技術資料

寒冷海域での鋼材の腐食速度に関する一考察
－酸素拡散律速支配と Arrhenius 型の反応速度に基づく検討－
木岡

信治

本間

大輔

ことを概念的に示す。

１．はじめに
北極海やオホーツク海など海氷の移動が活発な氷海

２．海域別の溶存酸素量の比較

域において、海氷による衝突や摩擦によって構造物の
摩耗・変形・剥離などの損耗や損傷が発生する。この

２．１

調査の方法

うち、筆者らは主に金属材料と海氷のすべり摩耗に着

過去5年間にわたり、北海道を中心に、季節別（夏期・

目し、凝着摩耗、アブレシブ摩耗（エロージョン）のほ

冬期）の、オホーツク海とそれ以外の海域（日本海・太

か、腐食
（コロージョン）も同時に発生する場合の損耗

平洋）、そして一部の本州の海域における溶存酸素量

。一方、海氷の作用以外

（DO）等の水質項目について調査を実施している。こ

にも低温環境が腐食速度に与える影響も考慮する必要

こでは DO のみについて整理し、その各海域での比較

があるが、それらの検討はあまりない。一般に、水温

を行う。調査地点は主に港湾漁港内とし、水面より

が低いと腐食速度
（化学反応速度）が遅くなる傾向に働

50cm 地点における水質を調べた。同一の港内では数

く一方、
溶存酸素量増大のため腐食速度が増す効果（酸

地点において計測し、その平均値をその港内の代表値

素拡散律速の場合）があり、ほかの条件が同一で水温

とした。調査期間を、夏期（7月～ 8月）および、冬期（12

の違いのみに着目する場合、温暖海域と寒冷海域では

月～ 3月）に大別して実施した。図－1に調査地点の概

どちらの腐食速度が大きいかは、一概には言えない。

略図を示す。また前述のように一部の本州（東北、名

事実、筆者らが予備的に実施した、簡易な水槽実験（半

古屋、大阪の港湾）でも実施し、参考程度に比較した。

没水状態の炭素鋼棒の30‰塩水中暴露試験）によれば、

本水質調査では、ポータブル多項目水質計 WAC-24型

特性を明らかにしている

1）2）

本実験での水温範囲（0 ～ 13.7℃）では、水温が高い程、
水中での鋼材の腐食速度が大きくなるというわけでは
なく、むしろ低水温側でやや大きくなった。腐食速度
に影響を与える因子である水温、とりわけ、そこに内

Sea of Okhotsk
࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ

在する反応速度と酸素拡散の寄与は、その水温変化に
よって相反するため、腐食速度に与える影響は複雑で
あることが理解できる。
筆者らは、過去5年間にわたり、北海道周辺の海域

Sea of Japan
᪥ᮏᾏ

を中心に、オホーツク海とそれ以外の海域
（日本海や

Hokkaido
ᾏ㐨

太平洋）
、そして一部の本州での海域において溶存酸
素量
（DO）
等の水質調査を実施してきた。本報告では、
このうち、DO の調査結果をとりまとめ、その海域に

Pacific Ocean
ኴᖹὒ

よる違い、とりわけ流氷の影響をうける氷海域
（寒冷海
域）
であるオホーツク海における DO と他海域との比較
を行う。さらに、
DO 拡散や反応速度（ボルツマン因子）
を考慮した腐食速度を表す簡易式から、例として、あ
るサイトを選定して推定された、年間を通じた温暖海
域と寒冷海域の腐食量を比較し、寒冷海域において、

Investigation spots for water quality

図－1

水質の調査地点．

図示した色別は図－2の凡例（海域別）に対応している

海氷の力学的作用以外にも、腐食速度にも留意すべき
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（東亜ディーケーケー製）を用いた。DO の測定方式は

の比、つまり飽和度（Saturation percentage of DO）を

ガルバニ式角膜電極法であり、塩分補正、大気圧補正

同図（b）に示す。各海域でサンプル数が異なるので一

済である。また調査はすべて同一の計測機器、同一の

概には言えないが、同一の海域でもばらつきが大きい

調査者
（筆者自ら）
により行っているため、計測上の系

ことが分かる。表－1には、季節別および海域別の飽

統誤差は少ないものと思われる。

和度の平均値および変動係数をまとめた。以上の図表
から、直感的あるいは大雑把には、オホーツク海の飽

２．２

和度（あるいは DO）が他の海域に比べて高いこと、夏

各海域における DO の調査結果

図－2（a）
には、各地点の溶存酸素量（DO）を各シー

期より冬期の飽和度が大きいこと、さらに北海道の海

ズン、海域の違いを示すひとつの指標である水温で整

域の DO が本州よりも高く、過飽和している場合が多

理した結果を示した。図中の各点は、すべての調査地

い、ことなどが見て取れる。

点を表すが、
前述のように各調査地点の代表値として、
数点での測定値の平均値を表す。また図中の曲線は、

表－1

季節別・海域別の DO の飽和度の基本統計量

3）

塩分量と水温で表される Truesdale（1955）の式 によ
る飽和溶存酸素量の推定値を実線で示した。その計算
には、仮に全計測地点の塩分量の平均値を用いて計算
し、水温変化のみに対応する飽和値を表示している。
実測の DO もだいたいその水温変化に対応しており、

ኟᮇ
࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ

74

ኴᖹὒ
᪥ᮏᾏ

次に、実測の DO と Truesdale の式による飽和値

ኚືಀᩘ

109.1

0.182

21

92.8

0.166

21

101.0

0.139

ᮇ

水温低下に伴って DO が増加していることが理解でき
る。

ᖹᆒ್ (%)

ᶆᮏᩘ

ᖹᆒ್ (%)

ᶆᮏᩘ

ኚືಀᩘ

࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ

69

120.7

0.09

ኴᖹὒ

15

105.7

0.18

᪥ᮏᾏ

13

102.2

0.07

次に、季節別および海域別に統計的に有意な差があ
るか調べてみる。まず、海域毎に、季節（夏・冬）によ
る飽和度の母平均に差があるか調べるため、t 検定を
行った結果を表－2に示す。なお、F 検定により、あら
かじめ母分散が等しいことを確認している。これによ
れば、オホーツク海では有意水準1％で有意な差があ
り、太平洋では5％で有意差あり、日本海では有意差
がない、という結果になった。特にオホーツク海では
Water temperature㸦Υ㸧㸭Ỉ

冬期に飽和度が高くなる傾向にあると解釈できる。

図－2（a） 海域別にみた溶存酸素量およびその水温変化
表－2

季節（夏期・冬期）による飽和度の差の t 検定
結果
T

⮬⏤ᗘ

༴㝤⋡

ุᐃ

࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ

4.31

116

p<0.0001

**

ኴᖹὒ

2.17

34

p=0.0368

*

᪥ᮏᾏ

0.248

28

p=0.4029

-

** 1%᭷ពᕪ࠶ࡾ㸪*5%᭷ពᕪ࠶ࡾ㸪㸫࡞ࡋ

次に、季節毎に、海域による飽和度に差があるか調
べるため、1元配置の分散分析（ANOVA）を行った結
Water temperature㸦 Υ㸧㸭Ỉ

果を表－3に示す。因子間に有意差がある場合には、

図－2（b） 溶存酸素の飽和度

Tukey の方法により多重比較を行った。また事前に、
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Bartlett 検定により、母分散の等分散性の検定を行っ

速度に与える影響は複雑である。本章では、DO 拡散

た。夏期のデータでは有意水準5％で等分散性を仮定

や反応速度（ボルツマン因子）を考慮した腐食速度を表

できた一方、冬期のデータでは、1％で少なくとも一

す簡易式から、例として、あるサイトを選定して推定

つの母分散は異なる結果が得られたが、ひとまず分散

された年間を通じた温暖海域と寒冷海域の腐食量を比

分析を続けた。この結果により、太平洋と日本海では

較し、寒冷海域において、海氷の力学的作用以外にも、

飽和度に差がないが、オホーツク海が他の海域とはや

腐食速度にも留意すべきことを概念的に示す。

や異なり、最も高い飽和度をもつ海域と判定される。

鋼材の腐食速度 V は、Arrhenius 型の温度依存性
例えば4）5）
（水温変化に起因する反応速度）および DO

表－3 海域による飽和度の差の分散分析（ANOVA）結果
ኟᮇ
ศᩓẚ
6.935

༴㝤⋡
p=0.0014

ከ㔜ẚ㍑ [Tukey ࡢ᪉ἲ]
࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ vs. ኴᖹὒ
࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ vs. ᪥ᮏᾏ
ኴᖹὒ vs. ᪥ᮏᾏ

ุᐃ
**
**
-

༴㝤⋡

ุᐃ

p<0.0001

**

ከ㔜ẚ㍑ [Tukey ࡢ᪉ἲ]
࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ vs. ኴᖹὒ
࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ vs. ᪥ᮏᾏ
ኴᖹὒ vs. ᪥ᮏᾏ

**
**
㸫

14.963

らに、次式のように、その「反応速度（ボルツマン因子）」
と「反応物の濃度」との積であらわされると仮定する。
（1）

ᮇ
ศᩓẚ

の拡散律速支配型（反応物の濃度に依存）を考慮し、さ

ここに、C：反応物の濃度、E：活性化エネルギー、R：
気体定数、T：絶対温度、a：頻度因子、である。
さらに、反応物の濃度は、本検討では、溶存酸素量
（DO）に比例するとし（比例定数を b）、次式のように、
塩分量（S）と水温（T）で決まる飽和 DO（DOSAT）と飽和
度（k）の積で表されるとする。
（2）

** 1%᭷ពᕪ࠶ࡾ㸪*5%᭷ពᕪ࠶ࡾ㸪㸫࡞ࡋ

なお、飽和 DO の算定には、前述と同様に Truesdale
以上により、オホーツク海の飽和度
（あるいは DO）

の式を用いた。最終的には、定数 a、b を一定として

が他の海域に比べて高いこと、夏期より冬期の飽和度

式（1）をそれらで除した、腐食速度を表す指標 V’ で評

が大きいこと、等が統計的にも示された。この場合、

価する。

オホーツク海の飽和度が他海域よりも1 ～ 2割高いこ
とが推察される。また本州の調査が不定期で標本数も

（3）

限られていたため統計的検定は行わなかったが、図－
2から、北海道の海域自体が本州よりも高い飽和度（あ

ここで、寒冷海域と温暖海域を、それぞれ、流氷が来

るいは DO）
を有していることも推察される。

襲するオホーツク海域と本州の海域とし、さらに、本

なお、本調査は、海域毎や季節毎にサンプル数の相

研究では、前者と後者の代表地点を、それぞれ紋別港、

違
（実施しなかった年もある）、測定精度等に加え、調

神戸港に選び、1年を通じた平均的な水温変化を推定

査データの年変動を調べたわけでないこと等から厳密

した。これには日本海洋データーセンターが提供する

な解析を行ったわけではないが、大局的には，冬期の

水温データ6）を使用し、2003 ～ 2009年までの日平均

オホーツク海の DO（あるいは飽和度）が大きいであ

気温を抽出して、それらのアンサンブル平均をとるこ

ろうことは本調査から推察される。今後引き続きデー

とにより、図－3に示すように、年間の平均水温変化を

タの蓄積に努める予定である。

設定した。また、S = 30‰、炭素鋼の活性化エネルギー
E = 1.6×104J/mol7）と仮定した。さらに、前述の結果か

３．低温環境における腐食速度に関する一考察

ら、オホーツク海の方が他海域より、1 ～ 2割、飽和度
が高いことが分かっているが、ひとまずここでは、神

前述のように、腐食速度に影響を与える因子である

戸および紋別の飽和度 k をそれぞれ0.9、1.1と仮定し

水温、とりわけ、そこに内在する反応速度と酸素拡散

た。以上の手続きより、神戸港と紋別港内での鋼材の

の寄与は、その水温変化によって相反するため、腐食

腐食速度を表す指標 V’ の年間変化を推定し、両者を比
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較したものを図－4（a）に示す。

のであるかは言及されていないが、これまで極域の低
水温や汚染の無い水にある鋼材の腐食は、他の海域に
比較して腐食量が少ないと考えられてきたが、これは

Water temperature (Υ) Ỉ

water temperature
35

Water temperature changes throughout the year .
(The curves show each ensemble average of
temperature between 2003 and 2009)

誤りであり、むしろシビアである場合がある、と結論
づけている事を強調しておきたい。本検討もそれを裏

Kobe Port

25
15

付けるものとなっている。
Index for corrosion rate V’ by eq.(3) [mg/L]
(ᘧ 3 ࡼࡿ⭉㣗㏿ᗘࢆ♧ࡍᣦᶆ V’)

Mombetsu Port

5
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Mombetsu Port (k=1.1)
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図－3 神戸港と紋別港の年間の平均水温変化
（2003 ～ 2009年の日平均気温のアンサンブル平均）

Kobe Port (k=0.9)

0.01
0.009

J

この図により、年間を通じた腐食量
（腐食速度の年
間積分値）
が、神戸港に比べ2割程度、紋別港の方が高
いこと、両者とも夏期に腐食速度が高くなること、し
かし紋別港では、最も気温が低くなる頃にも腐食速度
が極大値を持つことなどが理解できる。特に後者は、
前述の「水温が高い程、腐食速度が大きくなるという
わけではなく、むしろ低水温側でやや大きくなった」
という結果を説明することができる。さらに、仮に両
港で飽和度が等しい場合
（k = 1）の結果を同図
（b）に示
した。この場合には、年間を通じた腐食量が、約2％、
神戸港の方が大きくなったが、ほとんど変わらないと
考えてよく、水温変化のみを考慮した場合には、温暖
海域での腐食量の方が寒冷海域のそれよりも常に高く
なるとは限らないことが分かる。また両者を比較する
と冬季においてはその腐食速度は逆転していることも
興味深い。ただ、本検討では、水温変化のみの検討で

F M A M

J

J

A

Month᭶

S O N D

図－4（a） 神戸港と紋別港での腐食速度を表す指標 V’
の比較（それぞれ k = 0.9，1.1の場合）
Index for corrosion rate V’ by eq.(3) [mg/L]
(ᘧ 3 ࡼࡿ⭉㣗㏿ᗘࢆ♧ࡍᣦᶆ V’)
0.012

Kobe Port (k=1.0)

0.011
Mombetsu Port (k=1.0)

k: degree of DO saturation
V’: an index which shows the corrosion rate
given by eq.(3).
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図－4（b） 神戸港と紋別港での腐食速度を表す指標 V’
の比較（両者とも k = 1とした場合）

あり、汚染物質やその他の流動環境等により腐食速度
が変わる可能性があることに注意する必要がある。

４．まとめ

以上より、
腐食速度に影響を与える因子である水温、
とりわけ、そこに内在する化学反応速度と酸素拡散の

本研究では、過去5年間にわたって、北海道を中心に、

寄与は、その水温変化によって相反するため、腐食速

オホーツク海とそれ以外の海域（日本海や太平洋）、そ

度に与える影響は複雑であることを理論式によってこ

して一部の本州での海域において実施した、溶存酸素

れを確認するとともに、DO の飽和度が大きい氷海域

量
（DO）
等の水質調査結果をとりまとめた。そして、腐

の腐食速度が大きいことを示した。ゆえに流氷の影響

食速度に影響を与える DO の飽和度の海域による違

を考慮しないとしても、腐食速度に留意する必要があ

い、とりわけ流氷の影響をうける氷海域（寒冷海域）で

るといえる。Huglgaard（1973） は、グリーンラン

あるオホーツク海における飽和度の他海域との比較を

ドの Godthaab の桟橋
（鋼管）の腐食調査結果を示して

行った。オホーツク海の飽和度（あるいは DO）が他の

いる。公表されているうち、極めて数少ない氷海域で

海域に比べて高いこと、夏期より冬期の飽和度が大き

の貴重な調査結果である。それによれば、最大の腐食

いこと、オホーツク海の飽和度が他海域よりも1 ～ 2

速度は0.38mm/year であること、海氷作用によるも

割高いこと、北海道の海域自体が本州よりも高い飽和

8）
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度を有していること、等が推察された。

2） Kioka, S. and Takeuchi，T. : Tests on Wear of

また、水温の違いのみに着目し、酸素拡散律速支配

Various Metals due to Ice Friction, Proc. the

と Arrhenius 型の反応速度に基づく考察から、寒冷

21st International Symposium on Ice, CDR

海域と温暖海域の腐食速度の違いについて概略的な検

（Paper No.87）, 2012.
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: the solubility of oxygen in pure water and sea

するため、腐食速度に与える影響は複雑であることを
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確認した。また、DO の飽和度が大きい氷海域の腐食
速度が大きい場合があることを示し、寒冷海域におい
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きことを概念的に示した。また、仮に飽和度が通常海

筋の腐食速度に及ぼす気温の影響，鉄道総研報告，

域と等しいとしても、低温環境の腐食速度の方が常に

Vol.23（6），pp.11-16，2009.

小さいとは限らないことを示した。

6） 日 本 デ ー タ 海 洋 セ ン タ ー： 定 地 水 温 デ ー タ，
http://www.jodc.go.jp/data/coastal/obs_detail_
data.htm

参考文献

7） 動力炉・核燃料開発事業団東海事業所：腐食メカ
1） Kioka, S. and Takeuchi, T.: A Consideration of
Abrasive Wear of Steel Structure caused by

ルの開発（Ⅰ），1993.

Friction of Sea Ice with Interposed Sand, Proc.

8） Hulgaard, E. and Sorensen, T.：Corrosion of

the 22nd International Symposium on Ice, CDR

Marine Structures at Godthaab, Greenland,

（Paper No.1232）, 2014.

38

ニズムに基づく炭素鋼オーバーパックの腐食モデ

POAC’73, Vol.1, pp.410-416, 1973.

木岡 信治
KIOKA Shinji

本間 大輔
HONMA Daisuke

寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ
寒冷沿岸域チーム
主任研究員

寒地土木研究所
寒地水圏研究グループ
寒冷沿岸域チーム
研究員

寒地土木研究所月報

№758

2016年７月

