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 氷海域におけるコンクリート劣化要因のひとつに、海氷摩耗がある。氷とコンクリートの気

中における摩耗試験により、多くの研究成果が報告されているが、試験法の課題も残されてい

る。そのひとつが、コンクリート摩耗面への氷の移着であり、形成された氷膜によってコンク

リートの摩耗が抑制され、長期間の試験が困難であった。筆者らは、氷膜を形成せず、長期間

の試験が可能な水中摩耗試験法を開発したので報告する。 
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1.  はじめに 

 
 社会基盤構造物は我々の生活を支える重要な役割を担

っているが、高度成長期に建設された多くのコンクリー

ト構造物が今老朽化の問題に直面している。北海道開発

局が所管する港湾構造物を例に見ても、建設後50年を迎

えるコンクリート構造物が急増しており、20年後には港

湾整備の約半分を維持工事が占めるようになるとも予想

されている1)。この様な背景から、コンクリート構造物

の合理的な維持管理技術の体系化が喫緊の課題となって

おり、筆者らは氷海域におけるコンクリート構造物の維

持管理技術の体系化に取り組んでいる。 
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、主に凍害、塩害そして海氷摩耗である

可能性が高い。そして、各要因による劣化は同時に進行

することから、このコンクリート構造物の劣化は、各要

因による複合劣化であると考えられる2)。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

内外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2)。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少なく、これは今

後の研究課題のひとつであると考えられる。 
海氷摩耗を伴うコンクリートの複合劣化を研究するた

めには、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

り長期間の摩耗試験は困難である。 
そこで筆者らは、氷膜の形成を抑制できる試験法とし

て、水中摩耗試験法を開発した。本研究では液体中での

摩耗試験を水中摩耗試験と称している。この液体として

不凍液を利用したところ、氷膜の形成が抑制され、長期

間の摩耗試験が可能となった。本報告は、海氷摩耗を伴

う複合劣化メカニズムの解明に有効と考えられる水中摩

耗試験法について報告するものである。 
 
 

2.  既存の摩耗試験法とその課題 

 
(1)  既存の摩耗試験法 

二つの物体がこすれ合うと、必ず摩耗が起こる。この

写真-1 氷海域におけるコンクリート構造物の劣化状況 

水 中 部 
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摩耗を知ることは分野を問わず重要なことであり、その

目的に応じて多くの摩耗試験法が開発されてきた。川田

ら3)によれば、その摩耗試験法は図-1に示す5タイプに分

類される。(a)タイプは、筒形試験片の端面どうしを摩擦

する試験法である。摩擦面全体が常に接触しているため、

温度上昇が大きく、摩擦面が空気に触れることが少ない。

(b)タイプは、回転する円盤上で小試験片を摩擦する試

験法である。小試験片を円盤の半径方向に移動させるこ

とで、円盤上の同じ部分と摩擦を繰り返さないようにす

ることができる。(c)タイプは、回転する円筒外周面に小

試験片を接触させて摩擦する試験法である。試験片の準

備や摩耗量の測定などが容易であることから、非常に広

く用いられる試験法である。(d)タイプは、(a)～(c)と異な

り、往復動で摩擦する試験法である。実現象の摩擦には

往復動が数多く見られるが、その往復動を想定した試験

法である。(e)タイプは、回転する二つの円筒を接触させ

摩擦する試験法である。(a)～(d)はすべり摩擦を試験する

方法であるが、(e)タイプはころがり摩擦を試験する方法

である。 
コンクリートの海氷摩耗に関する既存の研究において

も、その研究目的に応じた摩耗試験法が数多く開発され

ている。海氷摩耗は氷盤の移動により起こる摩耗である

から、すべり摩擦を対象とした(a)～(d)のいずれかの試験

法に属している。例えば、Newwar et al.(1988)4)は(a)タイプ

の試験法を採用しているし、佐伯ら5)は(d)タイプの試験

法を採用している。実際の氷海域における氷盤の動きは

間欠的であり、構造物に作用する氷力も断続的であるこ

とを考えると、コンクリート構造物と海氷の間には静止

摩擦と動摩擦の両方が作用するはずである。このことは、

佐伯らが(d)タイプを採用した理由のひとつであり、本

研究においてもこの考えから(d)タイプを採用している。 
 
(2)  摩耗試験法の課題 

 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してしまう

ため、摩耗試験の継続に支障をきたす。Newwar et 
al.(1988)4)は(a)タイプの試験において氷とコンクリートの

接触面を塩水に浸漬させ、氷膜形成の防止を図っている。

同じく(a)タイプを採用したABAM projectⅡ（北極域に供

する高強度軽量骨材の耐摩耗性調査）（Hoff(1988)6)）で

は、1時間毎にコンクリート表面にエタノールを塗布す

ることにより対処している。佐伯ら5)は(d)タイプの試験

を行っているが、氷膜形成の防止方法については示して

いない。しかし、摩耗量の計測を頻繁に実施（文献では

摩耗距離10km中に18回測定）していることから、氷膜

が完全に形成される前に計測を実施し、その都度、形成

しかけた氷膜を除去することで摩耗試験を継続していた

ものと推察される。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

期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。 
 
 

3.  水中摩耗試験法の開発 

 
(1)  概要 

 コンクリート摩耗面に氷膜が形成される問題に対して

は、既往の研究においても塩水やエタノールを使用して

氷膜の除去や氷膜形成の防止を行っている。これは、コ

ンクリートと氷の摩耗面に何らかの液体が介在すること

により、氷の移着が起こりづらくなることを示唆してい

る。そこで筆者らは、前述の(d)タイプの摩耗試験を水

中で実施可能な装置の開発を試みた。その結果、この試

験法により氷膜の形成が抑制され、摩耗試験を長期間継

続できることを確認したので報告する。なお、本報告で

は気中での摩耗試験に対比して、後述する液体中での摩

耗試験を水中摩耗試験と称している。 
 

(2)  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-2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、本研究では前述の(d)タイプである面接

触の滑動式（ブロック・オン・プレート）を採用してい

る。 

 

 

写真-2 摩耗試験機の全景 

(b)(a) (c) (d) (e)

図-1 摩耗試験の分類 
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 写真-3、図-3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（折り返し時は減速）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、表-1に示す配合（C-5S相当、最大骨材寸法

を20mmに調整）とした。 
 
(3)  適用する液体 

 水中摩耗試験は室温が氷点下の低温室内で行われる。

本報告の試験条件としては室温-5.0℃としている。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

できないことから、凝固点が-5.0℃以下の液体を使用す

ることとなる。そこで、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。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1.79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。表-2はフロリナートの物性値7)である。粘

度は水の1.6倍であるが、例えば灯油の粘度が水の10倍、

サラダ油が65倍であることを考えると、ほぼ水と同程度

の粘度であると言える。熱伝達係数は空気の5倍である

ことから、摩耗試験で生じる摩擦熱を気中よりも更に効

率よく取り除くことができる。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。 
 

 

表-1 コンクリート供試体の配合 

W C S G

47.1 43.4 140 297 793 1063 2.97

W/C
(%)

s/a
(%)

A
(C×%)

W/C：水セメント比，s/a：細骨材率，W：水，C：セメント，S：細骨材，G：粗骨
材，A：AE減水剤，空気量の目標値は5.5%

単位量(kg/m
3
)

縦断図

平面図

氷柱

往復運動

38
48 ［Unit:cm］

4
10

8 10

10

10

氷柱

供試体

アクリル水槽

氷柱固定治具
供試体

００摩擦面

図-3 水槽詳細図 

写真-3 摩耗試験機水槽（フロリナート中での試験状況） 

油圧ジャッキ

荷重変換器

コンクリート供試体
氷柱

アクリル水槽リニアレール

ACサーボモーター

図-2 摩耗試験機の装置図 

表-2 物性値7) 

空気
（20℃）

水
（25℃）

フロリナート
（25℃）

凝固点，流動点［℃］ － 0 -127

粘度［ ×10-3 Pa・s］ 0.018 0.890 1.432

動粘度［mm2/sec］ 15.15 0.89 0.80

密度［g/cm3］ 0.0012 1.00 1.79

比熱［J/g・K］ 1.01 4.18 1.04

熱伝達係数［W/m2・K］ 10 300 50



Kazuya Hase, Ryou Masuda, Shinji Kioka 

(4)  試験方法 
 試験条件は任意に調整可能であるが、ここでは後述す

る4.の試験条件について述べる。試験条件は、室温を  

-5.0℃、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。氷柱の往復累計距離を摩耗距離Lと定義

しており、設定した摩耗距離に至るまで試験機は自動運

転を継続する。 
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量Sと定義した。 
なお、摩耗試験は、気中、塩水中、フロリナート中の

3ケース実施した。 
 
 

4.  水中摩耗試験法の検証 

 
(1)  摩擦特性 

 海氷によるコンクリートの摩耗は、コンクリートと氷

の摩擦特性に依存する。従来、摩耗試験は気中で行われ

てきたが、水中摩耗試験を実施するにあたり摩擦係数を

調べることとした。 
摩擦測定は、気中、塩水中、フロリナート中の3ケー

ス実施した。図-4に示すとおり、氷柱上に重さ112.3Nの
鉛を載せた供試体を置き、供試体の右側には反力壁に固

定された荷重計（最大荷重：200N）を用意した。氷柱

を右方向へ移動させると、荷重計に接触した供試体は氷

柱上を滑動し、その時の摩擦力が荷重計で記録される仕

組みとなっている。荷重計の測定値と鉛を載せた供試体

の重さから摩擦係数を算出した。氷柱の移動速度は摩耗

試験の往復振幅速度と同じ5cm/sであり、移動距離は

20cmとした。静止摩擦係数は、始動時ではなく停止時

の測定値を使用して求めた。動摩擦係数は、停止直前の

10cm区間の測定値を平均して求めた。 
 図-5に測定結果を示す。気中、塩水中、フロリナート

中の静止摩擦係数μSを●▲■で、動摩擦係数μkを○△□

でプロットした。測定は同一条件で3回実施しており、

その平均値を―印で示している。氷とコンクリートの

摩擦係数は、鉛直荷重、相対速度、コンクリートの表面

粗さなど様々な要因で変化8)9)するものであるから、限ら

れた条件下で実施した本報告の測定値は、コンクリート

と氷の摩擦係数を代表するものではない。あくまでも、

本摩耗試験における気中、塩水中、フロリナート中の摩

擦係数を相対的に比較する目的で示すものである。図よ

り、動摩擦係数に比べて静止摩擦係数のバラツキがやや

大きいものの、気中、塩水中、フロリナート中の摩擦係

数に有意な差は見られない。これは中澤ら9)の見解と合

致するものであるが、フロリナート中においても同様の

結果を得たことは新しい知見である。摩擦特性の観点か 

ら見れば、気中、塩水中、フロリナート中のいずれの条

件下で摩耗試験を実施しても、同様の摩耗試験結果が得

られるものと考えられる。 
 
 (2)  氷膜の形成状態 

 コンクリート供試体表面の氷膜の状態を確認する目的

で摩耗距離0～13.6kmまでコンクリート表面を段階的に

撮影し、写真-4に整理した。 
a)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、摩耗距離4.0kmで供試体表面全体が

固い氷膜で覆われた。その後も摩耗距離13.6kmまで試験

を継続したが、表面の状態に変化はなかった。 
b)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（削れた氷

柱の氷片）が残っている状態であった。摩耗距離13.6km
における気中試験の写真と比較すると、塩水中の方が明

らかに摩耗が進行しており、塩水中において氷膜の形成

が抑制されたことを示唆している。 
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図-5 氷とコンクリートの摩擦係数 
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鉛

反力壁

20

荷重計

図-4 摩擦測定詳細図 
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c)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。摩耗距離

13.6kmにおける気中試験の写真と比較すると、フロリナ

ート中の方が明らかに摩耗が進行しており、塩水中試験

と同様に氷膜の形成が抑制されたことを示唆している。

なお、摩耗の進行状況は塩水中試験と概ね同じ状態であ

った。 
 
(3)  摩耗試験の継続性 

 図-6は、気中、塩水中、フロリナート中の摩耗試験結

果である。横軸に摩耗距離L、縦軸に平均摩耗量S を示

している。凹凸測定は摩耗距離13.6kmに到達した段階で 

 
行い、フロリナート中の試験については、摩耗距離

71.5kmまで段階的に凹凸測定を行った。 
a)気中試験 
気中試験の結果を●印でプロットしている。気中試験

では写真-4に示すとおり供試体表面に固い氷膜が形成さ

れていることから、常温で氷膜を溶かし、凹凸測定を行

った。摩耗距離13.6kmのプロット1点からは平均摩耗量

が今後どのように変化していくのか読み取れないが、写

真-4で示されているように摩耗距離4.0kmで既に固い氷

膜が形成されていることや、供試体中央が全く摩耗して

いないことから、この先は摩耗がほとんど進行しないも

のと思われる。また、図に示された平均摩耗量は、氷膜

形成前に供試体端部が摩耗した分であると考えられる。

以上の結果から、気中における長期間の摩耗試験継続は

困難であると考えられる。 

摩耗距離 気中 塩水中 フロリナート中

0 km
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4 km
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13.6 km
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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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b)塩水中試験 
塩水中試験の結果を○印でプロットしている。気中で

の試験結果よりも平均摩耗量は大きくなっており、塩水

中において氷膜の形成が抑制され、摩耗が継続して進行

したものと考えられる。 

しかし、塩水中では氷柱が溶解により痩せてしまう現

象が確認された。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、試験中に摩耗幅や接触圧が変化

してしまうことになる。塩水中の試験は、Newwar et 
al.(1988)4)と同様に氷膜形成の抑制には効果が認められる

が、試験条件が試験中に変化してしまうという課題が残

る。 
c)フロリナート中試験 
 フロリナート中試験の結果を△印でプロットしている。

気中での試験結果よりも平均摩耗量は大きくなっており、

塩水中試験と同様に氷膜の形成が抑制され、摩耗が継続

して進行したものと考えられる。 
着目すべきは、フロリナート中において氷柱が全く痩

せなかったことである。写真-4の最下段に摩耗距離

13.6km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幅の摩耗跡が明瞭に残っており、摩

耗以外の要因により氷柱が痩せないことを示唆している。

塩水中試験では、氷の痩せに伴い試験条件が変化してし

まう問題があったが、フロリナート中ではその問題がな

く、長距離の摩耗試験を行う上で有利な試験方法である

と考えられる。 
フロリナート中の試験については、摩耗距離13.6km以

降も摩耗試験を継続した。摩耗距離21.8km、38.6km、

51.0km、67.8km、71.5kmで供試体表面を確認し、凹凸測

定を行った。図-6に示すとおり、摩耗距離の増加に比例

して平均摩耗量も増加している。これは長期間の摩耗試

験継続が可能であることを示している。 

5.  まとめ 

 
(1) 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る

問題があるが、水中（塩水中、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。 
(2) 氷とコンクリートの摩擦係数を気中と水中（塩水

中、フロリナート中）で測定した結果、本研究の

摩耗試験法においては摩擦係数の有意な差は無い

ことを確認した。 
(3) 塩水中における摩耗試験では氷柱が溶解により痩

せてしまう問題があるが、フロリナート中では氷

柱は溶解せず、形状を維持していることから、長

期間の摩耗試験に適していることを確認した。 
(4) フロリナート中における摩耗試験を摩耗距離

71.5kmまで実施したところ、摩耗距離の増加に比

例して平均摩耗量も増加し続ける結果が得られた。

これにより、長期間の摩耗試験が可能であること

を確認した。 
今後は、本水中摩耗試験法を適用し、海氷摩耗と凍結

融解の複合劣化について研究を進める予定である。 
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