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1. はじめに 

 アスファルト混合物の疲労特性の評価手法として、舗装調査・試験法便覧[1]に定める曲げ疲労試験

(B018T)が一般的に用いられている。この試験は変位（ひずみ）制御による両端固定両振り 4点曲げ疲労

試験より S-N 曲線を求め、応力の変曲点の前後で接線の交点を求め破壊回数を定義している。しかし、

求められた破壊回数は同一条件でもバラつきが大きく、定量的な疲労特性の評価には多くの試験が必要

である。 

 そこで、筆者らは疲労特性を定量的に評価する手法として、き裂長さに着目する。き裂長さを測定す

るため新たな試験方法として荷重制御による両端固定片振り 4点曲げ疲労試験を提案する。これまでに

アスファルト混合物の曲げ疲労試験においてき裂長さを計測した報告は少なく、本報告では実験より求

められたき裂長さより求められるパラメータを定義し、疲労特性の評価指標としての有効性を検討する。 

2. き裂長さによる疲労評価試験の概要 

 4 点曲げ疲労試験においてクラックゲージによりき裂長さを計測す

る。表-1 に試験条件を示す。従来の 4点曲げ疲労試験では変位制御に

よる両端固定両振りであったが、本試験では荷重制御による両端固定

片振りに変更した。変位制御の両振り載荷では進展したき裂が閉じる

ことからクラックゲージによる計測が困難なため、荷重制御によりき

裂が閉じない片振り載荷へ変更する。 

 供試体は、骨材によるき裂の進展への影響を小さくするために写真

-1に示す骨材の最大粒径5mmのストレートアスファルト混合物を

使用した。表-2 に混合物の骨材粒度を示す。 

 クラックゲージは、供試体両側面中央に設置し、き裂の進展を

計測する。クラックゲージは共和電業 KV-25B を用いた。クラック

ゲージの仕様を表-3、図-1 に示す。また、クラックゲージの測定

可能な部分でき裂を発生させるために、供試体中央部に幅 1mm、長

さ 8mm の予備き裂を導入した。写真-2 に予備き裂を示す。 

載荷方法 両端固定片振り2点載荷

波形 サイン波

周波数（Hz） 10

制御方法 荷重制御

表-1 試験条件 

ふるい目 13.2 4.75 2.36 0.6 0.3 0.15 0.075
通過質量
百分率(%)

100 93.6 63.4 34 21 14.2 9.5

表-2 骨材粒度 

表-3 クラックゲージ 仕様 

ベース寸法

（mm） L1 L2 W ピッチ

紙機材＋フェノール

エポキシ
42×32約１．０KV-25B

グリッド本数ベースの材質抵抗値（Ω）形式名
グリッド部寸法（ｍｍ）

26本125.233.69

図-1 クラックゲージ

表-4 破壊回数 結果  

供試体 3‐2 3‐3 3‐4 3‐5

破壊回数(回) 145742 109149 141764 160947

平均破壊回数(回)

変動係数(%)

139400

13.5

写真-1 供試体 

写真-2 予備き裂 
図-2 応力-変位の関係 



3. 従来の 4 点曲げ試験 

 従来の変位制御による 4 点曲げ疲労試験(B018T)により、本報告で使用する供試体での破壊回数を求

める。試験から得られた応力-変位グラフを図-2 に示す。各試験片の破壊回数を表-4 に示す。実験結果

より、破壊回数は最大粒径が 5mm であるため変動係数 13.5%とばらつきが少ない結果となっている。 

4. 載荷振幅の決定 

 載荷荷重を決定するため、3点曲げ強度試験を行った。試験条件を表-5 に示す。試験から得られた荷

重-変位グラフを図-3 に示し、試験結果を表-6 に示す。最大荷重の平均 522.6N より 4 点曲げ疲労試験

の荷重振幅はその 10％程度の 50N が妥当と考えられるが、試験機の性能限界により 100N と 150N の 2 種

類に変更した。 

 この変更の妥当性について、前節で示した 4 点曲げ疲労試験(B018T)での荷重と載荷回数の関係から

検証する。荷重と載荷回数の関係を図-4 に示す。図-4 より荷重振幅 100N と 150N は制御方法に違いは

あるものの従来の試験法における荷重の 1/3～1/2 程度で載荷していることが確認できる。 

5. 4 点曲げ疲労試験 

5.1 試験方法 

 荷重制御による両端固定片振りでの 4 点曲げ疲労試験の試験条

件を表-7 に示す。試験機はインテスコ社製の汎用型土木材料疲労

試験機を用いた。4点曲げ疲労試験の載荷状態を写真-3 に示す。ま

た、供試体のバインダーはストレートアスファルト（以下、ストア

スとする）とした。 

5.2 試験結果 

 試験で得られたき裂長さを縦軸に、載荷回数を横軸に示したグ

ラフの一例を図-5 に示す。図-5 から、き裂進展が一定になってい

る区間でき裂長さ（L）と載荷回数（n）に対する対数近似をとる

と次の式のような相関が得られた。なお、b は切片とする。 

  L=alog(n)+b  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) 

表-8 にグラフの傾き a の結果を示す。 

実験結果より、き裂は載荷回数に比例して式(1)に示す関係で安定して進

展することが認められる。このことより、式(1)に示す傾き a を疲労特性の

評価指標として提案する。また、実験結果より傾き a は荷重に影響を受ける

ため、荷重をより詳細に検討する必要がある。 

図-4 荷重-載荷回数の関係 

表-5 3 点曲げ試験 試験条件 

載荷方法 両端固定1点載荷

供試体寸法 50×45×400mm

スパン 300mm

載荷速度 50mm/min

試験温度 20℃

供試体　No. 1 2 3

最大荷重（N） 529.6 533.8 504.5

平均最大荷重（N） 522.6

表-6 3点曲げ試験 試験結果

図-3 荷重-変位の関係 

写真-3 載荷状態 

表-7 4 点曲げ試験 試験条件

載荷方法

試験温度（℃）

寸法（mm）

スパン（mm）

波形

周波数（Hz）

制御条件

振幅（N） 100 150

10

荷重制御

両端固定片振り２点載荷

20

50(42)×50×400

300

サイン波



6. バインダーの違いによる影響 

使用したバインダーは改質Ⅱ型および改質Ｈ型の

2 種類とし、配合は表-2 とした。また、試験条件は

表-7 と同様とした。 

改質Ⅱ型のき裂長さ-載荷回数のグラフの一例を

図-6 に、試験結果を表-9 に示す。また、改質Ｈ型の

き裂長さ-載荷回数のグラフの一例を図-7 に、試験

結果を表-10 に示す。 

前節で得られたストアスによる結果を含め、表-11

にバインダー種類別の傾き a の結果を示す。また、

縦軸に傾き a、横軸に振幅としたグラフを図-8 に示

す。振幅を増加させたとき、ストアスでは傾き a が

増加することがわかる。一方、改質Ⅱ型、改質Ｈ型

は傾き a が減少した。改質Ⅱ型、改質Ｈ型ではスト

アスに比べ、塑性変形抵抗性、耐摩耗性に優れてい

るため、大きな荷重ではストアスと比較して、傾き a

の増加が抑制できている。 

図-5 ストアスでのき裂長さ-載荷回数の関係

表-8 ストアス 試験結果 

3-3 5-4 5-5 2-5 4-2 4-3

ゲージ１ 10.64 11.85 15.49 17.10

ゲージ２ 8.46 9.52 15.40 19.75

標準偏差 0.63 0.88

変動係数（％） 6.2 5.2

振幅（N） 100 150

グラフの傾きa

傾きの平均 10.12 16.94

供試体

表-9 改質Ⅱ型 試験結果  

傾きの平均 変動係数（％）

振幅（N）
100 12.07 2.0

150 11.08 2.0

表-10 改質Ｈ型 試験結果  

傾きの平均 変動係数（％）

振幅（N）
100 8.92 6.6

150 6.23 4.4

図-8 バインダー種類別の傾き a 

表-11 バインダー種類別 試験結果 

ストアス 改質Ⅱ型 改質H型

100 10.12 12.07 8.92

150 16.94 11.08 6.23

傾きa

振幅（N）

図-6 改質Ⅱ型でのき裂長さ-載荷回数の関係 

図-7 改質Ｈ型でのき裂長さ-載荷回数の関係 



7. き裂進展速度による評価 

これまでに得られた試験結果から、き裂進展速度による評価を行う。き裂進展速度は、振幅 1サイク

ルあたりのき裂進展量によって求められる。縦軸にき裂進展速度（μm/回）とし、横軸に載荷回数をと

った散布図の一例を図-9 に示す。図-9 の散布図では、赤い点線で囲った載荷回数が 104回を超えた区間

において、き裂進展速度が一定になることがわかる。そこで、試験片厚さの中央付近でのき裂進展速度

に着目し評価を行った。表-12 に改質Ⅱ型のき裂進展速度の結果を示す。 

 表-12から、改質Ⅱ型の振幅150Nでのき裂進展速度は振幅100Nでのそれに比べ大きいことがわかる。

よって、アスファルト混合物において、き裂進展速度が一定になる載荷回数では振幅が大きくなると、

き裂進展速度が増加すると推察できる。 

4 点曲げ疲労試験から傾き a とき裂進展速度を算出し評価指標とした。式(1)に示す傾き a は供試体

の全体のき裂進展を評価する巨視的な評価指標である。一方、き裂進展速度は試験片厚さの中央付近に

おいて、１サイクルあたりのき裂進展量からき裂進展を評価する微視的な評価指標である。今後、この

二つの指標と材料物性との関係を明確にする必要がある。 

8. まとめ 

・アスファルト混合物の荷重制御による 4点曲げ疲労試験においてクラックゲージを用いることで、き

裂長さを測定することが可能である。 

・き裂長さと載荷回数の対数値は直線関係があり、その傾き a はバラつきが少ない。 

・改質Ⅱ型、改質Ｈ型は、ストアスで見られるような大きな荷重振幅での傾き a の増加が抑制できる。 

・き裂進展速度を定義し、試験片厚さの中央付近のき裂進展の評価をすることが可能である。 

・荷重振幅が増加すると、き裂進展速度は大きくなると考えられる。 

・4 点曲げ疲労試験においてき裂長さを計測することで定量的な評価が可能となり、今後耐用期間や修

繕時期の推測などへの応用が可能と考えられる。 
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図-9 き裂進展速度-載荷回数の関係 

表-12 き裂進展速度 結果 

100

150

き裂進展速度（μｍ/回）

バインダー

振幅（N）

改質Ⅱ型

1.03

1.62


