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1.  はじめに 
 

建物や駅コンコースには，意匠性と耐久性の点から

磨き石材が採用されることが多い。しかし，磨いた石

材の表面は平滑で，水が介在すると「滑る」ことがあ

る。厚生労働省1)の調査によると，滑りによる転倒事故

は，毎年約 850 万人が怪我，3500 名以上が死亡事故に

つながる大きな問題となっている。 

対策としては，防滑処理をした床材に貼り替える，

もしくは既設の床材に防滑処理を施す，の 2 種類が挙

げられる。新しい床材を貼り替えることは，「建設廃棄

物の増加」及び「建物の長寿命化に反する」ことに繋

がってしまう。環境問題と安全問題の点から，新築時

の意匠性を残しながら既設床材に防滑性能を付加でき

る工法の普及は急務である。 

本研究は，転倒事故を防止し安心安全に暮らせる環

境づくりと既設床材を有効に利用し建物の長寿命化の

ための保全技術の構築を目的に工法開発を行ったもの

である。研究目標の一つである既設の床石材の新築時

の意匠性を保持し防滑効果を得る工法開発は，瞬間加

熱瞬間冷却の特性を持つレーザ光を利用することで実

現した。本研究で開発したレーザノンスリップ工法2）

は，既設石材床の防滑処理方法で，世界で初めて実用

化に成功した現場対応可能な可搬式のレーザ加工機を

用いた工法である。 

 本論文では，レーザノンスリップ工法の防滑効果お

よび耐久性について，適用例も踏まえて報告する。 
 

２．各種防滑工法の特徴 
 
 既設床材の防滑処理工法は，床の表面に凹凸を後施

工で形成することを目的として，薬品やバーナを用い

て施工されている。 
既存の防滑工法およびレーザノンスリップ工法（以

下ﾚｰｻﾞ処理とする）について，特徴を表―1に示す。 

既存で行われている防滑工法は，通常工場で行われ

るバーナ加工機を現場に持参して行うことが一般的で

ある。バーナ処理は，騒音や振動の問題と，石材表面

全面に凹凸が形成され，石材の質感が損なわれる問題

があった。そのため，石材の質感を損なわない防滑処

理工法として，薬剤処理が用いられるようになった。

薬剤処理は，石材表面を薬剤で溶かし，数μm の孔を

多数形成するため，石材の質感は保持されている。し

かし，形成される孔が極微細であることから，耐久性

の点で問題があった。 

上記問題を解決する工法として，レーザ処理を開発

した。レーザ処理は，施工速度の問題はあるが，石材

の質感を保持し，防滑効果を得る唯一の工法である。 

表―１ 各防滑処理工法の特徴 
Table1Characteristics of various non-slip processing methods 

名称 工法の特徴 

ﾚｰｻﾞ処理 ﾚｰｻﾞ光を用いて，石材表面にデザイン性を有する窪

みを形成する。無振動無騒音，養生不要。 

薬剤処理 薬剤を一定時間塗布し，水洗いすることで，表面に 7

μm の孔を形成する。 

無振動無騒音だか，養生必要。 

ﾊﾞｰﾅ処理 ｶﾞｽﾊﾞｰﾅ等を用いて，表面を粗し工法で，表面の光沢

はなくなる。騒音・粉塵の問題と養生必要。 

 

３．レーザノンスリップ工法の開発 
 
3.1 原理 
 花崗岩は，石英・長石・雲母の鉱物から形成され，

573℃でα石英がβ石英に変換され膨張する熱力学的相＊１ 技術センター建築技術研究所構工法研究室 
＊２ 建築本部リニューアル部 
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転移が行われる。レーザ処理は，この原理を利用し，

レーザを集光させ，石材表面を局所的に 600℃以上に

瞬間加熱瞬間冷却することで，表層の剥離を引起こし，

石材表面に部分的に窪みを形成させる手法である。レ

ーザ出力 1kWをφ1.5mmで 3sec照射した場合の石材の

色別窪みの深さを表―2 に示した。石材の色の違いに

より熱の吸収率が異なり，形成される窪みの寸法も異

なる3）。このような現象を踏まえ，レーザノンスリッ

プ工法は，対象となる石材について，希望とする窪み

の深さに必要なエネルギーの確認を行っている。 
表―2 各石材の別照射後の深さ 

Table2 Depth of irradiation in various stones  

 黒 茶 赤 白 

深さ(mm） 1.45 1.32 1.15 0.75 

3.2 加工機の開発 
 レーザ処理を現場で実用化するには，レーザ発振機

を可搬式としなければならない。本来，レーザは，工

場での加工を基本として開発されているため，振動の

ない安定環境下での使用が一般的であった。 
 レーザ加工機は，現場での取り扱いを前提に，下記

の条件を基本として開発を行った。 
 レーザ出力：100Ｗ 
 電源部  ：100Ｖ30Ａ 
 加工面積 ：400mm2角 
レーザ加工機は，2 種類の用途に向けて開発を行った。

開発したレーザ加工機について，定位置加工型を図―1
に，半自動型を図―2 に示す。定位置加工型は，加工

箇所に加工機を設置した後， 大 400mm2角の面積に，

希望のデザインを選定し加工を行う。デザインは，四

角型や丸型など 5 種類から選定できる。半自動型は，

加工箇所に加工機を設置した後，半円型で加工機が自

動に前進移動するタイプで，デザインは 1 種類となる。 

      
図―1 定位置加工型   図―2 半自動型 

Fig1 Fixed position processing     Fig.2 Semiautomatic type 

 
４．レーザノンスリップ工法の性能 
 
4.1 表面状態 
 各種防滑工法の表面状態を確認するために，マイク

ロスコープを用いて，表面に形成された形状および深

さを測定した。使用した石材は，黒色インパラブラッ

クとした。測定は，レーザ処理，薬剤処理，バーナ処

理とし，各工法の熟練工により試験体を作成した。比

較として無処理本磨きの石材も測定した。表面の顕微

鏡写真を図―3 に，深さを測定した結果を表―3 に示す。 
 測定した結果，各防滑工法では，レーザ処理とバー

ナ処理は同程度の深さを示し，凹凸の形状もおわん型

となっていた。一方，薬剤処理は，断面を拡大して観

察しても孔は確認できず，無処理と同様の表面状態で

あることが確認された。 

  
無処理(Brank)       レーザ処理(Laser) 

  
薬剤処理(Coating)      バーナ処理(Baner) 

図―3 石材表面の顕微鏡写真 
Fig.3 Photomicrograph of stone surface 

表―3 凹凸の深さ測定結果 
Table3 Result of roughness measurement 

 無処理 レーザ 薬剤 バーナ 

深さ(μm) 0 121～165 0 70～180

4.2 防滑効果 
 防滑性を確認する目的で，各防滑工法で加工された

試験体の滑り試験4)を実施した。試験条件を下記に示す。

試験結果を表―4 に示す。 
 試験方法：JIS A 1454 に準拠 
 試験機 ：すべり試験機 
 試験条件：乾燥状態，湿潤状態，水+ダスト状態 
 試験体 ：4.1 で使用した試験体 

表―4 各種防滑工法の滑り抵抗値  

Table4 Slipping resistance of various non-slip processing method 

単位：CSR’ 

各防滑工法 乾燥状態 湿潤状態 水ﾀﾞｽﾄ状態 

無処理 0.74 0.45 0.39 

レーザ処理 0.58 0.66 0.47 

薬剤処理 0.78 0.59 0.44 

バーナ処理 0.67 0.66 0.45 
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試験結果から，いずれも乾燥状態では，CSR’0.58 以

上と高い滑り抵抗値を示した。湿潤状態では，レーザ

処理とバーナ処理は同じ CSR’0.66 を示し，薬剤処理は

CSR’0.58 を示した。水ダスト状態では，レーザ処理が

CSR’0.47 と一番高い値を示し，バーナ処理も薬剤処理

も同程度の値を示した。無処理は，CSR’0.39 と低い値

を示した。東京都のまちづくり条例では，床の滑りは，

CSR0.4 以上という指針がある。各種防滑工法は，加工

直後では指針値以上であることが確認できた。 
4.3 耐久性 
各防滑工法の耐久性を比較するため，摩耗試験を実

施した。摩耗試験方法は，実際の歩行を加味した試験

（INAXの後藤らによる試験機４））を選定した。摩耗

サイクルは 2 サイクル（120 万歩相当）とし，直径

150mmの摩耗面を得た。 
測定は，摩耗試験前後に質量測定，レーザ変位計に

よる断面測定，4.2 と同じ滑り試験を実施した。なお，

滑り試験は，摩耗による滑り抵抗値の低下率を確認す

るため，乾燥状態と湿潤状態の 2 水準で実施した。 
1） 摩耗量 

試験結果を表―5 に示す。花崗岩は，他の床材に比

較し，摩耗しにくい6）。試験終了後の摩耗量は，いず

れも 1～2ｇ程度と少ない値を示した。防滑処理を施し

た試験体で比較すると，無処理とレーザ処理および薬

剤処理はほぼ変わらない値を示した。バーナ処理は，

摩耗量が他に比べて約 1.5 倍の値を示した。これは，

バーナ処理は，全面に凹凸を形成するため，表面劣化

部分が先行して摩耗したと考えられる。 
表―5 試験後の摩耗量 

Table5 Amount of wear after test 

 無処理 レーザ 薬剤 バーナ 

摩耗量(g) 1.20 1.25 1.30 1.99 

2） 断面状況 

摩耗試験前後の断面状況を図―5 に示す。断面は，

摩耗試験を実施した 150mm 幅を測定した。無処理と薬

剤処理は，断面に凹凸が確認できないため，試験終了

後もほぼ同様の断面状態になっていた。レーザ処理は，

摩耗後も防滑加工で形成した窪みが残っていた。なお，

レーザ処理の摩耗前の突起物は，レーザ光を照射した

ときに石の溶融物が表面に残ったものである。バーナ

処理は，摩耗前に比較し表面の凹凸が減少し凸部分が

平滑になってきていることが確認できた。 

3） 滑り抵抗値 

摩耗試験後の防滑性を確認するため，摩耗前後の滑 

り抵抗値（CSR）の差（摩耗後－摩耗前）を求めた。 

 

摩耗前 摩耗後

単位：mm 
図―5 断面の測定結果 

Fig.5 Result of measurement of cross section 

 

試験結果を図―6 に示す。バーナ処理と薬剤処理は滑

り抵抗値が低下しており，レーザ処理は滑り抵抗値が

ほぼ同程度であった。 
これは，薬剤処理は，凹凸がほとんどないため，摩

耗により短期間で効果が低下した。バーナ処理は，摩

耗により凹凸差が小さくなるが，初期値が高いため，

耐久性は期待できる。一方，レーザは，凹に窪みを形

成しているため，摩耗後も窪みが保持されている間は，

滑り抵抗値が維持できると推測できる。 
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図―6 摩耗試験前後の滑り抵抗値 

Fig.6 Slipping resistance before and after wear testing 

 

５．実用化 
 
5.1 施工状況 
 現在，レーザノンスリップ工法は，約 1000m2の床材

に適用されている。定位置加工機および半自動型加工

機の施工状況を図―7 に示す。施工は，作業員が一人

で加工機を操作しやすいように，タッチパネルでの設

定を基本とした。また，加工機は，運搬時に分割がで

きるようにした。定位置加工機は，設定時間が必要な

ため半自動加工機に比べ約 1.5 倍の施工時間となる。 
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    定位置加工機      半自動加工機 
Fixed positional processing      Semiautomatic type 

図―7 施工状況 
Fig.7 Non-slip processing at site 

5.2 実物件での耐久性 
 歩行者の多いコンコースに適用したレーザノンスリ

ップ工法の防滑性の確認のため，3 年経過後の滑り試

験を現地で測定した。本調査個所は屋内のため，試験

条件を乾燥状態と湿潤状態の 2 水準とした。滑り試験

結果を表―6 に示す。試験結果は，測定した値の 小

値を採用した。歩行者の多いコンコースにおいて，3
年後に CSR0.1 程度低下したが，湿潤状態でも CSR 値
0.65 以上と防滑性は十分保持されていることが確認さ

れた。 
表 6 3 年経過前後の滑り抵抗値 (単位：CSR’) 

Table6 Slipping resistance after three years 
 初期乾燥 初期湿潤 3 年後乾燥 3 年後湿潤

滑り抵抗値 0.85 0.75 0.75 0.65 

5.3 各種防滑加工の施工性比較 
 各種防滑工法について，加工後の特徴および施工性

の比較を表 7 に示す。 
 滑り抵抗値の高いバーナ処理は，初期値が高いので

耐久性も期待できるが，対象する床材が花崗岩と限定

される。一方，薬剤処理は，対象とする床材を選ばな

いため，採用されやすい。ただし，耐久性があまりな

いため，メンテナンスを前提とした採用が必要となる。

レーザ処理は，防滑性能を設計できるため，用途にあ

わせた防滑性能を提供できる。また，各種防滑工法の

中では，レーザ処理が養生不要，無振動無騒音で施工

できる唯一の方法であるため，昼間施工が実現でき， 
作業者への負担も少ない工法である。 
 
 
 
 

表 7 各種防滑加工の施工性比較 

Table7 Comparison of various  non-slip processing method 

 レーザ処理 薬剤処理 バーナ処理 

対象床 石材，ﾃﾗﾀｲﾙ 各種床材 花崗岩のみ 

凹凸の

高低差

凹凸を設計 

約 80～180μm 

測定不可・ﾒｰｶ

提示数値７μm 

ばらつきあり 

約 80～180μm 

施工時

養生 

不要 大面積の養生 

大量水洗浄必要 

騒音・粉塵・振

動発生対策必要 

時間帯 日中 夜間 夜間 

耐久性 5～10 年 約 0.5～2 年 約 10 年 

 

６．まとめ 
 
 レーザノンスリップ工法は，防滑性能および耐久性，

施工性ともに有効な工法として実用化した。現場に持

参できるレーザ出力に限界があるため，１台の施工能

力に課題が残る。廃棄物低減のため，既存床の防滑工

法として，建設３K 施工とは異なった新しい次世代工

法の１つとなると考えている。 
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