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本研究 は種 々の アスファル トを用い, アス ファル トとその アス ファル トを用い たアフスァル ト混合物 について低温

領域 において2種 の曲げ試験 を実施 し, これ を引張 の破壊状 態 に換算 し, 破壊 包絡線 の形状 や位置お よびそれ らの

関係 につ いて検討 した。

実験 の結果, 各種 アスファル トの低温領域 におけ る破壊包絡線の形状 は大 きく三つの タイプに分類 され, アス ファ

ル ト混合物の破壊包絡線の形状 は使用 したアス ファル トのそれ とほぼ同一であ り, 針入度 には依存 しない こと, また

アスフ ァル トに添加剤が混合 され た場合やセ ミブローンアス フ ァル トに対 しても同様の結果が得 られ ることを明 らか

に した。

1. 緒 言

アスフ ァル トと石粉, 砂 および砕石 との混合物 であ るアスフ

ァル ト混合物 の破壊包絡線 に関す る研究 は, 混合物の配合や ア

スフ ァル ト量 について検討す ると き, アスファル ト混合物の破

壊 性 状 は温度 や ひ ずみ 速度 の影 響 を考 慮 せず に行 われ て い

る1),2)。このアスフ ァル ト混合物 の破壊 包絡線 の形状 は, アス

ファル トの性状 に依存 している と思 われる ものの両者 の関係 は

特 に低 温領域 において未 だ明 らかにされていない。 これに対 し

て, 筆 者等 はアスフ ァル トの破壊性状 を検討す るため, 特 に微

小破壊 ひずみ となる低温領域 における曲げ試験 における破壊包

絡線 について検討 している3)。

本研 究は低温領域 におけるアスフ ァル トとアスフ ァル ト混合

物 の引張試験 における破壊包絡線 の形状 やその位置関係 につ い

て検討 した ものである。 その結果, 両者 の破壊包絡線 の形状が

低温領域 で もほぼ同一 であ り, アスフ ァル トの破壊性状が アス

フ ァル ト混合物 の破壊性状 に も著 しく影響 を与 えてい るこ とが

明 らかに された。 したがって, 低温領域 におい て もアスフ ァル

ト舗装 の破壊現象 は使用 アスフ ァル トの性状 に依存す る と想像

される。

2. 実 験 材 料

本研 究 で使 用 したア スフ ァル トの主 な性状 を Table 1に,

また通常 のアスフ ァル ト舗装 の表層 に用い られ る密粒度 タイプ

のアス ファル ト混合物 (アス ファル ト量5.8%) の配合粒度 を

Table 2に 示 す。以 下では全 ての アス ファル トについて Table

1に 示 した略号 を用 いた。

3. 実 験 手 法 お よ び解 析 法

本研究 で実施 した実験 は, アスファル トで はフラー スぜい化

点試験機 を改造 した曲げ試験 (ひず み速度約2×10-2l/sec)

Table 1 Properties of Asphalts

M 60/80: Straight Asphalt at Supplier A (Middle East,
5-Mixing).

EEA: M60/80+EEA (5%).
Sem 20/40: Semiblown Asphalt.
S 80/100: Straight Asphalt at Supplier B (Middle East,

5-Mixing).
W 120/150: Straight Asphalt in Single Crude Oil at Sup-

plier A.
EEA: Ethylene ethyl acrylate co-polymer.
a) Asphalt recovered from the asphaltic pavement surface

(paved in 1991).

Table 2 Gradation of Mixture

* 連 絡先
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であ り, 一 方 アスフ ァル ト混 合物 では3点 曲 げ試験 (ひず み

速度3.1×10-2l/sec) である。

アス ファル トの曲げ試験用 の供試体 の作成方法 や実験方法,

解析 法お よびアスフ ァル ト混合物 の曲げ試験用 の供試体 の作成

方法や曲げ試験 の実験方法, 解析法 はすでに報告 した もの と同

一である4)～6)。

筆者 らはS80/100の アス ファル トを用 いた Table 2と 同一

の密粒度配合のアスフ ァル ト混合物 について引張試験 と曲げ試

験 を実施 している7)。したが って, 本研究 で行 った アスフ ァル

トお よびアスフ ァル ト混合物 の引張試験 における破壊包絡線 の

作成は次 の ように行 った。 すなわち上 の結果 を利用 し, アスフ

ァル ト混合物 の最小 の破壊時 のひずみ領域 における引張試験 で

の引張強度 と引張 に よる破壊時 のひず み, および曲げ試験 での

最小 の破壊 時のひずみ領域 における曲げ強度 と破壊時 のひずみ

がそれぞれ対応 している と考 え, 引張試験 に対す る曲げ試験 の

破壊性状 の換算係数 を求 めた。 この ときの換算係数 はアスフ ァ

ル ト混合物 の曲げ強 度 で0.6, 破壊 時 の ひず みで0.2で あ っ

た。 以後, これ らの換算値 をそれぞれ換算引張強度, 換算破壊

ひずみ と呼ぶ。

同様 に, S80/100の アスフ ァル トについ て も曲げ試験 で の

最小 の破 壊時 のひず み領 域 におけ る曲げ強度 と破 壊時 の ひず

み, お よびそのアスフ ァル トを用 いたアスフ ァル ト混合物 での

最小 の破壊 時のひずみ領域 における引張強度 と引張 による破壊

時のひずみがそれぞれ対応 している と考 え, 上記 同様 にアスフ

ァル トの 曲げ試 験 に おけ る換 算係 数 を求 めた。 曲 げ強度 で

1.5, 破壊 時の ひず みで0.1で あった。 以後, これ らの換 算値

をアス ファル トの換算引張強度 および換算破壊 ひず み と呼ぶ。

以下の解析 ではいず れのアスフ ァル トおよびアスフ ァル ト混

合物 について も上記 と同一 の換算係数 を用 いた。

4. 実 験 結 果 お よ び 考 察

4.1. アスファル トの曲 げの破壊包絡線

筆者等 は種 々のアスフ ァル トの曲げ試験 における破壊包絡線

の形状 が大 き く三つ のタイプに分 け られ るこ とを報告 した3)。

しか し, 実験 を追加 した ところ この うち2種 類 は ほぼ同一で

あ り, 新 しくさらに1種 類 の包絡線の タイプが見 い出 され た。

以 前の3つ の タイプ は(1)破 壊 時 のひずみが小 さ くなるにつ

れアスフ ァル トの曲げ強度 も低下 してい くタイプ, (2)破 壊時

のひずみの大 きさに関係 な く曲げ強度が ほぼ一定の値 をとるタ

イプ, (3)最 小 の破壊時 のひずみ に近づ くにつれ急激 に曲げ強

度 が小 さ くな り, 上 に凸の 曲線 となるタイプであ った。今回新

しく見つ かった破壊包 絡線 の形状 の タイプは従来 の第1番 目

お よび第3番 目の タイ プ とは異 な り, 最小 の破壊 時の ひずみ

に近づ くにつれ 曲げ強度が次第 に大 き くなるものであ る。 この

ためこの包絡線上の破壊点 は温度が低 くなるに伴い, Fig. 1の

応力 ・ひず み曲線 のC直 線 上 よりD直 線 のライ ン上へ移動す

る。 第3番 目の破 壊包絡線 の形状 は第1番 目のそれ とよ くに

ている ため, これ らを第1番 目の タイプ に代表 させ, 従 来の

第3番 目の タイプ を新 しい タイプ と入 れ替 える と結局合 計3

種類 のタイプの異 なる破壊 包絡線が存在 する こととな る。

第1の 破壊包 絡線 の タイプ (破壊 時 のひずみ が小 さ くなる

とともに曲げ強度が小 さくなるタイプ) は フラースぜい化点に

おける破壊時 の弾性係数 (フラースぜい化点 におけ る曲げ強度

と破壊時の ひずみ との比) が一般 に小 さ く, また フラースぜい

化点 の 曲げ強度 お よび破壊 時の ひずみ も大 きい のが特徴 であ

る。応力 ・ひず み曲線 を表 すA～Dの 直線 群 のこ う配 は破壊

時 の弾性係数 を表 してい る。 したが って, この種 のアス ファル

トを用 い る とB直 線 の ような低 弾性係 数 (低速, 高温領域)

の領域 か らD直 線 の ような高 弾性係数 の領域 に至 るまでアス

フ ァル ト舗装 にはき裂が生 じやすい と思われ る。

破壊時の ひずみ の大 きさに関係 な く曲げ強度がほぼ一定 とな

る第2の 破壊 包絡線 の タイプ は, フラースぜ い化 点 における

破壊 時の弾性係 数が 第1の タイ プ と同様 に小 さく, またこの

ときの 曲げ強度が小 さ く破壊時の ひずみが大 きいのが特徴 であ

る。 したがって, 第1の 破壊 包絡線 のタイプ よ りA直 線 の よ

うな低弾性係数の領域 において も曲げ強度が小 さいため, この

タイプで亀 裂が生 じる ときの応力 ・ひずみ 曲線 はA直 線 か ら

D直 線 まで変化する。

第3の 破壊包 絡線 の ような最小 の破壊 時の ひず みに近づ く

につれ曲げ強度が次第に大 きくなる タイプは, アス ファル ト舗

装の表層か ら回収 したアス ファル トに多 く見 られた もので, フ

ラースぜい化点における破壊 時のひずみが極端 に小 さく, かつ

破壊時の弾性係 数が著 しく大 きい。 この タイプはアスフ ァル ト

の応力 ・ひずみ 曲線がC直 線 か らD直 線 となるような高弾性

係数 の ときにぜ い性 挙動 を示す ので前2者 とは異 な り, A直

線やB直 線 の ような低弾性 係数 の領域 で この アス ファル トを

用い るとアス ファル ト舗装 にわだちが生 じやすい と思 われる。

この種 の破壊 はオ リジナルアス ファル トではみ られず, 回収 ア

ス ファル トにのみ見 られるので, この ような形状 を示す アスフ

ァル トは酸化等 によ り性状 が変化 した可能性 があ る と思 われ

る。

以上の結 果 より, どの タイプの破壊包絡線 において も最小 の

破 壊 ひず み領域 の応力 ・ひずみ曲線 はD直 線 の ようにほぼ同

一 となる ように思われる。

Fig. 1 Typical Shapes of Failure Envelope
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4.2. アスフ ァル トおよびアスフ ァル ト混合物 の破壊包 絡線

アス ファル ト混合物の引張試験 における破壊 包絡線 の形状 に

つ いては Monismith らが検討 し, そ の後 曲げ試験 か ら筆者 ら

が検討 している1),9)。これ らはアス フ ァル ト混合 物の破壊時 の

ひず みの値 につい ては低 温領域 で大 きす ぎるため問題 で あっ

た。

筆者等はアス ファル ト混合物 の引張試験 か ら最小 の破壊 ひず

み領域 をも考慮 した破壊包絡線 を描 いているが, この実験 が難

しくかつ装 置が高価 であるため, 一般 にはアスフ ァル ト混合物

の強度 を論 ずる場合, 曲げ試験 を行 うこ とが多 い。一方, アス

ファル ト舗装 の破壊 は引張応力状態 で生ず ると思 われるので,

曲げ試験 の結果 が引張試験 に変換 で きれば極 めて有用 である と

考 え られる。

Fig. 2は, 上 記の解析 法 を用い て アスフ ァル ト混合 物 (M

60/80の ス トレー トアスフ ァル トを用 いた) の曲げ試験の結果

を引張試験 か ら得 られるようなアスファル ト混合物の破壊包絡

線 に換算 した結果 を示す。 また, この アス ファル ト混合物 に使

用 した5種 の ブ レン ド原油 か ら造 られた ス トレー トアス ファ

ル ト (M60/80) の破壊包 絡線 を求め る とFig. 2が 得 られた。

この図よ り破壊包絡線の形状 はアス ファル トお よびそのアス フ

ァル トを用い たアスファル ト混合物の両者でほぼ同一であ るこ

とは明 らかであ る。

Fig. 3はFig. 2で 使 用 したス トレー トア ス フ ァル ト (M

60/80) にEEAを 混合 したア スフ ァル トの破壊包絡 線 と, ま

たそのアスフ ァル トを使用 したアスフ ァル ト混合物 の破壊包絡

線 を示す。 この ようにアス ファル トに添加剤 を混合 して もアス

フ ァル トお よびそのアスフ ァル トを用 いたアスフ ァル ト混合物

の破壊包絡線 の形状 は両者 ほぼ同一 である ように思 われる。

Fig. 4は セ ミブロー ンアス ファル ト (Sem 20/40) お よびそ

のアスフ ァル トを用 いたアスフ ァル ト混合物 の破壊包絡線 を,

Fig. 5は 単 一原油 か ら造 られたス トレー トアス フ ァル ト (W

120/150) お よび そのアス ファル トを用 いた アスフ ァル ト混合

物 の破壊包絡線 をそれぞれ示す。

以上 の結果 よ り, アスフ ァル トおよびそのアスファル トを用

い たアスファル ト混合物 の破壊包絡線 は両者で異 なる温度で互

い に実験 を してい るに もかかわらず ほぼ同一形状であ る。 した

が って, アスフ ァル ト混合物の破壊包絡線の形状は アス ファル

トのそれ とほぼ同一であ ると思 われ る。

5. 結 語

本研 究 において, 次の結論が得 られた。

1) 低温領域 におけ る各種 のアス ファル トの破壊 包絡線 の形状

は著 しく異なる三つの タイプに分類 される。

2) アス フ ァル トとその アスフ ァル トを使用 したアス ファル ト

Fig. 2 Failure Envelope of Asphalt and Mixture

Fig. 3 Failure Envelope of Asphalt and Mixture

Fig. 4 Failure Envelope of Asphalt and Mixture

Fig. 5 Failure Envelope of Asphalt and Mixture
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混合物 の引張応力状態 に換算 した両者の破壊 包絡線 の形状 は低

温領域で ほぼ同一であ る。

3) アスフ ァル トに添加剤 を混合 した場合, お よびセ ミブロー

ンアス ファル トに対 して も引張試験 における破壊包 絡線へ の換

算が可能であ るように思われる。

現在, 配合や空げ き率の差に よる これ らの破壊包 絡線 の形状

について検討 してい るので, いずれ機 会 をみて発表 する予定 で

ある。

謝 辞

本研 究 を遂行 す るに当 た り, 水 野 宏治君 (北海道大 学大学

院), 北海道 開発 局開発土木研 究所維持管理研 究室長 川村和

幸氏, 日本道路公 団名古屋 管理 局 青 木秀郎氏 の協力 を得 た。

ここに感謝の意 を表する。

References

1) Moriyoshi, A., Sugawara, T., Proc. of JSCE, (251), 107

(1976).
2) Smith, T. L., J. Polym. Sci., (20), 89 (1956).
3) Tokumitsu, K., Moriyoshi, A., Nakashima, T., Sekiyu

Gakkaishi, 37, (4), 455 (1994).
4) Moriyoshi, A., Kawamura, K., Sekiyu Gakkaishi, 35, (4),

353, (1992).
5) Moriyoshi, A., Kawamura, K., Sekiyu Gakkaishi, 36, (2),

139, (1993).
6) Sugawara, T., Kamijima, T., Moriyoshi, A., Proc. of

JSCE, (234), 131, (1975).
7) Moriyoshi, A., Nitta, N., Proc. of JSCE, (390), 219

(1988).
8) Tokumitsu, K., Moriyoshi, A., Nakashima, T., Sekiyu

Gakkaishi, 37, (4), 455 (1994).
9) Monismith, C. L., Secor, G. A., Secor, K. E., Proc. Assn.

Asphalt Paving Tech., 34, 248, (1965).

Summary

Failure Envelope of Asphalt and Asphaltic Mixture at Low Temperature

Katsuya TOKUMITSU†1), Akihiro MORIYOSHI†1), Takashi NAKASHIMA†2),

and Masahiro FUZIWARA†3)
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This paper describes the failure envelope of asphalts

and asphaltic mixtures at low temperatures. We con-

ducted the flexural test for asphaltic mixtures and

asphalts at low temperatures and tried to convert their

flexible fracture properties of asphalts and asphaltic

mixtures to tensile fracture properties.

The following conclusions resulted from our study;

The shapes of failure envelope for asphalts are classified

into three typical types, and they do not depend upon the

properties of asphalts at low temperatures. The shapes
of failure envelope for asphaltic mixtures are similar to

those of the asphalts.
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