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1. はじめに 

 我が国におけるアスファルトコンクリート発生材の再生率はおよそ 100%と高い再生率を誇る．しか

しながら近年では，繰り返し再生されたアスファルトバインダ（以下，バインダ）やポリマーを含む改

質アスファルトの登場により従来の針入度や圧裂係数による指標が使えず，バインダの種類や劣化の程

度を問わず包括的に評価する方法が求められている．アスファルト混合物の長期供用性のひとつである

疲労破壊抵抗性に関しては，曲げ疲労試験によって評価されるのが一般的である．再生骨材に付着する

旧アスファルト(以下，旧アス)の持つ性状が再生加熱アスファルト混合物の物性に影響を及ぼすことが

報告されており，再生骨材に付着する旧アスの劣化が進行している場合では疲労破壊抵抗性が低下する

一方，再生骨材に付着する旧アスが改質アスファルトであった場合では改質効果により新規のストレー

トアスファルト混合物以上の疲労破壊抵抗性を発揮する事例も確認されている．しかし再生混合物中に

おける旧アスの分散状態については未だ明らかになっておらず，旧アスの性状と同様，再生加熱アスフ

ァルト混合物の物性に影響を及ぼすことが考えられる． 

荷重測定型伸度試験(Force Ductility Test：以下，FDT)はバインダ種や劣化の程度に影響されない評

価方法として提案されており，FDT により求められる FD 値が疲労破壊抵抗性と高い相関性を有するこ

とが報告されている 1)．本検討はこの相関性を利用して，旧アスの性状と再生混合物の物性，さらに旧

アスの性状とその混合均質性について調査を実施し，旧アスの性状を加味した再生混合物の合理的な配

合設計法を目指すものである．検討手法としては，再生混合物中にて均質に混合された状態を想定した

バインダの FD 値と再生加熱アスファルト混合物の疲労破壊抵抗性とを比較し，再生混合物中における

旧アスの分散状態を評価する． 

2. 試験概要 

2.1. 荷重測定型伸度試験(FDT) 

 FDT は，従来の伸度試験機にロードセルを搭載したもので，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．試験方法は従来の伸度試験 2)に準拠し実施した．本研究では，ストレートアスフ

ァルト(以下，ストアス)(60/80)とポリマー改質アスファルトⅡ型(以下，改質Ⅱ型)を対象とし，マント
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図-1 異なるバインダの試験結果例 
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図-2 促進劣化によるグラフ形状の変化 



試験温度 15℃
載荷周波数 5Hz
ひずみ 300μ
制御対象 ひずみ制御

表-1 曲げ疲労試験における試験条件 

ルヒータを用いて加熱促進劣化を施した劣化程度の異なるサンプルを作成した．試験結果の一例を図-1

に示す．ストアスは荷重がピークに達した後，時間経過とともに低下し，改質Ⅱ型は荷重がピークに達

した後，低下し再び上昇する傾向を持つ． 

 ストアスを用いた促進劣化によるグラフ形状の変化を図-2に示す．劣化の進行に伴い荷重の最大値が

上昇し，変位量が低下する傾向にある． 

2.2. FDTにおけるデータ処理方法 

 アスファルトの把握力・粘結力を評価する試験として，タフネス・テナシティ試験がある．FDT にお

ける試験結果は，タフネス・テナシティ試験の試験結果と同様の試験結果を得る．このことより，FDT

のデータ処理においてはタフネス・テナシティ試験のデータ処理方法を参考とし，テナシティに相当す

る領域を引張仕事量 FD 値と定義している．FDT におけるデータ処理方法を図-3に示す．本研究では

タフネス・テナシティ試験におけるデータ処理を定量的に評価するために，最大荷重以降に接線を引き

数値積分した値を FD値とし，タフネス・テナシティ試験における粘結力に相当すると位置付けている．  

2.3. 荷重-変位曲線の掛け合わせによる FD値の算出 

性状の異なる 2 つのバインダを混合した際，その FD 値を混合前のバインダ各々の FD 値から推定可

能か検証した結果の一例を図-4に示す．新規のストアスと加熱促進劣化に 48 時間供した改質Ⅱ型を用

意し，それぞれ FDT を実施した後に 80：20 の割合で混合し，混合後のバインダに対して FDT を実施

した．荷重-変位曲線の掛け合わせにより求めた計算値と実測値を比較すると，荷重値のピークは両者と

もほぼ同じ値を示す一方，それ以降の荷重値には差違がみられ，各バインダ単体の FDT の結果より混

ぜ合わせたバインダの FD 値を推定するのは困難といえる． 

2.4. 曲げ疲労試験 

 曲げ疲労試験 3)は，密粒度混合物(13)を用い，試験条件は表-1にまとめた．供試体作成には，骨材配

合及び配合比は変更せず，旧アスの種類と劣化時間を変更して 5

種類の供試体を作成した．なお，新規投入アスファルトはストア

スを使用した．詳しい供試体作成方法は再生骨材作成方法及び供

試体作成方法にて後述する． 

 

FD値 = 粘結力

図-3 FDT におけるデータ処理方法 図-4 FDT グラフの掛け合わせ 



2.5. 再生骨材作成方法及び供試体作成方法 

 マントルヒータを用いて加熱促進劣化を施したバインダを用意し，骨材と混合後，恒温槽内にて養生

を行い，それをほぐしたものを再生骨材として用いる．なお，混合物の物性を評価するにあたってバイ

ンダの違いによる影響に着目すべく，再生混合物の骨材粒度は同一のものとした．  

2.6. 総散逸エネルギの算定及び総散逸エネルギと FD値の関係 

 物体に繰り返し外力が作用した場合，1 サイクルに単位体積当たりで散逸されるエネルギが単位散逸

エネルギであり，物体が破壊に至るまでの単位散逸エネルギの総和が総散逸エネルギである．アスファ

ルト混合物の疲労破壊回数は，配合や試験条件に依存することがわかっているため，配合や試験条件に

依存しない総散逸エネルギで評価した．総散逸エネルギは式(1)，(2)で算定した． 

 

              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：応力1周期当たりの単位散逸エネルギ(MJ/m3)， 

𝑤𝑡：総散逸エネルギ(MJ/m3)， 

Nf：破壊に至るまでの載荷回数(回)，N：載荷回数(回) 

 

 吉田らの研究1)により，総散逸エネルギとFD値の相関性

が高いことが示されている．図-5はバインダのFD値と骨

材配合を変化させた場合の総散逸エネルギとFD値の相

関関係を示したものである．両者との間には良好な相関

性が確認され．FD値が100(N・mm)を下回って以降，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．この結果から，配合やバインダの種類を問

わずにFD値を用いたアスファルト混合物の破壊抵抗性

や総散逸エネルギを推定することが可能であると言える． 

2.7. 混合均質性の検討 

 吉田らの提案を参考に，バインダの性状評価試験であ

る FDT から求められる FD 値と，混合物の物性評価試験である曲げ疲労試験から求められる総散逸エ

ネルギに相関関係があることを利用して検討をすすめる． 

 再生混合物中における旧アスの分散状態を検証するため，再生骨材の配合割合をもとに旧アスと新ア

スを混合し，その FD 値と再生混合物の曲げ疲労試験から求めた総散逸エネルギとを比較した．今回の

検討では再生骨材の配合割合を 30％とし作製した．  

3. 試験結果 

 吉田らの研究により示された相関関係の近似曲線および今回の検討結果を図-6に示す．プロットを見

ると，FD 値の低下に伴い総散逸エネルギが減少していることが分かり，さらに吉田らが示した近似曲

線上に位置することが分かる．  
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図-5 総散逸エネルギと FD値の関係 



 図-7は吉田らによって提案されている近似曲線を利用してFD値から推算した総散逸エネルギ値と実

測によって求めた総散逸エネルギとの相関図である．図のように相関図では原点を通る直線を描くこと

ができ，1 対 1 の関係を取ることが確認できる．以上より，本検討の中で作成した旧アスに関しては混

合均質性が充分にあり，混合したバインダ FD 値が再生混合物中のバインダ性状を表現しているといえ

る．しかしながら，さらに劣化が進行した旧アスに対しては未検討であり，脆化が進行するために混合

均質性が失われていく可能性が考えられる． 

4. まとめ 

 本検討では，既往の研究により示された総散逸エネルギと FD 値の相関関係を利用し，任意の再生混

合物を作成し旧アスの混合均質性を調べた．本検討により得られた知見を以下に示す． 

1) 種類，劣化程度の異なるバインダ同士を混合し FDT を実施した際の FD 値に関して，荷重-変位曲

線の重ねあわせにより最大荷重は予想できるがそれ以降の荷重値には差違がみられ，各バインダ単

体の FDT の結果より混ぜ合わせたバインダの FD 値を推定するのは困難といえる． 

2) 本検討の中で作成した旧アスに対しては混合均質性が充分にあることが確認できた．しかしながら，

さらに劣化が進行した旧アスに対しては未検討であり，脆化が進行するために混合均質性が失われ

ていく可能性が考えられる． 

3) 旧アスと新規投入アスファルトを混ぜ合わせたものの FD 値を測定することで，吉田らが提案する

近似曲線により再生加熱アスファルト混合物の疲労破壊抵抗性を示す総散逸エネルギが推算でき

ることが分かった．しかしながら今回の検討ではデータ量が少ないので配合比や劣化程度が変化す

ると吉田らが提案する近似曲線から逸脱した結果が出ることが考えられる．今後はデータの拡充に

努めたい． 
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図-7 換算総散逸エネルギと実測総散逸エネルギ図-6 吉田らの提案する近似曲線と試験


