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１．はじめに

写真－1は、オホーツク海沿岸にあるコンクリート
構造物である。海面付近のコンクリートが劣化してい
るが、オホーツク海が氷海域であるという条件を考慮
すると、この劣化要因は、塩害、凍害そして海氷摩耗
であると考えられる。勿論、他の要因も関係している
と思われる。そして、各要因による劣化は同時に進行
するから、このコンクリート構造物の劣化は、各要因
による単独の劣化ではなく、複合劣化であると想定さ
れる。
氷海域におけるコンクリート構造物の劣化に関して
は、これまでも国内を含め世界各国の研究者によって
調査・研究が行われ、多くの研究成果が残されてきた。
しかしながら、複合劣化のメカニズムについて詳細に
説明した文献はみあたらず、これは今後の研究課題の
ひとつであると考えられる。本技術資料の目的のひと
つは、国外文献のレビューにより、本研究分野の現況
を報告することにある。
これら既往研究を踏まえ、筆者らは海氷摩耗に着目
したコンクリートの複合劣化について研究を進めてい
る。少し具体的な話しになるが、この研究には氷によ
るコンクリートの摩耗試験が欠かせない。そして、試
験条件の違いによる摩耗特性の変化を把握する上で
も、長時間の摩耗試験により摩耗量の差を明瞭に示す
必要がある。しかし、気中で氷とコンクリートが摩擦
すると、コンクリートの摩擦面に氷膜が形成され摩耗
が抑制されてしまうことから、この問題に対処しない
限り長時間の摩耗試験は困難である。
そこで筆者らは、氷膜の形成を抑制する方法として、
不凍液中での摩耗試験を試みた。その不凍液としてフ
ロリナートを利用したところ、氷膜の形成が抑制され
た。本技術資料のもうひとつの目的は、複合劣化メカ
ニズムの解明に有効と考えられる不凍液を利用した摩
耗試験について報告することにある。

２． 氷海域におけるコンクリートの劣化に関する研究

の現況

２． １　国外文献のレビュー

２． １． １　現地調査

海氷摩耗の実態を知るうえで、国外で行われた現地
調査が参考となる。S.Huovinen(1988)1)は、フィンラ
ンドのヘルシンキおよびボスニア湾にある灯台のコン
クリート摩耗量を調査している。ヘルシンキの灯台
では最大300mm/30yearの摩耗が確認され、ボスニア
湾の灯台では平均22-39mm/22-24year、水面下0.1～
0.3mの範囲において最大56mmの摩耗が確認されてい
る。また、氷はコンクリートが凍結融解している部分
を摩耗していたこと、そして新たなコンクリート表面
が凍結融解によるダメージを受けていたこと、そのコ
ンクリート強度は水面上の53～58%であったことを報
告している。そして最後に、この劣化要因は、氷によ
る摩耗と耐凍害性の低さにあると結論づけている。さ
らにS.Huovinen(1990)2)は、砕氷船の船首水面付近に
材質の異なるコンクリート試験体を取り付け、その摩
耗量を計測している。40kmの航行で平均2～15mm、
最大で7～30mmの摩耗が確認されたことを報告して
いる。その結論では、材質別の特性として、シリカや
スラグが添加されたコンクリートの耐摩耗性が比較的
高いこと、軽量骨材の耐摩耗性が最も劣ったことなど
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写真－1　氷海域における海氷摩耗等の複合劣化状況
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を述べている。
一方、J.E.Janson(1988)3)はスウェーデン沿岸にあ

る30基の灯台について摩耗量の調査を行っている。摩
耗量は0～140mmと幅広い測定結果であったが、氷厚
が0.3m未満もしくは定着氷のある南部の海域では摩
耗がなく、氷厚0.3m以上で分離流氷がある北部の海
域の水面付近において摩耗が観測されたと報告してい
る。コンクリート表面のコア抜きによる詳細な調査も
行った上で、劣化要因の大部分は移動する氷にあると
し、凍結融解などが加わる複合劣化の影響は小さいと
結論づけている。またJ.E.Janson(1989)4)は氷象が厳
しいボスニア湾の灯台に耐凍害性のコンクリートパネ
ルを設置して暴露試験を行い、パネルの特性よりも氷
の状態の方が摩耗に及ぼす影響が大きいことを結論と
して述べている。
国内の現地調査としては、Hara�et�al.(1995)5)が河
川氷による橋脚の摩耗調査を行っている。摩耗量は1
～5mm/yearで、氷の速度と圧力に依存して摩耗量は
増大すること、氷の砂の含有量も重要であることを報
告している。
２． １． ２　室内試験 

氷によるコンクリートの摩耗特性を知る上で、室内
試験による研究成果が参考となる。例えば、ABAM�
project（北極域に供する高強度軽量骨材の耐摩耗性
調査）（Hoff(1988)6)）においては、摩耗試験として氷
柱にコンクリート供試体が接触し往復運動する方法を
提案している（ABAM-Ⅲ）。この試験に基づく研究報
告では、コンクリート表面のセメントペーストが摩耗
する初期段階で摩耗率が高くなること、氷の接触圧が
高く氷温が低いほど摩耗率が高くなることなどを述べ
ている。
Newwar�et�al.(1988)7)は、回転する中空円筒コンク
リートに氷を接触させる方法で摩耗試験を実施し、摩
耗初期で摩耗率は高く、その後定常摩耗に移行するこ
と、摩耗率は氷の接触圧の影響を強く受けること、平
均摩耗率は0.003-0.004mm/kmであることなどを報告
している。
Itoh�et�al.� (1988&1994)8)9)は、前述のABAM-Ⅲに

基づく試験により、摩耗の進行を3つのフェーズに分
類した。それは、セメントの摩耗である①表面摩耗領
域、②遷移領域、そしてセメントと骨材の摩耗である
③定常摩耗領域である。さらに、定常摩耗領域の摩耗
率が0.05mm/kmであること、骨材や圧縮強度の違い
によらず摩耗率は一定であることなどを報告してい
る。

Hanada�et�al.� (1996)10)は、氷による岩石およびコ
ンクリートの摩耗試験を実施し、安山岩や砂岩の摩耗
率がコンクリートの1/3であることを示したほか、様々
な材料の摩耗率をまとめている。
２． １． ３　摩耗量の推定

現地調査や室内試験に基づき、氷によるコンクリー
トの摩耗量推定式が提案されている。Janson�(1988)3)

は、ボスニア湾での観測結果や理論的考察から、氷の
速度Vと氷厚hを用いて、摩耗率S(mm/year)を次式の
ように提案している。

∫= VhdhS 0015.0

Huovinen(1990&1991)2)11)は、前述の砕氷船を用い
たセメントペーストの摩耗量実測値と、そのコンクリ
ート表面から剥離する骨材量の計算値との総和により
摩耗量を推定できるとしている。
Itoh�et�al.�(1988&1994)8)9)は、前述の実験結果より、
摩耗率Sr(mm/km)は氷の温度Tと接触圧力pから推定
できるとし、次式を提案している。

62 10)7.1295708.9( −×+= TpSr

また、この推定式の妥当性についてもボスニア湾での
灯台の摩耗調査結果と比較することにより示している。

２． ２　レビューの総括

氷海域におけるコンクリートの劣化のうち、海氷摩
耗に着目して現地調査や室内試験をレビューした。前
述のとおり研究者による結論は必ずしも一致していな
いが、氷によってコンクリートが摩耗するという見解
は共通している。また、摩耗過程についても幾つかの
フェーズからなるとする文献が多く見られた。そし
て、これらの知見に基づき幾つかの摩耗量推定式が提
案されている。ただし、凍結融解等との複合劣化が考
慮された推定式ではないため、実務への適用には注意
が必要である。

３．不凍液を利用した摩耗試験の試み

３． １　概要

既往研究において様々な室内試験が行われてきた
が、共通して問題となったのがコンクリート供試体へ
の氷の移着である。この氷の移着は、コンクリート供
試体表面に氷膜を形成し、コンクリートの摩耗を抑制
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してしまうため、摩耗試験の継続に支障をきたす。前
述のABAM�project（Hoff(1988)6)）では1時間毎にコ
ンクリート表面にアルコールを塗布することにより対
処しているし、Newwar�et�al.(1988)7)は氷とコンクリ
ートの接触面を塩水に浸漬させることで氷膜形成の防
止を図っている。しかしながら、冒頭で述べたとおり、
今後複合劣化の研究を進める上では、様々な条件での
長時間の摩耗試験を行う必要があり、既往の試験方法
だけでは十分とは言えない。当チームでは、不凍液と
してフロリナートを使用した摩耗試験を試みた。その
結果、氷膜形成が抑制され、摩耗試験を長時間継続で
きることを確認したので報告する。

３． ２　試験方法

３． ２． １　試験装置

写真－2は本実験で使用した摩耗試験機の全景、
図－1はその装置図である。摩耗試験方法には様々

な方法が提案されているが、本研究ではItoh� et� al.�
(1988)8)と同様の理由により、面接触の滑動式（ブ
ロック・オン・プレート）を採用している。図－2に
示すとおり、アクリル製水槽（幅21cm、高さ14cm、
長さ73cm）の中に氷柱（幅8cm、高さ10cm、長さ
48cm）を治具で固定し、構造物を意図したコンクリ
ート供試体（長さ10cm、幅10cm、厚さ5cm）を接触
させ、往復運動により両者を摩擦させる機構となって
いる。水槽内を任意の液体で満たすことにより、液体
中での摩耗試験が可能となる。装置上部の油圧ジャッ
キによりコンクリート供試体に鉛直荷重を加え、氷柱
とコンクリート供試体の接触圧を制御している。ま
た、水槽の往復運動については、ACサーボモーター
とリニアレールにより等速往復運動を可能としてい
る。コンクリート供試体の配合は、飛沫帯の海洋コン
クリートを想定し、C-5S相当（最大骨材寸法を20mm
に調整）としている。

写真－2　摩耗試験機の全景 写真－3　フロリナート中の実験状況
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３． ２． ２　試験条件

試験条件は、コンクリート供試体の接触圧を
0.3MPa、氷柱の往復速度を5.0cm/s（折り返し時は減
速）、往復振幅距離を38cmとした。なお、氷柱の往復
累計距離を摩耗距離と定義している。摩耗試験は室温
-5.0℃の低温室内で行った。試験環境が氷点下である
ため、水槽内を淡水で満たすことはできたいため、濃
度7.4%の塩水（凝固点約-5.0℃）と不凍液としてフロ
リナート（FC-770：3M製）を使用することとした。
なお、比較のため気中での実験も行った。
摩耗試験後は、変位計（精度1μm）を用いてコン
クリート供試体表面の凹凸を等間隔に9側線測定した。
そして、その平均値を平均摩耗深さと定義した。

写真－3は水槽内をフロリナートで満たした状況で
ある。フロリナート(FC-770)は流動点-127℃、比重
1.8の完全フッ素化物であり、熱的化学的に安定性が
高く、高温低温を問わずほとんどの物質に溶解しない。
また、フロリナートは気化しやすいため、濃度10%の
塩水（緑色に着色）をフロリナート表面に張ることで
気化を防止した。なお、摩耗試験中に塩水が氷柱表面
に触れることはない。

３． ３　試験結果

図－3は摩耗試験の結果である。横軸に摩耗距離、
縦軸に平均摩耗深さを示している。図には、気中（●
印）、塩水中（○印）、フロリナート中（△印）の試
験結果をプロットしている。摩耗距離0～13.6km地点
まではコンクリート供試体表面の氷膜の状態を確認
する目的から写真－4のとおり段階的に写真撮影を行
い、凹凸測定は摩耗距離13.6km地点に到達した段階
で行った。また、フロリナート中の試験については、
71.5km地点まで凹凸測定を行った。
３． ３． １　気中試験

写真－4より、気中におけるコンクリート供試体表
面の状態に着目すると、4.0km地点で供試体表面全体
が固い氷膜で覆われた。そのまま摩耗距離13.6km地
点まで試験を継続したが、表面の状態に変化はなかっ
た。その後、常温で氷膜を溶かし、凹凸測定を行った。
その結果を図－3にプロット（●印）した。
３． ２． ２　塩水中試験

写真－4より、濃度7.4%の塩水中におけるコンクリ
ート供試体表面の状態に着目すると、表面に固い氷膜
は形成されず、凹部に柔らかいシャーベット状の氷
（氷柱の削りかす）が残っている状態であった。図－3

に摩耗距離13.6km地点の平均摩耗深さをプロット（○

印）しているが、気中での試験結果よりも摩耗深さは
深くなっている。これは、塩水中において氷膜が形成
されず摩耗が継続して進行したことを示している。
しかし、塩水中では氷柱が溶解により痩せてしまう
問題がある。氷柱厚の減少は氷柱1本で継続可能な試
験時間に影響することから、長時間の摩耗試験を行う
には、頻繁に氷柱を交換する必要がある。また、氷柱
幅の減少はコンクリートとの摩擦面積を減少させるた
め、厳密に言えば試験中に摩耗幅や接触圧が変化して
しまうことになる。さらに、氷柱の痩せは氷柱固定治
具の緩みを生じさせるため、試験前に固定治具周りを
淡水で凍結させる処置が必要であった。塩水中の試験
は、前述のNewwar�et�al.(1988)7)と同様に氷膜形成の
抑制には効果が認められたが、頻繁に氷柱を交換しな
ければならない煩雑さは残る。
３． ２． ３　フロリナート中試験

写真－4より、フロリナート中におけるコンクリー
ト供試体表面の状態に着目すると、塩水中と同様に表
面には固い氷膜は形成されず、凹部にシャーベット状
の氷が残っている状態であった。供試体表面に筋状の
跡が見られるが、これはシャーベット状の氷である。
図－3に摩耗距離13.6km地点の平均摩耗深さをプロッ
ト（△印）しているが、気中での試験結果よりも摩耗
深さは深くなっており、塩水中試験と同様に氷膜が形
成されず、摩耗が継続して進行したことを示している。
もうひとつ着目すべきは、フロリナート中において
氷柱が全く痩せないことである。写真－4の最下段に
摩耗距離13.6km地点の乾燥させた供試体表面を示し
ている。供試体幅10cmに対して氷柱幅は8cmである
から、供試体表面の摩耗跡は幅8cmであるはずだが、
気中試験においては氷柱が昇華により痩せ、塩水中試
験では氷柱が溶解により痩せたため、摩耗跡の境界が
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ぼやけている。しかし、フロリナート中では8cm幅の
摩耗跡が明確に残っており、摩耗以外の要因により氷
柱が痩せないことを証明している。塩水中試験では、
氷の痩せに伴う頻繁な氷柱の交換が必要であったが、
フロリナート中ではその必要がなく、長距離の摩耗試
験を行う上で有効な試験方法になり得る。
フロリナート中の試験については、引き続き摩耗
試験を継続した。摩耗距離21.8km、38.6km、51.0km、
67.8km、71.5km地点で供試体表面を確認し、凹凸測
定を行った。図－3に各地点における平均摩耗深さを
プロットしているが、71.5km地点に到達しても摩耗
は進行しており、長距離（長時間）の摩耗試験が可能
であることが確認された。

４．まとめ

(1）�氷海域におけるコンクリートの劣化に関して、海
氷摩耗に着目して既往研究をレビューした。各研
究者による結論は必ずしも一致していないが、氷
によってコンクリートが摩耗するという見解は共
通している。また、海氷摩耗と凍結融解などの複
合劣化についてもその可能性を指摘する文献が多
くみられ、詳細な複合劣化メカニズムの解明が今
後の重要な研究課題であることを確認した。

(2）�氷とコンクリートが摩擦すると、コンクリートの
摩擦面に氷膜が形成され摩耗が抑制される問題が
あるが、フロリナート中で摩耗試験を行うことに
より氷膜の形成を抑制できることを確認した。既
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写真－4　コンクリート供試体の表面状況
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往の手法に加え、長距離（長時間）の摩耗試験を
行う上で有効な試験方法になり得る。
今後は本試験方法を発展させ、海氷摩耗と凍結融解
の複合劣化について試験を進める予定である。
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