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1. はじめに 

 
原子力施設では，核燃料施設におけるセルや原子力

発電所の燃料貯蔵プール等，コンクリート壁や床にス

テンレス鋼板のライニングが施工されている箇所が多

数あるが，その多くの表面が放射能汚染している。デ

コミッショニングに際しては，コンクリート躯体等の

建屋解体に先行して，このようなライニングを除染も

しくは切断撤去して，非汚染区域とする必要がある。

しかし，ライニングの傷に固着した汚染の完全な除染

は難しく，ステンレスライニングを安全かつ効率的に

切断し解体する技術は，今後の工事量増大に伴い，よ

り必要性が高まるものと思われる。 

ステンレスライニングの切断は，従来，主にディス

クグラインダー，チップソーなどによる機械式切断と

プラズマアークによる熱式切断により行われている。

しかし，機械式切断は，切断速度が遅い（10～

25cm/min）という問題がある。 

プラズマアーク切断は，裏面にコンクリートがなけ

れば機械的切断に比べて数倍の速さで切断が可能であ

るが，下地コンクリートがあると，溶融した金属が貫

通せずに，切断カーフ（kerf，切断溝）内に付着し切

断作業を阻害することがしばしば起こり，そのやり直

しに時間を必要とするため，切断作業が遅くなる。ま

た，投入熱量が多いため切断中にステンレスライニン

グが大きく歪み，安定した切断ができないといういう

問題もある。さらに，ヒュームが大量に発生し，その

飛散によるライニング表面の汚染拡大や，作業者の内

部被ばくの危険性増大等が危惧される。 

 レーザ切断はレーザ光を直径 0.5mm 前後に絞ること

が可能であるため，切断カーフ幅が狭く，かつ高エネ

ルギーの集中により高速切断が可能であり，熱歪みが

極めて小さい切断方法で、通常は切断対象の金属板の

裏面に障害物がない状態で適用されるものである。し

かし、コンクリート下地のような障害物が存在する状

態での金属板のレーザ切断についての検討は過去にな

されていないため、その利点や問題点は十分明らかで

はないのが現状である。そこで、本研究は、コンクリ

ート表面に施されたステンレスライニングに対するレ

ーザ切断の適用性を実験的に検証したものである。 
 

2. レーザ切断実験 

 
2.1 材料及び試験体 

2.1.1 ステンレスライニング 

切断実験には，ライニング材として一般的に使用さ

れている SUS304 オーステナイト系ステンレス鋼（JIS 
G 4304）を使用し，その厚さは早期に建設され，デコ

ミッショニングが開始される研究施設で多用されてい

る 3mm を用いた。 
2.1.2 下地コンクリート 

ステンレスライニングの下地として使用したコンク

リートは，４週強度 30N／mm2の普通コンクリートであ

る。 

2.1.3 切断実験用試験体 

試験体は，切断照射条件検討等に用いた小型試験体

A（図-1）と，最終的に現地での施工性を確認するため

に用いた大型の試験体 B（図-2）の 2 種類を製作した。

両試験体共，アンカー材となる型鋼（炭素鋼）をステ

ンレスライニング裏面に溶接した後，ステンレスライ

ニングとコンクリート表面が密着するように，厚さ

33mm のコンクリートを打設した。 
＊１ 技術センター建築技術研究所構工法研究室 
＊２ 原子力本部デコミッショニング部 
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2.2 試験方法および切断条件 

高出力のレーザは数種あるが，汎用化されていて金

属の切断加工用として普及率が高く，主力となってい

るものとしてCO2レーザとNd：YAGレーザ（以下，YAGレ

ーザ）があげられる1)。現場での切断作業は，レー 

コンクリート
250×300×33

SUS304
ステンレス鋼
250×300×厚3

アングル50×30×5単位：mm
 

図-１ 切断実験用小型試験体 A 

Fig.1 Small-size specimen(A) used for cutting tests 

 

SUSステンレス鋼
600×700×厚3

鋼製フラットバー
40×厚4

コンクリート
600×700×33単位：mm 　　アンカーボルト

（フラットバーに溶接）  

図-2 切断実験用大型試験体 B 

Fig.2 Large-size specimen(B) used for cutting tests 

 

ザ発振器を非汚染区域に設置し（または車両に搭載等），

発振器から出射されるレーザ光を光ファイバーで切断

対象個所まで伝送する必要がある。従って，切断実験

は，この 2 種のうちファイバー伝送が可能な，YAG レ

ーザ（波長 1.06μm）を用いることにした。また電源

容量，コスト，機器サイズ・重量（冷却装置を含む）

等を勘案し，レーザ出力を 1kW 以下に限定し，他の照

射条件（切断速度，レーザビーム径，切断用アシスト

ガスの種類，流量など）をパラメータとして評価した。 

実験に用いたレーザ照射条件は表-1 の通りである。

なお，照射方法は，試験体を固定し，任意の方向・速

度で動作するロボットアーム先端に照射ヘッドを固定

して実施した。 
2.3 ライニング切断の基礎的検討 

2.3.1 ステンレス鋼板単体の切断条件調査 

 ステンレスライニングの切断実験に先立ち，1～

6mm厚のステンレス鋼板単体（コンクリートが裏面に無

い状態）を１kWのYAGレーザで切断した時の板厚と切断

速度の関係を把握するための文献調査2),3)を行った。そ

の結果を図-3 に示す。切断速度は，レーザビームの直

径，使用する光学系やアシストガスの種類・流 

表-１ 実験に用いたレーザ切断条件範囲 

Table 1 Cutting condition range used for the tests 

レーザの種類 YAG レーザ，波長 1.06μm 

レーザ出力 1kW 

切断速度 50～500cm/min 

切断用アシストガス 酸素及び空気 

焦点外し距離 0～4 mm 

①レーザ光が下向の姿勢 

②レーザ光が横向き姿勢で水平方向に移動切断姿勢 

③レーザ光が横向き姿勢で上下方向に移動

 

 

図-3 YAG レーザによる SUS304 ステンレス鋼の切断速度範

囲（レーザ出力＝１kW の場合） 

Fig.3 Range of cutting speeds for SUS304 stainless 

steel (when using a 1kW YAG laser) 

 

量等様々な要因によって図に示すような広い範囲で変

化する。図より，板厚が 3mm の場合の最大切断速度は

400cm/min 位であることがわかる。 

なお，ステンレス鋼板の裏面にコンクリートがある

場合は，次項に述べる理由により，切断速度が前述の

最大速度を下回ると考えられる。 

2.3.2 ステンレスライニングの切断検討 

ステンレス鋼板単体のレーザ切断と，裏面にコンク

リートやモルタルが密着しているステンレスライニン

グをレーザ切断する場合の相違を模式的に図-4a，4b

に示す。 

ステンレス鋼板単体の切断の場合は，切断時に発生

する溶融金属粒子，ヒューム，火花などの生成物がア

シストガスにより切断カーフから裏面側へ吹き飛ばせ

れるので、切断が問題なく進行する。一方，裏面がコ
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図-4a 通常のレーザ切断の模式図 

（ステンレス板の裏面にコンクリートが無い状態） 

Fig.4a Schematic diagram of usual laser cutting 

図-4b コンクリート面に施工されたライニングがあるのレー

ザ切断の模式図 

Fig.4b Schematic diagram of laser cutting of 

stainless steel liner laid on concrete 

 

ンクリートに密着しているステンレスライニングの切

断では，切断生成物がステンレス鋼板の裏面のコンク

リートに当たって跳ね返り，ライニング表面周囲に飛

散するものや切断カーフに溜まって付着するものがあ

る。切断カーフに溜まって付着する生成物は，切断の

進行を阻害する要因になりやすいと予想される。この

現象の対策として以下の工夫が考えられる。 
1) 切断時の溶融物温度を高めることでその粘性を下げ，

アシストガスにより切断カーフから吹き飛ばしやす

くする。溶融物の温度を高めるには切断速度を遅く

する。 

2) アシストガスとして酸素を用いることにより，鉄の

酸化反応による発熱を利用し，溶融物の温度を高め

て粘性を下げ，アシストガスで切断カーフから吹き

飛ばしやすくする。 

3) 切断用アシストガスの流量を増やし，切断カーフに

切断生成物が過剰に溜まったり付着したりするのを

防ぐ。 

 

３.w 切断実験の結果 

 
3.1 切断速度とアシストガス流量の影響 

前項の内容を考慮し，3mm 厚のステンレスライニン

グ切断の基礎的な実験として，図-1 の小型試験体 A を

用いて切断速度とアシストガスの流量を変化させた実

験を行った。アシストガスとしては，酸化反応熱の効

果が最も期待できる酸素を使用し，切断姿勢は下向き

姿勢で実施した。切断は，レーザ光の焦点をライニン

グ表面にあわせ，長方形を描くようにレーザを照射し，

その切断片のはく離の容易さで評価した。実験の結果

をまとめて図-5 に示す。 

図-5 3mm 厚のステンレスライニングのレーザ切断性に及

ぼすアシストガス流量及び切断速度の関係 

Fig.5 Effect of cutting speed and assist gas flow rate 

when cutting 3mm thick stainless steel liner 

 

 図中の３種類の記号は，以下を意味する。 

〇：レーザがライニングを貫通し切断が可能で，切断

カーフに付着する切断生成物の量が比較的少なく，

切断後に切断片をコンクリート面からはく離する

のが容易である。 

◆：レーザがライニングを貫通しているが，切断カー

フに付着する切断生成物の量が比較的多いため，

切断後に切断片をコンクリート面からはく離する

のが〇ほど容易では無いが，可能である。 

×：切断が不完全で，部分的に未貫通の箇所があり，板

をコンクリート面からはく離することは出来ない。 
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図より，アシストガス流量が約 50L/min 以下と過少

な場合は，ライニングの切断が困難であり，流量を増

量するにつれ高速切断が可能になることがわかる。最

も速い切断は 350cm/min 強で，在来の機械式切断（デ

ィスクグラインダー，チップソーなどによる）に比べ

10 倍以上の高速である。 

切断後ライニングをはがした例を図-6 に示す。コン

クリート自体は，切断線に沿って細い線状に焦げる以

外は，損傷は見られなかった。 

 

アシストガス

レーザ
発振器

コンクリート

フィルター
　　・
排気ブロア

レーザ伝送用光ファイバー

加工ヘッド

ライニング

集光レンズ

回収フード
排気口

耐熱フレキシブル
ホース

レ
ー
ザ
光

図-6 ステンレスライニングを切断しコンクリートからは

がした状態 

Fig.6 Stainless steel liner removed from the 

concrete surface after laser cutting 

図-7 ステンレスライニングのレーザ切断状況。裏面にコン

クリートがあるため，溶融した切断生成物がコンクリート面

に当たって跳ね返り，周囲に飛散している 

Fig.7 Appearance when cutting stainless steel liner. 

Molten particles etc. are dispersed over a wide area 

 

図-5 の結果は，アシストガスとして酸素を使用した

場合である。ガスの種類の影響を調べるため，アシス

トガスを酸素から空気に代えた実験も行った。しかし，

空気の場合は，流量を最大にし，切断速度を

150cm/min の低速にしても切断が困難であった。酸素

の場合は切断が容易で，空気を使用すると切断が困難

になるのは，前者の場合は，ステンレスに含まれる鉄 
分の酸化とそれに伴う発熱が多いため溶融物の温度が

高くなり粘性が低下し，切断生成物を切断カーフから

吹き飛ばしやすいことに起因すると考えられる。空気

を使用する場合は，発熱効果が少ないため，溶融物の

温度が比較的低く，粘性の高い切断生成物を狭い切断

カーフから吹き飛ばすのが困難であると考えられる。    
以上の基礎実験結果より，その後の切断実験ではア

シストガスとして酸素を用いることにした。 
3.2 切断生成物の飛散状況及び回収方法の検討 

ステンレスライニング切断時の切断生成物の飛散状

況を図-7 に示す。 

ステンレスライニングの裏面にコンクリートがある

ため，溶融した切断生成物がコンクリート面に当たっ

て跳ね返り，周囲に飛散していることが分かる。この 
ような状況では，飛散物による汚染の拡散，作業員の

被ばくが懸念されるとともに，実際の現場作業の場合

はこのような高温物の飛散が作業員の事故や火災を引

き起こす危険性がある。 
溶融した切断生成物の周囲への飛散を防止するため，

切断加工ヘッドと一緒に移動する回収フードを使用し，

切断時に発生する生成物を吸引する対策を考案した。

回収フードを用いた切断方法の概念を図-8 に示す。 

回収フードの設計にあたって，フードの開口部外周

に可とう性を有する金属ブラシ（真鍮）を装着し，ブ

ラシの先端がステンレスライニングの表面に接触した

状態で切断ヘッドとともに移動し切断ができるように

図-8 回収フードを用いたライニング切断概念 

Fig.8 Concept of using an exhaust hood for cutting 

stainless steel liners laid on concrete 
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した。この措置により，ライニング表面の不陸に追従

しながら回収フードが移動するので，切断生成物の飛

散を効率的に抑制することが可能になる。 

3.3 回収フードを用いた切断実験 

回収フードを用いたステンレスライニング切断実験

は，図-2 に示す 60×70cm の試験体 B を用いて行った。

図-9 に示すように切断生成物の飛散は殆ど見られず，

フードの使用は飛散防止に極めて効果的であることが

確認された。また，フードはアシストガスの逸散を抑

制し，安定した切断にも寄与していると考えられる。 

 

図-9 回収フードを用いたライニングの切断状況 

Fig.9 Use of exhaust hood during laser cutting 

 
3.4 焦点位置の影響 

3.1～3.3 節に述べている切断実験は，レーザビーム

の焦点をステンレスライニングの表面に合わせた状態

で行っており，レーザビームの直径が最も小さいため，

エネルギー密度が最も高くなる理想的な切断条件であ

る。しかし，実際の現場では，ステンレスライニング

表面に不陸があると想定される。その場合はレーザビ

ームの焦点がステンレスライニング表面から離れる可

能性があるので，ビーム径が大きくなり，エネルギー

密度が低下し，切断性能（切断速度）が低下する。レ

ーザビームの焦点がステンレスライニングの表面から

離れた場合の切断条件を把握するため，試験体Ｂを用

いて切断実験を行った。 

実験は，回収フードを取り付けた状態で，レーザ出 

力を 1kW にし，レーザビームの焦点とステンレスライ

ニング表面の距離（以下，焦点外し距離）を 1～4mm と

変化させて行った。その結果，切断速度を 250cm/min

以下に設定すれば，焦点外し距離が 4mm 以下の範囲に

おいては，ライニングの切断が可能であることが分か

った。なお，加工ヘッドに近接センサーを取り付ける

等により，焦点外し距離の変動を 1，2mm 以内に押え，

より高速かつ安定した切断も可能であると考えられ，

この点については今後検討する。 
3.5 切断姿勢の影響把握 

実際の現場切断では一辺の長さが 50～100cm 程度の

大きさの長方形に床及び壁のステンレスライニングを

順番に切断・はく離し，廃棄物用容器に収納すること

になる。床ライニングの場合は図-9 のような下向きの

姿勢で切断を行う。しかし，壁ライニングの場合は横

向き姿勢のレーザを図-10a のように水平方向に走査さ

せて切断することと，図-10b のように鉛直方向に走査

させて切断することが必要となる。 

 

  

レーザ切断姿勢
：横向き

レーザ光の移動：
水平方向

レーザ切断姿勢
：横向き

レーザ光の移動：
鉛直方向

(a)横向姿勢でレーザ光を水平

方向に移動させて切断 

(b)横向姿勢でレーザ光を鉛直方

向に移動させて切断 

図-10 壁ライニングの場合の切断姿勢と移動方向 

Fig.10 Cutting position and cutting directions in 

the case of wall liners 

 

 図-11 横向姿勢でのレーザ切断実験状況 

Fig.11 Laser cutting test in the horizontal position 

 

壁ライニング切断を模擬する形で，試験体 B を用い

て横向の姿勢でのレーザ切断実験を行った。切断条件 
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図-12 横向姿勢でのレーザ切断終了直後の状況 

Fig.12 Appearance after completion of cut in the 

Fig.13 Appearance after removing the cut part 

 

，これまでの実験結果を踏まえ，レーザ出力 1kW，

断の際，レーザ光を水平に移

動

horizontal position 

図-13 切断後にライニングを剥がした状態 

は

切断速度 250cm/min に設定した。切断は，水平方向

及び鉛直方向にレーザを移動させて繰り返し行い，ス

テンレスライニングの切断とはく離が容易であること

を確認した。切断実験状況及び切断終了後の状況を図-

11，12 に示し，切断後にステンレスライニングを剥が

した状態を図-13 に示す。切断片をはく離した裏面の

コンクリートは，コンクリート内からの水分やコンク

リートの混和剤から発生したと考えられるすす等が一

部に見られるが（図-13），切断線に沿って細い線状に

焦げる以外は，コンクリート自身の溶融，割れ，破損

等は見られなかった。 

また，横向姿勢での切

させて切断する場合に比べ，鉛直方向に移動させて

切断する場合は，図-14 に示すように切断線周辺に切

断生成物の付着がやや多くなった。しかし，このよう

な状態でも，切断後にステンレスライニングを容易に

剥がすことが可能であった。 

 

 
レーザ光水平方向に移動の場合 レーザ光鉛直方向に移動の場合 

図-14 横向姿勢切断：

Fig.14 Appearance of cut in the horizontal position 
 

.w まとめ 

原子力施設の床や壁に施工されているステンレスラ

イ

AG レーザ

（

子力施設

内
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ニングの切断技術としてレーザ切断に着目し，その

可能性についての基礎的な検討を行った。 

現地での作業を想定し，比較的小型の Y

出力１kW）を選定し，コンクリート表面に施工した

ステンレスライニング(3mm 厚)の切断への適用性を実

験を通じて評価した。その結果，在来の機械的切断に

比べ約 10 倍の高速で支障なく切断が可能であり，裏面

のコンクリートへの影響も軽微であることが確認でき

た。加えて，切断時に発生するヒューム，火花などの

切断生成物の飛散を防止し，安全に回収できる集塵シ

ステムを考案し，その効果が確認できた。 

今後は，本研究得られた知見をもとに，原

の床・壁に施されたステンレスライニングの切断を

実施するための遠隔操作レーザ切断システムを検討す

る予定である。 
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