
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　環境情報を収集するモニタ手段を搭載し、事故地点若しくはその周辺または事故地点ま
での移動経路若しくはその周辺の状態を調査する少なくとも一体のモニタ用ロボットと、
マニピュレータを搭載し、各々が所定の作業を行う複数種類の作業用ロボットと、を含む
複数の移動ロボットと、
　前記移動ロボットとの間で通信を行う第１の通信手段と、所定の指令拠点との間で双方
向通信可能な第２の通信手段と、前記第１の通信手段を介して前記移動ロボットを遠隔操
作する制御装置と、前記移動ロボットを収納する収納部と、を有する移動可能な指令基地
と、
　前記指令基地を移動させる手段と、を備え、
　前記制御装置は、前記モニタ用ロボットの調査結果に基づいて、若しくは前記作業用ロ
ボットにより事故地点若しくはその周辺に設置されたセンサによる調査結果に基づいて、
適当な機能を有する作業用ロボットを選定するとともに、作業用ロボットの出動後におけ
る前記モニタ用ロボットの調査結果に基づいて、前記移動ロボットの行動を修正する機能
を有して
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おり、
前記複数種類の作業用ロボットには、扉操作装置を搭載した作業用ロボットが含まれて

おり、
当該作業用ロボットに搭載される扉操作装置は、操作対象の扉あるいはその近傍に当該

作業用ロボットから分離して設置することができ、かつ、遠隔操作が可能な扉駆動モジュ



いることを特徴とする事故対応ロボットシステム
。
【請求項２】
　前記扉操作装置は、この扉操作装置自体を前記扉あるいはその周辺部の構造物上に設置
可能な固定手段を有しており、この固定手段は、磁力による吸着、真空吸着、接着および
溶着のうちの少なくとも１つの方法により、固定を行うことを特徴とする、請求項１に記
載の事故対応ロボットシステム。
【請求項３】
　前記固定手段は、前記扉操作装置を前記扉あるいはその周辺部の構造物上に固定する吸
着盤と、内部を大気圧以下に減圧した容器と、前記吸着盤と前記容器とを接続する流路と
、前記流路を開閉する弁と、を有することを特徴とする、請求項２に記載の事故対応ロボ
ットシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各種プラント設備の火災や地震などの災害時において、発生事象の状況把握、
被害拡大防止の観点からの事象の抑制、人命救助、発生現場の復旧作業に関連し、効率よ
く一連の作業を実施するためのロボットシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、プラント内で発生した人の近づけない事故に対処するために、各種ロボットが数多
く開発されてきている。既に極限作業ロボットに代表されるように石油プラント用、原子
力プラント用、海底プラント用等の多種多様なものが開発されている。ただし、商品化さ
れ、普及しているものは少ない。これは、使用場所の環境が限定されていたり、対処可能
な事故（作業）が限定されていたりするためである。
【０００３】
この種のロボットに対しては、事故現場に人が取り残されている場合と無人の場合、事故
が火災、ガス漏れ、液漏れ、放射線漏れあるいはその組合せの場合、外部に有害物質が放
出される可能性のある場合とそうでない場合、事故現場の雰囲気が爆発や有害物を発生さ
せる可能性のある場合とそうでない場合、プラントに備えられたユーティリティや電気が
使用できる場合とそうでない場合、現場が閉鎖させている場合（扉などで）とそうでない
場合、現場までの距離、通路や現場のスペース、床面状態が車輪式ロボットで対処できる
場合とそうでない場合等、それぞれの場合に異なる機能が求められる。
【０００４】
これらの事故状況の違いに対して、現在開発されているロボット１台で全て対処すること
は、不可能である。また、これらの事故状況の違いに対応するロボットを用意することは
、管理・保守上、また費用の点で問題が大きい。このため現在、多くのプラントでは、こ
れらの事故状況の違いに対して、柔軟に対応でき、簡易で使用が容易となるロボットシス
テムが求められている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記実状に鑑みなされたものであり、プラント内で発生した人の近づけない事
故に対して、遠隔操作で事故状況を把握し、事故状況に応じて安全に、早急に、効率よく
対処する柔軟なシステムを提供し、使用場所の環境や事故内容に限定されず、また、シス
テムが簡易で使用が容易となる事故対応ロボットシステムを提供することを目的としてい
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明は、環境情報を収集するモニタ手段を搭載し、事故地
点若しくはその周辺または事故地点までの移動経路若しくはその周辺の状態を調査する少
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ールおよびノブ回しモジュールを含んで



なくとも一体のモニタ用ロボットと、マニピュレータを搭載し、
と、を含む複数の移動ロボットと、前記移動ロボットとの間で

通信を行う第１の通信手段と、所定の指令拠点との間で双方向通信可能な第２の通信手段
と、前記第１の通信手段を介して前記移動ロボットを遠隔操作する制御装置と、前記移動
ロボットを収納する収納部と、を有する移動可能な指令基地と、前記指令基地を移動させ
る手段と、を備え、 前記モニタ用ロボットの調査結果に基づいて、若し
くは前記作業用ロボットにより事故地点若しくはその周辺に設置されたセンサによる調査
結果に基づいて、適当な機能を有する作業用ロボットを

ことを特徴とする事故対応ロボットシステムを
提供する。
【０００７】
このシステムは、前記移動ロボットと前記第１および第２の通信手段とに対して電力を供
給する発電手段または電力供給手段を更に備えて構成することができる。
【０００８】
また、前記制御装置は、前記モニタ用ロボットにより得られた事故地点またはその周辺の
状態に関する情報に基づいて、前記各移動ロボットの作業手順を定める統括制御部を有し
て構成することができる。
【０００９】
また、前記収納部は、前記移動ロボットが収納されるとともに前記移動ロボットが通過す
るドアを有するハウジングと、前記ハウジングの外部のドアの周囲に設けられるとともに
壁面に気密に密着可能なシール機構と、を有して構成することができる。
【００１０】
また、このシステムは、前記移動ロボットを収納するとともに前記移動ロボットの通過す
るドアを有する収納体と、前記収納体を昇降させる手段と、前記収納体の外部のドアの周
囲に設けられるとともに壁面に気密に密着可能なシール機構と、を有する移動可能な侵入
支援手段を更に備えて構成することができる。
【００１１】
前記モニタ用ロボットのうち少なくとも一体を、このモニタ用ロボット周囲の環境情報を
取得するセンサと、前記指令基地の第１の通信器との間で通信可能な通信器と、を搭載し
、事故地点若しくはその周辺または事故地点への移動経路若しくはその周辺において環境
情報を収集してその情報を前記指令基地に送信する機能を有する第１のロボットとし、前
記作業用ロボットのうち少なくとも一体を、前記マニピュレータと、この作業ロボットを
移動制御するための環境情報を取得するセンサと、前記指令基地の第１の通信器との間で
通信可能な通信器と、を搭載した第２のロボットとし、前記第１および第２のロボットは
それぞれ異なる位置から環境情報を取得して前記指令基地にその情報を送信し、前記指令
基地の制御装置が、前記第１および第２のロボットの少なくとも一方のセンサにより取得
された環境情報に基づいて、第２のロボットに指令を発して作業を行わせるようにするこ
とができる。
【００１２】
前記作業用ロボットのうち少なくとも一体は、前記移動ロボットと前記指令基地との間で
行われる通信の中継を行う中継モジュールを搭載して構成することができ、この場合、こ
の作業用ロボットが、前記指令基地と事故地点との間の適当な地点に前記中継モジュール
を設置する。
【００１３】
また、本システムは、事故地点若しくはその周辺または事故地点までの移動経路若しくは
その周辺に固定され、取得した環境情報を前記指令基地に送信するローカルセンサモジュ
ールを更に備えて構成することができ、この場合、前記作業用ロボットのうち少なくとも
一体は、前記ローカルセンサモジュールを、前記作業用ロボットから分離可能な状態で搭
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各々が所定の作業を行う
複数種類の作業用ロボット

前記制御装置は、

選定するとともに、作業用ロボッ
トの出動後における前記モニタ用ロボットの調査結果、若しくは前記作業用ロボットによ
り事故地点若しくはその周辺に設置されたセンサによる調査結果に基づいて、前記移動ロ
ボットの行動を修正する機能を有している



載しており、この作業用ロボットが、事故地点若しくはその周辺または事故地点までの移
動経路若しくはその周辺に前記ローカルセンサモジュールを設置するようにすることがで
きる。なお、前記ローカルセンサモジュールに、前記移動ロボットと前記指令基地との間
で行われる通信の中継を行う中継モジュールを付設してもよい。
【００１４】
前記ローカルセンサモジュールに、太陽電池または発電手段を有する電源ユニットを設け
ることもできる。
【００１５】
また、前記モニタ用ロボットのうち少なくとも一体に、映像取得手段および距離測定手段
と、を搭載させて、前記制御装置は、前記映像取得手段および前記距離測定手段からの情
報に基づいて事故地点若しくはその周辺の２次元情報または３次元情報を作成して表示す
る機能を持たせることもできる。
【００１６】
また、本システムは、映像取得手段および距離測定手段を有し、事故地点若しくはその周
辺または事故地点までの移動経路若しくはその周辺に固定されて前記指令基地に環境状況
を送信するローカルセンサモジュールを更に備えて構成することができ、更に前記モニタ
用ロボットのうち少なくとも一体は、映像取得手段および距離測定手段と、を搭載して構
成することができ、前記制御装置が、前記ローカルセンサモジュールおよび前記モニタ用
ロボットの前記映像取得手段および前記距離測定手段から送信される情報に基づいて事故
地点若しくはその周辺の２次元情報または３次元情報を作成して表示する機能を有するよ
うにすることもできる。
【００１７】
ここで前記制御装置は、前記ローカルセンサモジュールに搭載されたセンサおよび前記モ
ニタ用ロボットに搭載されたセンサにより取得された、温度、放射線量、有害物質濃度等
のデータを前記２次元情報または３次元情報に重ねて表示する機能を有すると好適である
。また、前記制御装置は、事故状況の経時変化を表示する機能を有することも好ましい。
【００１８】
また、前記制御装置が、移動ロボットに搭載したセンサまたは所定の箇所に取付けられた
ローカルセンサモジュールから、送信されてきた情報を、航空写真データ等の上空からの
情報と重ねて表示するマッピング処理を行う手段を、有するように構成することもできる
。
【００１９】
また、本システムは、前記移動ロボットのうち少なくとも一体を補助する移動可能なサポ
ートロボットを更に備えて構成することが可能であり、前記サポートロボットは、前記移
動ロボットに搭載される機器の予備機器若しくは交換機器、または前記移動ロボットに電
力を供給する手段若しくは交換バッテリを搭載する。
【００２０】
また、前記移動ロボットのうち少なくとも一体は、ランドマークまたは移動ロボットを誘
導する手段を設置する手段を搭載して構成することができる。
【００２１】
また、本システムは、事故地点若しくはその周辺または事故地点までの移動経路若しくは
その周辺に固定され、前記指令基地に環境状況を送信するローカルセンサモジュールを更
に備えて構成することも可能であり、この場合このローカルセンサモジュールは、ローカ
ルセンサモジュールの周辺の環境情報をセンシングするユニット化されたセンサ部と、前
記センサ部に結合され、前記センサ部の位置および向きを調節するユニット化された移動
機構部と、前記移動機構部に結合され、前記センサ部および前記移動機構部を構造物に取
付けるための取付け具と、を有し、前記センサ部、取付け具および移動機構部は、結合お
よび離別が可能な結合手段を介して互いに結合されていることが好ましい。
【００２２】
また、本システムは、事故地点若しくはその周辺または事故地点までの移動経路若しくは
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その周辺に固定され、前記指令基地に環境状況を送信するローカルセンサモジュールを更
に備えて構成することも可能であり、このローカルセンサモジュールは、ローカルセンサ
モジュールの周辺の環境情報をセンシングするセンサと、このセンサより検出された信号
を処理する信号処理器とを有するユニット化されたセンサ部と、前記センサ部を保護する
ための開閉可能なシャッターと、を有していることが好ましい。
【００２３】
前記モニタ用ロボットには、飛行手段と、前記飛行手段に取り付けられたセンサとを有す
るロボットが含ませることも可能である。
【００２４】
また、前記モニタ用ロボットの少なくとも一体に、センサにより取得した情報を表示する
表示手段が設けることも可能である。
【００２５】
また、前記移動ロボットの少なくとも一体に、気体、浮遊粉塵、液体、表面付着物あるい
は固形物のうち少なくとも１種類を採取する手段を設けることもできる。
【００２６】
また、前記モニタ用ロボットの少なくとも一体に、視覚センサとして耐放射線カメラを、
放射線センサとしてγ線、Ｘ線および中性子線の線量当量率測定器を設けることもできる
。
【００２７】
前記移動ロボットのうちの少なくとも一体に、この移動ロボットから分離可能な、複数の
センサを接続したセンサ手段あるいは分布測定可能な長尺のセンサ手段を搭載することも
でき、この場合この移動ロボットが前記センサ手段を移動しながら敷設する。
【００２８】
前記移動ロボットのうちの少なくとも一体に、この移動ロボットから分離可能な、通信手
段および電源を有する複数のセンサを搭載することが可能であり、この場合、この移動ロ
ボットが前記センサを移動しながら設置する
また、  前記移動ロボットのうちの少なくとも一体を、この移動ロボットから分離可能な
、移動路と、前記移動路を移動可能なセンサと、を搭載することが可能でありこの場合、
この移動ロボットが前記移動路を移動しながら設置した後、前記移動路をセンサが移動し
て測定を行うことができる。
【００２９】
また、前記移動ロボットのうちの少なくとも一体は、鉛蓄電池により囲まれた空間内に電
子機器を配置して構成することができる。
【００３０】
前記第１の通信手段は、その通信信号の伝達経路に、可撓性を有する信号伝達部材を含ん
で構成することができ、この場合、前記信号伝達部材は、事故現場付近にある扉の片面側
からその反対面側に通信信号を伝達する。更に、前記第１の通信手段は、前記信号伝達部
材により互いに電気的に結合される２つの無線通信送受信部を更に有して構成することも
可能であり、この場合、これらの無線通信送受信部が前記扉の片面側とその反対面側にそ
れぞれ配置される。
【００３１】
また、このシステムは、前記移動ロボットの移動区域近傍に設置される給電部を更に備え
て構成することが可能であり、このとき、前記移動ロボットは、前記給電部から受電する
手段を有して構成することが好ましい。ここで、前記給電部は、前記指令基地に設けられ
た発電手段またはその他の電源と動力ケーブルで電気的に接続することができ、その動力
ケーブルの少なくとも一部は、可撓性を有しており、この可撓性を有する部分が、事故現
場付近の扉の片面側からその反対面側に電力を伝達するように構成することができる。
【００３２】
また、前記作業用ロボットは、前記作業用ロボットと独立して前記扉あるいはその周辺部
に設置可能であり、かつ遠隔操作が可能な、建物の扉を開ける扉操作装置を搭載すること
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ができる。前記扉操作装置は、前記扉を開閉する機能を有していることも好ましい。また
、前記扉操作装置は、前記扉のノブを回すノブ回しモジュールと、前記扉を駆動する扉駆
動モジュールを有して構成することができる。
【００３３】
また、前記作業用ロボットのマニピュレータは、前記扉のノブを回す機能を有し、一方で
前記扉操作装置は、前記扉を駆動する扉駆動モジュールを有しており、前記作業用ロボッ
トが前記ノブを回す一方で、前記扉操作装置が扉を駆動することにより、前記扉を開く作
業を実行するようにすることも可能である。
【００３４】
前記扉操作装置は、この扉操作装置自体を前記扉あるいはその周辺部の構造物上に設置可
能な固定手段を有して構成することができ、この固定手段は、磁力による吸着、真空吸着
、接着および溶着のうちの少なくとも１つの方法により、固定を行うようにすることがで
きる。
【００３５】
また、前記固定手段は、前記扉操作装置を前記扉あるいはその周辺部の構造物上に固定す
る吸着盤と、内部を大気圧以下に減圧した容器と、前記吸着盤と前記容器とを接続する流
路と、前記流路を開閉する弁と、を有して構成することができる。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下に図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００３７】
［第１の実施形態］
図１は本発明の第１の実施の形態の事故対応ロボットシステム（以下、単に「システム」
とも言う）の構成を示す図である。
【００３８】
このシステムは、複数台の自走可能な移動ロボットを含んでいる。移動ロボットは、（１
）環境情報を収集するモニタ手段を搭載し、事故地点若しくはその周辺または事故地点ま
での移動経路若しくはその周辺の状態を調査するモニタ用ロボットと、（２）マニピュレ
ータを搭載し、事故地点若しくはその周辺または事故地点までの移動経路若しくはその周
辺において所定の作業を行う少なくとも一体の作業用ロボットとに大別される。
【００３９】
なお、モニタ用ロボットとしての機能および作業用ロボットとしての機能の両方を具備し
たロボットが含まれていてもむろん構わない。
【００４０】
本実施形態においては、このシステムにはモニタ用ロボットとしてモニタリングロボット
１０ａと計測ロボット１０ｂとが含まれており、また、作業用ロボットとして軽作業ロボ
ット１０ｃと重作業用ロボット１０ｄが含まれている。
【００４１】
なお、ここでは、モニタリングロボット１０ａは、事故現場の状況を簡易判断するための
測定を行うためのセンサ類を搭載したロボットであり、計測ロボット１０ｂは事故現場の
詳細な情報を得るための測量、測定、画像取得手段等を搭載するロボットである。またこ
こでは、軽作業ロボット１０ｃと重作業用ロボット１０ｄの相違は、出力の大小により区
別される。
【００４２】
なお、以下の説明において各ロボット１０ａ～１０ｄの種類を区別をする必要のない場合
には、単に「移動ロボット（または移動ロボット１０）」と言うこととする。
【００４３】
また、このシステムには、収納・制御指令車（指令基地）１（以下、単に「指令車１」と
いう）が含まれる。指令車１は、指令車１を移動させるための移動手段としての牽引車両
１３０に連結されている。牽引車両１３０は、それ自身単独で、また指令車１を牽引した
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状態で道路や不整地を移動可能である。
【００４４】
なお、指令車１を車輪無しのコンテナ状に形成するとともに、牽引車両１３０をコンテナ
状の指令車を搭載可能なトラック等の輸送機器としてもよいし、指令車１自体が自走可能
であってもよい。すなわち、指令車１および牽引車両１３０は、移動ロボット１０を収納
する機能および指令機能を有する適当な筐体等の部材と、この部材を移動させる適当な手
段との組み合わせに適宜置換することができる。
【００４５】
指令車１の後部には、上記の移動ロボット１０を収納する収納部１４０が設けられている
。指令車１の前部には、各移動ロボット１０の動作を制御するとともに移動ロボットから
送信されてきたデータを処理する制御装置１２０が搭載されている。制御装置１２０は、
統括制御部１７０を有している。この統括制御部１７０は、後述するように作業計画等を
立案する機能等を有する。
【００４６】
更に、指令車１には、事故現場から離れた位置に設けられた指令拠点、例えば災害対策本
部や防災センター等との間で双方向通信を行う外部通信器１１０が設けられている。また
、被牽引車両１３１には、ロボット制御装置１２０が発生する移動ロボット１０を遠隔操
作するための制御信号を移動ロボットに送信するとともに、移動ロボット１０から送信さ
れた情報を受信する通信器１００が設けられている。
【００４７】
指令車１の床下には、電力供給手段として発電機１５０が搭載されている。発電機１５０
は、制御装置１２０、統括制御部１７０、通信器１００、１１０の駆動電力を供給する。
更に、発電機１５０は、収納部１４０内に設置された充電器１６０に電力を供給すること
ができる。充電器１６０は、各移動ロボット１０に搭載されたバッテリ１３を充電するた
めに用いられる。すなわち、発電機１５０は、このシステムに必要とされるすべての機器
に対して電力供給が可能である。
【００４８】
次に、作用について説明する。
【００４９】
事故発生時には、まず、外部通信器１１０により、例えば防災センターから事故情報を受
信して事故状況を把握し、これに基づいて必要とされる移動ロボット１０の種類およびそ
の台数を選定して、指令車１の収納部１４０に収納する。また事故に関する情報を、統括
制御部１７０に設けられた記憶装置（図示せず）に格納する。
【００５０】
次に、指令車１は、配備された場所から事故発生個所の近辺まで牽引車両１３０に牽引さ
れて走行移動する。移動途中において、外部通信器１１０を用いて、さらに事故情報の収
集が継続的に行われ、新たな情報が統括制御部１７０に設けられた記憶装置に更に蓄積さ
れる。また発電機１５０により作った電気により制御装置１２０、通信器１００、充電器
１６０を動作させ、各移動ロボット１０のバッテリ１３を充電すると同時に、各移動ロボ
ット１０動作を確認する。
【００５１】
事故発生箇所の近辺に到着すると、制御装置１２０から通信器１００を介して、制御信号
が各移動ロボット１０に送られ、各移動ロボット１０は収納部１４０から地上に降りる。
【００５２】
次に、まず、移動ロボット１０のうちのモニタリングロボット１０ａを事故発生個所の建
屋周辺に移動させる。モニタリングロボット１０ａは、これに搭載したセンサ１１（例え
ばテレビカメラや放射線検出器）により、指令車１から事故発生箇所に移動するまでの間
および事故発生箇所およびその近辺の状態をモニタし、状態を示す信号をロボット１０ａ
に搭載された通信器１０１および指令車１に搭載された通信器１００を介して、指令車１
に送信する。ロボット１０ａから指令車１に送られてきた情報は、外部通信器１１０によ

10

20

30

40

50

(7) JP 3645460 B2 2005.5.11



り防災センター等の遠隔地にある指令拠点に転送される。
【００５３】
また、指令車１の統括制御部１７０は、モニタリングロボット１０ａからの情報とすでに
記録されている情報を解析し、解析結果に基づいて、事故終息までのシーケンスを創出し
、次に行う作業内容を決定する。
【００５４】
なお、統括制御部１７０は、そこに格納された事故処理シーケンスに関するデータベース
に基づいて完全に自動的に作業内容を決定することもできるし、防災センターから外部通
信器１１０を介して作業内容の指示を受け取り、それに基づいて作業内容を決定すること
もできる。すなわち統括制御部１７０の判断機能のみによって作業内容を決定する場合、
統括制御部１７０の判断と防災センターの判断を適宜組み合わせて作業内容を決定する場
合、防災センターの判断のみにより作業内容が決定される場合（この場合、統括制御部１
７０は防災センターからの指令を単に伝達する手段として機能する）がありうる。
【００５５】
統括制御部１７０は、決定された作業内容に即して、計測ロボット１０ｂ、軽作業ロボッ
ト１０ｃおよび重作業ロボット１０ｄのうちの１台または複数台を制御装置１２０を用い
て制御することにより、点検、監視または作業をおこなう。
【００５６】
この間にもモニタリングロボット１０ａや計測ロボット１０ｂからの情報は、逐次通信器
１００を介して制御装置１２０に送られ、制御装置１２０はこれを所定のデータ形式で統
括制御部１７０に送る。統括制御部１７０に収集されたデータに基づいて、各移動ロボッ
ト１０の次の行動を修正する。このような判断機能を有する統括制御部１７０により、復
旧のシーケンスを最適化することができ、短時間に事故を終息させて人的、物質的な被害
を最小限にとどめることが出来る。また逐次選られたデータにより、シーケンスに修正を
加えることのより、時間的に変化する状況にも柔軟に対応する事が可能となる。
【００５７】
以上述べたように、本発明による事故対応ロボットシステムを用いることにより、インフ
ラの整備されない環境下において事故現場に事故の調査、事故の処理、復旧を行う対応ロ
ボットを迅速に準備することができ、また予測しがたい事故状況において柔軟に対応でき
る。
【００５８】
また、モニタリングロボットにより得られた情報から、次に行う作業内容、作業手段を決
定できることから、効率的な事故処理を行う事が可能になる。
【００５９】
また外部通信装置を用いてデータを遠隔の防災センター等に送信することにより、データ
ベースや専門家の知識を活用して事故状況の把握を総合的にかつ適正に行うことができる
ため、事故の拡大を未然に防止し、適切な対応を取ることができる。
【００６０】
［第２の実施形態］
次に、図２を参照して第２の実施形態について説明する。第２の実施形態は、第１の実施
形態に対して、収納部１４０の構成が異なっており、他は第１の実施形態と同一である。
第２の実施形態において、第１の実施形態と同一部分については同一符号を付し重複する
説明は省略する。
【００６１】
本実施形態に係る事故対応ロボットシステムは、図２に示すように、指令車１の収納部１
４０のハウジング外側に設けられた建屋４７８の壁面と密着し気密を保持するシール機構
１８０と、収納部１４０へのロボットが通過する出入口となる開閉口（ドア）１８１と、
ロボットを建屋４７８内に進入可能とする建屋床面への移動式通路１８２と、フィルタ１
８４を介して収納部１４０の空気を収納部１４０の外部に排気するための排風機１８３と
、を更に備えている。
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【００６２】
次に、本実施形態の作用について説明する。なお、ここでは建屋４８７内に移動ロボット
１０のうち重作業ロボット１０ｄを送込む場合について説明する。
【００６３】
まず、重作業ロボット１０ｄを収納した指令車１を、建屋４７８の出入口１８５に近接さ
せる。この時に収納部１４０の開閉口１８１は閉じておく。
【００６４】
次にシール機構１８０を動作させシール機構を建屋４７８の外面に密着させ、建屋４８７
内および収納部１４０の雰囲気を外部の雰囲気と遮断する。
【００６５】
建屋４７８側の空調が正常に動作しているときは、排風機１８３を動作させずに開閉口１
８１を開ける。開閉口１８１は例えばシャッタのように上部に巻き取ることにより開閉す
る。
【００６６】
一方、建屋４７８内の空調施設が正常に動作せずかつ汚染物質が建屋４７８から外部に放
出されている場合は、排風機１８３を動作させることにより建屋４７８内からの汚染物質
の外部への放出を防止する。
【００６７】
次に、移動式通路１８２を動作させて収納部１４０から建屋４７８の床面に掛け渡し、重
作業ロボットの１０ｄの通路を形成する。なお、このとき建屋４７８にドア１８６がある
場合は、移動ロボット１０のマニピュレータ１２によりドア１８６を開ければよい。
【００６８】
次に、制御装置１２０から通信器１００を介して重作業ロボット１０ｄを操作し、移動式
通路１８２を経由して建屋４７８内部に送り込む。
【００６９】
本実施形態によれば、汚染の拡大を最小限に押えながら、事故の状況把握、終息作業を行
うことができる。また建屋内雰囲気の改善を行うことができる。
【００７０】
［第３の実施形態］
次に、図３および図４を参照して第３の実施形態について説明する。第３の実施形態は、
第１および第２の実施形態で説明したシステムに追加的に設けられる侵入支援車に関する
ものである。
【００７１】
図３に示すように、侵入支援車１９５は、車輪付きのコンテナ１９６すなわち収納部と、
コンテナ１９６を昇降させる昇降機１６５と、を有している。昇降機１６５は、図４に示
すように、折り畳み式のリンク機構により構成することが好適である。
【００７２】
また、コンテナ１９６の外側には、建屋４７８の壁面と密着し気密を保持するシール機構
１９０が設けられている。コンテナ１９６には、更に、ロボットの出入口となる開閉口１
９１と、ロボットを建屋４７８内に進入可能とする建屋床面への移動式通路１９２と、フ
ィルタ１９４を介してコンテナ１９６内の空気をコンテナ１９６の外部に排気する排風機
１９３と、が設けられている。コンテナ１９６は、牽引車両１３１により走行することが
可能である。
【００７３】
コンテナ１９６には、指令車１の通信器１００と交信可能な通信器１１１と、移動ロボッ
ト１０との間で交信可能な通信器１０１とが設けられている。また、コンテナ１９６は、
移動ロボット１０のバッテリを充電する充電器１６１と、充電器１６１に電力を供給する
発電機１５１とを有している。発電機１５１は、コンテナ１９６の付帯装備の全てに対し
て電力を供給することができる。
【００７４】
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次に、本実施形態の作用について説明するが、ここでは移動ロボット１０を建屋４７８の
高次階に突入させる場合について説明する。
【００７５】
モニタリングロボット１０ａの情報に基づき、通常の侵入方法では、計測ロボット１０ｂ
、軽作業ロボット１０ｃ、重作業ロボット１０ｄ等の移動ロボット１０を建屋内に送込む
ことができないことがわかった場合には、作業手順にもとずき、侵入支援車１９５に搭載
する移動ロボット１０が選択される。
【００７６】
次に、侵入支援車１９５の開閉口１９１を開け、移動式通路１９２を使用して、指令車１
の制御装置１２０を用いて、移動ロボット１０を移動させてコンテナ１９６内に搭載する
。
【００７７】
次に、侵入支援車１９５を牽引車両１３１により建屋４７８へ近接させた後、昇降機１６
５を動作させて、コンテナ１９６を所定の階床の高さまで上昇させる。次に、シール機構
１９０を動作させて、シール機構１９０を建屋４７８の外面に密着させ、建屋４８７内お
よびコンテナ１９６内の雰囲気を外部の雰囲気と遮断する。
【００７８】
建屋４７８側の空調が正常に動作しているときは、排風機１９３を動作させずに開閉口１
９１を開ける。一方、建屋４７８内の空調施設が正常に動作していない場合には排風機１
９３を動作し、侵入支援部を外気より低圧に保つ事により汚染を外気に拡散しないように
する。
【００７９】
次に、移動式通路１９２を建屋内に侵入させる。その後、移動式通路１９２を使用して、
指令車１の制御装置１２０が発生する制御信号を、指令車１の通信器１００、コンテナの
通信器１１１、１０１を介して移動ロボット１０に伝達し、移動ロボット１０を動作させ
て建屋４７８内に移動させて計測や作業を行う。
【００８０】
このように、本実施形態によれば、階段昇降のできない移動ロボット１０を建屋の高次階
へ投入する事が可能になり、詳細かつ広範囲の情報収集が可能になることにより、事故時
の対応が迅速にかつ綿密になる。従って事故終息シーケンスの立案作成が容易になり、事
故の終息が迅速に行われる。また、建屋の汚染を拡大することなしに、移動ロボット１０
による情報収集、復旧作業が行えるため安全性が確保される。
【００８１】
なお、本実施形態において、牽引車両１３１すなわちコンテナ１９６の移動手段は、人が
乗って運転するものでもよいし、指令車１により遠隔操作される無人車両であってもよい
。特に、後者の場合は、危険な建屋に人が近づく必要がないため、より安全性が向上する
。
【００８２】
［第４の実施形態］
次に、図５を参照して第４の実施形態について説明する。第４の実施形態は、本発明によ
る事故対応ロボットシステムにより行われる具体的な作業手順を示すものである。なお、
本実施形態において用いられるシステムの各構成要素の概略は、第１の実施形態で既に説
明されているため、第１の実施形態に関する説明と重複する説明はここでは省略する。
【００８３】
本実施形態では、プラント４８０において人が近づくことができないような事故が発生し
た場合に、初期処理として、事故状況を調査する計測ロボット１０ｂと軽作業を行う軽作
業ロボット１０ｃが事故発生箇所であるプラント４８０の建屋内に出向いて、事故の拡大
防止・沈静化処理を行う状況を説明する。なお、本実施形態において、事故状況の調査お
よび事故の拡大防止・沈静化処理には、モニタリングロボット１０ａ、計測ロボット１０
ｂおよび軽作業ロボット１０ｃが用られる。
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【００８４】
モニタリングロボット１０ａは、環境状況を把握するためのセンサモジュールと指令車１
の制御装置１２０と通信する通信器４５４とを搭載しており、指令車１からの遠隔制御に
より目的位置へ移動し、移動中および目的位置で事故現場周辺の環境状況を把握するため
のデータを収集し、収集したデータを指令車１へ送信することができる。
【００８５】
計測ロボット１０ｂは、周囲の位置情報を得るセンサや周辺環境状況をセンシングする複
数のセンサを備えたセンサモジュール４０４と、センサモジュール４０４を任意の位置お
よび向きにする位置決め機構４０５と、通信器４５４とを搭載しており、指令車１の制御
装置１２０からの遠隔制御により目的位置（ここでは事故発生箇所４１８）へ移動し、事
故発生箇所４１８までの移動中、および事故発生箇所４１８で周辺の環境状況を把握する
ためのデータとロボットの制御用データを収集し、収集したデータを通信器４５４により
指令車１へ送信することができる。
【００８６】
軽作業ロボット１０ｃは、軽作業を行うためのマニピュレータ１２と、移動およびマニピ
ュレーション制御に必要となる制御データを収集するセンサモジュール４０４と、センサ
モジュール４０４を任意の位置および向きにする位置決め機構４０５と、通信器４５４を
搭載しており、収納・制御指令車１の制御手段１２０  からの遠隔制御により目的位置（
ここでは事故発生箇所４１８）へ移動し、事故の拡大防止・沈静化処理等の作業を実施す
るとともに、軽作業ロボット１０ｃの制御用データおよびセンサモジュール４０４で収集
したデータを通信器４５４により指令車１へ送信することができる。
【００８７】
指令車１の制御装置１２０は、データ処理機能として、モニタリングロボット１０ａや計
測ロボット１０ｂから送信されてきた周辺環境状況をセンシングしたデータから事故状況
の調査結果をまとめ、表示する機能、データベース（類似事故事例の調査や緊急措置や防
災方法、プラントの運転要領、事故現場の機器や構造物の構成や配置、事故拡大の可能性
、危険な処理項目、対策手段）を用いての事故内容の解明を行う機能、周囲の位置情報や
ロボット制御用データを用いてロボット制御に用いる情報（ロボットの自己位置同定、障
害物検出、経路生成、移動環境地図生成、作業環境地図生成、移動制御計画生成、作業制
御計画生成など）を生成する機能、ロボットシステム内外との通信制御機能、およびオペ
レータと容易に協調作業を可能にするマンマシンインターフェイス機能を備えている。な
お、これらの機能のうち一部の機能は統括制御部１７０により実現される。
【００８８】
制御装置１２０は、以下の手順で事故状況を調査および事故の拡大防止・沈静化処理を実
施する。まず、制御装置１２０は、通信器１００を介して、モニタリングロボット１０ａ
および計測ロボット１０ｂに、事故現場周辺および事故発生箇所４１８への移動を指令す
る。
【００８９】
モニタリングロボット１０ａ、および計測ロボット１０ｂは、指令車からの遠隔制御によ
り、目的位置（ここでは事故現場周辺および事故発生箇所４１８）へ移動し、移動中およ
び目的位置において、事故状況を調査に必要なデータを収集し、指令車１に送信する。な
お、モニタリングロボット１０ａおよび計測ロボット１０ｂは、事故の状況、場所の状態
によっては、１台ではなく、複数台が出動する場合もある。
【００９０】
次に指令車１の制御装置１２０は、モニタリングロボット１０ａおよび計測ロボット１０
ｂから通信器を介して送られてきた周辺環境状況データをデータ処理し、事故発生箇所４
１８へ移動する途中および事故発生箇所４１８周辺の事故状況の調査結果をまとめるとと
もに、環境状況マップの生成、生成結果の表示、およびデータベースを用いての事故内容
の解明を行う。
【００９１】
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また、制御装置１２０は、事故発生箇所４１８へ移動するまでの地図や移動経路の生成、
ロボットによる事故拡大防止策を人間と協調して計画立案する。次に、制御装置１２０は
、事故状況の調査結果、事故内容の解明結果およびロボットによる事故拡大防止策の計画
立案結果から出動させる作業ロボットを選択し（ここでは軽作業ロボット１０ｃを選択）
、軽作業ロボット１０ｃに指令して事故発生箇所４１８へ出動させる。
【００９２】
軽作業ロボット１０ｃは、指令車１の制御装置１２０の指令により出動し、指令車１から
の遠隔制御で目的位置（ここでは事故発生箇所４１８）へ移動する。
【００９３】
次に制御装置１２０は、事故発生箇所４１８にいる計測ロボット１０ｂおよび軽作業ロボ
ット１０ｃに事故原因の究明作業や事故の拡大防止、沈静化させる作業を指令する。
【００９４】
軽作業ロボット１０ｃは、事故発生箇所４１８で、指令車１からの遠隔制御により、事故
原因の究明作業や事故の拡大防止、沈静化させる作業を開始する。
【００９５】
図５は、事故の拡大を防ぐためにバルブの開閉作業を行うところを示している。軽作業ロ
ボット１０ｃが行う作業が容易に確実にかつ高速に行なえるようにするには、作業対象物
の状況およびマニピュレータと周囲との位置関係が把握できる情報、例えば映像や位置情
報が不可欠である。軽作業ロボット１０ｃ自身に備えるセンサモジュール４０４のみでこ
れらの情報を得るとすると、マニピュレータ１２が邪魔となり、判りやすい映像、正確な
位置関係情報が得られない。別の視点からの作業対象物の状況映像およびマニピュレータ
と周囲との位置関係が把握できる情報が必要となる。
【００９６】
そこで、本実施形態においては、計測ロボット１０ｂと軽作業ロボット１０ｃとを協調さ
せて容易に確実にかつ高速に作業を実現にする方法を採っている。すなわち計測ロボット
１０ｂは、その周囲の物体の位置情報を得るセンサを搭載しており、作業対象物の状況お
よび周囲とマニピュレータとの位置関係が把握できる情報を得ることが可能である。そこ
で、計測ロボット１０ｂを適当な位置に移動させて、計測ロボット１０ｂにより軽作業ロ
ボット１０ｃと作業対象物との位置関係を把握したり、各種環境情報のセンシングを行わ
せる。そして計測ロボット１０ｂにより得たデータを指令車１の制御装置１２０へ送信す
る。
【００９７】
指令車１の制御装置１２０は、計測ロボット１０ｂより送信されたデータを処理し、軽作
業ロボット１０ｃと作業対象物との映像、位置情報、およびアニメーションを表示する。
【００９８】
これらの情報により、作業手順の生成（シミュレーション）、作業対象物へのアプローチ
姿勢の生成、構造物との干渉チェック結果を自動的に得ることが可能なため、軽作業ロボ
ット１０ｃによる作業は容易に確実かつ高速に実現できる。
【００９９】
以上のように、指令車１の遠隔操作により計測ロボット１０ｂと作業ロボット１０ｃとを
協調して動作させることにより、容易に確実にかつ高速に以下に示すような一連の事故対
応作業が可能となる。
【０１００】
すなわち、モニタリングロボット１０ａおよび計測ロボット１０ｂを事故現場周辺および
事故発生箇所に移動させ、事故現場までの状況および事故現場の状況を把握するのに必要
となるデータを計測、収集することができる。そして収集したデータをデータ処理し、事
故現場までの状況および事故現場の状況を調査し、調査結果を表示収集したデータをデー
タ処理することにより、事故内容を解明するとともに、データベースを用いて事故事例や
対処法を調査し、オペレータと協調して事故原因の究明、事故の拡大防止、沈静化策を立
案して、事故状況に対応できる機能・構成の作業ロボットを選択し、現場に移動させ、計
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測ロボット１０ｂと軽作業ロボット１０ｃとを協調させることで、事故原因の究明作業や
事故の拡大防止、沈静化させる作業を効率的に実施することができる。
【０１０１】
また、最初に災害発生箇所に移動する計測ロボット１０ｂにより災害発生箇所までの状況
データを収集し、移動環境地図および移動経路が生成できるため、後発の作業ロボットは
、移動制御に必要となるセンサ類の搭載を最小限とした状態で、災害発生箇所まで移動が
可能となる。このため、作業ロボットの構成が簡易となり、小型化、信頼性向上、安価化
が図れる。さらに、事故現場の状況を調査した結果から、状況に合わせた作業ロボットを
選定し、出動させるため、２次災害が発生することなく、確実で効率的な事故対応が可能
となる。
【０１０２】
［第５の実施形態］
次に、図６乃至図８を参照して第５の実施形態について説明する。第５の実施形態は、本
発明による事故対応ロボットシステムにより行われる具体的な作業手順を示すものである
。なお、本実施形態において用いられるシステムの各構成要素の概略は、第１の実施形態
で既に説明されているため、第１の実施形態に関する説明と重複する説明はここでは省略
する。
【０１０３】
図６は、プラント内４８０  で人の近づけない事故が発生した際に、初期処理として、作
業ロボット４０１（この作業用ロボットは軽作業ロボット１０ｃでも重作業ロボット１０
ｄでもよい）単体で事故発生箇所４１８  に出向いて、事故状況の調査データの収集、事
故の拡大防止・沈静化処理を行うところを示している。
【０１０４】
事故状況が図５の場合（第４の実施形態）と異なる点は、以下の２点である。
（１）事故現場が収納・制御指令車１の停車場所から遠い。（人の近づけないエリアが広
範囲の場合、車の移動ができる通路が無い場合など）、（２）事故現場の作業スペースが
狭い。
【０１０５】
上記に示すような事故状況が発生した際、（１）の場合は、通信ネットワークの確保が問
題となる。図６に示す本実施例では、指令車１と移動ロボットとの間の通信ネットワーク
を確保する対策の１つとして、指令車１から現場までの間に中継ロボット、および携帯用
中継器を設ける方法を用いる。
【０１０６】
（２）の場合は、作業エリアが狭いことから、図５に示したような計測ロボット１０ｂと
作業ロボットを複数台配置して協調的に作業を実施する方法は、現場の構造物とロボット
との干渉やロボット同士での干渉が発生する可能性が高くなり、問題である。
【０１０７】
従って、作業エリアが狭い状況において、計測ロボット１０ｂを用いた場合と同様に現場
の状況を把握するのに必要となるデータを計測可能とするように、本実施形態では、作業
用ロボットと携帯用ローカルセンサモジュールとを組合せる方法を用いる。
【０１０８】
すなわち、本実施形態では、指令車１から事故発生箇所４１８までの移動経路周辺に、中
継器として携帯用の通信器４５４と、移動ロボットの一種である中継用ロボット１０ｅと
、を配備して通信ネットワークの確保を行うとともに、事故発生箇所の周囲に携帯用ロー
カルセンサユニット４５０を取付けて現場の状況を把握するのに必要となるデータの収集
を可能としている。
【０１０９】
中継用ロボット１０ｅは、事故発生箇所４１８と指令車１との間で通信の中継を行うため
の通信器を搭載しており、指令車１からの遠隔制御により目的位置へ移動し、遠隔制御で
の通信帯域や変調モードを切替えて、データを変調・復調して他の通信器と送受信を行う
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機能を有している。
【０１１０】
なお、図６においては、中継用ロボット１０ｅは１台のみ使用されているが、移動経路周
辺の状況や事故発生箇所までの距離によって複数台使用される場合もある。また、状況に
よっては、中継用ロボット１０ｅを用いることなく、携帯用の通信器４５４を適宜配置す
ることにより通信ネットワークの確保を行う場合もありうる。
【０１１１】
携帯用の通信器４５４は、遠隔制御での通信帯域や変調モードを切替える機能を実現する
手段と、データを変調・復調して送受信する機能を実現する手段と、電源ユニットとを備
えて構成される。携帯用の通信器４５４は、中継用ロボット１０ｅの場合と同様、移動経
路周辺の状況や事故発生箇所までの距離によって配備する箇所や数量が異なる。
【０１１２】
図６に示す実施形態においては、携帯用の通信器４５４は、木、建物の壁、柵または塀、
柱などに取付けて用いている。また、状況によっては、携帯用の通信器４５４は、後述す
る携帯用ローカルセンサユニットと組合せた構成にして用いることもできる。
【０１１３】
携帯用の通信器４５４は、作業用ロボット４０１に設けられた所定の荷台等に搭載され、
作業用ロボット４０１に備えてあるマニピュレータ４０２を用いてマニピュレーションす
ることによって任意の箇所へ取付けられて運用される。
【０１１４】
なお、図６に示す実施形態においては、指令車１と携帯用の通信器４５４との通信と、指
令車１と中継用ロボット１０ｅとの通信は、無線通信により行っているが、図７に示すよ
うに、、有線通信（通信ケーブル４３１を利用する）により行ってもよい。通信ケーブル
４３１を敷設できる箇所には、有線による通信を用いた方が無線帯域を多く利用できるた
め、好ましい。
【０１１５】
携帯用のローカルセンサユニット（固定式のセンサユニット）４５０は、複数種類のセン
サと、センサの位置・向きを調整する機構と、構造物等に取付ける機構と、通信器と、電
源ユニットと、から構成され、指令車１からの遠隔制御により、指示された箇所や雰囲気
の環境状況情報を収集するものである。また、携帯用のローカルセンサユニット４５０は
ユニット化されており、発生した事故に適応するセンサを具備したものを適宜選定し、現
地へ持っていくことを可能としてある。
【０１１６】
携帯用のローカルセンサユニット４５０は、携帯用の通信器４５４の場合と同様に作業用
ロボット４０１に搭載され、作業用ロボット４０１に備えてあるマニピュレータ４０２を
用いてマニピュレーションすることによって任意の箇所へ取付けられて運用される。
【０１１７】
図６に示す実施形態では、事故発生箇所の周辺の２箇所に携帯用のローカルセンサユニッ
ト４５０を取付けている。ここでは、携帯用のローカルセンサユニット４５０は、事故現
場周辺にある樹木や建物の壁、ロボットの通路となる付近の柵や塀や柱に取り付けられ、
また作業エリア（プラント内の事故発生箇所）においては、作業ロボット４０１に搭載さ
れたセンサユニット４０４と異なる視点からの情報を得ることができるように、天井部（
上方からの視点）と配管部（水平方向の視点）に取付けてある。
【０１１８】
これらの携帯用のローカルセンサユニット４５０を事故現場周辺や通路ロボットの通路と
なる付近およびプラント内の事故発生箇所に取付け、事故状況を調査するデータを収集す
ることで、事故による環境変化や危険箇所と安全箇所の区分けや分布を得ることができる
。
【０１１９】
映像センサ、周囲物体の位置情報を計測する距離センサを組込んだ携帯用のローカルセン
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サユニット４５０を用いることで、事故現場とその周辺の機器や構造物の配置が判る地図
が生成できるため、事故状況を調査するすることにより得られたデータの分布をその地図
に貼り付けることにより、危険箇所の位置やロボットの移動可能エリアが自動的に求める
ことが可能となる。
【０１２０】
また、ロボットの通路となる付近に携帯用のローカルセンサユニット４５０を取付けるこ
とで、ローカルセンサユニット４５０の映像センサや、周囲の位置を計測する距離センサ
が収集したデータに基づいて、移動中のロボットの位置や向きを確認することができるた
め、移動制御が非常に容易となる。
【０１２１】
しかも、作業ロボット４０１に搭載したセンサユニット４０４とローカルセンサユニット
４５０との相互間の距離や、ローカルセンサユニット４５０相互間の距離を求めることに
より、ローカルセンサユニット４５０の配置座標およびロボットの位置を正確に得ること
が可能となり、周辺の機器や構造物の配置地図を精度良く生成することができる。
【０１２２】
また作業開始前には、作業ロボット４０１のマニピュレータ４０２のロボットハンド４０
３により、作業ロボット４０１に搭載された別の携帯用のローカルセンサユニット４５０
や、センサユニット４０４を掴み、現場の状況を把握するのに必要となるデータを収集で
きる。
【０１２３】
作業ロボット４０１によるマニピュレーションを容易に確実に実施させるには、作業対象
物の状況および周囲とマニピュレータ４０２との位置関係が把握できる情報、例えば映像
や位置情報が不可欠であるが、本実施例に示すようにローカルセンサユニット４５０を用
いることで、計測用ロボット１０ｂが無くても、別の視点からの作業対象物の状況および
周囲との位置関係が把握できる情報が得られることから、容易に確実なマニピュレーショ
ンが可能となる。
【０１２４】
このように指令車１の停車場所から事故発生箇所４１８が遠い状況や、作業スペースが狭
い状況で事故が発生した場合において、中継用ロボット１０ｅ、携帯用の通信器４５４お
よびローカルセンサユニット４５０を適宜用いることにより、作業ロボット４０１単体で
事故発生箇所４１８に出向いて、事故状況の調査データの収集、事故の拡大防止・沈静化
処理を行うことが可能となる。
【０１２５】
なお、図６および図７に示す実施形態においては、携帯用の通信器４５４およびローカル
センサユニット４５０を、作業用ロボット４０１の本体に搭載しているが、図８に示すよ
うに、作業ロボット４０１を補助するサポートロボット４０７を設け、このサポートロボ
ット４０７に通信器４５４やローカルセンサユニット４５０を搭載してもよい。通信器お
よび電装品には、特定の環境（高熱、有毒ガス、放射線等の環境）に弱いもにもあるため
、実際に使用する際以外には現場になるべく近づけたくないものや、特定環境下では定期
的に交換する必要があるものもある。したがって、サポートロボット４０７を作業ロボッ
ト４０１の後方（事故発生地点から遠い側）に位置させて、必要に応じて作業ロボット４
０１をサポートロボット４０７の位置まで戻して通信器４５４やローカルセンサユニット
４５０を持って行くようにすることにより、このようなセンサおよび通信器を良いコンデ
ィションで使用することができる。また、作業ロボット４０１が指令車１まで戻る必要が
無くなるため、作業効率の向上も期待できる。
【０１２６】
サポートロボット４０７は、前記通信器４５４およびローカルセンサユニット４５０に搭
載されたバッテリーを充電する充電器４０５や発電機４０６を備えた構成としてもよい。
このようにすれば、消費電力の大きい機器を長時間にわたって使用することができる。
【０１２７】
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［第６の実施形態］
次に、図９乃至図１０を参照して第６の実施形態について説明する。
【０１２８】
図９乃至図１０は、プラント内４８０  で人の近づけない事故が発生した際に、初期処理
として、作業ロボット４０１単体で事故発生箇所４１８に出向いて、事故状況の調査デー
タの収集、事故の拡大防止・沈静化処理を行う場合に、事故発生箇所４１８  へ向かう途
中経路の周辺部にロボットの自己位置同定や移動制御用に、ランドマークを取り付けなが
ら、または電磁誘導線、磁気テープ若しくは光反射テープを取付けながら、または蛍光塗
料などの識別が容易な目印（塗料）を放出しながら移動していく実施形態を示している。
【０１２９】
図９は、目的位置へ移動する途中の任意の箇所に、作業ロボット４０１に、自分自身およ
び他の複数のロボットの自己位置の確認、走行制御用として用いるためのランドマーク４
３８を搭載し、コーナー部などの任意の箇所に取付ける場合を示している。
【０１３０】
図９に示すランドマーク４３８は、周囲と異なる色を用いて目印としたパッシブ方式のも
のである。作業ロボット４０１に搭載した映像センサで収集した映像データは、指令車１
の制御装置１２０により取り込まれ、画像処理を実施してランドマーク４３８を検出し、
ランドマーク４３８と作業ロボット４０１との位置関係を求め、これにより作業ロボット
４０１の自己位置同定が行われる。
【０１３１】
なお、ランドマークの構成は図９に示すものに限定されない。パッシブ方式の場合には、
周囲の色と異なる色を用いたものの他に、形状、反射・非反射の組み合わせ、凸凹の組み
合わせによりランドマークを構成することができる。また、アクティブ方式のランドマー
ク、例えば波長を選定した発光素子や超音波発振器を用いたものを使用することも可能で
ある。
【０１３２】
図９では、携帯用のローカルセンサユニット４５０や通信器４５４から独立したランドマ
ーク４３８を用いているが、これに限定されるものではなく、ローカルセンサユニット４
５０や通信器４５４とランドマークを組み合わせてもよいし、携帯用のローカルセンサユ
ニット４５０や通信器４５４自体の形状を目印となる形状とすることによりランドマーク
としてもよい。
【０１３３】
また、携帯用のローカルセンサユニット４５０の計測値、例えば温度、湿度、ガス濃度、
放射線レベルの表示装置や、座標や案内の表示盤や、音声出力装置と組合せてもランドマ
ークを構成してもよい。このランドマークは、事故が終息し、人が事故発生現場に行ける
雰囲気になった場合の、人に対する警告や案内用としても有効に用いることができる。
【０１３４】
図１０（ａ）は、目的位置へ移動する途中の任意の箇所に、作業ロボット４０１に、自分
自身および他の移動ロボットの自己位置の確認、走行制御用として用いるための誘導線４
３２、磁気テープ（図示せず）または光反射テープ（図示せず）を巻いたドラム４３３を
搭載し、移動ロボットの移動経路などに取付ける実施形態を示している。
【０１３５】
誘導線４３２による走行制御は、移動ロボットの底部に取付けた複数の検出コイルで誘導
線からの電磁誘導起電力を検出し、検出位置が常に一定位置になるように位置制御するこ
とで誘導線に沿った移動制御を可能とするものである。この方式は、簡易な方法で走行制
御できる特徴がある。なお、誘導線をアンテナケーブルとして用いること（微弱電界無線
方式）で、ロボット専用の通信ネットワークを構築することも可能となる。
【０１３６】
図１０（ｂ）は、目的位置へ移動する途中の任意の箇所に、作業ロボット４０１に、自分
自身および他の複数のロボットの自己位置の確認、走行制御用の目印として用いるための
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蛍光塗料４３５などの識別が容易な塗料と塗料を入れたタンク４３４と放出ノズル４３６
を搭載し、指令車１から目的位置付近までの経路上や周囲に吹き付ける実施形態を示して
いる。
【０１３７】
移動ロボットに搭載した映像センサで収集した映像データを、指令車１の制御装置１２０
で取り込み、画像処理を実施して蛍光塗料を検出し、ロボットの位置を求めることで、ロ
ボットの走行制御が可能となる。
【０１３８】
以上説明したように、本実施形態によれば、移動ロボットの目的位置への移動制御が簡易
な方法で確実で容易にかつ高速に、しかも安価に実現することができる。
【０１３９】
［第７の実施形態］
次に、図１１乃至図１３を参照して第７の実施形態について説明する。本実施形態は、移
動ロボットに搭載されるセンサモジュールの構成およびセンサモジュールにより得られた
データの処理手順に関するものである。
【０１４０】
まず、図１１を参照してセンサモジュール４０４の構成について説明する。センサモジュ
ール４０４は、環境状況をセンシングする手段として、映像センサ４２０、赤外線センサ
４２３、音響センサ４２１および放射線センサ４２４を備えており、更に周囲の位置情報
をセンシングする手段として、水平旋回および上下首振りを行ないながら移動ロボット周
囲の距離を計測するレーザー距離計４２２、距離計の計測時の傾き角度を検出する傾斜セ
ンサ４２５を備えている。これらのセンサは要求性能や使用環境に適応するセンサに置き
換えが可能なようにそれぞれユニット化した構成としてある。なお、この構成は携帯用の
ローカルセンサモジュール４５０にも適用可能である。
【０１４１】
なお、移動ロボット４０１（作業ロボットでもモニタロボットでもよい）の内の最低１台
が搭載するセンサモジュール４０４の最低１台は、上述した環境状況をセンシングする手
段と周囲の位置情報をセンシングする手段とを備えている。
【０１４２】
次に、図１２の模式図および図１３のフローチャートを参照して、指令車１の制御装置１
２０において、センサモジュール４０４で収集し送信したデータからデータ処理すること
で２次元または３次元の情報例えば地図を作成し、自己位置同定、障害物検出、経路生成
、環境状況マップを生成する手順の一例を示す。
【０１４３】
スキャン式レーザ距離計４２２で水平旋回および上下首振りを行ないながらデータを収集
し（図１３のステップＳ１）、収集されたデータは指令車１の制御装置１２０に送信され
、制御装置１２０は、このデータに対して座標変換およびデータ補間処理を行うことで、
２次元および３次元マップを生成する。なお、ロボットの移動位置は、ローカルセンサモ
ジュールなどの距離データにより正確に求めることができることから、移動しながら収集
したスキャン式レーザ距離計４２２の距離データ分布から移動経路周辺および事故発生箇
所周辺の２次元および３次元マップが生成できる（図１３のステップＳ２）。
【０１４４】
また、データ収集時のスキャン式レーザ距離計４２２の取付け高さに基づいて、前記マッ
プにおける床面が制御装置１２０により自動的に検出される（図１３のステップＳ３）。
更に、このマップ中から障害物が検出され（図１３のステップＳ４）、また、現場に堰が
ある場合にはロボットが堰を乗り越えることができるか否かの判定なされる（図１３のス
テップＳ５）。制御装置１２０は、床面情報、障害物情報、乗り越え可否情報に基づいて
ロボットの移動経路を求める（図１３のステップＳ６）。
【０１４５】
更に、制御装置１２０は、３次元マップを画像表示する（図１３のステップＳ７）。
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【０１４６】
また、映像センサ４２０により収集したＴＶ映像の視点および画角に、生成した３次元マ
ップの表示条件を一致させることで、ＴＶ映像を３次元マップにテキスチャマッピングす
る（図１３のステップＳ８）。更に、赤外線センサ４２３により収集した分布データをＴ
Ｖ映像のテキスチャマッピングと同様に重ね合せ表示する（図１３のステップＳ９）。
【０１４７】
なお、計測ロボット１０ｂや携帯用ローカルセンサモジュール４５０などから収集した環
境状況データを更に重ね合せることも有益である。このようにすれば、事故状況の把握が
さらに容易となり、また、作業ロボットよる事故の拡大防止作業の計画を高速かつ正確に
立案可能となる。
【０１４８】
以上に説明したように本実施形態によれば、水平旋回および上下首振りを行ないながら移
動ロボット周囲の距離を計測するレーザー距離計４２２、距離計の計測時の傾き角度を検
出する傾斜センサ４２５を有するセンサモジュール４０４を備えた作業ロボット４０１に
より収集したデータを用いることで、２次元および３次元マップが高速かつ正確に得るこ
とができ、移動制御情報の生成、移動雰囲気の把握が可能となり、また、他の移動ロボッ
トの移動制御が容易となる事故対応ロボットシステムを実現できる。
【０１４９】
なお、作業ロボット４０１により収集した距離データや環境状況調査用データと、上空か
ら撮影した映像、例えば航空写真データ等の情報とを組合せて用いてデータ処理すること
も好ましい。このようにすれば、２次元および３次元マップが高速かつ正確に得ることが
でき、移動制御情報の生成、移動雰囲気の把握が可能となり、また、他の移動ロボットの
移動制御が容易となる事故対応ロボットシステムを実現できる。
【０１５０】
［第８の実施形態］
次に、図１４を参照して第８の実施形態について説明する。図１４は、中継ロボット１０
ｅおよび携帯用中継モジュール４１５の実施形態を示す構成図である。
【０１５１】
図１４に示すように、携帯用中継モジュール４１５は、複数台の移動ロボットと指令車１
間の通信ネットワークを確保する中継用の通信器４５４と携帯用ローカルセンサユニット
４５０とを組合せて構成されている。このように、中継用の通信器４５４と携帯用ローカ
ルセンサユニットとを組合せて一体構成にすることで、構成が簡易となり、また運用が容
易となり、信頼性の高い事故対応ロボットシステムを実現できる。
【０１５２】
通信器４５４は、ローカルセンサユニット４５０との間でデータ交換を行うセンサユニッ
ト結合用コネクタ４４９と、変調器４４３と、復調器４４５と、分配器４４１と、信号増
幅器４４０と、アンテナ４３９と、変調切替コントローラ４４２とを有する。また、通信
器４５４は、携帯用のローカルセンサモジュール４５０で収集した周辺環境の環境状況を
センシングして得られたセンサデータを入力するための混合処理回路４４４を有している
。
【０１５３】
携帯用の中継モジュール４１５は、ローカルセンサユニット４５０とを組合せた携帯用中
継モジュール４１５の電源ユニット４６５が、外部からの電力供給用端子４２６ａ、４２
６ｂの他に、バッテリ４４６と太陽電池４４８を備えた構成となっている。太陽電池４４
８および電力供給用端子４２６ａ、４２６ｂは、電源回路４４８に接続されており、更に
電源回路４４８は充電器４０５、充電器４０５はバッテリ４４６に接続されている。なお
、太陽電池４４８に加えてまたは太陽電池４４８に代えて発電機（図示せず）用いてもよ
い。
【０１５４】
携帯用の中継モジュール４１５に太陽電池４４８を備えることにより、バッテリィ４４６
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の消耗が軽減され、長時間の連続使用が可能となる。また、暗い雰囲気で使用する場合に
は太陽電池４４６の働きが期待できないため、このような場合には発電機を備えた構成の
中継モジュール４１５を用いることにより、長時間の連続使用が可能となる。
【０１５５】
このように、携帯用の中継モジュール４１５に、外部からの電力供給用端子の他にバッテ
リと太陽電池または発電機を備えた構成にすることで、簡易な構成で、長時間の連続使用
を可能になり、電源供給処理が柔軟で信頼性の高い事故対応ロボットシステムが実現でき
る。
【０１５６】
［第９の実施形態］
次に、図１５を参照して第９の実施形態について説明する。本実施形態は、携帯用ローカ
ルセンサユニットの具体的構成に関するものである。
【０１５７】
図１５に示すように、携帯用ローカルセンサユニット４５０は、構造物に取付けるための
取付け具４５１と、センサの位置・向きを調節するローカルセンサ移動機構部４５２と、
ローカルセンサモジュール周辺環境の環境状況をセンシングするセンサユニット４５３の
３体で構成されており、それぞれを切り離し可能に結合できる着脱手段を備えている。本
例では、着脱手段は、互いに嵌合する溝と突起により形成されている。
【０１５８】
また、ローカルセンサ移動機構部４５２およびセンサユニット４５３には、電源ユニット
４５５ａ ,４５５ｂ ,４５５ｃや、通信器４５４ａ ,４５４ｂがそれぞれ設けられている。
これにより、容易に事故の状況に合わせたセンサユニットへの交換が可能となる。
【０１５９】
センサユニット４５３にはセンサ信号処理器４５８が設けられている。更に、センサユニ
ット４５３は、その前面にセンサ４５７を覆う格納用シャッター４５６を有している。セ
ンシングする時以外は格納用シャッター４５６を閉じることで、周囲の環境条件が厳しく
てもセンサが機能を保つようにしてあり、本実施形態によれば、取付け場所や事故状況に
適用した柔軟な運用が実現でき、また耐環境性に優れた信頼性の高い事故対応ロボットシ
ステムを実現できる。
【０１６０】
［第１０の実施形態］
次に、図１６乃至図１９を参照して第１０の実施形態について説明する。本実施形態では
、携帯用ローカルセンサユニット４５０の取付け具および移動手段について述べる。
【０１６１】
図１６は取付け具の構成を、図１８は図１６に示す各取付け具を用いて固定物に取り付け
た状態を、それぞれ示す図である。
【０１６２】
事故現場では、取付け箇所の形態が一様でないことから、取付け具は、多種類設けること
が好ましい。図１６において左上は把持式取付け具４５１、左下は磁石式取付け具４６１
、右下は吸着式取付け具４６２をそれぞれ示している。これら取付け具４５１，４６１，
４６２は、ローカルセンサ移動機構部４５２と、センサユニット４５３と結合して使用さ
れる（第９の実施形態も参照）。
【０１６３】
図１８は、把持式取付け具４５１を通気口４７１に、磁石式取付け具４５２を配管４７２
に、そして吸着式取付け具４５３を壁４７３に取付けて使用した例を示している。取付け
具４５１，４６１，４６２はセンサユニットを取付けたい箇所の状態に応じて適宜その構
成を変更することが可能である。
【０１６４】
図１７は、携帯用ローカルセンサユニット４５０を飛行船４６３に取付けた例を示してい
る。飛行船４６３は、指令車１との間で通信を行う通信器４５４と、電源ユニット４６５
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と、コントローラ４６６と、飛行用センサ４６７ａ，４６７ｂと、飛行用駆動機構４６８
ａ、４６８ｂを有する。飛行船４６３の下部には取付け具が設けられており、図１９に示
すように、この取付け具にローカルセンサ移動機構部４５２およびセンサユニット４５３
を順次結合して使用する。
【０１６５】
このように、飛行船４６３とローカルセンサユニット４５０とを結合することにより、上
空から事故の状況を調査することのできる飛行可能なモニタ用ロボットを構成することが
できる。
【０１６６】
以上説明したように、携帯用ローカルセンサユニットに適当な取付け具および移動手段を
適用することにより、取付け場所に適用した柔軟な運用が実現できることから、簡素で信
頼性の高い事故対応ロボットシステムを提供できる。
【０１６７】
［第１１の実施形態］
次に、図２０を参照して第１１の実施形態について説明する。本実施形態は、モニタリン
グロボット１０ａの変形例に関するものである。
【０１６８】
図２０に示すように、本実施形態に係るロボットシステムは、複数のモニタリングロボッ
ト１０ａを具備しており、各モニタリングロボット１０ａが放射線の線量当量率測定機能
を有するセンサおよび測定した線量当量率を表示するための表示手段５０６を備えている
。
【０１６９】
モニタリングロボット１０ａは現場エリア５０３周辺の任意の位置に待機あるいは移動し
ながら線量率測定を行い、測定結果を大型の表示板からなる表示手段５０６により現場表
示する。このような表示手段５０６を備えたモニタリングロボット１０ａを用意すること
により、特別な通信手段を持たない場合でも人間が接近する際の危険性を事前あるいは作
業中に認識することが可能である。
【０１７０】
［第１２の実施形態］
次に、図２１を参照して第１２の実施形態について説明する。本実施形態は、計測ロボッ
ト１０ｂの構成の一例に関するものである。
【０１７１】
図２１に示すように、本実施形態に係る計測ロボット１０ｂは、通信器１０１、テレビカ
メラ１１ａ、温度センサ１１ｂ、音響センサ１１ｃおよびガスサンプラ５００を有してい
る。
【０１７２】
このような構成を有する計測ロボット１０ｂは、化学プラントにおける火災事故等の重大
事故時において現場周辺および現場内に複数の計測ロボット１０ｂを配置し現場の状況把
握を行う。
【０１７３】
現場状況を知るためのテレビカメラ１１ａからの映像情報と、音を検知するための音響セ
ンサ１１ｂからの音響情報と、火災や化学反応による熱を検知するための温度センサ１１
ｃからの温度情報は、逐次通信器能１０１によって測定場所から伝送される。また、ガス
サンプラ５００により現場での大気を収集し、回収した後で有害ガス等の有無を詳細に分
析する。
【０１７４】
計測ロボット１０ｂは内臓バッテリにより駆動され、移動しながら複数箇所の情報収集を
行ったり、一ヶ所にとどまって状況の変化をモニタリングする。これらの情報により現場
の状況の把握が可能である。また、複数の地点のデータをマッピングすることにより、事
故発生場所や原因の推測、復旧作業を計画する際の進入経路の設定や作業方法等を検討す
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る上で有用なデータを得ることができる。なお、搭載するセンサは上述のものに限定され
るものではなく、モニタリングロボット１０ａからの情報と適用する施設や事故の種類に
応じて必要なものを選択してあらかじめ搭載するようにしてもよい。
【０１７５】
本実施形態によれば、人間が容易に接近することができない状況においても必要な情報を
取得し遠隔で安全に現場の状況を把握することができることに加え、現場のガスを採集す
る機能を備えたことにより、採取物を回収した後にガス分析することで現場で測定不可能
な有害ガス発生の有無や大気成分のより詳細な情報の取得により現場作業の可否等が可能
である。ガスサンプラ５００の他にも、必要に応じ浮遊粉塵や液体、表面付着物、固形物
等の採取機能を持たせてもよい。
【０１７６】
このように、計測あるいは軽作業を行う移動ロボットに気体、浮遊粉塵、液体、表面付着
物あるいは固形物のうち少なくとも１種類の採取手段を備えたことにより、採取物を回収
した後に分析することで現場で測定不可能な情報の取得あるいはより詳細な情報の取得が
可能となる。
【０１７７】
［第１３の実施形態］
次に、図２２および図２３を参照して第１３の実施形態について説明する。本実施形態は
、計測ロボット１０ｂの構成の他の例に関するものである。
【０１７８】
図２２に示すように、本実施形態に係る計測ロボット１０ｂは、通信器１０１、耐放射線
カメラ１１ｄ、γ／Ｘ線センサ１１ｅおよび中性子線センサ１１ｆを有している。
【０１７９】
本実施形態に係る計測ロボット１０ｂは、主に高線量の放射線環境下において使用される
。ＣＣＤカメラ等の一般のテレビカメラ１０ａは放射線に対し脆弱であり、線量が増すに
つれて画像が劣化し積算線量が１００Ｇｙ程度を超えると完全に機能を失ってしまうため
高線量の場所では使用することができない。
【０１８０】
しかし、撮像管等を用いた耐放射線カメラ１１ｄを用いると積算線量１０万Ｇｙ程度まで
使用することが可能である。放射線放出を伴う事故において最も問題となるのは透過力が
強く人体に影響があるγ線（Ｘ線）と中性子線であるため、本実施形態の計測ロボット１
０ｂは、電離箱を用いたγ／Ｘ線センサ１１ｅとｂＦ３検出器を用いた中性子線センサ１
１ｆにより線量当量率を適時測定し、通信器１０１により情報を伝送する。
【０１８１】
このように、視覚センサとして耐放射線カメラ１１ｄを、放射線センサとしてγ／Ｘ線セ
ンサ１１ｅおよび中性子線センサ１１ｆによる線量当量率測定機能を備えた計測ロボット
１０ｂを用意することにより、臨界事故等の高線量の放射線環境下における放射線情報の
取得が可能である。
【０１８２】
なお、γ／Ｘ線センサ１１ｅは、図２３に示すように、鉛製の筒状をしたコリメータ５０
１に一端のみを露出する形で覆われるように構成することが好ましい。このように構成す
ることにより、γ／Ｘ線センサ１１ｅはノイズ源となる開口部以外から入射する放射線は
コリメータ５０１により減衰されて検出効率が下げられており、開口部方向の放射線源か
ら発生する放射線に対して検出効率が高いため、開口部を様々な方向に向けて測定するこ
とで、方位ごとの放射線強度を測定することができる。
【０１８３】
従って、２箇所以上の地点で最も放射線が強い方向を検知することで放射線源位置（異常
発生場所）の同定が可能である。このように放射線センサに指向性を持たせることにより
、周囲のノイズ源となる情報を遮断するとともに異常発生源の位置を特定するための情報
を取得することが可能である。なお、計測ロボットに搭載する他のセンサにも同様の指向
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性を持たせることもできる。
【０１８４】
［第１４の実施形態］
次に、図２４を参照して第１４の実施形態について説明する。本実施形態は、計測ロボッ
ト１０ｂの構成の更に他の例に関するものである。
【０１８５】
図２４に示すように、本実施形態に係る計測ロボット１０ｂは、光ファイバセンサ１１ｇ
と、信号処理部５０２とを搭載している。計測ロボット１０ｂは、その他のセンサおよび
通信器等を他の実施形態に係る計測ロボットと同様に具備しているが、ここでの詳細な説
明は省略する。
【０１８６】
光ファイバセンサ１１ｇは、光ファイバに沿った複数の位置の放射線量に応じた光信号を
発生すると同時に光ファイバセンサ１１ｇを通じて端部まで伝送する無電源のγ線および
Ｘ線に反応する放射線センサである。
【０１８７】
光信号はシンチレーション光と呼ばれる非常に微弱なものであるが、現場エリア５０３の
外に出た光ファイバセンサ１１ｇの端部に接続された信号処理部５０２で光信号を電気信
号に変換し処理される。
【０１８８】
計測ロボット１０ｂは情報を収集すると同時に現場エリア５０３を移動しながら光ファイ
バセンサ１１ｇを敷設し、敷設終了後に光ファイバセンサ１１ｇによって複数の場所の情
報を適宜得ることができる。
【０１８９】
本実施形態によれば、放射線の線量当量率測定手段として計測ロボット１０ｂと分離可能
で分布測定可能な光ファイバセンサ１１ｇを用い、計測ロボット１０ｂに光ファイバセン
サ１１ｇを移動しながら敷設させることにより、計測ロボット１０ｂが作業を終了した後
も複数箇所の情報をいつでも取得することが可能である。
【０１９０】
また、計測ロボット１１ｂが高線量の現場エリア５０３に長時間とどまって測定を行う必
要がないため、放射線による影響を抑えることが可能である。
【０１９１】
光ファイバセンサ１１ｇは、放射線以外にも温度や湿度、歪測定が可能であり、また、光
ファイバに限らず個別のセンサを間隔を空けて一列に接続したタイプのものでも同様の効
果が得られる。なお、計測ロボット１０ｂに限らず他の移動ロボットを上記と同様に構成
して、同様の作業を行わせてもよい。
【０１９２】
［第１５の実施形態］
次に、図２５を参照して第１５の実施形態について説明する。本実施形態は、計測ロボッ
ト１０ｂの構成の更に他の例に関するものである。
【０１９３】
図２５に示すように、本実施形態に係る計測ロボット１０ｂは、無線通信手段および電源
とを内臓するとともに移動ロボット１０ｂと分離可能な複数のγ／Ｘ線センサ１１ｅと、
複数のγ／Ｘ線センサ１１ｅとの無線通信手段を有した信号処理部５０２とを搭載してい
る。計測ロボット１０ｂは、その他のセンサおよび通信器等を他の実施形態に係る計測ロ
ボットと同様に具備しているが、ここでの詳細な説明は省略する。
【０１９４】
計測ロボット１０ｂは、情報を収集すると同時に現場エリア５０３を移動しながらγ／Ｘ
線センサ１１ｅを設置する。設置終了後には、γ／Ｘ線センサ１１ｅによって複数の場所
の情報を適宜得ることができる。
【０１９５】
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γ／Ｘ線センサ１１ｅは、それぞれの位置の放射線量を連続あるいは間欠的に測定し無線
通信により信号処理部５０２に伝送する。現場エリア５０３の外に設置された信号処理部
５０２は受信した情報からそれぞれの位置の線量情報を得る。
【０１９６】
本実施形態によれば、放射線の線量当量率測定手段として計測ロボット１０ｂと分離可能
で無線通信手段と電源を内臓したγ／Ｘ線センサ１１ｅを用い、計測ロボット１０ｂにこ
のセンサを移動しながら設置させることにより、ロボットが作業を終了した後も複数箇所
の情報をいつでも取得することが可能となる。
【０１９７】
また、計測ロボット１０ｂは高線量の現場エリア５０３に長時間とどまって測定を行う必
要がないため、放射線による影響を抑えることが可能である。γ／Ｘ線センサ１１ｅは、
放射線以外にも適宜他の物理量を測定するためのセンサを複数内蔵することが可能である
。
【０１９８】
なお、計測ロボット１０ｂに限らず他の移動ロボットを上記と同様に構成して、同様の作
業を行わせてもよい。
【０１９９】
［第１６の実施形態］
次に、図２６を参照して第１６の実施形態について説明する。本実施形態は、軽作業ロボ
ットの構成の変形例に関するものである。
【０２００】
図２６に示すように、本実施形態に係る軽作業ロボット１１ｃは、現場エリア５０３の外
に設置されるセンサ制御部５０５、データ記憶手段（図示せず）と、電源とを内臓した図
示されない移動型γ／Ｘ線センサ１１ｅと、軽作業ロボット１０ｃによって敷設されるセ
ンサ移動路５０４とを搭載している。
【０２０１】
軽作業ロボット１１ｃは、現場エリア５０３を移動しながらセンサ移動路５０４を敷設し
、現場エリア５０３から退出する。センサ移動路５０４の他端側にも、一端側（図示され
る側）と同様にセンサ制御部５０５が接続される。
【０２０２】
センサ移動路５０４は中空の弾力性のあるホース形状をしている。γ／Ｘ線センサ１１ｅ
は、センサ移動路５０４内を、センサ制御部５０５からの空気圧によって駆動される。移
動型γ／Ｘ線センサ１１ｅは移動しながら複数の位置の放射線量を連続あるいは間欠的に
測定する。測定データはデータ記憶手段に記憶される。移動型γ／Ｘ線センサ１１ｅは現
場エリア５０３を移動した後にセンサ制御部５０５に回収され、データ記憶手段に記憶さ
れた測定データを読み取られる。そのデータはセンサ制御部５０５に内蔵された通信器（
図示せず）により指令車１に送信される。
【０２０３】
本実施形態によれば、軽作業ロボット１１ｃが作業を終了した後も複数箇所の情報をいつ
でも取得することが可能である。また、軽作業ロボット１０ｃおよび移動型γ／Ｘ線セン
サ１１ｅが高線量の現場エリア５０３に長時間とどまって測定を行う必要がないため、放
射線による影響を抑えることが可能である。
【０２０４】
なお、移動型γ／Ｘ線センサ１１ｅに、放射線以外にも適宜他の物理量を測定するための
センサを複数内蔵してもよい。
【０２０５】
このように移動ロボットによりセンサが移動するための移動路を設置して、設置後適宜こ
の移動路をセンサが移動して測定することにより、設置した後に複数箇所の情報をいつで
も取得することが可能となる。
【０２０６】
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［第１７の実施形態］
次に、図２７を参照して第１７の実施形態について説明する。本実施形態は、移動ロボッ
トに搭載される機器のうち放射線に弱い機器の保護対策に関する。
【０２０７】
図２７に示すように、移動ロボット６００の駆動および制御用の電源として、鉛バッテリ
６０１ａ ,６０１ｂ ,６０１ｃ ,６０１ｄ ,６０１ｅ…を搭載する。この鉛バッテリ６０１ａ
,６０１ｂ ,６０１ｃ ,６０１ｄ ,６０１ｅ…により、駆動制御回路６０２、無線回路６０３
およびテレビカメラを構成するＣＣＤ・画像処理回路６０６等の放射線に弱い電子機器を
囲む。
【０２０８】
駆動制御回路６０２には移動ロボットのアクチュエータやセンサ等（図示せず）が接続さ
れている。無線回路６０３はケーブル６０４を介してアンテナ６０５が接続されている。
またＣＣＤ・画像処理回路６０６にはイメージファイバ６０７を介してレンズ６０８が接
続されている。イメージファイバ６０７およびレンズ６０８はカメラ台６０９に搭載され
、旋回、首振り、昇降等が可能な構成である。
【０２０９】
本実施形態によれば、外部に露出させる必要のない放射線に弱い電子機器の周囲に放射線
遮蔽効果の大きい鉛バッテリを配置することにより、高放射線の雰囲気でも信頼性の高い
測定および作業が可能となる。
【０２１０】
［第１８の実施形態］
次に、図２８および図２９を参照して第１８の実施形態について説明する。本実施形態は
、電波の遮蔽性の高い建物内で作業をする際に移動ロボットと指令車１との間の通信ネッ
トワークを確保する手法に関するものである。すなわち本実施形態は、事故現場周辺の扉
を移動ロボットが通過した後に、汚染物質の拡散防止などのため扉を閉めた場合でも、外
部とより確実に通信が行なえる通信手段を得ることを目的としている。ここで通信信号と
は、移動ロボットへの制御信号、移動ロボットに搭載したセンサの信号などを含む。
【０２１１】
本実施形態では、通信手段として図２８に示すような中継機７００を用い、図扉７０４の
前後での無線通信の中継を行なう。図２８（ａ）に示すように、中継機７００は、二台の
送受信部７０１、７０２と、これら送受信部７０１、７０２間で信号伝達を行うフレキシ
ブル基板７０３とから構成される。
【０２１２】
フレキシブル基板７０３は薄い導体膜を絶縁膜で被覆したものであり、厚さ０ .１ mmのオ
ーダのものが製作できる。送受信部７０１、７０２は、フレキシブル基板  ７０３により
互いに電気的に結合されており、送受信部７０１が受信した通信内容を送受信部７０２か
ら送信したり、その逆で送受信部７０２が受信した通信内容を送受信部７０１から送信し
たりすることができる。
【０２１３】
また、送受信部７０１、７０２には、それぞれ図示しない固定手段を備えており、扉の面
に簡単に固定することができる。固定手段としては、扉が鉄製である場合は磁石を用いる
ことができ、その他の材質の場合は両面テープなどの粘着手段や吸着盤などを用いること
ができる。
【０２１４】
中継機７００により前記の中継を行なうには、図２８（ｂ）に示す状態から扉７０４を開
き、図２８（ｃ）に示すように送受信部７０１を扉７０４の片側の面に、送受信部７０２
をもう一方の面に固定する。この固定作業は、前記の固定手段により容易に行なうことが
できるので移動ロボット自身が行うことも可能であるが、短時間なら作業員が立ち入れる
場合は作業員が行なってもよい。
【０２１５】
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フレキシブル基板７０３は扉７０４と扉枠７０５のすきまより薄く製作することができる
ので、図２８（ｄ）に示すように通常の場合と同様に扉７０４を閉めることが容易にでき
、シール部を備えた密閉式扉の場合でもシール性を良好に保つことができる。
【０２１６】
このようにすることで、図２８（ｅ）に示すように、移動ロボット７０６と送受信部７０
２との間は無線通信で、送受信部７０１と送受信部７０２との間はフレキシブル基板７０
３による有線通信で、送受信部７０１と外部の制御手段７０７との間は無線通信で、信号
を伝達できる。従って、移動ロボット７０６と制御手段７０７（例えば指令車１の制御装
置１２０）との間の通信において、無線電波の扉通過にともなう減衰によって信号が劣化
することがなくなる。
【０２１７】
なお、有線信号伝達手段としては、フレキシブル基板に限定されるものではなく、薄板状
に形成された電線の集合体等、扉と扉枠７０５との間に挟んだ時に扉を閉めることができ
るような寸法であって可撓性を有するものであればフレキシブル基板以外のものを用いて
もよい。
【０２１８】
なお、図２８に示す実施形態においては、送受信部７０１、７０２と外部機器との通信は
いずれも無線によるものであったが、これに限定されるものではない。図２９ではその他
の構成例として、制御手段７０７（例えば指令車１の制御装置１２０）と送受信部７１０
が通信ケーブル７１１により電気的に結合された構成を示している。通信ケーブル７１１
は前記フレキシブル基板で構成されるか、あるいは扉を通過する部分のみフレキシブル基
板で、その他の部分は通常の通信ケーブルとすることができる。この方法によっても、同
様の効果を得ることができる。なお、本実施形態では扉７０４と扉枠７０５とのすきまに
フレキシブル基板を配置する構成としたが、二枚扉の場合であれば、二枚の扉と扉の間に
フレキシブル基板を配置することももちろん可能である。また扉が複数ある場合は、各扉
に中継機７００を設置することで対応できる。
【０２１９】
この中継機を用いることにより、事故現場周辺にある扉が電波を減衰させるような材質厚
さであり、かつこの扉が閉まっている場合でも、確実に無線通信を行なうことができる。
これによって、汚染物質の拡散を最小限におさえつつ、移動ロボットと外部との通信をよ
り確実に行うことができる。
【０２２０】
［第１９の実施形態］
次に、図３０を参照して第１９の実施形態について説明する。本実施形態は、移動ロボッ
トが汚染区域にいながらにして、作動のための電力を受電できるような給電手段に関する
ものである。
【０２２１】
図３０に示すように、給電手段は、汚染区域に臨時に設置する給電部７２０と、電源７２
７と、それらを電源７２７に電気的に接続する動力ケーブル７２３からなる。電源７２７
とは本発明の事故対応ロボットシステムが備える発電機か、その他の利用可能な電源を意
味する。
【０２２２】
動力ケーブル７２３は、その一部または全部が、フレキシブル基板（図示せず）で構成さ
れる。フレキシブル基板は薄い導体膜を絶縁膜で被覆したものであり、厚さ０ .１ mmのオ
ーダのものが製作できる。電源７２７と給電部７２０との間に扉７２４がある場合でも、
フレキシブル基板は扉７２４と扉枠７２５のすきまより薄く製作することができるので、
通常の場合と同様に扉７２４を閉めることが容易にでき、シール部を備えた密閉式扉の場
合でもシール性を良好に保つことができる。なお、動力ケーブル７２３は、フレキシブル
基板に限定されるものではなく、扉を閉めることができるような寸法であって可撓性を有
するものであれば、他の薄い電線またはその集合体等により構成してもよい。
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【０２２３】
給電部７２０は図示しない固定手段を備えることが好ましく、その場合は扉の面に簡単に
固定することができる。固定手段としては、扉が鉄製である場合は磁石を用いることがで
き、その他の材質の場合は両面テープなどの粘着手段や吸着盤などを用いることができる
。
【０２２４】
給電部７２０の固定作業および動力ケーブル７２３の敷設作業は、移動ロボット自身が行
うか、短時間であれば作業員が立ち入れる場合は作業員が行なっても良い。
【０２２５】
給電部７２０には、移動ロボット用給電口７２１と汎用給電口７２２が設けられている。
一方、移動ロボット７２６には受電口７２８が備えられている。受電口７２８と移動ロボ
ット用給電口７２１は、一般に知られている接点式あるいは無接点式の電気コネクタ（図
示せず）からなる。
【０２２６】
移動ロボット７２６が給電部７２０の位置まで移動して、受電口７２８と移動ロボット用
給電口７２１を合体させて前記の電気コネクタを接続することで受電ができる。それによ
り、図示しない搭載バッテリに蓄電することができる。
【０２２７】
汎用給電口７２２は一般の電気差込口と同類のコネクタであり、汚染区域において電力を
必要とするその他の機器および装置に給電ができるように構成されている。なお、本実施
形態では扉７２４と扉枠７２５とのすきまにフレキシブル基板を配置する構成としたが、
二枚扉の場合であれば、二枚の扉と扉の間にフレキシブル基板を配置することももちろん
可能である。
【０２２８】
本実施形態によれば、事故現場付近の汚染区域内に給電部を臨時に設置でき、しかもその
ために汚染区域と非汚染区域を隔てる扉が完全に閉まらなくなってしまうことが避けられ
る。従って、汚染区域で作業する移動ロボットは、蓄電が切れても非汚染区域に戻ること
なく受電して作業を継続できる。またこの給電部を設置しても、汚染区域と非汚染区域を
隔てる扉を通常通り閉めることができ、汚染の拡大を最小限に抑制することが可能である
。
【０２２９】
［第２０の実施形態］
次に、図３１乃至図３４を参照して第２０の実施形態について説明する。
【０２３０】
本実施形態は、事故現場である建屋の扉を開閉する手段に関するものである。
【０２３１】
図３１（ａ）に示すように、移動ロボット（例えば軽作業ロボット）７３５は、扉駆動モ
ジュール７３１およびノブ回しモジュール７３２から構成される扉操作装置７３０を搭載
している。
【０２３２】
図３１（ａ）に示すように、移動ロボット７３５が通過しなければならない扉７３３に近
づくと、図３１（ｂ）に示すように、搭載した操作アーム７３６により扉駆動モジュール
７３１、ノブ回しモジュール７３２を扉７３３に固定する。
図７４はノブ回しモジュール７３２を扉７３３に固定した状態を示している。ノブ回しモ
ジュール７３２は固定手段７４０を備えており、扉７３３の面に容易に固定することがで
きる。
【０２３３】
固定の原理としては、鉄製の扉である場合には磁力吸着が利用でき、その他の材質の扉で
あれば両面テープや接着剤などによる接着、または吸着盤による真空吸着が利用できる。
また、熱で扉部材と固定手段７４０とを溶着させる方法も適用可能である。
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【０２３４】
図３２は、真空吸着による固定手段を備えたノブ回しモジュール７３２の構成を示してい
る。ノブ回しモジュール７３２は、小型の密封容器７９０を有しており、密封容器７９０
の内部と真空吸着盤（固定手段）７４０とが配管７９１を介して接続されている。配管７
９１の途中には弁７９２が設けられている。
【０２３５】
予め、密封容器７９０は大気圧より減圧され、かつ弁７９２は閉止される。そしてノブ回
しモジュール７３２を扉７３３に固定する際には、真空吸着盤７４０を扉７３３の面上に
当てた状態で、弁７９２を開き配管７９１を開通させる。すると密封容器７９０の内部の
負圧により真空吸着盤７４０内部の空気は吸引され、これにより真空吸着盤７４０が扉７
３３に真空吸着される。以上のようにしてノブ回しモジュール７３２の穴７４２にノブ７
３４が通るように固定する。
【０２３６】
なお、一般には真空吸着盤のみでも吸着固定が可能であるが、本実施形態のようにするこ
とにより比較的強い吸着力が得られるとともに、真空吸着盤から多少の空気漏れがあって
も比較的長い時間安定した吸着状態を保持することができる。
【０２３７】
また、弁７９２を電磁弁として電気回路により駆動するようにすれば、指令車１からの無
線通信、あるいは移動ロボット７３５からの無線通信により吸着および吸着解除を遠隔操
作により行うことができる。
【０２３８】
ノブ回しモジュール７３２は更に、２つのノブ回しリング７４１を有する。これらノブ回
しリング７４１は、ノブ７３４を側面から挟みつけ、その状態で互いに同期して回転して
、ノブ７３４を回転させる機能を持っている。この機能は一般的なメカトロニクスの技術
で実現可能である。またこの機能の制御は、事故対応ロボットシステムの指令車１からの
無線通信、あるいは移動ロボット７３５からの無線通信により遠隔操作で行なうことがで
きる。
【０２３９】
なお、ノブ回しリング７４１等を駆動する動力としては例えば電動モータなどが利用でき
、この電源としてバッテリが利用できる。あるいは動力をエアシリンダとして、小型の蓄
圧容器に蓄えた高圧の空気を駆動源としてもよい。このようにすればノブ回しモジュール
７３２は移動ロボット７３５あるいは外部と信号ケーブルや動力ケーブル類で接続しなく
てもすみ、移動ロボット７３５の行動の制約とならない。
【０２４０】
図３３は扉駆動モジュール７３１を扉７３３に固定した状態を示している。扉駆動モジュ
ール７３１はノブ回しモジュール７３２の固定手段７４０と同様な固定手段７５０を備え
ており、扉７３３の面に容易に固定することができる。
【０２４１】
扉駆動モジュール７３１は、上下方向駆動機構７７０と、車輪駆動機構（図示せず）とを
有する。上下方向駆動機構７７０は、駆動車輪７５１を床７５２に適切な接地圧で押付け
る機能を有し、前記車輪駆動機構は駆動車輪７５１を回転させる機能を有する。上下方向
駆動機構７７０により車輪を床７５２に押圧して駆動車輪７５１を回転させることで扉７
３３を動かすことができる。
【０２４２】
発電施設等の扉の箇所には堰が設けてある場合があるが、この場合は上下方向駆動機構７
７０の動作により駆動車輪７５１の高さを調整して適切な接地圧で床に押付けることがで
きる。これらの機能は一般的なメカトロニクスの技術で実現可能である。またこの機能の
制御は、事故対応ロボットシステムの制御指令部からの無線通信、あるいは移動ロボット
７３５からの無線通信により遠隔操作で行なうことができる。
【０２４３】
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なお、上下方向駆動機構７７０や車輪駆動機構との動力源としては例えば電動モータなど
が利用でき、この電源としてバッテリが利用できる。あるいは動力をエアシリンダとして
、小型の蓄圧容器に蓄えた高圧の空気を駆動源としてもよい。このようにすれば、扉駆動
モジュール７３１は移動ロボット７３５あるいは外部と信号ケーブルや動力ケーブル類で
接続しなくてもすみ、移動ロボット７３５の行動の制約とならない。
【０２４４】
図３４は扉駆動モジュール７３１の別の実施形態を示す図であり、扉駆動モジュール７３
１を固定手段７５０で扉７３３の面に固定する部分は図３３に示したものと同様である。
【０２４５】
図３４の例では、扉駆動モジュール７３１に搭載した小型の蓄圧容器７７２に蓄えた高圧
の空気によりシリンダ７７３を駆動し、扉枠７７１またはその周辺部分を押して扉７７３
を駆動する。なお、図３４（ａ）は、扉７７３に扉駆動モジュール７３１をセットした状
態、図３４（ｂ）は、扉駆動モジュール７３１のシリンダ７７３を駆動して扉７７３を開
いた状態をそれぞれ示している。
【０２４６】
シリンダ７７３の制御は図３３の場合と同様に、事故対応ロボットシステムの指令車１か
らの無線通信、あるいは移動ロボット７３５からの無線通信により遠隔操作で行なうこと
ができる。この例の場合も、扉駆動モジュール７３１は移動ロボット７３５あるいは外部
と信号ケーブルや動力ケーブル類で接続しなくてもすみ、移動ロボット７３５の行動の制
約とならない。
【０２４７】
以上のようにノブ回しモジュール７３２でノブ７３４を回して扉駆動モジュール７３１で
扉７３３を動かすことで扉を開閉させることができる。これらのモジュールは、いずれも
それぞれノブ回し、扉駆動に特化して機能を絞った装置であり、従って容易に小型軽量化
できる。
【０２４８】
また、これらのモジュールは移動ロボット７３５から分離可能であるため、この開閉の間
、移動ロボット７３５は扉７３３の近傍にいる必要はなく、スペースに余裕がある位置に
退避して扉が開くのを待てば良い。従って、扉周辺の通路が狭かったり周囲に障害物があ
る場合でも、扉操作装置７３０が周囲と干渉したり、移動ロボット７３５自身が開閉する
扉と干渉することなく扉の開閉が可能である。
【０２４９】
本実施形態によれば、扉の周辺の通路が狭かったり、周囲に障害物があっても、移動ロボ
ットが確実に扉を開けて通過でき、事故現場まで迅速に移動してタイミングを逃さない処
置を行なうことが可能となる。
【０２５０】
なお、ノブ回しを作業用ロボットのマニピュレータで行い、扉移動を扉駆動モジュール７
３１で行ってもよい。
【０２５１】
［第２１の実施形態］
次に、図３５を参照して第２１の実施形態について説明する。本実施形態は、事故現場に
あるバルブを開閉する手段に関するものである。
【０２５２】
図３５に示すように、移動ロボット（例えば作業ロボット）７６０は、本体部に取り付け
られた操作アーム７６６と、操作アーム７６６先端に取り付けられたインパクトレンチ７
６５と、インパクトレンチ７６５に連結されたハンドル把持具７６４とを有している。
【０２５３】
移動ロボット７６０は、配管７６１の弁７６２を開閉する必要がある場合、弁ハンドル７
６３に近づき、次いで操作アーム７６６を適宜伸縮させてハンドル把持具７６４により弁
ハンドル７６３を把持する。そして、インパクトレンチ７６５を動作させて、弁ハンドル
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７６３を回して、弁７６２の開閉を行う。
【０２５４】
操作アーム７６６、インパクトレンチ７６５およびハンドル把持具７６４の機能は一般的
なメカトロニクスの技術で実現可能である。またこの機能の制御は、事故対応ロボットシ
ステムの指令車１からの無線通信等により遠隔操作で行なうことができる。
【０２５５】
本実施形態によれば、安全かつ確実に事故の拡大を防止することができる。
【０２５６】
【発明の効果】
本発明の事故対応ロボットシステムを用いることにより、様々な事故に対して迅速にまた
柔軟に対応できる。このため、事故の拡大防止、早期の終息を図ることが可能になる。ま
たロボットシステムを適用する事により、作業員を放射線のような過酷な環境下で作業さ
せる事なく安全に処置が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による事故対応ロボットシステムの第１の実施の形態を示す図。
【図２】本発明による事故対応ロボットシステムの第２の実施の形態を示す図。
【図３】本発明による事故対応ロボットシステムの第３の実施の形態を示す図。
【図４】本発明による事故対応ロボットシステムの第３の実施の形態を示す図。
【図５】本発明による事故対応ロボットシステムの第４の実施の形態を示す図。
【図６】本発明による事故対応ロボットシステムの第５の実施の形態を示す図。
【図７】本発明による事故対応ロボットシステムの第５の実施の形態を示す図。
【図８】本発明による事故対応ロボットシステムの第５の実施の形態を示す図。
【図９】本発明による事故対応ロボットシステムの第６の実施の形態を示す図。
【図１０】本発明による事故対応ロボットシステムの第６の実施の形態を示す図。
【図１１】本発明による事故対応ロボットシステムの第７の実施の形態を示す図。
【図１２】本発明による事故対応ロボットシステムの第７の実施の形態を示す図。
【図１３】本発明による事故対応ロボットシステムの第７の実施の形態を示す図。
【図１４】本発明による事故対応ロボットシステムの第８の実施の形態を示す図。
【図１５】本発明による事故対応ロボットシステムの第９の実施の形態を示す図。
【図１６】本発明による事故対応ロボットシステムの第１０の実施の形態を示す図。
【図１７】本発明による事故対応ロボットシステムの第１０の実施の形態を示す図。
【図１８】本発明による事故対応ロボットシステムの第１０の実施の形態を示す図。
【図１９】本発明による事故対応ロボットシステムの第１０の実施の形態を示す図。
【図２０】本発明による事故対応ロボットシステムの第１１の実施の形態を示す図。
【図２１】本発明による事故対応ロボットシステムの第１２の実施の形態を示す図。
【図２２】本発明による事故対応ロボットシステムの第１３の実施の形態を示す図。
【図２３】本発明による事故対応ロボットシステムの第１３の実施の形態を示す図。
【図２４】本発明による事故対応ロボットシステムの第１４の実施の形態を示す図。
【図２５】本発明による事故対応ロボットシステムの第１５の実施の形態を示す図。
【図２６】本発明による事故対応ロボットシステムの第１６の実施の形態を示す図。
【図２７】本発明による事故対応ロボットシステムの第１７の実施の形態を示す図。
【図２８】本発明による事故対応ロボットシステムの第１８の実施の形態を示す図。
【図２９】本発明による事故対応ロボットシステムの第１８の実施の形態を示す図。
【図３０】本発明による事故対応ロボットシステムの第１９の実施の形態を示す図。
【図３１】本発明による事故対応ロボットシステムの第２０の実施の形態を示す図。
【図３２】本発明による事故対応ロボットシステムの第２０の実施の形態を示す図。
【図３３】本発明による事故対応ロボットシステムの第２０の実施の形態を示す図。
【図３４】本発明による事故対応ロボットシステムの第２０の実施の形態を示す図。
【図３５】本発明による事故対応ロボットシステムの第２１の実施の形態を示す図。
【符号の説明】
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１…指令車（移動式の指令基地）、１０ａ…モニタ用ロボット（モニタリングロボット）
、１０ｂ…モニタ用ロボット（計測ロボット）、１０ｃ…作業用ロボット（軽作業ロボッ
ト）、１０ｄ…作業用ロボット（重作業ロボット）、１０ｅ…中継ロボット、１１…セン
サ、１１ａ…テレビカメラ、１１ｂ…温度センサ、１１ｃ…音響センサ、１１ｄ…耐放射
線カメラ、１１ｄ…耐放射線カメラ、１１ｅ…γ／ X線センサ、１１ f…中性子線センサ、
１１ g…光ファイバセンサ、１２，４０２…マニピュレータ、１３…バッテリ、１００…
通信器（第１の通信手段）、１１０…外部通信器（第２の通信手段）、１２０…制御装置
、１３０…移動手段（牽引車両）、１４０…収納部、１５０…発電手段（発電機）、１６
０…充電手段（充電器）、１６５…昇降手段（昇降機）、１７０…統括制御部、１８０，
１９０…シール機構、１８２，１９２…移動式通路、１８３，１９３…排風機、１８４，
１９４…フィルタ、１８５…出入口、１８６…ドア、１９１…開閉口、１９３…排風機、
１９５…侵入支援手段（侵入支援車）、４０１…移動ロボット、４０２…マニピュレータ
、４０３…ロボットハンド、４０４…センサユニット、４０５…充電器、４０６…電源ユ
ニット、４１０…指令車（移動式の指令基地）、４１１…操作盤、４１２…制御盤、４１
３…外部用通信器、４１４…ローカル用通信器、４１５…携帯用中継モジュール、４１６
…携帯用ローカルセンサモジュール、４１７ａ…建物、４１７ｂ…樹木、４１７ｃ…柵・
塀、４１８…事故発生箇所、４１９…プラント機器、４２０…映像センサ、４２１…音響
センサ、４２２…レーザ距離計、４２３…赤外線センサ、４２４…放射線センサ、４２５
…傾斜センサ、４２６…電源供給用端子、４２７…信号処理回路、１０１…通信器、５０
０…ガスサンプラ、５０１…コリメータ、５０２…信号処理部、５０３…現場エリア、５
０４…センサ移動路、５０５…センサ制御部、５０６…表示手段、６００…移動ロボット
、６０１ａ～６０１ｅ…鉛バッテリ、６０２…駆動制御回路、６０３…無線回路、６０７
…ケーブル、６０５  …アンテナ、６０６…テレビカメラ、６０７…イメージファイバ、
６０８…レンズ、６０９…カメラ台、７００…中継器、７０１，７０２…送受信部、７０
３…フレキシブル基板、７０４…扉、７０５…扉枠、７０６…移動ロボット、７０７…制
御手段、７１０…送受信部、７１１…通信ケーブル、７２０…給電部、７２１…移動ロボ
ット用給電部、７２２…汎用給電口、７２３…動力ケーブル、７２４…扉、７２５…扉枠
、７２６…移動ロボット、７２７…電源、７２８…受電口、７３０…扉操作装置、７３１
…扉操作モジュール、７３２…ノブ回しモジュール、７３３…扉、７３４…扉枠、７３５
…移動ロボット、７３６…操作アーム、７４０…固定手段（真空吸着盤）、７４１…ノブ
回しリング、７４２…穴、７９０…密封容器、７９１…配管、７９２…弁、７５０…固定
手段、７５１…駆動車輪、７５２…床、７７０…上下方向駆動機構、７７１…扉枠、７７
２…畜圧容器、７７３…シリンダ、７６０…移動ロボット、７６１…配管、７６２…弁、
７６３…弁ハンドル、７６４…ハンドル把持具、７６５…インパクトレンチ、７６６…操
作アーム
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】
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