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1．はじめに 

 一般的に使用されている格子パネルを用いた伸縮分散型埋設ジョイントは，表層と基層の 2 層構造で

ある．施工延長は伸縮桁長に基づいて決められるため，長支間の連続高架橋では全体の施工量が多くな

ってしまう．このような背景から，経済性や耐久性の問題から施工延長を短く抑えるために，埋設ジョ

イント舗装体を補強した 3 層構造の形式が開発された．3 層構造の埋設ジョイントには，既往の 2 層構

造の表層と基層の間に改質アスファルトを使用した密粒度アスコンの層を設け，基層には通常使われる

グースアスファルトではなく，特殊添加剤を使用した高ポリマー改質アスファルト（HPM）の混合物を

使用している．グースアスファルトは，製造や運搬に特殊な機材が必要となるため，コストが高くなり，

施工も難しくなってしまう．そのためグースアスファルトの代替材料として HPM を標準的に用いてい

る． 

 HPM は，骨材と改質アスファルトを混合したのちに，特殊添加剤をさらに加えることにより製造さ

れるプラントミックスタイプの混合物である．既往の研究では，HPM 単体での直接引張試験や曲げ試

験が行われており，伸縮性能やたわみ追従性，疲労破壊抵抗性などが評価されてきた．しかしながら，

それらは HPM 単体の物性評価であり，実施工のようにパネルを組み込んだ複合体としての評価はまだ

行われていない．HPM がグースアスファルトの代替材料となるか検討するためにも，HPM と格子パネ

ルの複合体を評価する必要がある．また最終的に 3 層一体での評価を行うため，他の 2 層に対しても評

価を行う必要がある． 

 そこで本研究では，3 層構造を有する伸縮分散型埋設ジョイント基層の引張特性を評価することを目

的とし，格子パネルを埋め込んだ HPM の複合層に対して，温度とひずみ速度をパラメトリックに変化

させた直接引張試験を行い，レオロジーの分野で経験的に用いられる時間温度換算則を適用して，ひず

み速度が遅い場合の引張性能を評価した．また，開粒度アスコンの表層と密粒度アスコンの基層にも同

様の試験を行い，各層の低ひずみ速度における引張性能の評価を行った． 

また各引張試験で計測した応力とひずみから緩和弾性率を求め，各層ごとに緩和弾性率マスターカー

ブを作成し，実際のひずみ速度レベルでのひずみ分散機能を調べた．また緩和弾性率マスターカーブを

用いて HPM 混合物とグースアスファルトの比較を行った． 

 

2．直接引張試験による引張特性の評価 

一般的にアスファルト混合物の引張特性を評価するには，静的曲げ試験か圧裂評価試験が行われてい

る．しかし埋設ジョイント舗装体は外力の作用の仕方が通常の舗装体に作用する曲げ引張試験とは異な

り，主桁の温度変化に伴う非常に緩慢な速度の橋軸方向への引張作用である．そのため実際の変形作用

は，静的曲げ試験や圧裂評価試験の変形条件とは大きく異なり，埋設ジョイント舗装体の定量的評価に

適していない．そこで，本研究では変形条件を実際に則したものとするために供試体を軸方向に引き伸

ばす直接引張試験を行った． 

 



2.1各種アスファルト混合物の配合 

 HPM に使用した骨材は，砕石 6 号，砕石 7 号，細

砂およびフィラーとしての石粉である．表-1 に本研

究で使用した分級骨材の粒度分布を，表-2 に骨材の

配合比を示す．通常のアスファルト混合物と異なり，

粗砂を使用していない． 

使用したアスファルトバインダは，ポリマー改質ア

スファルト H 型（改質 H 型）で，アスファルト量は

既往の研究で決定した最適アスファルト量である

16%とした． 

 また特殊添加剤の添加量は既往の研究を基

に，バインダの内比で 17.5%となるようにした．

表層の開粒度アスコンは改質 H 型を使用したも

ので，基層の密粒度アスコンは改質Ⅱ型を使用

したものである． 

 

2.2供試体の作製 

供試体寸法は縦 245 mm，横 165 mm，厚さ 40 mm であり，供試体の

底面側に厚さ 20 mm の格子パネルが組み込まれている．これは実際の埋

設ジョイントの基礎部分と同じ構造である．図-1に格子パネルの寸法を

示す．格子パネルはハニカム構造を崩さないように所定の寸法で切り出

し，プライムコートを施したのち，型枠に設置した． 

HPM 混合物はグースアスファルトと同様に，流し込みによって舗設

する．型枠は流動性を確保するため，混合物の温度と同じになるように

準備した． 

 開粒度アスコンと密粒度アスコンについては，通常のアスファルト混合物の直接引張試験と同様に供

試体を作製した．整形後の形状寸法が縦 240 mm，横 40 mm，厚さ 40 mm になるようダイアモンドカッ

タで切断して作製した． 

 

2.3試験方法 

 直接引張試験は，試験温度とひずみ速度を制御して実施した．供試体に治具を取り付け，空気恒温槽

で十分に養生した後，治具を介して供試体を荷用のロッドに設置して，所定の温度とひずみ速度で引き

伸ばした．HPM 混合物については試験温度を 25℃，27.5℃，30℃，35℃の 4 通り，試験速度を 0.5 mm/min，

1.0 mm/min，2.0 mm/min の 3 通りの計 12 通りの条件で試験を行った．また開粒度アスコンと密粒度ア

スコンは試験温度を 25℃，35℃の 2 通り，試験速度は 0.2 mm/min，0.5 mm/min，1.0 mm/min の 3 通り

の計 6 通りの条件とした． 

 

2.4試験結果および考察 

 試験結果の一例として，図-2に HPM 混合物の試験温度 25℃における応力―ひずみ曲線を示す．これ
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図-1 格子パネルの形状(mm) 

表-1 分級骨材の粒度分布 

6号砕石 7号砕石 細砂 石粉

19 mm 100.0 100.0 100.0 100.0

13.2 mm 99.5 100.0 100.0 100.0

4.75 mm 0.2 98.2 100.0 100.0

2.36 mm 0.1 0.6 99.9 100.0

0.6 mm 0.1 0.0 76.4 100.0

0.3 mm 0.1 0.0 36.7 100.0

(%) 0.15 mm 0.1 1.0 7.4 98.0

0.075 mm 0.1 2.0 1.6 83.0

2.7 2.7 2.7 2.7
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表-2 HPM 配合表 

骨材

6号 7号
骨材配合比(%)

30.0 25.0 42.0 3.0

細砂 石粉 As 添加剤

13.2 2.8

砕石



らは，直接引張試験で出力された荷重と与えられた変

位をそれぞれ供試体の断面積と長さで除して，応力と

ひずみの関係に直したものである．図-2よりひずみ速

度が遅い 0.5 mm/min に比べ，ひずみ速度が速い 2.0 

mm/min のほうが応力が大きな値となっている．また，

図-3 にひずみ速度が 0.5 mm/min で温度が異なる条件

の応力―ひずみ曲線を示す．ひずみ速度が異なる場合

と同様に，試験温度が高いほど応力が大きくなる結果

となっている．これらの関係は混合物の種類に関わら

ず，全ての試験温度，ひずみ速度で同様の傾向であっ

た． 

 ひずみ速度が低いほど，あるいは温度が高いほど

応力は小さく，ひずみ速度が高いほど，あるいは温

度が低いほど応力は大きくなる．これはアスコンが

有する特徴的な物性であり，応力のひずみ速度依存

性，温度依存性が高いことを確認できる． 

 

3．埋設ジョイント舗装体のひずみ分散性能の評価 

本研究で対象としている伸縮分散型埋設ジョイ

ントは，遊間部に集中する桁の伸縮変位を埋設ジョ

イント舗装体に広く分散させ，最大ひずみの絶対量

を小さく抑えることが特徴で主桁から強制変位を

直接受ける埋設ジョイント基層部のひずみ分散機能は特に重要となる． 

既往の研究では，グースアスファルトと格子パネル，およびそれらを組み合わせた複合体について検

討しており，格子パネルの補強効果，ひずみ分散性能を定量的に評価している．分散性能を定量的に評

価するにあたって，以下の理由から材料物性の指標として緩和弾性率に着目した． 

ひずみの分散性能で最も重要となるのが，ひずみ速度が非常に遅い低スティフネス状態で埋設ジョイ

ントの舗装体全体に応力を伝達することである．粘弾性を呈するアスコン舗装体において，このことと

直接関係するのが舗装体の応力緩和性状である．材料の有する応力緩和の程度は，緩和弾性率によって

説明できることから，実際のひずみ速度域に対応した緩和弾性率を推定する必要がある．緩和弾性率の

推定を行うにあたり，直接引張試験の物理的制約から，実際の埋設ジョイントのひずみ速度レベルで試

験することが不可能である．そこで，レオロジーの分野で用いられる時間温度換算則を用いて緩和弾性

率マスターカーブを作成し，実際のひずみ速度レベルにおける物性値を推定した．時間温度換算則とは，

測定条件の温度と時間が等価であるとして，これらの条件変数を変換し，実際の測定時間域を超えた条

件のパラメータを推定する手法である．また，既往の研究データを用いてグースアスファルトの緩和弾

性率マスターカーブを作成し，HPM 混合物のものとの比較を行った． 

 

3.1緩和弾性率マスターカーブの作成 

各測定条件での応力―ひずみの関係をスティフネス―換算時間の関係に書き直し，線形領域と考えら

れるひずみ値について以下の式（1）より緩和弾性率を計算する． 

図-2 HPM 混合物の応力―ひずみ曲線（25℃) 
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図-3 HPM 混合物の応力―ひずみ曲線（0.5mm/min） 
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既往の研究より，通常のアスファルト混合物では 5000×10
-6 程度までが線形粘弾性の範囲と考えられ

ているため，本研究でも 5000×10
-6 までのひずみ値を用いて緩和弾性率を求めた． 

次に，試験温度によってグループ分けを行い，各グループについてひずみ速度を変えたもの，すなわ

ち換算時間が異なるものを同一の緩和弾性率－換算時間の座標面に示し 1 本の曲線を描く．そして，各

試験温度の曲線を同一の座標面に表示し，基準とする温度に対して，それ以外のものを換算時間軸に沿

って平行移動さて，すべての曲線を合成して１本のマスターカーブを得る．  

 

3.2マスターカーブの比較 

図-4 に基準温度 25℃とした場合における各

混合物のマスターカーブを示す．グラフより，

全ての混合物で換算時間が短いほど緩和弾性

率は大きく，換算時間が長くなるにつれて徐々

に緩和弾性率が小さくなっている．また，換算

時間が短い条件では，グースアスファルトのほ

うが HPM 混合物に比べて緩和弾性率が大きい

が，換算時間が長くなるにつれて，徐々に HPM

混合物の結果に近い値となっている． 

既往の研究より，実際の埋設ジョイントでの

ひずみ速度に対応する換算時間は 10
5 秒以上の

オーダーと考えられており，外挿法を用いて各

アスコンのマスターカーブから 10
5
~10

6 秒での

緩和弾性率を読み取ると，グースアスファルトではおおむね 600 kgf/cm
2，1800 kgf/cm

2程度の値となっ

た．またパネルが組み込まれている HPM 混合物とグースアスファルトは開粒度アスコンと密粒度アス

コンに比べ緩和弾性率が大きくなることが見てとれる． 

 

4．まとめ 

本研究で得られた知見をまとめると以下に示すとおりである． 

（a）外挿法を用いて HPM 混合物とグースアスファルトの緩和弾性率マスターカーブの比較を行った

結果，換算時間が長くなるにつれて，HPM とグースアスファルトの緩和弾性率は差が小さくな

り実構造物のレベルでは，大きな差異はないものと推定される． 

（b）開粒度アスコンと密粒度アスコンの緩和弾性率マスターカーブは HPM 混合物のものに比べて小

さいレベルにある．特に開粒度アスコンの緩和弾性率は小さく，ひずみ分散性能への寄与は期

待できない． 
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図-4 各混合物のマスターカーブ比較 
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