
海氷摩擦による沿岸鋼構造物への影響に関する研究紹介
～おもに固形分を含んだ海氷による摩耗（アブレシブ摩耗）現象について～

寒冷沿岸域チーム

１．はじめに

　港湾や海岸の施設など、海中に建設される構造物は
波浪や海水による塩害など、非常に厳しい環境下に置
かれている。気温が0℃以下まで下がる寒冷海域にお
いては、これらに加えて低水温に曝されたり、海に漂
う氷と接触したりするなど、より過酷な環境となって
いる（写真－1参照）。こうした背景から、当チーム
では、沿岸構造物における凍害等複合劣化・損傷に対
応するため、その評価・診断手法や補修・補強の技術
開発に関する研究に取り組んでいる。
　沿岸構造物のうち鋼材を材料として建設される構造
物は、陸上に建設される他の構造物と同様に腐食によ
って劣化・損傷が発生、進行していく。一方、寒冷海
域の場合、海氷による摩擦が腐食促進を含む損耗作用
に関与している可能性があり、複合劣化を検討する上
では、その影響を把握することが重要である。このた
め、海氷による劣化・損傷のメカニズムを明らかに
し、影響度合いを評価することが肝要となる。
　本稿では、当チームで行ってきたこれまでの研究の
中で考察した、海氷摩擦による沿岸鋼構造物への影
響、とりわけ固形分を含んだ海氷による摩擦現象に着
目し、概説する。

２．海氷作用による損耗要因1）

　まず、金属材料同士の摩耗現象の一般知識を引用す
る例えば2）と、代表的な摩耗形態として凝着摩耗が知ら
れている。一般に、材料表面は微視的な凹凸があり、
実際に接触する面積（真実接触面積）は微小である場
合が多く、その接触部分の圧力は高くなる。これによ
り塑性変形（凝着）が生じ、そこに材料間の移動があ
ると凝着部分の付近でせん断による破断が生じ、他面
に移着する。これが繰り返されると、移着物の成長に
よっていずれ摩耗粉として接触面から排出され、摩耗
が進行していく。金属同士の摩耗現象の場合には、こ
の凝着摩耗が最も大きな摩耗形態とされている。た

写真－1　オホーツク海に面した鋼構造物の損傷例

だ、氷と金属との間の摩耗に関しては、当チームが行
った摩耗試験では、凝着摩耗の寄与はほとんど無視で
きるとの結果を得ている1）。
　二つ目の要因として、材料表面の突起あるいは材料
間に介在する砥粒による切削である、アブレシブ摩耗
が考えられる。これは凝着摩耗とともに代表的な摩耗
形態である。海氷に砂等の固形分が含まれていたりす
る場合などは、研磨剤のように働き構造物を切削する
ことが考えられる。この形態による損耗は大きく寄与
している可能性がある。
　三つ目の要因として、海域での鋼材表面の損耗の一
つであるサンドエロ－ジョンのメカニズムから推察さ
れるように、腐食摩耗の可能性も考えられる。海中で
浮遊する砂が波浪等によって運動し構造物に衝突、こ
のとき腐食生成物である錆層が除去・剥離され、新た
な表面を露出させ腐食を促進させるのがサンドエロ－
ジョンである3）。海氷の場合も、波浪や風などの力に
よって動き構造物との間で摩擦が発生し、錆層が除去
され腐食が促進され損耗している可能性がある。
　一方、構造物と接触する海氷について見たとき、砂
等の固形分が含まれている場合、アブレシブ摩耗を引
き起こす可能性があるが、腐食摩耗も同時に生じる可
能性がある。この場合、海氷による損耗は、アブレシ
ブ摩耗と腐食摩耗両方の複合的な作用によって生じる
ため、それぞれの要因が単独で作用する場合に較べて
一層損耗が促進する可能性がある。すなわち、海氷に
砂が含まれていると、含まれていない場合に較べてよ
り損耗が進行するものと考えられる。

解　説
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　このうち、本稿では、海氷表面付近に混入した砂の
研磨作用（アブレシブ摩耗）に着目した当チームの研
究成果4）の一部を紹介する。

３．海氷の砂含有率に関する現地調査

　写真－2に示すように砂が付着あるいは混入した海
氷が漂流している場合があることはかねてから知られ
ている5）。過去に海氷の砂の含有率の調査事例はある
が5）6）、多年にわたる多量のサンプル（サイト数、同
一サイトでの採集個数等）が必要であるとの認識か
ら、当チームにおいても、オホーツク海沿岸部におけ
る海氷の表面付近の砂の含有量を数年間にわたって定
量的に調べてきた。ここでは、2008年から2012年に実
施した調査の結果を示す。調査地点は、サロマ湖、網
走市北浜、斜里漁港区の砂浜における遡上海氷、そし
て調査方法については、調査日が複数年に渡ること
や、その時の事情により、統一されていないが、概ね
次のとおりである。各調査地点において、砂が付着し
ている氷塊をランダムに選び（サンプル数は10以上）、
主に表層1～3cmとそれより深い内部に分け、それぞ
れの層の砂の含有量（質量）と粒径を調べた。調査状
況の例を写真－3に示す。含有率は採取した氷のサン
プルに対する砂の質量パーセント濃度としたが、表層
サンプルについては単位面積あたりの砂の質量とした
含有率も推定した。調査結果（平均）をまとめたもの
を表－1に示す。場所やサンプル採取部位により大き
な違いがあり、またサンプル数（調査年度、サイト
数、同一サイトでの採集個体数等）の不足を勘案する
必要があるため一概には言えないが、本データのみか
らは、概略次のように推論できる。
①表層ほど砂の含有率が高い。
②沖合の氷は、海岸に遡上している氷と比較して（斜

里の海岸と防砂堤上で比較）、表層の含有率（単位
面積質量で見た場合）が小さくなる傾向にあるが、
内部は同程度と見なせる。
③表層のみならず氷の内部深くにも砂が含まれてい
る。
　③の内部の含有率（質量濃度）に関しては、10－2～
1％のオーダー範囲でかなりバラツキがあるが、平均的
には数‰と考えられ、過去に行われた調査結果5）6）と
も大体合致した。また、場所により、砂の量や中央粒
径に大きな差はあったが、北浜で平均0.0587g/cm2の
砂の含有率であり、かなりの量の砂が付着する場合が
あることが分かる。なおこの場合、海氷に含まれてい
た砂は付近の地面の砂の粒径に近いものであった。こ
れを根拠とし、後述のアブレシブの摩耗試験の砂量の
実験条件（標準値）を0.05g/cm2と設定するに至った。

写真－2　砂が付着（混入）した海氷が漂流

写真－3　調査状況の例

表－1　オホーツク海沿岸部における海氷表面付近の砂の含有量

(g/cm2) 

(mm) 
 (%) (g/cm2) 

(2cm) 2.49 0.0587 1.3 Mar.15, 2008  
(2cm) 0.901 0.0167 

0.36 Mar.22, 2008 
 0.065 

(1cm)
(3cm)

0.628 
0.263 
0.187 

0.0071 
0.0057  Mar.3, 2011 

400m 500m 

 0.181  Feb.18, 2012 
400m 500m 

 1.317  Feb.17, 2012 
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①日向で散布量の多い0.1g/cm2の方が、他の条件に比
べ散布したエリアが沈下している。
②断面観察より、日陰でさえも砂粒子の表面からの貫
入が見られる。
③散布量や日向/日陰による、見かけの氷表面（最終
の融解した表面）からの個々の砂粒子の貫入状況に

　上述のような結果から氷の表面だけではなく内部に
も砂が混入していることが確認され、アブレシブ摩耗
の寄与の可能性が示唆されたと考える。なお、さらに
サンプル数を増やす必要があることから、2013年以降
も継続して現地調査を行っている。

４．海氷の砂の混入プロセスに関する検討

　砂が氷に混入するプロセスについては、伊藤ら5）も
指摘しているように、漂流している海氷に飛砂や時化
によって舞い上がる海底砂が付着する場合、あるいは
砂浜に海氷が遡上して付着した後海へ戻る場合、など
様々考えられる。
　砂が氷内部まで入り込んでいる状態については、表
面についた砂が日中の日射によって一旦融解した後再
凍結するというサイクルの結果、あるいは降雪や波に
よる被覆などにより、内部へ取り込まれていくという
プロセスが考えられる。また、海中の微粒砂等の固形
成分を取り込みつつ氷が成長していった結果、とも考
えられる。
　写真－4に北海道斜里町の防砂堤先端における灯台
への着氷を示す。氷が茶色に変色しており、固形成分
が含まれていることが分かる。これは、陸域からの飛
来や、浮遊砂等が混じった海水の付着によるものと考
えられ、上述のような単に砂浜に海氷が遡上して付着
した後海へ戻る場合以外にも要因があることが分かる。
　氷表面に付着した砂が内部に取り込まれる機構につ
いて、当チームでは、オホーツク海沿岸において流氷
を採取し現地で実験を行った7）。実験は2014年と2015
年に行っているが、ここでは2015年の結果を示す。
　実験方法は次のとおり。2015年の1月に、①オホー
ツク沿岸部に漂着している流氷の内、できるだけ砂の
付着していない、比較的きれいなものを6つ採取する、
②1辺30cm程度に切り出し、のこぎりやチェンソーな
どを用いて、表面部を除去し平らに整形する。③その
表面部に、流氷を採取した付近の砂を0.05g/cm2およ
び0.1g/cm2の量で一様に散布する。④上記②③の手順
で、2種の散布量および散布しない3種類の試験用海氷
をそれぞれ2個ずつ準備し、日向と日陰でそれぞれ3個
暴露する、といった手順で行った。写真－5に日向/日
陰、砂の散布量の違いに応じた、氷の表面状態の変化
を示す。写真－6には、試験体の縦断面を示す。表面
上の砂を乱さないように、注意深く試験体の下部より
上部へかけて手ノコで切断したものである。
　実験結果から、次のような推察を行った。

写真－6　試験体の縦断面の例（日陰、0.05g/cm2）

写真－4　灯台へ付着した氷に混入した砂

写真－5　日向/日陰、砂の散布量の違いによる氷表面

状態の変化　　　　　　　　　　
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海道斜里町において採取した自然の海氷も使用した。
また、金属と氷との間に砂を介在させる方法として
は、氷表面に砂を一様に散布し、その上から霧吹きで
表面に水を吹き付け再凍結させた。
　試験方法は次のとおり。図－1に示すように、鋼製
の氷柱ケースに収納された角柱の氷（幅8cm、高さ5
～10cm、長さ70cm）に、構造物を意図した金属供試
体を油圧ジャッキで適当な圧力で氷に接触させる。な
お、摩擦面は、実際にその頻度が多いと思われる、氷
の成長方向と平行、摩擦方向はそれに垂直とした。金
属供試体は、摩擦方向に10cm、幅は氷の角柱と同じ
8cm、厚さは14mmの寸法（氷との接触部10cm×
8cm）をもつプレート型で、同図に示すように、これ
をホルダーに固定後、油圧ジャッキに取り付ける。ま

あまり違いはないように見える。
　これらの傾向は、日陰といえども放射熱や対流熱伝
達で砂粒子が発熱して貫入し得ること、日向の場合に
は強い放射熱により氷も全体的に融解すること（日向
/日陰の違いによる相違は少ないことの説明）、それ
によって砂粒子も系外へ流出しやすく、初期と比べ最
終段階での砂粒子の量に大きな違いがなくなる（散布
量の違いによる相違は少ないことの説明）�等がその
要因と思われる。
　なお、実験において、砂を散布しない場合でも飛砂
により非常に細かい固形分が表面に付着している状況
が確認されており、写真－4も踏まえると、氷への固
形分の付着は飛砂の可能性も十分に考えられる。
　以上のように、流氷を用い、より実環境に近い環境
下で実験を行い、風による表面の固形分の付着（飛
砂）および放射熱等によって発熱した砂粒子の貫入プ
ロセスから、表層あるいは内部へ固形分が取り込まれ
ること等を確認した。

５．海氷摩擦による影響の検討4）

　２章で述べたとおり、海氷による損耗要因の一つと
して、砂等固形分を含んだ氷であれば「アブレシブ摩
耗」の可能性が考えられる。氷への砂の混入について
は、３章で述べたとおり、沿岸部に漂着する氷を調査
することによって、その状況を確認することができ
た。さらに、４章で述べたとおり、氷表面のみならず
内部に取り込まれている状況に関し、実際の流氷を用
いた現地での実験を通じて、その混入プロセスを考察
したところである。
　これら実態も踏まえ、当チームが取り組む研究の眼
目である沿岸鋼構造物における劣化・損傷対策の検討
に向けて、基礎データを把握すべく、砂などの固形分
を含んだ海氷を想定した摩耗試験を実施している4）。
ここでその結果の一部を紹介する。

５．１　摩耗試験の方法

　試験装置には、佐伯らが開発8）した面接触の滑動式
（ブロック・オン・プレート）を採用した。なお、腐
食の影響を排除するため、金属材料としてはステンレ
ス鋼を、氷には淡水氷を用いている。実際の構造物で
は炭素鋼が多いと思われるが、その切削に関わる硬さ
と比較して大きく異なるわけではなく1）、本試験結果
は実務において参照できるものと考える。さらに氷に
関しては、人工的な淡水氷のほかに、一部の試験で北

（a）試験装置

（b）供試体と固定金具（ホルダー）

図－1　摩耗試験装置と摩耗方法の概要図

寒地土木研究所月報　№785　2018年10月�� 37



損耗量との関係を概観すると、初期に大きな損耗率
（曲線の勾配）を示すが徐々にその損耗率が減少し、
一定の損耗率で推移する傾向にある。これは初期に表
面に付着していた砂が徐々に系外へ吐き出され、砂の
含有量あるいは金属/砂/氷の損耗状態が定常状態に落
ち着くためと考えられる。
　図－2（b）に初期の砂の散布量と定常摩耗率（定常
状態の損耗率）の関係を示した。淡水氷（図中●）の
定常摩耗率は砂の量による大きな違いがないことが分
かる。前述のように、初期に氷表面に付着していた砂
が徐々に系外へ吐き出され砂の含有量が定常状態に落
ち着くが、その量は初期の砂の量によらず一定である
ことを意味している。あるいは切削の観点から見た場
合、進行方向に重複する微粒子は無視できるため僅か
な量で決まる可能性も示唆している。
　斜里町沿岸部で採取した自然の海氷を用いた試験結
果も図－2に載せた（図中○）。その氷は柱状に加工
したが、表面部の加工はしていない。また、試験体の

た、供試体のエッジ部による氷の切削防止のため、エ
ッジ部には5mm程度の面取りを施した。このため実
際の氷との見かけの接触面は9cm×8cmとなってい
る。供試体表面は正面フライス加工による表面仕上げ
を行っている。次に、鉛直下向きに圧力をかけた状態
で、前述の氷の入ったケースを一定速度の往復運動
（振幅距離30cm）により摩擦させる。このとき、で
きるだけ砂を氷に浸透させ砂が混入した氷の表面を平
坦にするため、金属供試体を氷表面に接触させゆっく
り圧力をかけ、これを摩耗させるエリア全体に対して
行った。適当な摩擦距離の後、精度1mgの電子天秤を
用いて質量変化を計測することにより、摩耗（損耗）
量を推定した。他の計測項目として、�摩擦力と接触
圧力を推定することを目的として、水平方向および鉛
直方向の荷重、摩擦方向の変位を計測した。
　表－2に主な試験条件を示す。（�）内は標準的な条
件である。試験は温度制御できる低温室で実施し、雰
囲気温度を－10℃に設定した。本試験で用いた金属供
試体であるステンレス鋼（SUS304）はビッカース硬度
換算で約160、供試体表面は正面フライス加工済（粗
さ：6S）である。また、見かけの接触圧力（鉛直荷重
を見かけ接触面積で割ったもの）は0.6MPaを標準的
な条件とし、0.007～1.6MPaの範囲で実施した。散布
した砂は、前述した北浜における砂の粒径と含有率程
度を想定し、それぞれ中央粒径0.798mm（均等係数
3.5），0.05g/cm2（川砂使用）とした。

５．２　摩耗試験の結果と考察

　条件を種々変えて試験を行ったが、ここでは代表的
な例として、初期の砂の散布量の違いによる損耗特性
を表す試験結果を紹介する。
　写真－7に試験直後（摩擦距離50km）の金属供試体
（上）と氷（下）の表面状態の例を示し、図－2（a）に
摩擦距離と摩耗量の関係を示した。写真－7、試験直
後の金属供試体の表面状態を見ると、全く腐食してい
ないこと、摩擦方向にごく細い直線状の傷が多く見ら
れることが特徴と言える。これは明らかに砂粒子によ
る掘り起こしによるものと思われ、しかも傷は直線状
であることから、砂粒子が氷と金属との間で自由に転
がっている訳ではなく、氷に押し込まれ固定化してい
るものが多いと推察される。次に氷の表面状態を観察
すると（写真－7下参照）、摩擦距離50kmでは非常に
細かい粒子が残存していた。粒径の大きな砂はすでに
吐き出されたか、破壊して微粉化したものと思われる。
　図－2（a）から淡水氷（図中○以外）の摩擦距離と

表－2　主な試験条件

 SUS304 
 -10 

(MPa) 0.007 1.6 (0.6) 
(mm) 0.111 0984 (0.798) 

(g/cm2) 0.01 0.12 (0.05) 
(m/s) 0.06 

(km) 26.7 125  (50) 
(m) 0.3 

写真－7　実験直後（摩耗距離50km）の

　　　　 金属供試体（上）と氷（下）
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5）�伊藤喜栄、浅井有一郎、佐伯浩、折谷徳弘、石井
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御について、海洋開発論文集、Vol.8、pp.147-
151、1992.
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量の予測方法に関する研究、海洋開発論文集、
Vol.7、pp.243-246、1991.

7）�木岡信治、成田恭一、宮崎均志、河合孝治、遠藤
強、竹内貴弘：海氷による鋼構造物の損耗要因に
関する一考察～アブレシブ摩耗の可能性について
～、第28回寒地技術シンポジウム、2012.

8）�佐伯浩、浅井有一郞、泉冽、竹内貴弘：海氷によ
るコンクリートの摩耗に関する研究、海洋開発論
文集、Vol.10、pp.68-73、1985.

9）�木岡信治、井元忠博、中嶋雄一：海氷作用や低温
環境に起因する構造物劣化・損傷機構の解明と対
策に関する研究、国立研究開発法人土木研究所平
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表面には微量の砂が付着しているのが確認できた。そ
の砂の量は把握していないが、便宜上ゼロに近いと考
えて図示している。試験結果では、初期から定常損耗
を呈し、その損耗率は人工的に作成した淡水氷のそれ
に近い。このことから、初期損耗から定常損耗に移行
する距離は砂の量がある程度少なくなると短縮し、す
ぐに定常損耗を示す含有率が微量の自然海氷に近づく
ことも理解できる。自然海氷を用いた試験結果では、
海氷の表層の材料特性は淡水氷に近いこと（砂の氷へ
の押し込み量、つまり硬さに関わる）、ごく微量でも
切削する能力が内在すること、粒子の量に依存しない
こと、等が推察される。この試験結果は、ごく自然の
海氷によるアブレシブ摩耗の可能性を実証したものと
考えている。また、人工的に作成した淡水氷の使用
と、砂の介在方法を含めた本試験方法による定常損耗
率を実務においても参照できることを意味している。

６．おわりに

　本稿では、海氷表面付近に混入した砂の研磨作用
（アブレシブ摩耗の一種）による沿岸鋼構造物の損耗
の可能性に着目し当チームが進めてきた、研究内容と
その成果の一部について紹介した。研究を進める中
で、様々な要因により海氷に砂が含まれること、そし
て、砂が介在することによるアブレシブ摩耗も沿岸鋼
構造物の海氷接触による損耗要因の一つに数えられる
可能性があることが示唆された。
　一方、現地データを蓄積し分析していくことが重要
であり、引き続き現地の氷における砂の含有率調査を
行っているほか、構造物への海氷の接触頻度（摩耗距
離）に関する調査なども精力的に進めている。

（文責：中嶋　雄一）

参考文献

1）�木岡信治、遠藤強、竹内貴弘：海氷の摩擦による
鋼構造物の損耗特性に関する基礎的研究、土木学
会論文集B3（海洋開発）、Vol.68、No.2、I_1049-I_

　　1054、2012.
2）�笹田直：摩耗、養賢堂、2008.
3）�阿部正美、上田茂、清水一夫：波浪海域のサンド
エロージョンに対する電気防食の防食効果、材料
と環境、Vol.47、pp.36-41、1998.

4）�木岡信治、竹内貴弘、遠藤強、成田恭一：固形分
を含んだ海氷の摩擦による鋼構造物の損耗機構に

図－2　初期の砂の散布量の違いによる損耗特性

（a）摩擦距離と摩耗量の関係

（b）初期の砂の散布量と定常摩耗率の関係

寒地土木研究所月報　№785　2018年10月�� 39


