
部材表面の濡れと難着雪技術の研究動向について

雪氷チーム

１．はじめに

　雪による雪氷災害は、建設分野だけでなく建築、送
電線、船舶、航空機、鉄道などの幅広い分野で問題と
なっており、各分野で着雪対策技術が検討されている
1）－8）など。解決済みの課題もあるが、抜本的な解決に
は至っていない課題も多い。
　降雪が道路付属施設に着雪して成長すると、着雪が
自重によって落下する。道路付属施設からの落雪は、
交通車両等の破損や視界阻害による事故を誘発する可
能性がある9）。道路付属施設において着雪や落雪を防
ぐための着氷雪除去は、主に人力で行われているう
え、高所作業が必要になる場合があるなど、作業の手
間やコスト負担になる10）。このため、道路案内標識
や橋梁などの道路付属施設や道路構造物への難着雪法
の開発に対する社会的要請が大きい。
　難着雪法には主に、部材の構造を変える形状変更、
部材の性質を変える性状変更等11）がある。形状変更
については、傾斜板や山型屋根による着雪対策工等が
あり、すでに実施し、効果があることは明らかになっ
ている4）。この方法により通行車両の被災リスクを軽
減できるものであるが、完全に着雪をなくすことは形
状変更だけでは難しいと考えられる。一方、性状変更
の一つとして、生物模倣を利用した方法が近年注目さ
れている12）。
　本稿では、生物模倣と液滴が部材表面に接触したと
きの濡れに関する基礎を解説し、これらを利用した難
着氷雪技術における最近の研究動向について紹介する。

２．生物模倣について

　生物模倣（Biomimetics、バイオミメティクス）とは
「自然に学ぶものづくり」と言われる13）。たとえば、
「ひっつき虫」と言えば幼少時代を思い出す人もいる
と思われるが、「マジックテープ®」や「ベルクロ®」
と呼ばれる面状ファスナーは、ひっつき虫を模倣した
技術として知られている。路面に埋め込まれている道
路鋲は、夜間走行車両のライトを反射して安全に走行

できるようにする役割がある。これも「猫の目」を模
倣した技術と言われている。
　下村13）によると、歴史的には1960年頃からバイオ
ミメティクス研究が進められてきたが、今世紀に入り
バイオミメティクスに関する国際会議や国際誌におけ
る論文数、被引用数も飛躍的な上昇を見せている。き
っかけは、生物の表面を電子顕微鏡でナノメートル
（10－9m、nm）～マイクロメートル（10－6m、µm）
にいたる領域を観察できるようになったこと、生物表
面の類似構造を人工的に発現できるようになった技術
力の向上に加えて分野融合型の研究が重んじられるよ
うになったこととされる。
　数ある生物模倣技術の中で、難着雪法の性状変更に
おいては、水滴をはじくような撥水性や、水が濡れ広
がる親水性を付与する技術が該当すると考えられる。
たとえば、水滴がコロコロと転がるような表面を人工
的に作製する技術である（図－1）。
　撥水・親水の物理に関してまとめられた書籍や撥水
技術をまとめた報告書はすでに多数あり15）－17）など、本
稿では主にこれらを参照している。なお、曖昧な表現
を避けるために、撥水、疎水、親水について定義を記
す。撥水は「水をはじくこと」であり、疎水は「水と
なじみにくいこと」と定義される。親水は「水との親
和性があること」と定義される（広辞苑、第六版より）。

図－1　人工的に作製された超撥水表面

（Onda et al., 199614）, with the permission from American 
Chemical Society）　　　　　 　　　　　　　　　　

解　説
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　撥水と疎水は似たような表現であるが、疎水とは、
たとえば水と油のような現象で用いられ、撥水とは異
なる。
　撥水は、部材表面で水が丸くまとまる現象をイメー
ジすれば解りやすい（図－1）。たとえば、蓮の葉の
表面には、電子顕微鏡で観察すると微細な凹凸構造が
あり18）（図－2）、水滴が蓮の葉に付着せずにコロコ
ロと転がり落ちる。このはじく現象は、撥水効果、あ
るいは蓮の葉効果（Lotus-Effect®）と呼ばれることも
ある。身近には、ヨーグルトの蓋に使われているアル
ミニウム（TOYAL LOTUS®）19）等がある。
　親水は、部材表面を水が濡れる（濡れ広がる）現象
をイメージすれば解りやすい。たとえば、カタツムリ
の殻の表面に微細な凹凸構造があり、殻に水滴を垂ら
すと水滴が付着した直後に殻の表面に水膜が形成され
る20）。濡れの現象は親水効果と言われ防汚や抗菌技
術として利用されている。身近には猛暑対策としても
利用される建材21）等がある。
　撥水性と親水性の付与機構について、どちらも部材
表面の凹凸構造によるものであるが、この違いについ
ては次に示す濡れに関するモデルによって表現される。

張力とはごく一般的に用いられている用語で理解しや
すい。そのため本稿ではこの界面に働く力のことを表
面張力とする。
　水滴が部材表面に付着したとき、気体、液体、固体
の3相に働く力を図－3のように考える。3相が接触す
る境界線はそれぞれγgl（気体・液体界面に働く表面張
力）、γgs（気体・固体界面に働く表面張力）、γsl（固
体・液体界面に働く表面張力）である。また、液体と
固体が成す角度θは接触角と言われ、図－3に示す力
の釣り合いから以下が成り立つ。

（1）
　これはヤングの式と呼ばれる。固体表面の性状を表
現する際、一般的にθが90°以下では親水性、90°以上
では撥水性とされる。さらにθが小さい場合では超親
水性、大きい場合（ θ > 150°）では超撥水性と一般的
に言われている。式（1）は材料によって濡れの性質
が変わることを示している。たとえば、ガラスなどの
無機材料は固体を構成する分子の結合力（γsl）が強い
ため、大きな表面張力を持ち、親水性を示す場合が多
い。一方、フッ素系やシリコーン系有機化合物は小さ
い表面張力（γsl）を持ち、撥水性を示す場合が多い17）。
　接触角は部材表面の凹凸の状態によって変わる。平
滑面と凹凸粗面上における接触角についてヤングの式
を変形すると、

（2）

と表現され、Wenzelモデル22）と言われる。ここでθR

は見かけの接触角で、Rは見かけの表面積に対する凹
凸を含めた全表面積である。凹凸がある場合、平滑面
よりもRが大きくなり、θ Rがθよりもさらに大きくな
る。つまり、撥水性の部材表面では凹凸があることに
よりさらに高い撥水性を示すことを意味している。た
だし、Wenzelモデルでは凹面内部が液体によって満
たされていることが条件である。一方、Cassie & 
Baxter23）は、異なる材料1と材料2で構成された複合
面（図－4）の表面積比 f1 : f2（ f1 + f2 = 1）を導入し
て

（3）

図－3　水滴が固体表面に接触したときの

力の釣り合いと接触角 　

３．部材表面の濡れに関するモデル

　雨粒のような水滴が部材表面に付着したとき、散逸
せずに一つにまとまる性質があるのは、水滴の内部に
ある分子同士が引き合うことによるものである。一
方、水滴の表面には面方向に力が働く。これは表面張
力と呼ばれる。なお、大気圧下では、空気と水の界面
に働く力なので固気界面に働く力（あるいは界面自由
エネルギー）とする方が正しいと考えられるが、表面

図－2　蓮の葉の顕微鏡写真（スケールバー：20µm）

（Barthlott and Neinhuis, 199718）, with the permission 
from Springer-Nature）　　　　　 　　　　　　
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180°とすれば、Cassie-Baxterのモデルとしても表現さ
れる。辻井15）によれば、フラクタル表面の濡れの理論
は、WenzelとCassie-Baxterモデルの統一理論である
としている。実際に蓮の葉の表面は、マイクロメート
ルとナノメートルの凹凸が二重構造を有しているため
（図－2）、撥水特性があり接触角は160°程である18）。
また、人工的に作られたフラクタル表面における撥水
特性を実現させた例がある。図－1に示す有機物（ア
ルキルケテンダイマー）で作られたフラクタル面にお
ける水滴の接触角は174°である14）。表面性状を変更
させた難着雪法では、フラクタル構造をもつ表面を発
現させることが、難着雪を実現可能にする一つの効果
的な手法であると思われる。

４．撥水特性等に着目した難着雪法に関する研究動向

　難着雪法の性状変更ではフッ素ポリマー（撥水性）
が提案されており8）、高い効果がある一方、フッ素化
合物は高温になると腐食性の強い有毒ガスを出すなど
の問題がある。フッ素化合物だけでなく高分子材料や
金属等を利用した研究では表面性状と部材の熱容量も
着雪に影響するという報告もある28）。古くから難着雪
法の表面性状を考慮した研究が実施されているが、こ
れらは部材そのものの特性を利用した方法である。
　最近では、平滑面を利用した方法も注目されてい
る。食虫植物であるウツボカズラの内壁構造を模倣し
たSLIPS（Slippery Liquid-Infused Porous Surface）
が開発された29）。SLIPSは液体を多孔質基材に含浸さ
せた均一な液体膜によって、付着した液体や氷を取り
除くコーティング技術（セルフクリーニング）で、着
氷雪にも効果があるとしている30）。一方、シリコーン
（Polydimethylsiloxane：PDMS）によるコーティン
グ技術31）も提案されている。着氷雪に効果があるかは
今のところ不明であるが、屋外での曝露実験も実施さ
れており32）、今後の研究動向も注視しておきたい。
なお、SLIPSもPDMSも蓮の葉を模倣した技術（凹凸
構造）ではないコーティング技術であることに留意し
たい。
　凹凸構造を利用した超撥水コーティング膜による難
着氷雪に関して、筆者の知るところでは、1997年に
（株）NTT研究所（現・（株）NTT-AT）による有機
フッ素化合物系を利用した実験33）が最初と思われる。
諸外国（米国34）、カナダ35）、中国36）やイスラエル37）

など多数）の研究機関でも研究されている。微細な凹
凸構造を有する超撥水表面では、水滴とは異なり氷化

とした。ここで、複合面における材料1を空気と仮定
すると、θ1は180°となり、

（4）
と表現され、Cassie-Baxterモデル（あるいはCassieモ
デル）と言われる。f は固体複合面の表面積比分率で
ある。f が0に近づくほどθRは限りなく180°に近づき、
超撥水となる。針の先端のように尖った柱ピンを並べ
たような構造をイメージすると解りやすい。ただし、
材料1と材料2の間隔は非常に微細な構造のときに成り
立つことに留意したい。たとえば、水酸化コバルト膜
をガラス基板に析出させた微細なナノピンが林立した
構造（先端部の直径が6.5nmのナノピンが3μm四方に
166本配列した構造）の表面で、178°の接触角が得ら
れている24）。他にもテフロンコーティングされたカー
ボンナノチューブ（φ100nm程度）を林立させた基盤
でも超撥水特性（接触角 >160°）が得られている25）。
　簡潔に表現すると、Wenzelモデルは凹凸の深さが
浅い時に成り立ち、Cassie-Baxterモデルは凹凸の深
さが深い時に成り立つと考えれば2つのモデルの違い
が解りやすい。ただし、超撥水性が付与された部材に
付着した水滴に圧力を加えるとCassie-Baxterから
Wenzelモデルへ遷移することから、撥水表面は準安定
な状態であるという指摘もある26）。なお、Wenzelと
Cassie-Baxterモデルの修正案27）などが提示されてい
るので、まだ部材表面の濡れに関する完全な理論は確
立されていないものと思われる。
　Wenzelモデルでは、上述したように、式（2）のRが
大きいと、より撥水特性が強調されることを意味して
いる。Rを最大限に大きくする方法として、フラクタ
ル構造は一つの理想的な表面であるとされる15）。フ
ラクタル表面は、凹凸の中にさらに小さい凹凸があ
り、その小さい凹凸の中にもさらに小さい凹凸があり
…、といったような構造を有するものである。微細な
フラクタル構造の隙間に空気は入り込めるが、水は入
り込めない状況が作り出される。空気と水の接触角を

図－4　水滴が固体複合面に接触したときの

　　 力の釣り合いと見かけの接触角 θR
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５．まとめ

　本稿では、難着雪法の性状変更に着目し、部材表面
における水滴の濡れに関する基礎について解説し、撥

水技術に着目した難着雪法に関する先行研究について
紹介した。古くから部材そのものの性状によって着雪
を防ぐ方法が提案されている一方、平滑面を利用した
方法などのコーティングやフィルムシートによる超撥
水性付与技術だけでなくレーザー加工法についても解
説した。
　現在、雪氷チームでは、難着雪部材の発現を目的と
して、レーザー加工法による撥水性付与技術に関する
研究を開始したところである。この研究成果について
は今後報告する予定である。

（文責：櫻井　俊光）
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