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１．はじめに
本報文は農業農村工学会論文集に掲載され

た研究 Note「表面被覆材料の耐摩耗性評価に
用いる標準モルタルの平均摩耗深さの推定」１）

のサイドストーリーである。Note では書き切
れなかったデータおよび内容の補完を目的とす
る。本報告では，水砂噴流摩耗試験の標準化の
ために設立され，筆者らも参加している水利施
設機能保全研究会が 2013 年度から 2020 年度ま
での７年間に実施した水砂噴流摩耗試験結果の
整理と分析結果を示す。

農業用開水路の補修工法に用いられる表面
被覆材料の耐摩耗性の品質評価方法は，「農業
水利施設の補修・補強工事に関するマニュア
ル【開水路補修編】（案）」３）に基づき判定さ
れる。判定では，被覆材料および標準モルタル
供試体を作製，水砂噴流摩耗試験によって 10
時間促進摩耗試験を行い，製品供試体と標準モ
ルタル供試体の平均摩耗深さの比を求める。ポ
リマーセメントモルタルではこの比が1.5以下，
HPFRCC ではこの比が 2.5 以下の場合に材料
を合格とする。このように，表面被覆材料の耐
摩耗性の判定は，標準モルタル供試体の試験値
を基準として評価される。

しかし，水砂噴流試験の実施数が増えるにつ
れて，申請各社が作製した標準モルタル供試体
の10 時間平均摩耗深さが大きくばらつくことが
明らかになった。標準モルタルの10 時間平均摩
耗深さの値のばらつきは，標準モルタル供試体と
製品供試体の平均摩耗深さの比にも影響を及ぼ
し，その結果，製品供試体の試験の合否に影響

する。つまり，標準モルタルの10 時間平均摩耗
深さが大きくなれば合格し易く，小さいと合格し
難くなる。研究 Note では，このような標準モル
タル試験値のばらつきによって生じる耐摩耗性の
評価の揺らぎを改善するために，標準モルタル
の平均摩耗深さを一定値に設定することを提案
した。また，その一定値として，標準モルタルの
10 時間平均摩耗深さのこれまでの試験データの
全体平均値の1.5倍である5.43�mmを提案した。�

本報告では，Note では述べることができな
かった長期材齢の標準供試体の水砂噴流摩耗試
験の結果についても合わせて報告する。また，
Note の発表以降に得られたデータを用いて，再
度，標準値5.43mmの妥当性について検討する。�

２．水砂噴流摩耗試験及びその結果
（１）水砂噴流摩耗試験

水砂噴流摩耗試験の詳細については，文献２）
を参照されたい。水利施設機能保全研究会では
平成 2013 年度から 2020 年度までの７年間に 70
回を超える水砂噴流摩耗試験を実施してきた。
１回の試験では，製品供試体２～３個，標準モ
ルタル供試体１～２個，比較用の長期材齢供試
体１個の合計６供試体を試験機に取り付け，10
時間の摩耗試験が実施される。供試体の組合せ
の標準パターンは，製品供試体３個，標準モル
タル供試体２個，長期材齢供試体１個の組合せ
である。供試体の寸法は 195 × 145 × 38mm の
板である。水砂噴流摩耗試験機の性能について
は，圧力水の圧力が規定の値（2MPa）になっ
ていることを確認し，試験を行っている。
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上で述べた標準モルタル供試体とは，申請各
社が JISR5201-1997「セメントの物理試験方法」
に基づき作製し，温度 23 ± 2℃，相対湿度 50
± 5% で 28 日間養生した供試体である。長期
材齢供試体とは，標準モルタル供試体を長期水
中養生（材齢 1,000 日以上）した供試体である。
長期材齢供試体は，標準モルタルと同じ材料・
手順で作製したモルタルを150× 150× 530mm
の角柱供試体用型枠へ打設し，それを前に述
べた供試体の寸法に切り出して試験に供してい
る。なお，切断面を摩耗面した。同一の角柱か
ら切り出した供試体はほぼ同品質と考えられる。

製品供試体とは，申請各社がそれぞれの製品
の仕様に基づき，作製した製品供試体である。

今回のデータ整理は，2013 年度から 2020 年
度までの７年間の試験データを対象に行った。
対象とした供試体の数は，標準モルタル供試体
が n=120 個，長期材齢供試体が n=61 個，製品
３供試体の平均値のデータが n=73 個である。

（２）標準供試体の試験結果
水砂噴流摩耗試験を実施した標準モルタル供

試体の 10 時間平均摩耗深さの分布を図－１に
示す。文献１）と比較すると２年間分の約 30
個の供試体データが追加されている。文献１）
の試験値の全体平均値は 3.62mm，今回の全体
平均値は 3.42mm であり，前回に較べ 0.2mm
減少した。図－２は標準モルタル供試体の試験
値の経時変化グラフである。試験値の平均は経
時的に右下がりの傾向を示す。すなわち，試験
値の平均は減少する傾向を示す。これは，文
献１）でも考察したが，標準モルタル供試体
の作製に関して申請各社の作製熟度が向上し
た可能性もある。標準偏差については，前回
は 0.99mm，今回は 1.09mm とわずかに増加し
た。この原因は不明である。標準偏差から変動
係数を計算すると 32% となり試験値のばらつ
きはかなり大きい。標準モルタルの養生条件が
JISR5201 の「強さ試験」の「20.0 ± 1.0℃の水
中養生」とは異なり，現場条件に近い温度 23
± 2℃，相対湿度 50 ± 5% で 28 日間養生した

供試体を用いていることもばらつきが大きい原
因の１つの可能性があると考えられる。
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図－１　標準モルタルの 10 時間平均摩耗深さの分布
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図－２　標準モルタルの 10 時間平均摩耗深さの経時変化

（３）長期材齢供試体の試験結果
水砂噴流摩耗試験による長期材齢供試体の

10 時間平均摩耗深さの分布を図－３に，試験
値の経時変化を図－４に示す。

図－３から n=61 の試験値の全体平均は
2.63mm，標準偏差は 0.23mm であった。標準モ
ルタルの全体平均3.42mmと比較すると長期材齢
供試体のそれは 0.77 倍と耐摩耗性が高いことが
わかる。これは，長期養生による強度および組織
の稠密化によるものと推測される。試験値の変動
係数は 8.7%と標準モルタルの1/3 未満となり試
験値のばらつきは小さい。これは供試体の練混ぜ，
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作製条件がほぼ等しいため，申請各者が作製し
た標準モルタルに比較すると，供試体作製の違い
によるばらつきが小さくなること，長期養生によ
り水和反応の違いによる強度および内部組織のば
らつきが減少したためと推測される。図－４に試
験値の経時変化を示す。10 時間平均摩耗深さの
経時的な変化は小さく，ほぼ一定と推定される。

以上述べたように，長期材齢供試体の 10 時
間平均摩耗深さの試験値は申請各者が作製した
標準モルタル供試体の試験値に較べて，試験値
のばらつきは小さく安定している。これは供試
体の作製方法および養生方法が一定であること
から予想されることであるが，試験機の状態や
試験の実施状況が要因となるブレが小さいこと
を示しており，本試験の有効性の証左となって
いる。一方，申請各者が作製する標準モルタル
では，同じ JIS の基準に基づき作製されるもの

の，各社の設備，作製者，作製方法，養生方法
には微妙な違いがあるため，同一配合の標準モ
ルタルであるにもかかわらず，ばらつきに大き
な差が生じたと考えられる。

（４）製品供試体の試験結果
製品供試体の３個の 10 時間平均摩耗深さの

推移と品質判定基準（標準モルタルの平均値の
1.5 倍）を示したグラフを図－５に示す。前回
から２年が経過し，その間に標準モルタルの試
験値数は n=92 から n=120 に増加している。ま
た，その平均値は前に述べたとおり，約 0.3mm
低下している。図－５のグラフの×マークはこ
れまでの試験において不合格と判定された６製
品である。２年前の研究ノートにまとめた検討
では，耐摩耗性の品質判定基準を標準モルタル
の 10 時間平均摩耗深さの 1.5 倍の 5.43mm と
推定した。5.43mm の判定基準を用いると 2019
年までの試験結果の中で３製品が不合格となっ
た。申請各者が作製した標準モルタルの値を基
準とした判定では６製品が不合格となったこと
と比較すると，標準モルタルの 10 時間平均摩
耗深さを一定値とすることで不合格となる製品
が半分に減ったことになる。図－５は 2019 年
のデータに２年間の水砂噴流摩耗試験のデータ
を追加したグラフである。標準モルタルの 10
時間平均摩耗深さが経時的に減少しているた
め，2021 までのデータを用いた場合，標準モ
ルタルの 10 時間平均摩耗深さの全体平均を 1.5
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図－３　長期材齢供試体の 10 時間平均摩耗深さの分布

図－４　長期材齢供試体の10時間平均摩耗深さの経時変化
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 図－５　 製品供試体 3 個の 10 時間平均摩耗深さの推移と
データ追加による品質判定基準値の変化
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倍した基準値は約0.3mm減少し5.13mmとなっ
た。この値を品質判定基準値に用いると，2021
年までに試験した 72 個の製品のうち７製品が
不合格となる。これは，試験を実施した製品の
約 10％が不合格となることに相当する。

（５）工種ごとの供試体の 10 時間平均摩耗深
さの比較
水砂噴流試験の供試体の 10 時間平均摩耗深

さの平均値およびばらつき（標準誤差）を工種
または材料毎にまとめたグラフが図－６であ
る。図－６の分類に用いた工種とは，筆者が申
請者の製品を「農業水利施設の補修・補強工事
に関するマニュアル【開水路補修編】（案）」に
示されている工法種別に従い分類したものであ
る。ただし，分類は各社のカタログ等の資料を
基に行った。図－６の無機系被覆は無機系被覆
材料を意味する。有機系被覆は有機系被覆材料
である。パネル工法は材料で区分した。無機系
材料を用いたパネルを無機系パネル，有機系材
料を用いたパネルを有機系パネルと分類してい
る。標準 M は前にのべた標準モルタルの試験
値である。同様に長期材齢 M は長期材齢モル
タルの試験値を意味する。

工種ごとに試験値を分類した図－６から次の
ことがわかる。ただし，有機系被覆材料，無機
系パネル，有機系パネルについては供試体の数

が少ないため，あくまでも現時点での小数標本
での傾向を示した結果である。

①�無機系表面被覆材料と標準モルタルの 10
時間平均摩耗深さの平均値はほぼ等しい。
これは，無機系被覆材料と標準モルタルの
耐摩耗性がほぼ等しいことを示す。

②�有機系被覆材料および有機系のパネルの
10 時間平均摩耗深さはほぼゼロに近い。
すなわち，有機系材料は水砂噴流摩耗試験
では促進摩耗が生じ難い。

③�無機系パネル材料の 10 時間平均摩耗深さ
は無機系被覆材料のほぼ半分である。無機
系パネル材料は無機系被覆材料に較べると
耐摩耗性が高い。

（６）標準モルタルおよび長期材齢供試体の試
験値の比較
水砂噴流摩耗試験の試験値は様々な誤差要因

の影響を受けばらつく。主要因としては，試験
方法，個々の供試体の品質が考えられる。試験
条件が大きく変化した場合は，その影響はすべ
ての供試体に及ぶ。例えば，試験外力が大きく
なれば全ての供試体の摩耗深さも増加するだろ
う。つまり，試験条件が変化すると標準モルタ
ルおよび長期材齢供試体は同じように平均値と
外れた方向に変化すると考えられる。

図－７に標準モルタルと長期材齢供試体の試

図－６　 工種および材料別の 10 時間平均摩耗深さの比較
（エラーバは標準誤差）
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図－７　標準モルタルと長期材齢供試体の試験結果の比較

10  (mm  

M
10

 (
m

m
) 

JAGREE100.indb   69JAGREE100.indb   69 2021/07/06   11:21:152021/07/06   11:21:15



70 JAGREE 100．2021・7

験結果の比較を示す。x 軸は長期材齢供試体の
試験結果である。標準モルタルの試験値と長期
材齢供試体の試験値に明確な相関関係は見られ
ない。すなわち，長期材齢供試体の試験値と標
準供試体の試験値が同時に大きくなったり，小
さくなる傾向は見られない。外れ値について検
討する。図中の矢印は長期材齢供試体試験の最
大値と最小値を示す。長期材齢供試体の試験値
が外れ値（最大値，最小値）に対しても標準モ
ルタルの試験値は全体平均に近い値を取る。こ
のように図－７の結果からは，標準モルタル供
試体および長期材齢供試体の試験値に相関はみ
られず，両者の試験値のばらつきの要因は，供
試体の品質に基づくランダムな誤差要因の可能
性が高いと推測される。

３．水砂噴流摩耗試験結果の考察
（１）水砂噴流摩耗試験の基準値について

前回の研究ノートでは，製品の品質規格判定
の基準となる標準モルタル試験値のばらつきが
大きいため合否の判定に揺らぎが生じることを
示し，この問題を解決するために，これまで試
験を実施した標準モルタルの 10 時間平均摩耗
深さの全体平均値を判定基準値とすることを提
案した。しかし，図－２に示すように標準モル
タルの全体試験平均値は経時的に減少傾向を示
す。そのため，どの期間の標準モルタルの全体
平均値を基準値とすればよいかという問題はま
だ残っている。図－５から，製品供試体の 10
時間平均摩耗深さは，2019 年以降，減少傾向
を示す。すなわち，製品の耐摩耗性は経年的に
は向上する傾向で推移しているように見える。
最新の試験データを用いれば，品質判定基準値
は図－５の 5.1mm となる。この 5.1mm という
基準値の案をすこし安全側に設定し，区切りが
良く 5.0mm とするのはいかがであろうか。

（２）長期材齢材供試体結果の考察
配合，練混ぜがほぼ等しくかつ材齢が 1,000

日を超えた長期材齢供試体の試験結果は図－３
に示すようにばらつきも小さく，10 時間平均

摩耗深さも各社が作製する標準モルタルのそれ
に較べて小さい。また，図－４に示すように試
験値の経時変化もほぼ横ばいの傾向を示す。こ
のような耐摩耗性が安定している長期材齢供試
体の結果が得られたことが，標準モルタルのば
らつきの大きさについて検討するきっかけと
なった。その意味では，長期材齢供試体を比較
供試体として試験に組み込んだことは，意味が
あったと考える。

試験が内包する様々なエラーを発見し，試験
を正確に行うためには，長期材齢供試体のよう
な摩耗性能が一定で安定した「標準摩耗材料」
の必要性は高い。このような標準摩耗材料があ
れば，製品供試体と同時に試験を行うことによ
り，器械や手順に起因する異常値を見分けるこ
とができる。また，定期的に標準摩耗材料を使っ
た試験を行うことにより，試験装置自体の精度
確認および更正が可能となる。このため，水砂
噴流摩耗試験の合格の基準を，現在の試験 10
時間後の標準モルタルの摩耗深の 1.5 倍あるい
は 2.5 倍を，5mm あるいは 8.3mm と変更した
場合でも，当面の間は長期材齢供試体を試験に
組み込む必要性はあると考える。

（３）製品供試体結果の考察
前章の（５）項でまとめたように，図－６か

ら無機系被覆材料と標準モルタルの 10 時間平
均摩耗深さの値はほぼ等しい。これは，無機系
被覆材料と標準モルタルの耐摩耗性がほぼ等し
いということを意味する。両者の耐摩耗性がほ
ぼ等しくなったことが偶然かあるいは意味が有
るかは不明であるが，粗骨材が入ったコンク
リートの耐摩耗性などを考察していく上では興
味深い結果と考える。

図－６から有機系材料を用いた有機系被覆材
と有機系パネルの 10 時間平均摩耗深さは他の
試験値に較べて特異的に小さい。前にも述べた
ように有機系材料は水砂噴流試験ではほとんど
促進摩耗が進行しないようである。これは，他
のセメント系材料が脆性的であるのに対し，有
機系材料は塑性的な性質（変形が元に戻らない
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性質）が強く，セメント系材料に比較するとひ
び割れ進展し難く，エネルギー吸収能が高い性
質を有することが原因の１つと考える。新品の
有機系材料は，このように耐摩耗性は高いと推
測されるが，実際の現場では水流以外の要因に
よる劣化や変状が起き，これらと合わせた複合
的な摩耗・損傷が起きる可能性がある。

水砂噴流試験では材料劣化については評価で
きないため，有機系材料については，水砂噴流
摩耗試験の平均摩耗深さは小さいといえども，
現場における摩耗を追跡調査し，摩耗試験の結
果と比較していくことが必要と考える。

４．おわりに
農業農村工学会論文集に掲載された研究

Note「表面被覆材料の耐摩耗性評価に用いる標
準モルタルの平均摩耗深さの推定」１）のサイド
ストーリーとして本報を執筆した。品質判定の
基準等については試験データの蓄積および技術
の発展にあわせ，逐次見直すことが重要と考え
る。その意味では，水利施設機能保全研究会を
中心として表面被覆工法のデータ蓄積と品質規
格についての検討ができたのは幸運であった。

最後に，研究会メンバとしてオブザーバとし
て参加していただいた関東農政局土地改良技術
事務所の皆様，試験の事務およびデータの収集
に協力していただいた（一社）農業土木事業協
会の歴代担当者の方に，ここに記して感謝の意
を表します。
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