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1. はじめに 

 供用中のアスファルト混合物は，交通荷重の他に紫外線への暴露や大気による酸化など様々な外力

にさらされるが，巨視的にみて，これら外力を受けて変形もしくは変質するのは，アスファルト混合

物の構成材料のうちアスファルトバインダ（以降，バインダ）のみである．また，アスファルト混合

物の性能を語る上で，対候性や曲げ特性等，骨材の骨格構造が寄与しない範疇ではバインダの性能が

支配的であり，バインダ性状を正しく評価・把握することは大変重要である． 

一般的に，再生骨材に付着したバインダは経年劣化によって脆化しており，アスファルト混合物の

応力緩和性能やたわみ追従性の低下，ひいてはひび割れを生じされる一要因ともなるため，再生加熱

アスファルト混合物（以降，再生混合物）の性能面では疲労ひび割れ抵抗性の低下が懸念されている．

ストレートアスファルト（以降，ストアス）が主に使用されていた当時では，針入度試験によって発

生材に付着した旧アスファルト（以降，旧アス）の「かたさ」を規定し，針入度が 20（1/10ｍｍ）以

上でなければ再生骨材として使用できないとされてきた．その一方で，針入度試験や軟化点試験とい

った旧来からのバインダ性状試験は，どれもアスファルト混合物の性能を直接指し示すものではなく，

レオロジー特性の異なるバインダ種間では相互評価を行うことが困難であった． 

1990 年代に入り改質アスファルトが登場して以降この問題は顕在化し，バインダの多様化が進む近

年ではそれらの性能を包括的に評価できる試験法が必要とされている．このような状況を受けて，こ

れまでの研究 1）にてバインダのレオロジー特

性に着目した新たなバインダ評価試験として，

荷重測定型伸度試験(Force Ductility Test：以降，

FDT)を提案している．本試験によって得られ

る FD 値は，対象となるバインダ種を問わず，

混合物の疲労破壊抵抗性との間に高い相関性

を有することが確認されており，従来の針入

度による規定に代わり，旧アスの FD 値が

800(N･mm)以上の再生骨材を用いることで，

新規ストアス混合物相当の疲労破壊回数を有

する再生混合物を作製可能であることが確認されている．図-１に FD 値と混合物の疲労破壊回数との

関係を示す．また，平成 22 年改訂版の舗装再生便覧では，針入度による規定の他に圧裂試験を用いた

新たな規定を設けるに至っており，旧アスの針入度が 20（1/10ｍｍ）以上，もしくは対象発生材のみ

で作製した供試体の圧裂係数が 1.70（MPa/mm）以下のいずれかを満足すれば，再生骨材として使用

可能となった 2）．既往の研究 3）では，FDT の試験結果として得られる荷重-変位曲線のうち荷重が最

大値を示すまでの領域を DR 値と定義し圧裂係数と比較したところ，両者には高い相関性が確認でき，

圧裂係数 1.70（MPa/mm）に相当する DR 値は 1100（N・mm）であることが報告されている．  

そこで本研究では，荷重測定型伸度試験より得られるバインダの引張仕事量が混合物の疲労破壊抵

抗性との間に高い相関性を有する点に着目し，多様化したバインダを包括的に評価可能な新しいバイ

図-1 疲労破壊回数と FD値との比較 
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図-2 FDT試験結果の例 

ンダ性状評価試験として提案するものである．本報文では，曲げ疲労試験実施時に取得できる総散逸

エネルギを疲労破壊抵抗性の指標とし，混合物中のバインダ量や骨材配合の違いによる影響，バイン

ダの引張仕事量との関係を調査し，バインダの引張仕事量を用いて混合物の疲労破壊抵抗性を推定可

能か検討した． 

 

2. 検討対象 

アスファルト混合物の疲労破壊抵抗性評価においては，骨材配合の違いによる影響を評価するため

密粒度混合物(13)，密粒度混合物(20)，砕石マスチックアスファルト混合物（以下，SMA）の 3 種を検

討対象混合物に選定した．使用するバインダはストアス(60/80)，ポリマー改質アスファルトⅡ型（以

降，改質Ⅱ型）とし，それらをマントルヒーターを用いた加熱促進劣化に供することでバインダ種お

よび劣化程度の違いによる影響を評価した．また，混合物の作製に用いたバインダについては，荷重

測定型伸度試験に供し性状を評価している． 

 

3. 荷重測定型伸度試験（FDT） 

 タフネス-テナシティ試験では，試験結果として得られる荷重-変位曲線からバインダの粘結力を評

価可能で，これは混合物の疲労破壊抵抗性との間に密接な関係があると示唆されている．しかし，あ

まりに凝集力の大きいポリマー改質アスファルトＨ型等では，試験治具からバインダが剥離してしま

うことが多い．一方， FDT は従来の伸度試験

にロードセルを搭載し，バインダが延伸される

際の変位と荷重を測定する試験であるため，バ

インダが破断前に治具より剥離することはない．

試験は｢舗装調査・試験法便覧 A043｣の伸度試験

方法に準拠し実施した．試験結果として得られ

る荷重-変位曲線はタフネス-テナシティ試験の

結果に酷似しており，テナシティに相当する部

分を数値積分した値を FD 値（Ｎ・ｍｍ）と定

義している．既往の研究では，混合物を曲げ疲

労試験に供した際の破壊回数と FD 値との間に高い相関性が確認されている．ここで試験結果の一例

を図-2に示す．  

 

4. 曲げ疲労試験 

 曲げ疲労試験は「舗装調査・試験法便覧 B018T」に準拠しておこなった．試験温度は 5℃と 15℃，

試験ひずみは 300μと 400μのそれぞれ 2 水準，載荷周波数 5Hz のひずみ制御にて実施した． 

 

5. 総散逸エネルギの導入 

既往の研究では，FD 値と混合物を曲げ疲労試験に供した際の破壊回数との間に高い相関性が確認

されているが，試験条件等の違いにより破壊回数は変化してしまう．そこで本報文では混合物の疲労

破壊抵抗性の評価指標として総散逸エネルギを導入することにした．総散逸エネルギは，対象物に繰

り返し外力が作用した際に破壊に至るまでに消散されるエネルギの総量で，外力の大小，温度等の試

験条件にかかわらず対象物固有の値を得ることが可能である 4）．曲げ疲労試験時においては，混合物



が疲労破壊に至るまでに変形に伴い消散されたエネルギの総量として表現できる．曲げ疲労試験時に

おける総散逸エネルギの算出には，以下の式（1），式（2）を用いる．試験条件ごとの破壊回数と総散

逸エネルギとの関係を図-3に示す．この結果から，総散逸エネルギは試験条件の違いによる影響を受

けず，概ね一定の値が得られることが分かる．次に，密粒度混合物（13）を対象にバインダ種と劣化

程度を変化させた場合の破壊回数と総散逸エ

ネルギとの関係を図-4に示す．この結果より，

バインダ種や劣化の程度にかかわらず両者の

間には高い相関性が確認できた．本報文で検

討対象とした全混合物の破壊回数と総散逸エ

ネルギとの関係を図-5に示す．SMA の総散

逸エネルギは非常に高く他のグループからか

い離しているものの破壊回数と散逸エネルギ

との間には高い相関性が確認でき，骨材配合

やバインダ，試験条件の違いによる影響を受

けず，混合物固有の評価指標として疲労破壊

抵抗性の評価に用いることが可能あることが

分かった． 

 

𝑤0 = 𝜋 ∙ 𝜎0 ∙ 𝜀0 ∙ sinφ  ・・・・・(1) 

𝑤𝑡 = ∑ 𝑤0
𝑁𝑓

𝑁=1        ・・・・・・(2) 

ここに、 

σ0：応力 (MPa) 

ε0：ひずみ (μ) 

φ：位相角 (rad) 

w0：1 周期当たりの単位散逸エネルギ(MJ/m
3
) 

Wt：総散逸エネルギ(MJ/m
3
) 

Nf：破壊に至るまでの載荷回数 (回) 

N：載荷回数 (回) 

 

6. 総散逸エネルギと FD値の関係 

 密粒度混合物を対象とした場合の，混合物作

製時に用いたバインダの FD 値と曲げ疲労試験

時の総散逸エネルギとの関係を図-6に示す．両

者には良好な相関性が確認でき，FD 値が 100

（N・mm）を下回ると総散逸エネルギはおよそ

20000(MJ/m
3
)程度に収束することが分かった．

ここに SMA の結果を付与したものを図-7に示

す．SMA は用いたバインダの FD 値に対して非

常に高い総散逸エネルギを有しており，他のグループとは傾向が大きく異なることが分かった． 

図-3 総散逸エネルギと破壊回数の関係 

（試験条件別） 
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図-4 総散逸エネルギと破壊回数の関係 

（バインダ条件別） 
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図-5 総散逸エネルギと破壊回数の関係 
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SMA は粗骨材のかみ合わせ効果によって密

粒度混合物と比較して高い変形抵抗性を有する

ことが知られている．そこで同一のバインダを

用いて作製された密粒度混合物と曲げ疲労試験

時の破壊時応力を調べてみると，SMA の破壊時

応力の方がおよそ 0.5(MPa)ほどが大きく，FD

値が評価するバインダの粘結力の他に粗骨材の

かみ合わせ効果が疲労破壊抵抗性の向上に寄与

していることが推測される．  

 

7. まとめ 

 本研究にて得られた知見を以下にまとめる． 

曲げ疲労試験時に取得した総散逸エネルギは，

各種配合条件や試験条件にかかわらず対象とし

た混合物固有の評価指標として，疲労破壊抵抗

性の評価に用いることが可能である．また FDT

の試験結果より得られる FD 値と総散逸エネル

ギとの間には良好な相関性が確認でき，連続粒

度の密粒度混合物であれば，FD 値から混合物

の総散逸エネルギを推定し疲労破壊抵抗性の評

価が可能であるが，SMA のように粗骨材のか

み合わせ効果が混合物の変形抵抗性に大きく寄

与する粒度タイプについては，FD 値から対象となる混合物の総散逸エネルギを推定することは困難

であることが分かった． 
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図-6 総散逸エネルギと FD値の関係（密粒） 

図-7 総散逸エネルギと FD値の関係 
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