する計器を人間が監視し，

それらが正常値から偏向すると，それをもとに戻すために機械の制御機構を

人間が操作した。それに対し自動制御はそれらの監視（計測）データーをコ

ンピュータなど機械の司令部に自動的に戻し，人力を経ないで直接制御機構

を働かせるような機構である。 

*2 遠隔制御：オートメーション化した工場などで，機械から遠く離れたところで機械を制

御すること。メーターを見ながら制御するだけでなく，各種のセンサー，工

業用テレビなどが利用されている。製鉄所の転炉，圧延機の遠隔制御などは

その代表的なものである。また化学工場，水力・火力・原子力発電所など大

規模な産業施設では機械類をそれぞれバラバラに遠隔制御するのではなく，

中央制御室を設けそこですべてがバランスよく最適に動くよう遠隔制御する

ようにしている。 

 

 マッカーサーリバー鉱山における掘削作業に関わる作業のうち鉱石の掘削，ハンドリン

グに関わる工程に関して機械化，自動化，遠隔化を評価した。評価結果は，表 4.5-1 に示

したとおりであり，鉱石の掘削，ハンドリングに関してはすべての工程が機械化されてい

るが，自動化されているのはごく一部であり，工程が完全に自動化されているものはない。
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(２)

また，遠隔化に関しては，スラリーのハンドリングでは適用されているものの，掘削や鉱

石の回収，搬送といった固体のハンドリングでは部分的に適用されているだけである。 

 

 処分場との操業条件の比較 

マッカーサーリバー鉱山（高品位ウラン鉱山）における操業技術の HLW 処分場の操

業への適用性を検討する場合，それぞれの施設・設備の前提条件を検討する必要がある。

表 4.6-1 に高品位ウラン鉱山とＨＬＷ処分場との比較の結果を示す。高品位ウラン鉱山

の場合は，遠隔化（自動化）の目的が高い生産性の確保にあり，生産性阻害要因となる

事故や故障を低減するために簡素な機器構成を採用しており，被ばくの大半を占める掘

削孔直下での鉱石のハンドリング作業についてのみ遠隔操作を適用することとしている。

ここで，複雑な機器や機構を生産性阻害要因としているのは，ウラン鉱山における作業

対象が岩盤自体であり，岩盤の強度等により掘削の状況が絶えず変化することから遠隔

化，自動化が必要な掘削孔下部への，鉱石塊の落下等が想定されることを考慮した判断

であり，マッカーサーリバー鉱山における特徴的な問題であると考えられる。 

一方でＨＬＷ処分場の操業では，建設時に掘削等の施工を完了しているため岩盤自体

は施工の対象ではなく，坑道自体も操業期間中は自立している（あるいは自立するよう

に補強している）という前提であるため，ウラン鉱山と比較して高い遠隔化や自動化が

可能であると考えられる。 
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表 4.6-1 高品位ウラン鉱山と HLW 処分場との比較 

 高品位ウラン鉱山 HLW 処分場（操業） 備考 

作業対象 ウラン鉱床（岩盤自

体が作業対象） 

廃棄物（岩盤自体は

作業対象ではない） 

現場締固めの場合は

岩盤自体の影響を考

慮する必要がある 

遠隔化（自動化）の

目的 

高い生産性を確保す

るための合理化およ

び被ばく低減 

作業員の被ばく低減

を含む高い安全性，

信頼性の確保 

 

機械化 機械化している 機械化が必要  

自動化 掘削作業等は部分的

に自動化している 

ある程度の自動化が

必要 

 

遠隔化 ほとんどの作業は遠

隔操作対応であるが

遠隔操作していない 

遠隔操作の適用が必

要である 

 

 

4.6.2 研究開発・実証課題の抽出 

 前述したようにマッカーサーリバー鉱山の操業は，実際に岩盤を掘削する作業であり，

非常に不確実性の高い対象物に対する作業であるため，高い生産性を重視するという観

点から過度の遠隔化，自動化を実施していない。一方で，高レベル放射性廃棄物の処分

における操業は，鉱山における掘削作業と比較して作業対象物の不確実性は低いと考え

られるため，ウラン鉱山と比較して高い遠隔化，自動化が可能であると考えられるが，

高い安全性を確保するという観点から，鉱山同様過度の遠隔化や複雑なシステムの導入

は，故障原因となり，安全性を阻害する可能性がある。 

 日本では，処分場サイト候補地が未決定であるため，操業システムをサイト地質条件

に最適化することができず，ジェネリックなサイト条件に対して設計裕度を持ったシス

テムを構築することが要求されている。今後建設が予定されている地下研究施設では，

これらの遠隔化，自動化の要求度合いを実際に検証することにより，操業システムの単

純化がどの程度図れるかを確認することが重要であると考える。 
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(１)

(２)

(３)

(４)

 処分場の操業の機械化要求 

 日本の処分概念 7 で示された処分場における操業では，１日に５本の廃棄体を定置す

る必要があるとしている。また，廃棄体は重量が８トンと重く，内包するガラス固化体

からの放射線により作業員が近くに接近することができない。重量，環境両面から廃棄

体を定置する作業に関しては作業自体を機械化する必要がある。また，緩衝材に関して

も１日に廃棄体５本分の緩衝材を定置することを考えると作業自体を機械化する必要が

あると考えられる。 

 処分場の操業の自動化要求 

 原子力施設において物流の観点でのハンドリングは，基本的に手動操作で対応してい

る。高レベル廃棄物取扱セル等においても大部分の操作は遠隔手動操作で対応している。

これは，安全確保の観点で機械の誤動作による事故を回避するために人間系による判断

を介在させる場合と，インセルクレーンのように汎用的な用途であることから動作の自

動化が難しい場合とが考えられる。安全確保の観点から考えると，処分場の操業におい

ても自動化要求のレベルは高くないと考えられる。ただし，処分場を物流システムとし

て捉えると，４万本の搬送対象をそれぞれ別の場所に搬送するという作業では，物流動

線が錯綜することが考えられるため，操作自体は自動化しなくとも，工程設計等の自動

化が必要であると考えられる。 

 処分場の操業の遠隔化要求 

 処分場において，廃棄体を定置した処分孔（処分坑道）を緩衝材で埋め戻すまでの間

は十分な遮へいを確保することができないため，作業員の被ばく低減を考えると遠隔操

作が必要であると考えられる。ただし，カナダのウラン鉱山における LHD の遠隔操作

が掘削孔から約 30m の距離における有視界遠隔操作であることを考えると，放射線防護

の観点では，必要な距離および遮へいを確保することが重要であり地上あるいは坑底（シ

ャフトの地下ステーション）からの操作の要否を検討する必要がある。 

 

 研究開発・実証課題 

 ウラン鉱山における機械化，自動化，遠隔化の現状及びウラン鉱山と HLW 処分場の

操業との施設設計条件の差違を考慮し，今後 HLW 処分技術の確立のために必要な研究

開発・実証課題を抽出した。前述の通り，現段階ではジェネリックなサイト条件に対し

て設計裕度を持ったシステムを構築することが要求されているが，日本における大深度
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4.6.3

地下の地質環境条件を把握することにより操業施設の最適設計を実施する必要がある。

つまり，現状では遠隔化，自動化について過剰な設計要求となっている可能性があるた

め，地下の環境条件を把握することにより「最適な遠隔化，自動化の設計要求のレベル」

を設定すると共に「地下で使用した場合の現状技術の遠隔化，自動化の信頼性」を確認

していく必要がある。また，地質環境条件による影響が非常に大きい坑道横置き定置方

式に関しては，具体的な地下の地質環境条件における適用性を確認する必要があると考

えられる。以上のような観点で抽出した課題を以下に示す。 

 

・操業設備，機器の動作信頼性の確認 

・操業設備，機器の遠隔化・自動化の適用レベルの確認 

・操業設備，機器の遠隔化・自動化の動作信頼性の確認 

・坑道の力学的安定性の確認（操業時の負荷を含む） 

・坑道掘削，仕上げ精度の確認と横置き定置技術の実証 

・現場締固め施工による岩盤への力学的影響確認 

・再取り出し技術の実証 

 

 技術導入の必要性・可能性の検討 

 マッカーサーリバー鉱山の施設のうち，作業の遠隔化を想定していた地下施設での掘

削および鉱石搬送作業に関しては，機械化は実施されていたが，遠隔化，自動化は行わ

れていないと評価することができる。日本の処分概念 7 で示された処分場における操業

施設のうち地下施設では，坑底設備から処分坑道の定置位置まで数キロメートルの距離

があり，地下での廃棄物のハンドリングを完全に遠隔・自動で実施することを考えてい

る。マッカーサーリバー鉱山における遠隔化がたかだか 30m の距離からの目視による遠

隔操作であることを考えると，遠隔化の観点では，日本の処分場における操業施設に要

求されている基準を遙かに下回るため適用性に関しては利点が少ないと考えられる。つ

まり，遠隔操作技術の観点ではマッカーサーリバー鉱山の技術を導入する必要性は低い

と考えられる。 

一方で遠隔操作以外の技術の導入という観点では，既存技術を利用しているため，マ

ッカーサーリバーで使用しているあらゆる技術を導入することが可能である。 
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5.

5.1

 炭坑における遠隔採掘，搬送技術（ドイツ） 

 調査方法 

 炭坑における遠隔採掘，搬送技術の導入の目的は，合理化であると考えられる。また，

高品位ウラン鉱床と比較して事例件数が多いことが考えられる。このため，炭坑における

遠隔技術に関しては適用の事例を広く調査し，実績や技術の傾向を把握するとともに現状

の最先端と考えられる事例に対して調査を実施することが必要であると考えられる。この

ことを考慮し，炭坑における遠隔技術の調査は図 5.1-1 に示すステップで実施する。図 

5.1-1 に示すステップは，まず広く適用事例を調査し，詳細調査すべき事例を抽出して，

詳細調査を実施するという手順になっており，適用事例の概要調査以外は高品位ウラン鉱

床の調査と同じ手順で調査を実施する。ただし，安全管理基準に関しては，ウラン鉱山で

は放射線防護の観点での調査を重視したのに対し，炭坑では一般的な安全管理基準を調査

することとした。 

 

炭坑における遠隔技術適用事例の概要 

↓ 

炭坑における安全管理基準 

↓ 

設備設計概念と方式選定の基準 

↓ 

設備の概要 

↓ 

日本の処分概念への適用に関する検討 

図 5.1-1 炭坑における遠隔技術調査の作業フロー 

 

5.2

5.2.1

  炭坑における遠隔技術適用事例の概要 

 炭坑における掘削技術 

 炭坑における遠隔採掘技術調査として，まず，炭坑における掘削技術の動向を調査した。

文献検索等の結果，米国における炭坑の技術開発と生産性に関する文献を確認した。9 

 米国では，1980 年代以降，露天掘りによる採掘が地下石炭鉱山での採掘量を上回り，現



在ではおよそ２／３が露天掘りとなっている。これは，従来から続く東部の炭坑と比較し

て西部の炭坑の生産性が高くコスト競争力を有しているためである。 

表 5.2-1 米国での石炭採鉱の内訳 

 
 

 

図 5.2-1 米国での石炭生産量と価格の推移 

また，表 5.2-2に示す石炭の生産性に目を向けると，作業員１人あたりの生産性は西部の露
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天掘りが最も高いが，西部の地下石炭鉱山での長壁式（Longwall）工法による採鉱の生産

性は東部アパラチアでの露天掘りの生産性を上回っている。また，生産性の伸びに関して

見ると1980年から85年にかけての延びが大きい。地下石炭鉱山に関しては長壁式工法の普

及時期と重なっている。ちなみに，1970年代の生産性の低下は，炭坑における安全衛生法

（The Coal Mine Health and Safety Act of 1969），露天掘り鉱山の管理埋め立て法（ the 

Surface Mine Control and Reclamation Act of 1977）および空気清浄法（the Clean Air Act 

of 1970）等の安全衛生，環境立法に起因すると考えられる。 

 

表 5.2-2 米国の炭坑における生産性の推移と現状 

 
1980 年代の米国における地下石炭鉱山における生産性の向上は，長壁式工法の適用の効
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果と考えられる。図 5.2-2 を見ると従来の残柱式（Room and pillar）工法では，石炭層を

掘削する際に上部の岩盤を支持するための支柱部（pillar）を残して掘削していた。この

工法では，掘削現場が分割されるため，搬送装置の集中的な配置ができない点や支柱部の

採鉱ができない点等，効率低下要因が挙げられる。一方の長壁式工法では，石炭層に対し

て長い掘削面を往復動作で掘削し，図 5.2-3 に示すように掘削部の上部のみを機械式の支

柱で支持し，掘削終了部は上部岩盤を支持せずに陥没させている。この工法では，掘削面

および掘削面の左右に搬送装置を集中的に配置できる点，上部の岩盤を支持するエリアが

きわめて小さい点，支柱部が不要な点等により，生産性が向上していると考えられる。 

長壁式工法に関しては，1980 年代に普及し，機械化，自動化が進められており，800m 以

深と比較的深度の深いドイツの石炭鉱山（hard coal の鉱山）で広く普及している。 

 

 

図 5.2-2 残柱式（Room-and Piller）工法と長壁式（Longwall）工法10 
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図 5.2-3 長壁式工法の断面模式図 

 

図 5.2-4 長壁式工法における掘削装置 

 

 炭坑における遠隔採掘，搬送技術に関しては，経済性の観点から長壁式工法が採用され

たことが確認できたが，地下石炭鉱山では広く採用されている工法であることから，具体

的な調査対象を絞り込むことが必要であると考えられる。 
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(１)

 露天掘りとのコスト競争の観点から現存する地下石炭鉱山では合理化，経済性向上を進

めていると考えられ，長壁式工法にも改良が加えられて作業員数の抑制，作業効率向上の

ために自動化を実施しているものと考えられる。 

 本調査では，処分への反映という観点で技術調査を実施する必要があるため，ルール，

ザールといった炭鉱エリアを有し，米国と同様に石炭産業が盛んである点，処分場の操業

に関して鉱山当局が監督省庁であり，処分場および処分場候補地調査（Gorleben サイト，

Konrad サイト，Morsleben サイト）において炭鉱，鉄鉱石鉱山および岩塩坑道等におけ

る鉱山技術を有効に活用している点に着目しドイツにおける調査を実施した。 

 

 ドイツの石炭産業 

 従来からドイツにおいては，その国内資源として石炭を豊富に算出し，コスト的に割高

ではあるが，現在でも発電用として採掘を継続している。しかしながら採掘会社は統合さ

れてきており，現在，Deutsche Steinkohle AG （略称 DSK，英文名称 German Coal 

Mining Corporation）のみがドイツ国内での採掘を実施している。本調査においては，ド

イツの地層処分の実施主体でもあるDBEに対してドイツの炭坑における遠隔技術を調査，

報告させるとともに，実際にドイツの炭坑である Voerde Sehaft に赴き，現地の遠隔技術

の適用状況を確認した。 

 DSK は，欧州最大の民間の石炭生産者である。この会社は，ドイツの一次エネルギーの

国内資源を確保する上で重要な役割を果たしている。石炭の生産は国のエネルギー自給政

策上，戦略的に重要であると考えられているため，石炭産業の生産コストが，国際的な石

炭価格を上回っている実情にもかかわらず，ドイツ国内では政府の助成の下で石炭の生産

が大規模に行われている。しかしながらとりまく環境の変化に適応するため，ドイツの石

炭産業は，特にここ数年間その操業を縮小することを余儀なくされている。ドイツの石炭

産業は，現在，その出炭量を適正化し，2005 年の出炭量を 2600 万トン程度まで順次減少

させるべく努力している。品位の低い原料の産出が避けられないことから，この場合，5000

万トン程を採鉱することを意味している11,12,13,14。 

 



 

図 5.2-5 ドイツにおける炭坑 

  

 ドイツの石炭産業が現状の経済的な条件下にあって引き続き進化・発展していくために

は，合理化努力を継続すると共に石炭産業の技術開発を進めていくことが重要である。ド

イツの炭鉱は以下に示すとおり国際的な比較において石炭の埋蔵条件が悪いにも係わらず，

エネルギー自給政策の観点から前述した合理化，技術開発の努力が継続されていることに

留意する必要がある。 

 構造上の歪（Tectonic strain） 

 母岩が大深度にありかつ高温であること 

 高い掘削密度（high excavation density） 

 石炭層の厚さにバラツキがあり，かつ，それが部分的にガスを多く含有している

こと 

 

 この様な埋蔵状況の悪さによる生産性の低さを克服するべく，DSK では採炭作業の高効

率化のための技術と手法を開発してきた。その作業効率は，1990 年来 20％以上も向上し

ている。同期間内に稼動している坑道（operating pits）はその三分の二に減少した。こう

した展開に加え，切り羽の産出量は，70％以上増加し，また，その進行率は，同期間内に

約 40％増加した。 

 こうした発展は，ドイツの採炭装置供給者との密接な協力の下，DSK が行った応用技術
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の絶え間ない改善によるものである。その作業効率の向上には，採炭技術，揚荷・運搬技

術および支援技術の効率向上及びその標準化が大きく寄与している。こうした重要な活動

分野において，石炭産業での最新の技術は，以下のような特徴を持っている

15,16,17,18,19,20,21,22,23。 

 切削および掘削装置（plough system）の使用に際し，全自動操作と支持構の移

動を可能にする電動水圧支持制御（electric hydraulic support controls）の適用 

 モジュール化，標準化したシールド型サポートの edge での大きな抵抗，支持力 

 プロセス・モニタリングおよび自動プロセス・運転と同プロセス制御への最新の

技術によるマイクロ・プロセッサーおよびプロセス・コンピューターの適用 

 予定外の故障を減らすための改善された遠隔による機械の故障診断予測 

 

 作業効率向上という点では，採炭作業の高効率化の一環として，採炭地点での集中度を

更に高めるために，採炭技術と採炭地区の割り付けについての研究が実施されている。24,25 

 

ドイツにおいては，先に述べたように積極的な機器開発と自動化が実施されており，図 

5.2-6 に示すように，基本的には全ての主要な作業を統合的に管理できる操業システムが

開発，適用されている。 



 
図 5.2-6 ドイツの炭坑における操業の管理システム例 
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5.3  炭坑における安全管理基準の調査 

 生産効率の向上への要求に対応するために機械化と自動化の比率が高まることにより，

経済性は向上するが，一方では機械化や自動化に伴う新たな災害を排除，減少し，また作

業者の緊張を緩和するための作業手順の変更や機械およびシステムの新たな開発を継続す

ることが必要となっている（図 5.3-1 参照）26。 

 
図 5.3-1 長壁式工法における技術的開発と安全性開発 

 

 この新たな開発で特筆すべきなのは，安全上重要なデータや情報を視覚化し蓄積する技

術，装置と遠隔監視システムを含むモニタリング装置を継続的に開発していることである。

現行の要求事項を満たすためにドイツの炭鉱では，コンピュータ支援による安全制御室が

導入されている。 

 システムを構成する各ユニット間の信号の授受効率を向上させるためのシステム構築の

基本的条件は，システムの計画段階で既に考慮されており，シミュレーションや統合化し

た採鉱配置計画を有効に運用するための現場計測，コンピューター支援による換気のシミ

ュレーションといった予測とモデル化に最新の機材，あるいは強力なガス吸引等を用いる

ことにより，今日の非常に厳正な安全に対する要求事項が遵守されている。 

 石炭の切り羽の長さの決定に際しては，採鉱や運搬だけでなく，その安全性要因も考慮

されている。安全性要因のうちで最も重要な点は，爆発防止および緊急事態発生時の作業

員の脱出を確実にする措置に関するものである。炭坑当局は，この点につき諸規則を発行
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5.4

5.4.1

(１)

している。 

 従来の爆発防止設備である水樋，散水システム，大排出消火システムでは，常に形状を

変え，移動して行く長壁式工法における石炭切り羽における爆発防止には対応できないこ

とが示されている27。 

 一方，他の火災防止手段と同様に切り羽への散水（cutting drum wetting ）のような爆

発防止手段は，非常に効果的であることが検証され，実質的な改善がなされている。 

 長壁と運搬坑道から成る全体のシステム内の爆発防止を改善するために，アクテイブな，

可動式の水樋引き金式抑制装置が開発・改良され非常に高い性能を有するに至っている。 

 この様な水桶引き金式抑制装置は，爆発の広がりを小さい範囲に抑制するという点に関

して，従来の防止システムと比較して経済性の面で優れている。 

 

 ＤＢＥの調査から，定性的な表現ではあるが，火災・爆発の抑制と緊急時の作業員の避

難経路の確保が重要な項目であることは確認できた。また，安全性確保の考え方を施設設

計の速い段階で組み込んでいることが確認できた。 

 

  設備概念 

 概念設計への適用性検討の観点から想定される調査項目 

 操業のフロー 

 前述した図 5.2-2 に示されるような長壁式工法を採用する石炭採掘における操業のフ

ローは，図 5.4-1 の様に整理される。ここでは，いかに効率よく石炭を掘削し，地上へ

の輸送システムに移送するか重要であり，この為に切り羽システム（plough system）

と呼ばれる採掘システムが用いられている。 



 石炭の掘削 

掘削した石炭の輸送システムへの移送 

コンベアベルト等を用いた石炭の地上への輸送 

地上における石炭の分別 

石炭の出荷 
 

図 5.4-1 操業のフロー 

(２) 機器の構成と仕様 

 この長壁式工法で用いられている採掘システムは，切り羽システム（plough system）

と呼ばれ，基本的に次のサブシステムと構成品から成っている28： 

  

そり（sledge）に似たベース（blade 付きおよび blade なし）付きの切り羽本体 

 牽引手段としてのチェーン 

 切り羽本体の部品，チェーンガイド，その他の付属品（こぼれ受（spill plate），エ

ネルギーおよび水管のガイド，データーおよび信号施設，照明，および必要に応じ

て防塵用装置）付き切り羽コンベヤ 

 切り羽コンベヤー用加圧および引き抜き装置 

 下に横たわる地層に関連する切り羽コンベヤの位置決めコントロ－ル用の設備と

切り羽の切削レベルを制御するための設備 

 切り羽および切り羽コンベヤ用の運転ステーション 

 自走の支持構と関連する長壁に使用される切削装置の支持構，および必要な場合運

転ステーションの支持構必要な切換えおよび監視サブシステムを含む電気的およ

び油圧的なエネルギー供給用の施設 

 完全な石炭掘削システム用の施設と中央制御ステーション 

 

 切り羽本体の建造の詳細（図 5.4-2 参照）は，基本的には，石炭の埋蔵条件，石炭採
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掘および運搬の要求条件，動きの安定性および切り羽の操作によって異なってくる。 

 

 

図 5.4-2 長壁式工法で用いられる掘削装置の概念図 

 

 切り羽により掘削された石炭の運搬には，通常，単独または二重チェーン方式のチェ

ーン・コンベヤーが使用されている。ラムのホルダー，ケーブル，コンジットおよび必

要な場合の動力供給装置は，チェーン・コンベヤーの採掘済側（goal side）に取り付け

られる。底部ワイヤ付きのチェーン・コンベヤーが，多く使用されている。 

 油圧シリンダーは，ロングウォールコンベヤーを石炭切り羽に押し付けるために使用

されている。同時に，油圧シリンダーは，切り羽に破砕に必要な圧力を供給する。油圧

シリンダーは，動力供給装置とは独立して働く自走式支保構あるいはラムの一部と一体

になっている。 

 これら前述の油圧シリンダーは，切り羽の切削深度の調整と切り羽の垂直度合いの維

持用いられている。 

 切り羽の高さは自走式支保構内の長壁面支持構造に内蔵された統合制御システム経由

で制御される。例えば，切り羽の高さ制御は，カンチレバー式の制御で実施され，切削

面角度はピストンロッドの動作により制御される。 

 切り羽および切り羽コンベヤーは，電気機械的な制御によりに運転される。石炭層の

状態により高い切削性能が要求される際には，往復動作の切り羽および対応したコンベ

ヤー（主駆動装置および補助駆動装置）を使用する。駆動装置は，電動モーター，カッ

プリングギアおよびスプロケットより構成されている。追加施設によりこれらの駆動装
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置構成品は，オーバーロードから保護されており，また，損傷からも保護されている。

鎖巻き上げ用の装置は運転ステーションに設置されている。切り羽と切り羽コンベヤー

の駆動装置は，同じフレーム上に設置されている。 

 誘導モーターとして，基本的に水冷三相のかご型モーターが用いられている。殆どの

切り羽システムは，ギヤボックスがなく，２スピードで駆動が可能なポール切替モータ

ーで動いている。 

 平歯車または傘歯車が切り羽およびコンベヤーの配置の型に従い使用されている。 

 運転ステーションは十分なスペースがある場合には坑道内に，そうでない場合には切

り羽に配置されている。 

 鎖のない油圧昇降装置と前進装置は，例えば，切り羽や切り羽コンベヤー用の重い運

転ステーションの運搬に用いられている。運転ステーションはラムシリンダーによる前

進速度に従って，昇降シリンダーにより持ち上げられる。 

 今日，支保は，主に，動力を用いたシールドサポートにより行われている。 

 シールドサポートは，とりわけ，早期の天井支持，異なる炭層の厚さへの幅広い適応，

大きい支持力，更に，自走支持システムの自動化あるいは部分的な自動化運転を可能に

している。 

 切り羽コンベヤーと運転ステーションは，必要な場合には何時でも網状のケーブルに

より固定される。これにより切り羽コンベヤーが外れたり，運転ステーションが激しく

揺れたり，跳ね上がったりするのを防いでいる。この役割に加え，張り綱装置は，採鉱

作業速度に合わせて切り羽システムを移動させることができる。張り綱装置は，その型

に従い，岩の合い口（例えばシールドサポート）に固定され，継続的な前進を行うため

の油圧シリンダーから構成されている。 

 切削システムの供給装置は，材料供給と撤去に加え，電力（図 5.4-3 参照）と油圧，

水，圧縮空気を供給するための装置からなっている。供給装置は，作業坑道内の自動供

給列車に組み込まれている。 

 切り羽，切り羽コンベヤー，および自走支持構の制御は，全自動および半自動運転に

より行われている。切り羽施設は手動運転も可能である。全自動および半自動制御は，

切り羽のコントロール・ステーションで行われる。 

 地上の制御ステーションへのデーターの伝達は，適切なデーター伝達システムにより

実施されている。 



 切り羽からの石炭の移送は，坑道内のチェーン・コンベヤーやベルト・コンベヤー・

システムで行われている。これらには，必要な場合，規定寸法を超えた石炭を砕くため

の，ふるいロール粉砕装置（sieve roll crusher facility）が装備されている。必要な場合

には，十分な換気を保証するため，エアー・コンジットのついた換気装置が使用されて

いる。この装置は，掘削装置，切り羽コンベヤーおよび自走支持装置の操作およびモニ

ターリングシステムに組み込まれている29。 

  

 

図 5.4-3 電力供給 

 

 作業条件や作業目的に従い，長壁での採炭のため，異なるタイプの掘削機械（回転せ

ん断式掘削装置 shearer loaders）も用いられている。 

 

 これらの機械は次の点で特徴づけられる： 

 ローラーの位置（機械の側面あるいは機械の前） 

 切断エンジンの配置と数 

 ウインチの数とタイプ 
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 カットドラムを２つ持った掘削機が，主に用いられている。 

 高さの低い石炭層を掘削する場合には，機械の高さを低く押さえるため，機械は，カ

ッタートラック内に設置（図 5.4-4 参照）される。カッタードラムは，機械の前方に配

置される。 

 

 

図 5.4-4 長壁の断面と回転せん断式掘削装置 

 

 掘削機は，部品の組み換えにより広範囲の石炭層の条件に適用できるよう部分的にモ

ジュール設計されている。切り羽は放射状に配置された平刃あるいは接線方向に配置さ

れた円形刃で構成されている。防塵のため，切り羽に内蔵されたノズルから水が散布さ

れる。切り羽コンベヤーヘ掘削された石炭を出来るだけ多く載せるため，土工板（mold 

boards），積込ランプあるいは回収切り羽が用いられている。 

 掘削機は水圧あるいは電動ウインチにより鎖を介して移動させる。コンベヤーと組み

合わされた前進装置により前進させる。 

 掘削機への電力および水の供給は，採炭機用電線ケーブルおよびホースパイプにより

行われている。これらは，コンベヤーの採掘済坑側あるいは鎖型ケーブル沿いに配置さ

れたダクトの中に通してある。 掘削機を取り付けた長壁式工法の場合,自走支持構の前

進と坑道からの切り羽施設への供給は，切り羽による掘削の場合と同じ方法で行われて

いる。 

  

(３) 制御システムの構成 
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 機械的な採炭に掘削機の自動化運転（図 5.4-5 参照）を行うことは，地下作業場所の

条件と採鉱効率を改善するための重要な出発点であり，また，環境制御のための重要な

出発点でもある30。 

 

 

図 5.4-5 長壁式工法における制御システムの全体図 

 

 1990 年代の初めから，最新の回転せん断式掘削装置には，部分的な制御，モニタリン

グおよび診断のためマイクロ・コンピューターが装備されはじめた。遠隔データー伝達

の手段により，切り羽の進行状況，ブラケットの位置，機械のガイダンス，運転および

診断データーといったいろいろなパラメーターが地上およびモニタリング用の地区制御

ステーション内の制御用コンピュータに信号として送られるようになった。 

 ドラム（drum）高さの制御は，未だ手作業によっている。技術者は，例えば，機械

がどのように動いているのか，騒音の状況がどうなのかをチェックし，必要ならば，目

視チェックも行っている。これは長壁式工法の作業環境条件によってはかなり困難なこ

とである。 

 掘削機の自動運転のための不可欠な作業は，石炭をとり囲んでいる岩の境界線に沿っ

て自動的に高さの制御を行うことである31,32。石炭をとり囲んでいる岩の境界線に沿っ

てそのような制御を行うセンサーの開発，採炭過程につき適切なアルゴリズムによる記
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述，更に繰り返し行われる採炭過程をプログラミングする可能性といった事柄は，重要

な前提条件である。 

 学習切削法を用い，部分的に自動化された高さ制御の技術は，既に開発済みである。 

これに加えて，特定の運転条件用に開発されたセンサーおよび制御システム，その他の

技術は存在している。ドイツの石炭産業の条件の中にこの技術を移転するには制約のあ

るもの，実際の運転でこれを実現するとなると疑わしい点もあり，この知識・知見は，

部分的に適応され，実施されうることになるであると考えられる。 

 これらの自動化のための体系的なセンサー技術開発と平行して，開発された計測方法

の実験が地下で行われた。適切なセンサーの組み合わせは，要求されることに対する結

果の評価により決定された。モデル支援制御に対する信号および情報プロセッシングの

鍵となる機能は，問題解決能力に関して選ばれ，級分けされたセンサー技術と組み合わ

されている。解決のためのいろいろな案が作り出され，中央制御機能用に評価されてい

る。即ち，モデルの構築とその最新化，センサー・データーの融合および詳細モデル概

念とセンサー・データーの融合に基づき形成される機械システムの状況評価が行われた。 

 既存の 掘削機械制御に関連して，センサーと制御システムをテストするために制御

プロセッサーがデザインされ，作られている。ハイブリッド制御は，基本的な制御とな

っている。構造発生騒音センサー，切り羽計測センサーおよび光学センサーからの情報

は，並行して冗長アルゴリズムにより評価され，有意な情報として整理される。 

 切り羽計測および予備的な調査による先行情報，地質学的計算および厚さ資料を基に，

周辺モデルが作られた。回転せん断式掘削装置の状況評価とモデル構築のための周辺評

価が実施された。ここでは参照地点からの差異を計算して作られた坑道補償付き傾斜計

を用いている。重要な作業課題実施のシミュレーションにより，この制御システムは，

テストされ，開発されたアルゴリズムは，チェックされ，最適化され，試運転機械開発

のための必要なガイドラインが作り上げられた。この作業を継続的に行っていく狙いは，

切り羽 19,20,2933,34での包括的な制御の組み合わせとして，回転せん断式掘削装置の自動

制御と支持構の自動制御との組み合わせにあるべきである。 

 切り羽については，自動制御システムが作られており，35の一ケースで，通常運転で

実際にテストされている。 

 採炭切り羽地点での高い生産性に向けての石炭鉱業の発展には，石炭採掘機械と運搬

装置の高い信頼性と利便性が必要とされる。低コストを保ちつつ高い石炭生産量を達成
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(４)

(５)

するために，採炭機械と運搬システムとを継続的にモニタリングするシステムが開発さ

れ，適用されている 22,36 。 

  

 各遠隔機器の設計要件 

 遠隔化の鍵となるセンサーに関する要求事項は，全体として，機能性要求の結果から

生ずるもので，次のように整理される： 

 異なる物理的な作動原理で働くセンサーの並行適用 

 有効性を増すための学習切削技術の集約 

 余剰型の制御：「センサー作動，モデル支援制御」（sensor operated and 

model-assisted control） 

 異なる運転条件への適応性 

 生産のための運転を妨げることのないシステムの適応性 

 使用者にやさしいオペレーターのインターフェイス 

 運転支障後再度使用でき，再スタートし得る能力 

 経済的に受け入れ得る枠内での実現 

 既存機械概念に立脚した改造への適応性 

 

更なる望ましい要求事項は，次の通り： 

 

 地域モニタリングのデーターの過程目視化への集約 

 機能的な安全性を向上させるために石炭層と機械性能についての知識の集約 

 異なる運転条件への自律的なシステムの適応 

 三次元石炭層モデルの構築 

 製造業者から独立したシステムの解決 

  

 遠隔作業と直接作業の区分と考え方 

 一般に機械化と自動化，遠隔化はあまり意識して区別されていないが，装置設計にお

いては機械化と，自動化，遠隔化は，図 5.4-6 に示すような関係と考える必要がある。

自動化，遠隔化とも機械化が前提であるが，図に示されているように，自動化されてい

ない遠隔化も存在する（たとえばリンク式のマニュピレータ等）。自動化は，スタートを



した後，人間が介在しなくても作業が進んでゆくものであり，遠隔化の助けになるが，

遠隔化とイコールにはならない。 

 

 
機械化 

自動化 遠隔化 

 

図 5.4-6 機械化，自動化，遠隔化の関係 

 

 ドイツの炭坑での採掘機械は，中央操作室からコントロールできるという意味では遠

隔化は達成しているが，実際は，炭層の多様性に合わせるため，掘削装置を現場におい

て調整している。この現場での調整を実現するため，そのままでは環境的に人間が入り

にくい掘削機械周りの換気を強化して，人間のアクセスを可能にしている。ここでは，

遠隔，自動化による効率向上よりも，換気を強化しても技術者が調整した方が（技術的，

経済的な面で）合理的であると言う，重要な判断が入っていると考えられる。 

 

(６) 概念設計への適用性検討の観点から想定される調査項目の調査結果 

 日本の処分概念 7 で示された処分場における操業装置を考えたとき，人間がアクセス

できない環境での作業を実現するための遠隔化の範囲を，よく整理して検討する必要が

ある。現状のオーバーパックの設計においては，オーバーパック周りに 15cm 程度の遮

へいを確保すれば，人間のアクセスは十分可能となる。このため縦置き方式の場合，本

来的に遠隔化が必要な作業範囲は，オーバーパック定置と，その後の緩衝材埋め戻し作

業である。逆にそれ以外の作業に関しては，現場の状況に合わせて柔軟に対応ができる

ように，自動化と人間の直接操作を組み合わせたシステムが有効と考えられ，この炭坑

の例を参考とすれば，過剰な遠隔化は，コストの上昇と，品質の低下を招くと予想され

る。 

 横置き方式に関しては，坑道が行き止まりであること，操業パネルの面積を小さくす

る必要があることから，定置した緩衝材で十分な遮へいを取ることができず，人工バリ

アの定置すべてが遠隔作業とせざるを得ないと考えられる。 
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5.4.2

(１)

(２)

 人間が直接近づくことができず，遠隔化が避けられない範囲に関しては，逆に，岩盤

の多様性をどのように制御，システムに取り込むかは重要な課題となると考えられる。

特に横置き方式の場合，処分坑道は掘削した後，定置終了まで数ヶ月間解放された状態

におかれることが予想される。この状態での遠隔装置の開発は，狭所での定置の困難さ

と同時に，処分孔の状態の把握，定置状態の確認，故障時の救援など，すべての重要な

作業項目が遠隔作業となり，開発課題は多い。 

 

 設備設計への適用性検討の観点から想定される調査項目 

 情報通信方式 

 採炭切り羽地点での高い生産性に向けての石炭鉱業の発展には，石炭採掘機械と運搬

装置の高い信頼性と利便性が必要とされる。低コストを保ちつつ高い石炭生産を達成す

るために，採炭機械と運搬システムとを継続的にモニタリングするシステムが開発され，

作られている 22,36。 

  

 所内操業監視システムの具体例 

 操業管理のうち不具合管理に案して，DIAMIS と呼ばれる運転機械診断システムが適

用されている。この DIAMIS は，機械の支障を直ちに検出し，それにより機械のより

大きな損害を防ぐために，絶えず，重要なパラメーターをモニターし，データーの流れ

を評価している37。機械の状態を評価するために，プロセスのパラメーターのみならず，

温度，圧力，トルク，出力，電圧および電流がモニターされている。 

 また，プロセスパラメータ等のモニタリングに加えて装置の振動分析が用いられてい

る。これにより，機械の故障が深刻化する前に早期警告を与え，予防的なメンテナンス

と早期修理を行い，放置することにより後刻より重大な損害となるのを回避している。 

 このシステムは，相互に適切に接続するために標準化された構成品から成るモジュー

ル構造を持っている。これにより，変化する切り羽での条件下でこのシステムの使用が

可能となっている。モニターされているすべての機械には，一個あるいは複数の本体騒

音信号変換器が取り付けられており，DIAMIS 診断システム用に特に開発された評価

モジュールに信号を伝達している。測定機器としては，本質安全防爆型の密閉型圧電式

加速度センサーが使用されており，これら測定機器からの信号は，本質安全防爆型のデ

ータ収集モジュールに接続され，そこで信号変換され，地上の主演算用コンピューター
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に送られる。コンピューター内では，送付されたデーターは保存され，信号は分析され，

それぞれの機械で収集した他のパラメーター数値と共に表示される。振動の信号に関し

ては，専用ソフトを用いて常時監視する。予め設定された制限値と比較し，振動の信号

が制限値を超えると警報を発するため，ローラー・ベアリングの損傷やギアー歯の過度

の磨耗といったやがて起こるべき機械の損傷を早期に検出し，その場所を特定すること

が可能となっている。38 ,39  

 安全上重要な空気導入と空気容量を含むベンチレーション・システムの概念と寸法決

めは，炭坑当局により発行された規則に従っている。40 

 空気流速，温度，気圧，CO，CO２，O2，CH4，NO2 といった換気制御に必要なパラ

メーターを収集し，モニタリングすることは，安全性にとって特に重要である。 

 同じことが，ベンチレーターとベンチレーション・ドアの状態についても言える41 ,42,43。 

 データー収集，演算処理，伝達，蓄積を実施する一連のシステムは，次の基本的な要

素から成り立っている： 

 データ記録装置 

 データ処理装置（ほとんどの場合は表示装置付き） 

 データー伝達ライン 

 表示装置と記録装置 

 

 ベンチレーション・エアーの継続的なモニタリングには，本質安全防爆型のセンサー

を使用しなければならない。また，電源喪失時には，バッテリーによる緊急電力供給を

確保し，一定時間，継続的に機能しなければならない。こうしたセンサーは，ネットワ

ークを介して，PLC ユニットに接続されている。また，このネットワークは地上の中央

操作室にある中央データ処理ユニットに接続されている。データ表示，状況の可視化に

は通常パソコンが使用されている。 

 

 炭坑用の最新世代の換気監視システムは，その自律監視装置により安全性の改善に貢

献している44 ,45。更に，システムの学習機能付き適応型制限値補正機能と周辺センサー

判別機能により，このシステムは，自動的に，火災の早期発見に必要な制限値を実際の

現場の条件に適応した値に設定することができる。また，システムを完全二重化して冗

長性を持たせることで，システムの安全性と信頼性の更なる向上に貢献している。また，



モジュール式のソフト構造を採用しているので，拡張した機能の統合化が容易である。 

 このシステムは，次のモニタリングを行うことができる。 

 64 個までの一酸化炭素センサー 

 64 個までのメタンガスセンサー 

 30 個あるいは 64 個までの追加センサー 

  9 モジュールまでのサブシステム 

 40 基までの換気ドア 

 15 基までの換気装置 

 

 

図 5.4-7 コンピューター支援ベンチレーション・制御システム 

 

 この様に進歩したベンチレーション・モニタリング・システムがドイツの炭坑で使用

されている。これらのシステムは，全ての関連ベンチレーション・パラメーターを高度

に効率よく，安全に取得し，表示し，蓄積し，報告するものである。 
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(３)

(４)

5.5

5.5.1

(１)

 排水・湧水・廃棄物の処理方法など 

 現地調査をした Voerde Sehaft では，地下千数百メートルの深さにおいて，湧水はほ

とんどみられていない。このため，湧水は通常のポンプを用いた排水で処理されている。 

 廃棄物に関しては，掘削した石炭は純度が平均で 50%程度であり，不純物と一緒にチ

ェーンコンベアによって，掘削面から搬送設備に運ばれ，そのまま地上に排出される。

掘削された空洞は支保装置の前進とともに，変形，崩れ落ちるため，不純物を地下に埋

め戻すことはできず，地上において処理される。 

 新規の坑道掘削の折りは，既存の建設技術がそのまま適用されるものと推測される。 

 

 設備設計への適用性検討の観点から想定される調査項目の調査結果 

 炭鉱においては操業（採鉱）の自動化を補助する情報管理，所内操業監視に関して，

統合化，自動化が進んでいることが確認できた。特に装置や換気等の状況に対するリア

ルタイムな情報の収集は日本の処分場の概念にも適用可能であると考えられる。 

 

  設備の仕様 

 要素技術開発への適用性の観点から想定される調査項目 

 廃棄体搬送定置に応用可能な要素技術と仕様 

 ドイツの炭坑がそのなかにあって進化を遂げている経済的，地質技術的な条件故に，

この産業は，世界的に最も進んだ炭坑技術を発展させて来た。その特徴の中でも，次の

ことに留意する必要がある。： 

 高度な自動化 

 遠隔制御装置の普及 

 遠隔モニタリング装置の普及 

 進んだ安全性技術 

 地下で使用される重機械の高信頼性 

 困難な地質学上の条件下での高生産性と安全性 

 

 これらにより，ドイツの最も人口密度の高い地域の多くの都市の下で操業し，高いレ

ベルの作業出力をあげる炭坑の広範なネットワークの操業を可能としている。原則的に，

同じことが DBE の操業する施設のみならず，他の種類の鉱山についても当てはまる。 
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 こうした中で，炭坑での実績が将来の HLW 処分場の操業のために利用し得るもので

あると考えられる。そうした処分場を運営するに際しては，新しい坑道を掘り開くと同

時に処分孔の他の部分に廃棄物を入れることが必要と考えられる。 

 安全性上の理由から，最新の遠隔操作あるいは自動的な鉱山技術を用いることで，出

来うる可能な限り，機械運転要員の存在を減らすことは，利点が多いことは明らかであ

る。同じことが放射性廃棄物の定置作業が行われる坑道にも適用される。ここでは，従

来の炭坑での仕事に伴う危険は，大いに減ぜられるであろうが，新たに加わる被ばくの

低減が遠隔による操業を意味深いものとするのである。 

 若干の変更を行うことで処分場の操業に移転し得る鉱山技術として，次が考えられ

る。： 

 センサー技術 

 センサーのネットワーキング技術 

 コンピューター支援モニタリング技術 

 遠隔機械運転（運転者は，危険区域外） 

 機械の機能と集約度の監視 

 安全性要素/安全性技術/安全性哲学 

 

 新規の開発にとって，何にも増して重要なことは，過去のそうした開発で学んだ教訓

である。 

 自然が相手であり，殆どの場合が大変複雑な地質学上の構造相手という諸々の困難さ

故に，鉱山技術は，完全に，一般化することは出来ない。これが鉱山技術が今日まで，

地下鉱山稼動につき，何十年，あるいは何百年にも亘って得られた経験に大きく影響さ

れている理由の一つと考えられる。この様な経験は，現実の問題に対処するために特別

に案出された経験的な規範と規則に反映されている。自動化や遠隔モニタリングや制御

技術の普及を通して学んだ教訓は，鉱山操業に適用されるべき規則や規範の規定により

今日益々反映され，また，この様にして，炭坑や他の鉱山で用いられる技術的な哲学や

物事を行う方法に明確に反映されている。 

 これをふまえ，将来の処分場への適用を考えた場合，以下の点が指摘される。 

 将来の処分場での要員や環境の安全性を確保する上での鍵となる要素は，ベンチレー

ション・システムである。鉱山用ベンチレーションのデザイン，実施および安全性モニ
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(２)

(３)

(４)

タリング技術は，従来の鉱業から処分場の操業に移転され得る。この様にして，石炭切

り羽の非常に厳しい条件下でも信頼して運営できる遠隔モニタリングと制御された技術

は，不要な被ばくから要員と環境を保護するばかりでなく，汚染事故を防ぎ，あるいは

汚染事故による損害・打撃を限定するために，処分場にとっても価値ある財産である。

この様に，現存技術は，直接的に移転されるばかりではなく，「方法論」として移転され

得るのである。 

 また，鉱山の安定性のモニタリングも重要である。この問題は，処分場周辺での大き

な地震の発生が避けられない場合に，致命的となる可能性がある。その様なモニタリン

グは，多くのケースにおいて，通常は，既に規制上の要求となっている。Morsleben 処

分場では，処分場と各処分坑道の遠隔での非貫通の安全性診断（non－penetrating 

surveillance）による微弱地震計測システムを使用してモニターされており，同様のシ

ステムが炭坑でも使用されている。 

 

 具体的規制値（ハンドリング精度等）とその設定根拠 

 採掘機械の場合，究極の目的は，石炭の採掘であり，特別精度の良いコントロールは

実施されていないと考えられる。これは，石炭層の状態に合わせて，掘削装置を技術者

が調整していることから，推察することができる。仮に，掘削装置に要求されるハンド

リング精度が mm レベルであれば，その精度を確保しつつ，一日に 7.9m 程度進捗する

掘削装置の調整をオペレーターが実施することは不可能と考えられる。 

 

 操業効率・稼働率・信頼性 

 この炭坑で用いられている採掘装置は，約２０年前に開発された機械を順次改良しつ

つ適用してきており，基本的にきわめて信頼性が高いと考えられる。 

 

 機器の実用化に当たり発生した技術的問題点及び解決方法 

 この長壁式工法に適用されている機器は，１９８０年頃実用化され，その後，継続的

に改良されてきている。この２０年あまりの開発期間の中で，未だに課題となっている

のは地層の多様性である。具体的には石炭層と単板層の境目のばらつきで，これに合わ

せるため，石炭層の分布の事前調査，石炭層の境目を検知するセンサー，制御システム

なども開発されているが，最終的には技術者が現場に合わせて微調整を実施することで
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(５)

(６)

5.5.2

(１)

(２)

5.6

5.6.1

対処している。 

 

 品質管理項目・検査方法等 

 炭坑における品質は，石炭のそれであり，これは算出した石炭の分別の段階で確保さ

れる。 

 

 要素技術開発への適用性の観点から想定される調査項目の調査結果 

 炭鉱においては，経済性の向上のために自動化，モジュール化による省力化を進めて

おり，装置の状態，操業状態および周辺環境の状況を把握するためのセンサーの整備が

進んでいることが確認された。カナダのウラン鉱山において経済性向上のためにシステ

ムを簡素化したこととは対照的であるが，これはウラン鉱山と比較して炭鉱のシステム

が大規模であり，コスト低減，信頼性向上における自動化，モジュール化によるスケー

ルメリットが発揮されることに起因すると考えられる。 

 

 遠隔操作概念への適用性の観点から想定される調査項目 

 機器のメンテナンス方式 

 採掘機械のうち，もっとも使用条件の厳しいと考えられる支保装置は，定期的なオー

バーホールと，現場における故障対応でメンテナンスが実現されている。個別の機械は

一定期間ごとに工場に持ち込んで定期点検が実施されるが，予定外の故障に対しては，

稼働率確保のため，原則的に現場において補修されている。 

 

 遠隔作業中の不具合及び事故発生時の救援方式 

 基本的には遠隔操業の機能を持つものの，実質的には技術者が直接アクセスできるよ

うになっており，機械の細かな不具合は基本的には原位置で，必要に応じて保守エリア

で対処される。 

 

  日本の処分概念への適用に関する検討 

 研究開発・実証課題の抽出 

 現在日本においては，高レベル廃液ガラス固化研究施設（HLW）で，完全遠隔による操

業が実施されている。ここでの完全遠隔の実現においては，遠隔による作業プロセス全体
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5.6.2

6.

の構築に加えて，いかに故障時の救援を遠隔で実現するかが重要な開発課題であった。 

 第２次取りまとめにおける操業装置の検討は，先に記したように，機械化と自動化，遠

隔化に関してはあまり明確に意識せずに実施されている。しかしながら，縦置き方式の場

合，人間が近づけないと言う意味での遠隔化の範囲は，ある程度絞って考えることができ

る。処分場の様な，多様性に富む条件下での操業を実施する場合，人間が近づけない作業

範囲が極力小さくなるようなシステムを構築することは，効率と信頼性を向上させるため

には，きわめて有効な手段と考えられる。 

 これとともに，完全な遠隔化を必要とする横置き方式の場合，遠隔化による操業を実現

するためには，処分孔においてどのような状況が想定されるか，十分な予測をするととも

に，実際の地下環境下での事象の確認は極めて重要な課題になると考えられる。 

 

 技術導入の必要性・可能性の検討 

 先に示したように，若干の変更を行うことで処分場の操業に移転し得る鉱山技術として，

次が考えられる。： 

 センサー技術 

 センサーのネットワーキング技術 

 コンピューター支援モニタリング技術 

 遠隔機械運転（運転者は，危険区域外） 

 機械の機能と集約度の監視 

 安全性要素/安全性技術/安全性哲学 

 

 これらは石炭産業に限定された技術ではないが，規模の大きい地下施設という観点では，

処分場への適用性が高いと考えられる。 

 また，ベンチレーション・システムの設計とその管理，運用に関しては，地下坑道固有

の技術であり，経験とノウハウの積み重ねが大きな意味を持つ。これらは，一つの分野で

の知見に捕らわれず，複数の分野での知見を集成しておくことが，安全な処分場運営につ

ながるものと考えられる。 

 

  まとめ 

カナダのウラン鉱山に関しては，非常に高品位なウラン鉱山であることから，広い範囲



 90

での遠隔技術の適用が予想されていたが，実際には，高い生産性を確保するために，岩盤

の遮蔽効果や換気の気流等を利用して遠隔作業の範囲を絞り，簡易で確実なシステムを適

用していることが確認された。 

ドイツの炭坑では，コストと厳しい採掘条件に対応して，全長 300m もの掘削システム

を自動化して，遠隔操作できる技術を実現していることが確認された。しかしながら，鉱

山の条件に合わせて，技術者が直接調整する部分も残されていることも確認された。 

高い生産効率，すなわち経済性を追求した結果としてウラン鉱山ではシステムを簡素化

し，炭鉱では大規模な自動化を採用したことは対照的であるが，これはウラン鉱山と比較

して炭鉱のシステムが大規模であり，パターン化によるスケールメリットが発揮されるこ

とに起因すると考えられる。 

ウラン鉱山，炭鉱とも運用面での遠隔化が低く，遠隔操作技術として定置装置に直接反

映可能な装置は確認できなかったが，安全確保のために換気を有効に利用している点，遠

隔制御にも対応した情報収集，管理のシステムを構築している点は処分場の設備設計に反

映可能である。 

また，ドイツの処分実施主体である DBE 社からは，処分事業に対しては，これらの鉱

山で実際に使用された実績ある技術の適用が期待される他，長い操業経験を通じて培われ

たノウハウや，システム全体を構築するための基本的な設計方針にも配慮する必要がある

点が指摘された。諸外国では，それぞれの国が保有する技術（無形のノウハウを含む）を

使用して安全性，確実性の高い処分場を設計している。日本においても原子力産業界のみ

ならず広く一般産業界の技術の適用性を検討していく必要があると考えられる。 
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