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(57)【要約】
【課題】試験体の摩耗状態を忠実に再現し、水利構造物
躯体材料の摩耗特性、機能・性能低下の度合いを正確に
把握する。
【解決手段】摩耗試験装置２は、試験体Ｔ１〜Ｔ６が装
着され駆動モータ５により回転駆動される回転ドラム４
と、回転ドラム４に装着されて回転される試験体Ｔ１〜
Ｔ６に対して水流を噴射する噴射ノズル２５を有する水
流噴射装置６とを備えている。試験体Ｔ１〜Ｔ６には、
水路の躯体を構成するコンクリート製材料が用いられる
。噴射ノズル２５は回転ドラム４内部の軸心側に配設さ
れ、試験体Ｔ１〜Ｔ６は摩耗試験面を内側に向け回転ド
ラム４の外周側に等間隔に取り付けられる。試験時には
、回転ドラム４を駆動モータ５により回転駆動させ、噴
射ノズル２５により回転ドラム４に装着されて回転され
る試験体Ｔ１〜Ｔ６に対して水流を噴射し、水流による
摩耗を促進させて摩耗状態を再現させるようになってい
る。
【選択図】図１

(2)

JP 2005‑283416 A 2005.10.13

【特許請求の範囲】
【請求項１】
試験体が装着され駆動手段により回転駆動される回転手段と、回転手段に装着されて回
転される試験体に対して水流を噴射する噴射ノズルを有する水流噴射手段とを備えたこと
を特徴とする摩耗試験装置。
【請求項２】
回転手段を、支持台に回動自在に軸支される回転ドラムにより構成し、試験体を、その
試験面をこの回転ドラムの内外側のいずれか一方に向けて周方向に装着するように構成し
たことを特徴とする請求項１に記載の摩耗試験装置。
【請求項３】

10

噴射ノズルを、試験体の試験面に対する噴射角度と噴射方向とのうち少なくともいずれ
か一方を調整可能に設けたことを特徴とする請求項１に記載の摩耗試験装置。
【請求項４】
試験体を試験面が内側に向くよう回転ドラムの外周側に沿って装着し、噴射ノズルを回
転ドラム内部の軸心側に配置したことを特徴とする請求項２または３に記載の摩耗試験装
置。
【請求項５】
回転ドラムの軸心に一端が閉塞され他端から高圧水が供給される管を貫通させ、この管
に回転ドラムの外側に向かって高圧水を噴射する噴射ノズルを設けたことを特徴とする請
求項４に記載の摩耗試験装置。
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【請求項６】
回転ドラムは、連結ロッドにより連結される円形側板と、これら連結ロッド間に設けら
れ試験体が着脱自在に装着される装着部とを備えることを特徴とする請求項５に記載の摩
耗試験装置。
【請求項７】
試験体を回転手段に装着し、この回転手段を駆動手段により回転駆動させ、水流噴射手
段により回転手段に装着されて回転される試験体に対して水流を噴射し、水流による摩耗
を促進させて摩耗状態を再現させることを特徴とする摩耗試験方法。
【請求項８】
非接触式三次元デジタイザにより試験体の摩耗状態を非接触により計測することを特徴
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とする請求項７に記載の摩耗試験方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、水路における水利構造物の躯体を構成する材料を試験体として摩耗試験する
摩耗試験装置およびその方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、戦後急激に施工されてきた水路や水路トンネルが老朽化し、更新時期を迎えてい
る。これら水利構造物の構造躯体に発生する主たる劣化は、水流による構造物表面の材料

40

の摩耗である。すなわち、摩耗により表面に凹凸が発生し、粗度係数が低下することによ
って通水性能が低下する。これら摩耗による通水性能の低下を定量的に把握するには、水
利構造物の躯体を構成する材料の摩耗特性を計測し、構造物の摩耗に対する抵抗性を把握
しておく必要がある。
【０００３】
さらに、今後何年間機能および性能を維持し続けるか、あるいは、何年後にどの程度機
能低下や性能低下を生じるかという情報についても試験により確認する必要が生じてきて
いる。また、水利構造物表面の凹凸を平滑化する補修材料も市販されているが、これらの
材料が水流による摩耗に対して何年間摩耗に有効か短期間のうちに評価できる摩耗試験が
望まれている。
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【０００４】
例えば、コンクリート製の水路では、水流による摩耗を受けた場合、図６に示すように
、（１）表面付近のセメントペースト層Ｍ３が取り除かれ、（２）次に、コンクリートに
含まれるセメントモルタル分Ｍ２が削り取られ、（３）コンクリート中にある粗骨材分Ｍ
１が露出し、（４）粗骨材分Ｍ１が脱落する。これにより、（５）躯体の断面減少が生じ
、（６）最終的には構造物としての機能および性能の低下に至る。
【０００５】
従来の摩耗試験装置およびその方法では、試験体にこの試験体より硬度の高い摩耗材（
研磨紙、サンドペーパー、研磨材、研磨粉、摩耗輪、砥石、鋼製ブラシ、鋼製ワイヤー、
鋼製びょう、スパイク）を押圧しつつ摩擦摺動させ、その質量の減少を計測する摩耗摺動
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試験装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。また、固定された試験体に固形物
を圧搾空気で噴射し、その質量の減少を計測する摩耗摺動試験装置が知られている（例え
ば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平８−１４５８６６号公報（第３頁、図１）
【特許文献２】特開２０００−１７１３７１（第４頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、上記従来の摩耗試験装置および摩耗試験方法では、試験体よりも硬質の
摩耗材により摩耗を促進するようにしているため、試験対象となる材料の材質に関係なく
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表面から均等に摩耗が生じる。このため、水利構造物の躯体を構成する材料に対して、す
なわち、コンクリートなどの土木材料に対して係る摩耗試験を実施した場合でも、材料は
表面から均一に摩耗してしまい、図６に示すような、水路や水路トンネル等で実際に発生
している表面の凹凸として表れる劣化減少を試験により忠実に再現できないという問題が
ある。さらに、一般的には材料の摩耗に対する抵抗性について、従来では摩耗試験前の材
料の重量と、摩耗試験に供した後の重量とを比較し、質量の減少に着目して抵抗性の評価
を行っていた。しかしながら、水路や水路トンネルなどの水利構造物の場合、抵抗性の評
価についてはむしろ表面の凹凸による粗度係数の上昇が問題となるため、摩耗による凹凸
の状態を計測しなければ、正確な評価を下せないという問題がある。
【０００７】
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本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、簡素な構成で水利構造物の通水
表面における摩耗状態を簡易かつ短期間に忠実に再現することができ、試験体を定量的に
計測して、水利構造物躯体材料の摩耗特性および水利構造物の機能低下、性能低下を正確
に把握することができる摩耗試験装置およびその方法を提供することを目的とするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明に係る摩耗試験装置は、試験体が装着され駆動手段により回転駆動される回転手
段と、回転手段に装着されて回転される試験体に対して水流を噴射する噴射ノズルを有す
る水流噴射手段とを備えたものである。
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【０００９】
本発明に係る摩耗試験装置では、試験体が装着され駆動手段により回転駆動される回転
手段と、回転手段に装着されて回転される試験体に対して水流を噴射する噴射ノズルを有
する水流噴射手段とを備えるようにしたので、実際の通水状態よりもっと速い速度で高圧
の水流を試験体に当てることになり、その結果、試験体が実際の水路などで見られる摩耗
状態を再現したものに近い形状で摩耗することになる。こうして、試験体に対して短時間
で摩耗状態を忠実に再現したものに近い形状で摩耗させることができる。
【００１０】
また、請求項２に係る摩耗試験装置は、回転手段を、支持台に回動自在に軸支される回
転ドラムにより構成し、試験体を、その試験面をこの回転ドラムの内外側のいずれか一方
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に向けて周方向に装着するように構成したものである。
【００１１】
請求項２に係る摩耗試験装置では、回転手段を、支持台に回動自在に軸支される回転ド
ラムにより構成し、試験体を、その試験面をこの回転ドラムの内外側のいずれか一方に向
けて周方向に装着するように構成したので、噴射ノズルが固定されると、試験体に水流を
均等に噴射することができ、摩耗の促進を安定化させることができる。また、試験体を回
転ドラムの周方向に複数装着することができるので、複数の試験体の摩耗試験を同時に行
うことができる。
【００１２】
さらに、請求項３に係る摩耗試験装置は、噴射ノズルを、試験体の試験面に対する噴射
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角度と噴射方向とのうち少なくともいずれか一方を調整可能に設けたものである。
【００１３】
請求項３に係る摩耗試験装置では、噴射ノズルを、試験体の試験面に対する噴射角度と
噴射方向とのうち少なくともいずれか一方を調整可能に設けたので、摩耗試験の条件をき
め細かく設定して試験を行うことができる。
【００１４】
請求項４に係る摩耗試験装置は、試験体を試験面が内側に向くよう回転ドラムの外周側
に沿って装着し、噴射ノズルを回転ドラム内部の軸心側に配置したものである。
【００１５】
請求項４に係る摩耗試験装置では、試験体を試験面が内側に向くよう回転ドラムの外周
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側に沿って装着し、噴射ノズルを回転ドラム内部の軸心側に配置したので、噴射した水流
の飛散を抑え、噴射処理後の水の回収がし易くなるので、装置をコンパクト化することが
できる。また、試験体を回転ドラムに容易に取り付け取り外しすることができる。
【００１６】
請求項５に係る摩耗試験装置は、回転ドラムの軸心に一端が閉塞され他端から高圧水が
供給される管を貫通させ、この管に回転ドラムの外側に向かって高圧水を噴射する噴射ノ
ズルを設けたものである。
【００１７】
請求項５に係る摩耗試験装置では、回転ドラムの軸心に一端が閉塞され他端から高圧水
が供給される管を貫通させ、この管に回転ドラムの外側に向かって高圧水を噴射する噴射
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ノズルを設けたので、噴射ノズルと試験体との距離を常に一定に保つことができ、かつ、
噴射する方向を確実に試験体に向けることができるので、回転ドラムの回転速度と噴射さ
れる水圧と水量とを調整するだけで、きめ細かい摩耗条件を設定することができる。
【００１８】
請求項６に係る摩耗試験装置は、回転ドラムが、連結ロッドにより連結される円形側板
と、これら連結ロッド間に設けられ試験体が着脱自在に装着される装着部とを備えるよう
にしたものである。
【００１９】
請求項６に係る摩耗試験装置では、回転ドラムは、連結ロッドにより連結される円形側
板と、これら連結ロッド間に設けられ試験体が着脱自在に装着される装着部とを備えるよ
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うにしたので、回転ドラムを軽量化することができ、装置がコンパクト化される。
【００２０】
本発明に係る摩耗試験方法は、試験体を回転手段に装着し、この回転手段を駆動手段に
より回転駆動させ、水流噴射手段により回転手段に装着されて回転される試験体に対して
水流を噴射し、水流による摩耗を促進させて摩耗状態を再現させるようにしたものである
。
【００２１】
本発明に係る摩耗試験方法では、試験体を回転手段に装着し、この回転手段を駆動手段
により回転駆動させ、水流噴射手段により回転手段に装着されて回転される試験体に対し
て水流を噴射し、水流による摩耗を促進させて摩耗状態を再現させるようにしたので、実
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際の通水状態よりもっと速い速度で高圧の水流を試験体に当て、試験体を実際の水路など
で見られる摩耗状態を再現したものに近い形状で摩耗させ、試験体に対して短時間で摩耗
状態を忠実に再現したものに近い形状で摩耗させることができる。このため、簡単な操作
で試験体に対して短時間で摩耗状態を忠実に再現させることができる。
【００２２】
請求項８に係る摩耗試験方法は、非接触式三次元デジタイザにより試験体の摩耗状態を
非接触により計測するようにしたものである。
【００２３】
請求項８に係る摩耗試験方法では、非接触式三次元デジタイザにより試験体の摩耗状態
を非接触により計測するようにしたので、試験体の摩耗状態を調べる際、質量や体積を測
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定することができない場合でも、非接触で測定することができる。
【発明の効果】
【００２４】
本発明に係る摩耗試験装置では、試験体が装着され駆動手段により回転駆動される回転
手段と、回転手段に装着されて回転される試験体に対して水流を噴射する噴射ノズルを有
する水流噴射手段とを備えるようにしているので、簡素な構成で試験体の通水側表面にお
ける摩耗状態を短時間で忠実に再現することができる。このため、試験体に水利構造物躯
体材料を用いると、試験体を定量的に計測して、水利構造物躯体材料の摩耗特性および水
利構造物の機能低下、性能低下を正確に把握することができる
【００２５】
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また、本発明に係る摩耗試験方法では、試験体を回転手段に装着し、この回転手段を駆
動手段により回転駆動させ、水流噴射手段により回転手段に装着されて回転される試験体
に対して水流を噴射し、水流による摩耗を促進させて摩耗状態を再現させるようにしてい
るので、簡単な操作で水利構造物の通水側表面における摩耗状態を簡易かつ短期間に忠実
に再現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
水利構造物の通水表面における摩耗状態を忠実に再現するという目的を、試験体が装着
されモータにより回転駆動される回転ドラムと、回転ドラムに装着されて回転される試験
体に対して水流を噴射する噴射ノズルを有する水流噴射装置とを設けるとともに、この試
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験体を水路における水利構造物の躯体をなす材料により構成し、試験時には、この試験体
を回転ドラムに装着し、この回転ドラムをモータにより回転駆動させ、水流噴射装置によ
り回転ドラムに装着されて回転される試験体に対して水流を噴射し、水流による摩耗を促
進させ摩耗状態を再現させることにより実現した。試験時、実際の通水状態よりもっと速
い速度で高圧の水流を試験体に当て、試験体を、実際の水路などで見られる摩耗状態を再
現したものに近い形状に短時間で摩耗させ、試験体に摩耗状態を再現させるようにしてい
る。
【実施例１】
【００２７】
以下、図面に示す実施例により本発明を説明する。図１および図２はそれぞれ、本実施
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の形態に係る摩耗試験装置全体を示す概略図および同装置の要部を示す正面図である。本
実施の形態に係る摩耗試験装置２は、図１および図２に示すように、支持台３に回動自在
に軸支され試験体Ｔ１〜Ｔ６が装着される回転ドラム（回転手段）４と、この回転ドラム
４を回転駆動させる駆動モータ（駆動手段）５と、この回転ドラム４に装着された試験体
Ｔ１〜Ｔ６に対して水流を噴出する高圧水噴射装置（水流噴射手段）６とを備えている。
試験体Ｔ１〜Ｔ６は、複数の水利構造物の構造躯体を構成する材料、すなわち、コンクリ
ート製水路を構成する材料であるコンクリート片からなっている。ここでいう試験体Ｔ１
〜Ｔ６としてのコンクリート片は、図６に示すように、粗骨材分Ｍ１およびセメントモル
タル分Ｍ２を含み、表面にセメントペースト層Ｍ３が形成されたコンクリート躯体をいう
。試験体Ｔ１〜Ｔ６は矩形の板状またはブロック状に形が整えられる。
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【００２８】
支持台３には、図３に示すように、一対の支持脚７、８が立設される。支持脚７、８の
上端部には、中空の横軸９Ａ、９Ｂがプランマブロック７Ａ、８Ａにより同一軸線上で回
動自在に支持される。回転ドラム４は、一対の円形側板１０、１１と、これら両側板１０
、１１間を連結する連結ロッド１８と、連結ロッド１８間に設けられ試験体Ｔ１〜Ｔ６が
着脱自在に装着される支持金具（装着部）１２Ａ〜１２Ｆとを備えている。円形側板１０
、１１にはそれぞれ中心孔１５が形成され、外側にボス部１０Ａ、１１Ａが設けられる。
円形側板１０、１１のボス部１０Ａ、１１Ａにはそれぞれ、横軸９Ａ、９Ｂの一端が接続
される。こうして回転ドラム４は、支持脚７、８に中空の横軸９Ａ、９Ｂを介して回動自
在に支持されるようになっている。一方の横軸９Ａは他端がプランマブロック７Ａを貫通

10

して外側に突出し、この突出端には、プーリ１３が取り付けられる。このプーリ１３には
、後述する駆動モータ５の駆動伝達ベルト１４が巻回され、駆動モータ５の回転駆動力が
回転ドラム４に伝達される。駆動伝達ベルト１４は、２本のゴム製Ｖベルトからなり、駆
動モータ５の駆動力を安定して回転ドラム４に伝達するようになっている。駆動モータ５
は図示しない制御装置に接続され、回転駆動力を調整し、回転ドラム４の回転速度を制御
することができるようになっている。
【００２９】
支持金具１２Ａ〜１２Ｆは、図５に示すように、両側板１０、１１間の外周側に、周方
向に等間隔で６箇所、中心からの距離を等しくして設けられる。支持金具１２Ａ〜１２Ｆ
は、四角形状の上下の枠で試験体Ｔ１〜Ｔ６の四辺を挟んで固定するようになっており、
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試験体Ｔ１〜Ｔ６の表面、すなわち、コンクリートペースト層Ｍ３を回転ドラム４の内側
に向けて試験体Ｔ１〜Ｔ６を取り付けるようになっている。各円形側板１０、１１の下側
にはそれぞれ、回転ドラム４と試験体Ｔ１〜Ｔ６との重量を支持するため、一対のベアリ
ング１６Ａ、１６Ｂ、１７Ａ、１７Ｂが設けられる。
【００３０】
試験体Ｔ１〜Ｔ６は、支持金具１２Ａ〜１２Ｆにより回転ドラム４の周方向に等間隔で
中心からの距離を等しくして設けられているので、回転ドラム４の回転時、軸心から同一
の距離で回転される。このため、軸心の固定側から水流が噴射されるといずれの試験体Ｔ
１〜Ｔ６も均等に水流の噴射を受けるようになっている。また、試験体Ｔ１〜Ｔ６を回転
ドラム４の周方向に複数装着することができるので、複数の試験体Ｔ１〜Ｔ６の摩耗試験

30

を同時に行うことができるようになっている。回転ドラム４は、支持金具１２Ａ〜１２Ｆ
が外周側に設けられているので、試験体Ｔ１〜Ｔ６を外部から回転ドラム４に容易に取り
付け取り外しすることができる。
【００３１】
支持台３には、回転ドラム４の軸方向で支持脚７、８の外側に支柱２０、２１が立設さ
れる。これら支柱２０、２１の上端部には、耐圧管（管）２２が横軸９Ａ、９Ｂ、中心孔
１５、１５を貫通して取り付けられる。耐圧管２２は、一端２２Ａが閉塞され他端開口２
２Ｂが耐圧ホース２４を介して高圧水供給部２３に接続され、高圧水が導入される。耐圧
管２２には、両側板１０、１１間の略中央に噴射ノズル２５が設けられる。この噴射ノズ
ル２５は回転ドラム４の内側から外側に向けて径方向に高圧水を扇状に均等に噴出させ、

40

図４に示すように、所定の範囲Ａに噴出させるようになっている。噴射ノズル２５の噴射
角度は、例えば、１５°、２５°、４０°といった所望の角度に設定できる。なお、ここ
でいう噴射角度は噴射口を起点とする周方向の噴射の広がりをいう。また、この噴射ノズ
ル２５は噴出口の方向を傾斜させることができるようになっている。ここでいう噴射方向
は、回転ドラム４の径方向に対する傾きをいう。このため、噴射角度だけでなく噴射方向
も変えることができる。
【００３２】
高圧水供給部２３は、水圧を所望の圧力に調整して高圧水を外部に供給する。これら高
圧水供給部２３、耐圧ホース２４、耐圧管２２および噴射ノズル２５により高圧水噴射装
置６を構成している。支持台３には、回転ドラム４の上部を覆うカバー（図示せず）が設
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けられ、噴射された水流の飛散を防ぐようになっている。
【００３３】
噴射ノズル２５は、試験体Ｔ１〜Ｔ６の摩耗面に対する噴射角度や噴射方向が調整可能
に設けられているので、摩耗試験の条件をきめ細かく設定して試験を行うことができる。
また、試験体Ｔ１〜Ｔ６を摩耗試験面が内側に向くよう回転ドラム４の外周側に沿って装
着し、噴射ノズル２５を回転ドラム４の軸心側に配置しているので、摩耗の促進が安定化
されるとともに、噴射した水流の飛散を抑え、噴射処理後の水の回収がし易くなる。この
ため、装置をコンパクト化することができる。さらに、噴射ノズル２５を、回転ドラム４
の軸心側の耐圧管２２に固定して設け、回転ドラム４の外側に向かって高圧水を噴射させ
るようにしているので、噴射ノズル２５と試験体Ｔ１〜Ｔ６との距離を常に一定に保つこ

10

とができ、かつ、噴射する方向を確実に試験体Ｔ１〜Ｔ６に向けることができるので、回
転ドラム４の回転速度と噴射される水圧や水量を調整するだけで、きめ細かい摩耗条件を
設定することができる。
【００３４】
摩耗試験装置２による摩耗試験後、試験体Ｔ１〜Ｔ６の質量や体積を測定することがで
きない場合、試験体Ｔ１〜Ｔ６の摩耗量の計測に図示しない非接触式三次元デジタライザ
を使用して計測を行うようになっている。このため、試験体Ｔ１〜Ｔ６に接触することな
く摩耗量を計測することができる。
【００３５】
次に、本発明に係る摩耗試験方法について上記実施例に係る摩耗試験装置２の作用に基
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づいて説明する。まず、摩耗試験を行う試験体Ｔ１〜Ｔ６を試験面を内側に向けて回転ド
ラム４の支持金具１２Ａ〜１２Ｆに装着する。試験体Ｔ１〜Ｔ６は、水利構造物に用いら
れる材料で、例えば、農業用水路を構成するコンクリートや補修材料からなるものである
。次に、試験体Ｔ１〜Ｔ６が水利構造物の躯体として用いられる予定の水路の状況に応じ
て、噴射圧力、噴射水量、噴射角度、噴射方向、噴射時間（回転ドラム４の回転速度と噴
射継続時間）等の試験条件を予め見当をつけて設定するとともに、これら試験条件を記録
する。これら試験条件のうち必要な条件については試験中も継続して記録される。試験条
件が設定されると、試験条件に基づいて駆動モータ５を駆動させ、回転ドラム４を一定の
回転速度で回転させるとともに、高圧水供給部２３を動作させ噴射ノズル２５から回転す
る試験体Ｔ１〜Ｔ６の内側面、すなわち、摩耗試験面に対して設定された水圧、水量、噴
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射角度および噴射方向で水流を噴射させる。支持金具１２Ａ〜１２Ｆは回転ドラム４の周
方向に等間隔で軸心からの距離が等しく設けられているので、試験体Ｔ１〜Ｔ６はどれも
噴射ノズル２５から噴射される水流を均等に受ける。こうして、試験体Ｔ１〜Ｔ６の摩耗
試験面には、試験時間の経過とともに実際の通水状態よりももっと速い速度で高圧の水流
が当たることになる。その結果、試験体が実際の水路などで見られる摩耗状態を再現した
ものに近い形状で摩耗することになり、摩耗が促進される。こうして、試験体は短時間で
摩耗状態を忠実に再現したものに近い形状で摩耗させられる。
【００３６】
本発明に係る摩耗試験方法では、水を噴射させるようにしているので、試験体Ｔ１〜Ｔ
６の摩耗は、図６に示す過程で進んでゆく。すなわち、試験体Ｔ１〜Ｔ６はいずれも、コ
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ンクリート躯体の一部であり、粗骨材分Ｍ１およびセメントモルタル分Ｍ２を含み、表面
にセメントペースト層Ｍ３が形成されている点で共通している。例えば、図６に示すある
種の試験体Ｔ１のセメントペースト層Ｍ３に、水流が噴射されると（図６のＳ１参照）、
時間の経過とともに、まずセメントペースト層Ｍ３が取り除かれ、コンクリートに含まれ
るモルタル分Ｍ２が表面側から削り取られる（図６のＳ２参照）。さらに、モルタル分Ｍ
２が削り取られると、コンクリート中の粗骨材分Ｍ１が露出する状態となる（図６のＳ３
参照）。さらに水流の噴射に曝されると、粗骨材分Ｍ１が脱落してしまう（図６のＳ４参
照）。こうして、躯体の断面減少が生じ（図６のＳ５参照）、摩耗後躯体厚を計測すると
、計測された摩耗後躯体厚から構造躯体としての機能低下・性能低下の度合いが判明する
。試験終了後の試験体Ｔ１〜Ｔ６の質量や体積の測定が不可能な場合、非接触式三次元デ
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ジタライザ（図示せず）を使用して計測を行うようになっている。このように、本発明に
係る試験方法では、実際の通水状態よりももっと速い速度で高圧の水流が当たることによ
り、試験体が実際の水路などで見られる摩耗状態を再現したものに近い形状で摩耗するこ
とになり、摩耗が促進される。こうして、試験体は短時間で実際の水路などで見られる摩
耗状態を忠実に再現したものに近い形状で摩耗させられる。このため、水路における水利
構造物の躯体を構成する材料に対して短時間で摩耗状態を忠実に再現することができる。
【００３７】
摩耗試験では、試験条件が試験時間とともに記録される。このため、水利構造物に用い
られる材料（水路を構成するコンクリートやその補修材料）の耐摩耗性に関する性能の比
較評価が可能となる。また、実際の水利構造物の摩耗状態を再現できる試験条件（噴射圧

10

力、噴射水量、噴射時間の記録等）を調べることができるので、当該水利構造物の今後の
摩耗に関する余寿命の予測や、補修・改修を行った際の効果を定量的に予測することが可
能になる。さらに、水利構造物に特有の摩耗状態を再現することができるため、劣化過程
（図６のＳ１〜Ｓ５）毎の機能に関する情報を入手することが可能となる。すなわち、図
６の場合を例にとると、Ｓ１、Ｓ３およびＳ５の各状態における水理性能（粗度係数など
の計測により行う）の比較や、Ｓ１およびＳ５の各状態における構造性能（曲げ強度など
の計測により行う）の比較も可能となる。
【００３８】
このように、本発明に係る試験方法では、従来の摩耗促進試験が、試験体を硬質の摩耗
材（研磨材、砥石、ブラシ）により摩耗を促進させ、試験体の材料の材質に関係なく表面
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から均等に摩耗を生じさせているのに対し、水利構造物の摩耗試験に水を用いて水利構造
物に特有の摩耗状態を再現することが、すなわち、躯体を構成する材料の中で、比較的軟
質のものから選択的に摩耗を受け、硬質のものは摩耗せずに脱落してゆくという過程によ
り生じる特有の摩耗状態を再現することができる。また、水利構造物に特有の摩耗状態を
再現することで、その試験条件から試験対象となる材料の摩耗特性を計測することができ
るので、例えば、試験対象となる材料の試験時間と摩耗量（質量、体積）との関係を計測
した場合、同じ環境条件における摩耗に対する抵抗性を予測することができる。
【００３９】
なお、高圧水噴射装置６の高圧水供給部２３は、一般に用いられている高圧洗浄機を利
用してもよい。また試験条件である高圧水流の噴射圧力や噴射水量を変更することにより

30

摩耗速度を変えることができる。
【００４０】
上記実施例の構成と略同一の摩耗試験装置を製作し、実際に試験を行った。試験では、
圧 縮 強 度 約 ３ ５ N/mm

２

の コ ン ク リ ー ト 板 を 、 噴 射 圧 力 ４ ． ９ MPa、 噴 射 水 量 ２ ４ ． １ L/min

、 噴 射 角 度 ４ ０ ° の 試 験 条 件 で 、 連 続 ４ ５ 分 間 の 噴 射 時 間 で １ 〜 ２ mm程 度 、 連 続 ６ ０ 分 間
の 噴 射 時 間 で ２ 〜 ３ mm程 度 の 摩 耗 状 態 が 得 ら れ る こ と を 確 認 し た 。
【００４１】
なお、上記実施の形態では、回転ドラム４の軸心を横方向としているがこれに限られる
ものではなく、上下方向としてもよいことはいうまでもない。回転ドラム４の外周側に試
験体Ｔ１〜Ｔ６の摩耗試験面を内側に向け、噴射ノズル２５を回転ドラム４の軸心側から
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試験体Ｔ１〜Ｔ６に向けて水流を噴出させるようにしているが、これに限られるものでは
なく、回転ドラムの外周側に試験体Ｔ１〜Ｔ６の摩耗試験面を外側に向けて装着し、噴射
ノズルを回転ドラムの外側から試験体に向けるようにしてもよい。また、回転手段を、回
転ドラムに代えて、回転駆動軸に取り付けられた円形板により構成し、この円形板の少な
くとも一面に周方向に沿って試験体を装着し、この円形板の試験体装着面に向き合うよう
に噴射ノズルを設置するようにしてもよい。また、回転手段は、回転ドラムや円形板等の
回転体に限られるものではなく、固定側の噴射ノズルに対し、所定時間毎に噴射を受ける
ことのできる移動体であればよい。さらに、噴射する高圧水に砂等の固形物を混入させ摩
耗促進効果を高めてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００４２】
【図１】本発明の一実施の形態に係る摩耗試験装置全体を示す概略図である。（実施例１
）
【図２】図１の摩耗試験装置の回転ドラムと駆動モータとを示す正面図である。
【図３】図１の摩耗試験装置の回転ドラムと噴射ノズルを示す側面図である。
【図４】図１の摩耗試験装置の試験状態を示す説明図である
【図５】回転ドラムの装着部を示す説明図である。
【図６】コンクリート製水路の構造躯体を構成する材料が水流による摩耗によって劣化す
る過程を示す概略図である。
【符号の説明】
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【００４３】
２

摩耗試験装置

４

回転ドラム（回転手段）

５

駆動モータ（駆動手段）

６

水流噴射装置（水流噴射手段）

２５

噴射ノズル

Ｔ１〜Ｔ６

【図１】

試験体

【図３】

【図２】

【図４】

(10)
【図５】

【図６】
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