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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホットセルから装備を搬出するためまたはホットセルに装備を搬入するためのホットセ
ル装備搬出・搬入用ドアシステム１において、
ホットセル壁３に開閉するように移動可能に連結されたドア１０；
前記ドア１０のホットセル内側面下部適所に上下に移動可能に連結された垂直移動テーブ
ル２０；
前記ドア１０の下部適所に設けられた、ドア１０を移動させるための駆動部３０；
前記垂直移動テーブル２０の位置よりも上部に位置して、ホットセル内部に水平固定設置
された固定作業テーブル４０；
前記固定作業テーブル４０の垂直移動テーブル２０直上部を含む適所に分離可能に連結さ
れた分離式テーブル５０；および
ホットセル内側と外側に各々具備されたホットセルクレーンフック６０とサービス区域ク
レーンフック６０’；
を含む構成からなることを特徴とする、前記ホットセル装備搬出・搬入用ドアシステム。
【請求項２】
　前記ドア１０のホットセル内側面下部適所に垂直方向に延在するガイドレール１１を具
備し、 前記垂直移動テーブル２０の後面適所に少なくとも一つレールブロック２８を具
備して、前記レールブロック２８が前記ガイドレール１１上に結合していることを特徴と
する、請求項１に記載のホットセル装備搬出・搬入用ドアシステム。
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【請求項３】
　前記垂直移動テーブル２０は、その端部に貫通設置されて回転可能に設けられたボール
ネジ２１と、前記ボールネジ２１の両端部に各々具備されてドア１０の内側面適所に各々
固定されるサポートユニット２２と、前記ボールネジ２１の適所に上下に移動可能に連結
されるボールナット２３と、前記ボールネジ２１の下部に具備されるベベルギア２４と、
前記ベベルギア２４に対して水平方向に歯合する軸ギア２５と、該軸ギア２５にその端部
が回転可能に連結された回転軸２６と、該回転軸２６に連結される垂直移動テーブルモー
ター２７を含む構成からなることを特徴とする、請求項１に記載のホットセル装備搬出・
搬入用ドアシステム。
【請求項４】
　前記固定作業テーブル４０の適所に前記分離式テーブル５０の大きさと対応する所定の
大きさの設置空間４１を貫通形成することを特徴とする、請求項１に記載のホットセル装
備搬出・搬入用ドアシステム。
【請求項５】
　前記分離式テーブル５０の上部面に磁力によって付着可能な鋼板５１を多数個挿入する
ことを特徴とする、請求項１に記載のホットセル装備搬出・搬入用ドアシステム。
【請求項６】
　前記分離式テーブル５０の下部面長さ方向適所に水平方向に所定間隔をおいて多数個の
補強材５３を具備することを特徴とする、請求項１に記載のホットセル装備搬出・搬入用
ドアシステム。
【請求項７】
　前記ホットセルクレーンフック６０が磁石６１を具備することを特徴とする、請求項１
に記載のホットセル装備搬出・搬入用ドアシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホットセル装備を搬出または搬入するためのリアドアシステムに関するもの
で、より詳細には、高放射性物質を取り扱い、ルーフドアを設置することができない大型
ホットセルのリアドアにおいて、垂直移動テーブルが駆動するようにその構造を一部変更
することにより、リアドアのみを利用して、体積や重量が大きく放射線量が多いホットセ
ル装備のホットセル内部への搬出または搬入を可能とし、円滑な作業の遂行を可能とし、
かつ作業者が放射線に直接的に露出されることを防ぐことができる。それによりホットセ
ル装備の搬出または搬入時に作業者に発生し得る安全上の事故を予防することができるホ
ットセル装備を搬出または搬入するためのリアドアシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、高放射性物質を取り扱う大型ホットセル（Ｈｏｔ　Ｃｅｌｌ）は、リアドア
（Ｒｅａｒ　Ｄｏｏｒ）とルーフドア（Ｒｏｏｆ　Ｄｏｏｒ）を同時に具備している。
【０００３】
　ここで、体積および重量が小さく、放射線量が比較的少ないホットセル装備などは、リ
アドアを開放した後にホットセル内からの搬出またはホットセル内への搬入が行われるが
、体積や重量が大きく、放射線量が比較的多いホットセル装備などは、ルーフドアを開放
した後、サービス区域のクレーンを利用してホットセル装備の搬出・搬入が行われる。
【０００４】
　一方、高放射性物質を取り扱うホットセルの中でルーフドアが設置できない場合、比較
的体積や重量が大きく、放射線量が多いホットセル装備のホットセル内部からの搬出およ
びホットセル内部への搬入が不可能であり、そのため小規模で、放射線量が比較的少ない
放射線物質を取り扱うホットセルのみが建造されている。
【０００５】
　このように、高放射性物質を取り扱うホットセルの中にリアドアは設置されているが、



(3) JP 4691527 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

ルーフドアが設置されていないホットセルの場合、すべてのホットセル装備のホットセル
からの搬出またはホットセルへの搬入は、リアドアによって作業が遂行されている。
【０００６】
　ここで、高放射能を取り扱う大型ホットセルの場合、放射線遮蔽のための遮蔽壁が設置
され、このような遮蔽壁は厚さが非常に大きいのでリアドアの空間と遮蔽壁の両側の一定
区間ではホットセル内部クレーンおよびサービス区域クレーンが接近することができない
区間が存在し、それにより重量や体積が大きいホットセル装備の搬出・搬入が不可能であ
るという問題点があった。
【０００７】
　また、ホットセル内部に設置された作業テーブルの高さは、一般的に９００ｍｍで、リ
アドア開口部の高さは一般的に２０００ｍｍなので、リアドア開口部の上部とホットセル
作業テーブルとの開かれた空間高さは１１００ｍｍであるが、作業テーブル端部の湾曲部
を考慮するとリアドアの開かれた有効空間の高さはこれより小さいので、重量や体積が大
きいホットセル装備の搬出・搬入が不可能なだけではなく、体積および重量は小さいが放
射線量が多い場合、作業者が高放射能に露出され得る問題点があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、前記の問題点を解決するために案出されたもので、高放射性物質を取り扱い
、ルーフドアが設置され得ない大型ホットセルのリアドアにおいて、垂直移動テーブルが
駆動するようにその構造を一部変更することによって、リアドアのみを利用して、体積や
重量が大きく、放射線量が多いホットセル装備のホットセル内部からの搬出またはホット
セル内部への搬入が可能となり、円滑な作業の遂行が可能となり、作業者を放射線に直接
的に露出させない。それによってホットセル装備の搬出・搬入時に作業者に発生し得る安
全上の事故を予防することができる、ホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記のような目的を果たすために本発明は、ホットセルから装備を搬出するためまたは
ホットセルに装備を搬入するためのホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムにおい
て、ホットセル後面壁に開閉するように移動可能に連結されるリアドア；前記リアドアの
前面下部適所に上下移動可能に連結される垂直移動テーブル；前記リアドアの下部適所に
設けられた、リアドアを移動させるための駆動部；前記垂直移動テーブルの上部に位置し
、ホットセル内部に水平固定設置される固定作業テーブル；前記固定作業テーブルの適所
に分離可能に連結される分離式テーブル；およびホットセル内側と外側に各々具備される
ホットセルクレーンフックとサービス区域クレーンフック；を含む構成からなることを特
徴とする。
【００１０】
　また、前記リアドアの前面下部適所に、垂直方向に延在するガイドレールを具備するこ
とが好ましい。
【００１１】
　ここで、前記垂直移動テーブルは、その端部に貫通設置され、回転可能に設けられたボ
ールネジと、該ボールネジの両端部に各々具備され、リアドアの前面適所にそれぞれ固定
されるサポートユニットと、前記ボールネジの適所に上下に移動可能に連結されるボール
ナットと、前記ボールネジの下部に具備されるベベルギアと、該ベベルギアに水平方向に
歯合する軸ギアと、前記軸ギアにその端部が回転可能に連結される回転軸と、該回転軸に
連結される垂直移動テーブルモーターを含んで構成されることが好ましい。
【００１２】
　併せて、前記垂直移動テーブルの後面適所に少なくとも一つ以上のレールブロックが具
備されることが好ましい。
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【００１３】
　ここで、前記固定作業テーブルの適所に前記分離式テーブルの大きさと対応する所定の
大きさの設置空間が貫通形成されることが好ましい。
【００１４】
　また、前記分離式テーブルの上部面に磁力によって付着可能な鋼板を多数個挿入するこ
とが好ましい。
【００１５】
　さらに、前記分離式テーブルの下部面長さ方向適所に水平方向に所定間隔をおいて多数
個の補強材を具備することが好ましい。
【００１６】
　ここで、前記ホットセルクレーンフックは、磁石を具備することが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　前記のような構成を有する本発明は、高放射性物質を取り扱い、ルーフドアが設置され
ない大型ホットセルのリアドアにおいて、垂直移動テーブルが駆動するようにその構造を
一部変更することによって、リアドアのみを利用して、体積や重量が大きく、放射線量が
多いホットセル装備のホットセル内部からの搬出およびホット内部への搬入が可能となり
、円滑な作業遂行が可能となり、作業者を放射線に直接的に露出させない。それによって
ホットセル装備の搬出・搬入時に作業者に発生し得る安全上の事故を予防することができ
るなどの効果を奏することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、例示のために図面を参照して、本発明による実施例を詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムを概略的に示す正
面図で、図２は本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムを概略的に示
す後面図で、図３は本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムを概略的
に示す側面図で、図４はＡ－Ａ’線における断面図で、図５はＢ－Ｂ’線における断面図
で、図６はＣ部分の拡大図で、図７は本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドア
システムの垂直移動テーブルを概略的に示す側面図で、図８、図９、図１０は本発明によ
るホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムの駆動過程を概略的に示す図面である。
【００２０】
　図面に示されているように、本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステ
ム１は、リアドア１０と垂直移動テーブル２０と駆動部３０と固定作業テーブル４０と分
離式テーブル５０およびホットセルクレーンフック６０とサービス区域クレーンフック６
０’を含んで構成されている。
【００２１】
　前記リアドア１０は、ホットセル装備８を搬出・搬入するためのホットセルの後面壁３
に開閉可能に連結され、その前面下部の適所に所定間隔をおいて垂直方向に延在する一対
のガイドレール１１を具備する。
【００２２】
　ここで、前記リアドア１０の後面両側縁部の適所にクランプ１５が各々具備され、前記
各クランプ１５は、平常時の安全のために前記リアドア１０をホットセル後面壁３に固定
する機能を有する。
【００２３】
　前記垂直移動テーブル２０は、前記リアドア１０の前面下部適所に上下に移動可能に連
結され、前記リアドア１０の前面下部に垂直方向に具備されるガイドレール１１が連結さ
れる。
【００２４】
　このように前記垂直移動テーブル２０は、前記リアドア１０のガイドレール１１上を上
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下に移動するために、垂直移動テーブル２０の後面には前記ガイドレール１１に移動可能
に結合するためのレールブロック２８を少なくとも一つ以上具備する。
【００２５】
　本発明の一実施例では、前記垂直移動テーブル２０のリアドア１０の側であってガイド
レール１１に対応して適所に２個ずつのレールブロック２８が各々具備されているが、垂
直移動テーブル２０がリアドア１０の前面に具備されるガイドレール１１に結合されて上
下への移動が容易であれば、前記垂直移動テーブル２０の後面両側適所に具備されるレー
ルブロック２８の数は、１個または３個以上とすることも可能である。
【００２６】
　上述したように、前記リアドア１０の前面下部に垂直方向に具備されるガイドレール１
１に垂直移動テーブル２０のレールブロック２８が結合することにより、前記リアドア１
０の前面で垂直移動テーブル２０が、上下に移動する。
【００２７】
　一方、前記垂直移動テーブル２０は、その端部にボールネジ２１が貫通設置され、該ボ
ールネジ２１は回転可能に設けられ、前記ボールネジ２１の両端部にはサポートユニット
２２がそれぞれ結合される。前記サポートユニット２２は、前記リアドア１０の前面適所
にそれぞれ固定されて、前記ボールネジ２１の適所にボールネジ２１の回転によって上下
に移動可能に連結されてその上部が垂直移動テーブル２０の下部面に連結されるボールナ
ット２３を含んで構成される。
【００２８】
　ここで、前記ボールネジ２１の下部には、ベベルギア２４を具備し、該ベベルギア２４
は、垂直移動テーブルモーター２７の端部中心に回転可能に連結された回転軸２６の軸ギ
ア２５に歯合する。
【００２９】
　前記のような構造によって、前記垂直移動テーブルモーター２７の駆動によって垂直移
動テーブルモーター２７の端部中心に連結された回転軸２６が回転して、前記回転軸２６
の回転によって軸ギア２５が回転し、該軸ギア２５の回転によってベベルギア２４が回転
してボールネジ２１を回転させ、該ボールネジ２１の回転によってボールネジ２１の適所
に具備されたボールナット２３が垂直移動テーブルモーター２７の回転方向に応じて上下
方向に移動し、それによって前記ボールナット２３の上部に連結された垂直移動テーブル
２０が上下方向に移動する。
【００３０】
　前記駆動部３０は、前記リアドア１０の下部適所に具備されてリアドア１０を移動させ
る。
【００３１】
　そのために前記駆動部３０は、駆動モーター３１と該駆動モーター３１の下部に具備さ
れる駆動ギア３２と該駆動ギア３２に歯合するベベルギア３３と該ベベルギア３３の中心
に連結される中心軸３４と該中心軸３４の両端部に駆動可能にそれぞれ結合される、後輪
駆動輪３５と該後輪駆動輪３５の前方に具備される前輪駆動輪３６を含んで構成される。
【００３２】
　ここで、前記ホットセル後面壁３の底面適所に一対のレール７が具備されていて、前記
前輪駆動輪３６および後輪駆動輪３５は各レール７に移動可能に設置され、前進または後
進する。
【００３３】
　一方、前記リアドア１０の後面上部適所にドッグ１３を設けて、前記ドッグ１３に近接
するホットセル後面壁３適所にリミットスイッチ５を設置する。ここで、前記ドッグ１３
とリミットスイッチ５は、相互接触するように設けられ、前記ドッグ１３とリミットスイ
ッチ５が接触すると前記駆動部３０の駆動モーター３１がＯＦＦになってリアドア１０の
駆動が停止する。
【００３４】



(6) JP 4691527 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

　前記固定作業テーブル４０は、前記垂直移動テーブル２０上部に位置し、ホットセル内
部に水平に固定設置される。
【００３５】
ここで、前記固定作業テーブル４０は、一般的に使用されるステンレス鋼板で製作して、
ホットセル底に組み立てられた構造物（図示せず）の上部に固定設置される。
【００３６】
　前記分離式テーブル５０は、前記固定作業テーブル４０の適所に分離可能に連結され、
ホットセル内側に具備されるホットセルクレーンフック６０の磁石６１に磁力で接触され
て上下に移動する。すなわち、前記分離式テーブル５０は、前記固定作業テーブル４０の
適所に分離可能に連結され、そのために前記固定作業テーブル４０の適所に分離式テーブ
ル５０を設置するための設置空間４１を貫通形成する。
【００３７】
　ここで、前記分離式テーブル５０の上部面には、磁石６１の磁力に付着が可能な鋼板５
１が多数個挿入される。すなわち、前記分離式テーブル５０の上部面にはホットセル内側
に具備されるホットセルクレーンフック６０の磁石６１に磁力で接触して固定作業テーブ
ル４０に結合または分離するように磁石６１に付着可能な鋼板５１が多数個挿入される。
【００３８】
　一方、前記分離式テーブル５０の下部面には、強度を補強するためにその長さ方向適所
に水平方向に互いに所定間隔をおいて多数個の補強材５３を設置する。
【００３９】
　前記のように前記分離式テーブル５０に鋼板５１を挿入することにより、ホットセル内
側に具備されるホットセルクレーンフック６０の磁石６１による固定作業テーブル４０で
の分離が容易になり、また多数個の補強材５３によって分離式テーブル５０の強度が補強
されるだけではなく、分離式テーブル５０の沈下が防止される。
【００４０】
　以下、本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムにおいて、ホットセ
ル内のホットセル装備を搬出する際の駆動過程を図８、図９、図１０を参照して説明する
。
【００４１】
　まず、本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステム１を駆動してホット
セル内側のホットセル装備８をホットセル外側で搬出・搬入する場合、ホットセル内側に
設置されるホットセルクレーンフック６０に磁石６１を取り付けた後、ホットセルクレー
ンフック６０を下方向に移動させてその端部に設置された磁石６１を分離式テーブル５０
の上部面に位置させるのと同時に、磁石６１と分離式テーブル５０を磁力によって相互付
着させる。
【００４２】
　前記のように、ホットセル内側に設置されるホットセルクレーンフック６０の磁石６１
に分離式テーブル５０を付着させて、ホットセルクレーンフック６０を上方向に移動させ
て固定作業テーブル４０に設置されている分離式テーブル５０を分離した後、前記ホット
セルクレーンフック６０で磁石６１および前記磁石６１に磁力で付着した分離式テーブル
５０を分離する。
【００４３】
　そして、ホットセル内側に設置されたホットセルクレーンフック６０を用いて、ホット
セル内側に位置するホットセル装備８を、分離式テーブル５０が位置していた空間、すな
わち固定作業テーブル４０の設置空間４１に移動させる。
【００４４】
　ここで、ホットセル装備の下部面は、固定作業テーブル４０の下部に位置する垂直移動
テーブル２０の上部面に位置合せをする。
【００４５】
前記のように、前記垂直移動テーブル２０にホットセル装備８を位置させた後、前記リア
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ドア１０の下部適所に具備した駆動部３０を駆動させて、リアドア１０をホットセルの外
側に移動させる。
【００４６】
　ここで、前記リアドア１０の移動は、前記駆動部３０を構成する駆動モーター３１の駆
動によって前記駆動モーター３１の下部に具備した駆動ギア３２が回転して、該駆動ギア
３２の回転によってそれに歯合しているベベルギア３３が回転して、該ベベルギア３３の
回転によってその中心に連結された中心軸３４と該中心軸３４の端部に駆動可能に結合さ
れた後輪駆動輪３５が回転しながら前記リアドア１０が移動する。
【００４７】
　ここで、前記リアドア１０の下部に具備された後輪駆動輪３５が駆動する場合、該後輪
駆動輪３５の前方に位置する前輪駆動輪３６もまた回動してリアドア１０を移動させる。
【００４８】
　一方、前記駆動部３０によってリアドア１０の前進・後進などの移動時に後輪駆動輪３
５は、ホットセル後面壁３の開口部およびサービス区域の底の適所に設けられたレール７
に移動可能に設置されており、リアドア１０を移動させる際にレール７上を移動する。
【００４９】
　前記のように、前記リアドア１０は、レール７に沿って移動して、ホットセル後面壁３
から所定距離離れた後、ホットセル外側のサービス区域に位置したサービス区域クレーン
フック６０’を用いて、垂直移動テーブル２０の上部面に載置されたホットセル装備８を
移動させる。
【００５０】
　ここで、前記垂直移動テーブル２０の上部面に位置するホットセル装備８の高低を調節
することができる。すなわち、前記垂直移動テーブル２０は、その上部面に載置されたホ
ットセル装備８の大きさまたは位置に応じてその高さを適宜調節することができる。
【００５１】
　垂直移動テーブル２０の高さを調節するためには、前記垂直移動テーブルモーター２７
を駆動させて、前記垂直移動テーブルモーター２７の端部中心側に連結された回転軸２６
を回転させ、該回転軸２６の回転によってその端部に連結された軸ギア２５が回転し、該
軸ギア２５の回転によって軸ギア２５に歯合したベベルギア２４が回転してボールネジ２
１を回転させる。前記ボールネジ２１の回転によってボールネジ２１の適所に具備された
ボールナット２３が回転方向に応じて上下方向に移動しながら前記ボールナット２３の上
部に連結された垂直移動テーブル２０を移動させてホットセル装備８の位置を調節する。
【００５２】
　前記のような駆動過程によって、ホットセル外側のサービス区域に移動したリアドア１
０の垂直移動テーブル２０上部面に載置されたホットセル装備８を、サービス区域クレー
ンフック６０’で移動させた後、リアドア１０は、再びホットセル後面壁３に移動する。
【００５３】
　ここで、前記リアドア１０のホットセル後面壁３への移動は、前記の駆動過程の逆順で
なされる。ここで、前記リアドア１０の上部適所に具備したドッグ１３が前記ホットセル
後面壁３の適所に具備したリミットスイッチ５に接触したときにリアドア１０の移動を停
止する。
【００５４】
　そのために前記リアドア１０の上部適所に具備されるドッグ１３は、リアドア１０の下
部に具備された駆動部３０に連結する。すなわち、前記リアドア１０を移動させる駆動部
３０は、リアドア１０の上部に具備され、前記リアドア１０の閉鎖時にリミットスイッチ
５に接触するドッグ１３に連結されており、該ドッグ１３がリミットスイッチ５と接触し
た時に駆動部３０の駆動を停止させることにより、リアドア１０は常にホットセル後面壁
３に対して同じ位置に位置する。
【００５５】
　以上、本発明の好ましい実施例を例示的に説明したが、本発明の範囲はこのような特定
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の実施例のみに限定されるのではなく、当該技術分野で通常の知識を有する者ならば、本
願の特許請求の範囲に記載された本願発明の技術的範囲内で適宜変更が可能であることを
理解されたい。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　以上で説明したように、前記のような構成を有する本発明は、高放射性物質を取り扱い
、ルーフドアが設置されない大型ホットセルのリアドアにおいて、垂直移動テーブルが駆
動するようにその構造を一部変更することによって、リアドアだけで、体積や重量が大き
く放射線量が多いホットセル装備をホットセル内部から搬出し、またはホットセル内部に
搬入することが可能で、円滑な作業遂行が可能となり、作業者が放射線に直接的に露出さ
れない。それによってホットセル装備の搬出・搬入時に作業者に発生し得る安全上の事故
を予防することができるなどの効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムを概略的に示す正面
図である。
【図２】本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムを概略的に示す後面
図である。
【図３】本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムを概略的に示す側面
図である。
【図４】Ａ－Ａ’線での断面図である。
【図５】Ｂ－Ｂ’線での断面図である。
【図６】Ｃ線内の拡大図である。
【図７】本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムの垂直移動テーブル
を概略的に示す側面図である。
【図８】本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムの駆動過程を概略的
に示す図である。
【図９】本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムの駆動過程を概略的
に示す図である。
【図１０】本発明によるホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステムの駆動過程を概略
的に示す図である。
【符号の説明】
【００５８】
１：ホットセル装備搬出・搬入用リアドアシステム
３：ホットセル後面壁
５：リミットスイッチ
７：レール
８：ホットセル装備
１０：リアドア
１１：ガイドレール
１３：ドッグ
１５：クランプ
２０：垂直移動テーブル
２１：ボールネジ
２２：サポートユニット
２３：ボールナット
２４：ベベルギア
２５：軸ギア
２６：回転軸
２７：垂直移動テーブルモーター
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２８：レールブロック
３０：駆動部
３１：駆動モーター
３２：駆動ギア
３３：ベベルギア
３４：中心軸
３５：後輪駆動輪
３６：前輪駆動輪
４０：固定作業テーブル
４１：設置空間
５０：分離式テーブル
５１：鋼板
５３：補強材
６０：ホットセルクレーンフック
６０’：サービス区域クレーンフック
６１：磁石

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】



(11) JP 4691527 B2 2011.6.1

【図８】 【図９】
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