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1.はじめに

アスファルトコンクリート（アスコン）の塑性流動抵抗性は、骨材の粒径分布に加えて、骨材粒

子の形状にも依存していることが知られている。粗骨材形状の影響がかなり大きいことは広く認識

されているが、細骨材形状の影響は感覚的に知られているにすぎない。そこで本研究では、細骨材

の粒子形状の違いがアスコンの塑性流動抵抗性に及ぼす影響を定量的に評価することを試みた。

我が国では骨材粒形に関する試験がアスファルト混合物の配合設計に組み込まれていないため、

細骨材粒形の評価方法としては、米国 SUPERPAVE の基準に採用されている Fine Aggregate 
Angularity （FAA）を採用した。FAA 試験では、細骨材を一定容量に詰めた場合の空隙率を測定し、

その値で骨材粒子の角張りを相対的に評価している。本文ではこの評価値を FAA 値と表記する。

ここでは FAA 値の異なる細骨材で密粒度アスファルト混合物を配合し、その混合物でアスファル

トコンクリート供試体を作製して塑性流動抵抗性を比較した。塑性流動抵抗性は、Asphalt Pavement 
Analyzer 試験の結果によって評価した。また本研究では、骨材の粒形の違いが顕著となるように、

天然砂に加えて金属精錬の際に副次的に得られるフェロニッケルスラグ（Fe-Ni スラグ）を破砕し

て細骨材化したものも使用した。ここでは、Fe-Ni スラグの細骨材としての物性も含め、アスファ

ルト混合物の細骨材への適用性についても検討した。

2.使用骨材

天然骨材の枯渇化に対応していくためには、廃棄物や産業副産物をリサイクルした人工骨材などの利

用を促進していく必要がある。非鉄金属スラグは、金属を精錬する際に副次的に得られるスラグであり、

最終的には廃棄されていた。しかし数年前より資源の有効利用を図る目的で破砕して砂として埋戻し等

に流用されている。さらに、非鉄金属スラグの特性の一つとして粒形が角張っていることが挙げられる。  

  本研究ではこれに着目し、

一般的な天然砂に加えて非鉄金

属スラグの一種である Fe-Ni ス

ラグを使用した。Fe-Ni スラグの

特徴として、粒形が角張ってい

ること、吸水性が少なくほとん

ど膨張がないことが挙げられる。

ここで使用した骨材物性試験結

果を表-1 に示す。Fe-Ni スラグ

は、比重が他の骨材よりもかな

り高く、吸水率が低い特徴を有

していることがわかる。

表-1 使用した細骨材の物性値

特性 細砂 粗砂 Fe-Ni

4.75mm 100 100 100

2.36mm 99.9 100 100

0.6mm 83.3 52.7 78.9

0.3mm 16.8 23.7 46.8

0.15mm 0.9 8.7 17.9

0.075mm 0.7 3.2 3.7

2.583 2.598 3.008

2.553 2.566 2.984

2.631 2.649 3.057

1.16 1.22 0.79
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3.細骨材粒子形状評価（FAA 試験）

骨材の粒子形状を評価する試験は、直接試験と間接試験に分類することができる。直接試験とは、粒

子形状やきめを幾何学的に測定する方法である。間接試験は、粒子形状やきめの指標となるかさ比重な

どを測定し、実績や経験に基づきその程度を指標する方法である。FAA 試験は間接試験に分類される。

FAA 試験は、粒子形状が未知な細骨材の空隙率を測定し粒子形状を評価する方法である。同じ粒度分

布であれば粒子が角張っていてきめが粗いほど空隙率は大きく、その逆であれば空隙率は小さくなると

いう考えに基づいて粒形を評価する方法である。FAA 値は、粒子形状の指数（角張り度、きめ深さに依

存する）評価値である。粒度調整した試料を指定容積の容器内に詰め、その空隙率を FAA 値として、

FAA 値の大小によって骨材粒子形状の評価を行う。FAA 値が大きいということは、粒子の流動性が FAA

値の小さいものよりも劣るということであり、よって骨材粒子の性状は角張り度が高く表面のきめが粗

いと評価される。

3-1.試験要領

試料を洗浄したうえで指定の粒度分布となる

ように計量して、均一に混ぜる。図-1に示す試験

器具を準備し、指で漏斗の出口に栓をして、試料

を漏斗の中にいれる。へらで漏斗内の試料をなら

し、指を離して試料を容器内に自然落下させる。

このときの容器内の質量を測定し、以下の計算

式で空隙率を算出する。試験は 2 回実施して、そ

の空隙率を FAA 値とする。

U =
V − (F/G)

V
× 100  

V：シリンダー容積（cm3）

F：試料の質量（g）

G：試料の見掛け比重

U：空隙率（％）→FAA 値

3-2.試験結果および考察

3 種類の細骨材に対する FAA 試験の結果を、表

-2 に示す。Fe-Ni スラグは我が国の一般的な細骨

材よりも角張っており、きめが粗いことが分かる。

米国における FAA 値の基準は表-3のとおりであ

る。ここでのアスファルト混合物の使用条件を、

重交通における表層 45 以上となる必要があるこ

とから、基準を満たしている骨材は Fe-Ni スラグ

のみである。この結果から我が国の細骨材は米国

の規格には合わず、適用が難しいことがわかった。

図-1 FAA 試験器具の外観

表-2 各細骨材の FAA 値

表-3 米国での FAA 値基準

細骨材A 細骨材B Fe-Ni

FAA値 43.8 43.5 49.8

 (×106) ≦100 mm ＞100 mm
＜0.3 - -

0.3≦3 40 40
3≦10 45 40
10≦30 45 40
≧30 45 45

設計 ESALs FAA値(％)
適合する最小値
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シリンダー



4.配合設計

配合設計の面でアスコンの塑性流動抵抗性に影響する因子としては、骨材粒度とアスファルト量が挙

げられる。細骨材の FAA 値の違いがアスコンの塑性流動抵抗性に及ぼす影響を評価するため、密粒度

アスファルト混合物（20）を配合してアスコン供試体を作製して、評価試験を実施した。密粒度アスフ

ァルト混合物（20）は通常の中央粒度を目標に Ni-Fe スラグの有無によって細骨材の FAA 値を変化させ

た。Fe-Ni スラグを使用しない配合を配合①、Fe-Ni スラグを使用した配合を配合②とし、表-4 に示す。

そしてこれらの骨材粒度に対して通常のマーシャル設計法によって設計アスファルト量を決定した。各

骨材を使用したアスファルト混合物の基本物性も表-4 に示す。設計アスファルト量は Fe-Ni スラグの方

が多い結果となった。これは、石粉量を含め骨材粒度の微妙な差異が要因だと考えられる。

表-4 配合設計

5.APA 試験による塑性流動抵抗性の評価

各アスファルト混合物の塑性流動抵抗性を比較

するため、AASHTO でも標準化されている APA

試験を実施した。試験温度については、我が国の

ホイールトラッキング試験と同じ 60℃とした。

APA試験は Super Gyratory Compactor（SGC）で

作製した円柱供試体の上に空気圧の調整が可能な

ゴムホースをセットし、その上にホイールを通過

させて移動荷重を与えることにより、アスコンの

塑性流動性を評価する。既往の研究に基づいて

SGC の旋回数は 45 回とし、車輪 8000 回走行後の

わだち掘れ深さを測定して、塑性流動抵抗性を比較した。

試験結果を図-2 に示す。既往の研究により、我が国の密粒度アスファルト（20）はおおむね 6 mm 前

後であることが知られている。Fe-Ni スラグを配合した配合②のわだち掘れ深さは 8.0 mm、天然砂のみ

の配合①は 4.5 mm であった。上記で FAA 値が大きいと塑性流動抵抗性に優れていると記したが、試験

結果では FAA 値が小さい日本の一般骨材を使用したアスコンの方が、変形量が小さくなった。FAA 値

が大きい配合②のわだち掘れ深さが大きくなった要因としては設計アスファルト量が 0.3％多いことが

考えられる。

配合① 配合②
5号砕石 18.5 18.5
6号砕石 26.5 27.5
7号砕石 12.5 13.5
粗砂 34 26.5

Fe-Niスラグ - 9
細砂 2 -
石粉 6.5 5

アスファルト量 ％ 5.0 5.3
密度 g/cm3 2.395 2.409

理論密度 g/cm3 2.483 2.495
空隙率 ％ 3.3 3.3
飽和度 % 78.2 79.5
安定率 KN 11.2 12.2
フロー値 1/100mm 32 37
骨材間隙率 ％ 14.8 16.1

アスファルト容積率 ％ 11.6 12.8
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図-2 APA 試験結果



6.FAA 値と塑性変形抵抗性に関する考察

本研究では、SUPERPAVE の基準にも引用されている FAA 値が大きい Fe-Ni スラグを配合すると塑性

流動抵抗性が向上すると仮定した。しかし APA 試験においては、我が国の一般的な細骨材を使用した

混合物のほうが塑性流動抵抗性に優れているという結果となった。この要因は、設計アスファルト量と

SGC による締固めに関するものと考えられる。

配合設計では骨材の目標粒度を同じとし、そのアスファルト混合物の設計アスファルト量をマーシャ

ル設計法で決定した。それぞれの配合で設計アスファルト量は異なるものとなり、Fe-Ni スラグを配合

したほうの設計アスファルト量が多くなった。表-4に示したアスファルト混合物の物性を参照すると、

設計アスファルト容積が大きくなっている。さらに Fe-Ni スラグは吸水率が小さいため、他の骨材より

アスファルトの吸水率が少ないと考えられる。これらのことから Fe-Ni スラグを使用した混合物は骨材

表面を被膜するアスファルト量が多くなって、塑性流抵抗動性が小さくなってしまったと考えられる。

本研究では SGC の旋回数を 45 回と設計した。この理由は、既往の研究にてマーシャル試験 75 回で

突き使用される供試体は SGC 旋回数 45 回した供試体と同じ条件になるということが確認されているた

めである。AASHTO の基準では、重交通路線の SGC 旋回数は 100 回以上である。FAA 値が大きい、す

なわち角張り度が高くきめが粗い骨材粒子を密にかみ合わせるためには、十分な締固めエネルギーが必

要となる。これにより Fe-Ni スラグを使用したアスコンの締固めが不十分であり、そのために塑性流動

抵抗性が低くなってしまったと考えられる。

7.まとめ

本研究では、FAA 試験によって細骨材の粒子形状を評価し、その角張り程度やきめの違いがアスコン

の塑性流動抵抗性に及ぼす影響について検討した。データ量が不十分で明確な結論を得るには至らなか

ったが、以下の知見を得ることができた。

1）FAA 試験によって細骨材形状を評価し、経験的に知られている Fe-Ni スラグの角張り程度が高いこ

とを、定量的に示すことができた。我が国で一般的と考えられる自然砂は、AASHTO 基準への適合は難

しい。

2）細骨材として性能が高いと考える Fe-Ni スラグを配合して密粒度アスファルト混合物（20）を設計し

たが、自然砂を使用して配合設計したものより塑性流動抵抗性は高くなった。その要因として、設計ア

スファルト量の違いや締固めエネルギーの不足が考えられる。今後、これらを考慮したうえで、細骨材

形状と塑性変形抵抗性の関連性について検討していく必要がある。
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