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本研究 は, 舗設 したアスファル ト混合物 の品質 で極 めて重要 となる転圧作業 において, 転圧機種 やその転圧方法 に

関わ る要因が転圧後の アスファル ト混 合物 の空 げ き率 および力学特性 に対 して与 える影響 について検討 を行 った もの

であ る。 また, その結果 を基 にこれ らの影響 によ りアスフ ァル ト混 合物 がどのよ うな過程 で締 め固 め られるのかにつ

いて も検討 を加 えた。

その結果, アスファル トフィニ ッシャーの敷 きなら し方 向に対す るローラーの転圧方向 はアスフ ァル ト混合物 の空

げ き率 に著 しい影響 を与 えてい ること, アスフ ァル ト混合物 の圧裂強度 (破壊強度) は空 げ き率 の減少 によ り増加す

るが, 転圧方向 はその増加割合 に対 して も影響 を及ぼす ことなどを明 らかに した。 また, これ らを基 に通常 の施工 に

おけ るアスファル ト混合物の締 め固め の推移 を推定 した結果, 転圧過程 においてアスフ ァル ト混 合物 が締 め固め とゆ

るみの作用 を繰 り返 し受け なが ら締め 固まるこ とを明 らかに した。

1. 緒 言

アスファル ト混合物の転圧 は, 施工 したアスフ ァル ト舗装 の

品 質に影響 を与 える重要 な作業であ るが, 転圧 による当該混 合

物の締め固め はその配合や転圧時 にお ける各種 の温度条件, 使

用機械 な ど, 非常 に多 くの要 因に よる影響 を受 ける1)。特 に,

使 用機械お よび転圧方法 は, 当該混合物 の締 め固めに直接 的に

影響 を及 ぼす ため, 極め て重要 な要因 である。 したがって, 以

前 よりこれ らに関す る多 くの研究 がな され ている2),3)が, アス

フ ァル ト混合物の締め固め過程や これ に影響 を与 えている要因

の特定お よび要因間の関連性 などに関 しては未 だ不明 な点 が多

い また, これ ら要因が締め固め に与 える影響 は主 にアスフ ァ

ル ト混合物の密度や空げ き率で評価 されてい るが, これ らと当

該混合物の力学特性 との関連性 につい て も十分 な検討が なされ

ていない。

本研究 は, 転圧機種やその転圧方法 に関 わる要 因が転圧後 の

ア スファル ト混合物の空げ き率お よび圧裂強度 に対 して与 える

影響 とともに, これ らの影響 によ りアスファル ト混合物が どの

よ うな過程で締め固め られ るか につい て, 試験施工 を行 って検

討 した。

そ の結 果, アス フ ァル ト混 合物 の敷 きな ら し方 向 に対 す る

ローラーの転圧方向 はアスファル ト混合物の空 げき率 に著 しい

影響 を与えてお り, 転圧方向に応 じて締め固め効果が異 なるこ

と, また空げ き率 とアスファル ト混合物の破壊強度 の関係 は空

げ き率の減少 によ り破壊強度が増加す るが, 転圧方向 はそ の増

加割合 に対 して も影響 を及ぼす ことなどを明 らか に した。 これ

らの結果 を基 に通常の施工 におけ るアスファル ト混合物の締め

固めの推移 を推定 した場合, 転圧過程 において アスフ ァル ト混

合物が常に締め固 まる状況 とはな ってい ない と判断 された。 し

たが って, これ らの影響 を勘案 した転圧方法 および機械 の改 良

によって, よ り効率 的な締 め固めが可能 である と考 え られる。

2. 実 験 概 要

2.1. ア スファル ト混合物の配合

実験 に使用 したアスフ ァル ト混合物 は表層用 の密粒度 ギャ ッ

プアスフ ァル ト混 合物4)(骨 材の最大粒径13mm)で あ り, ア

ス フ ァル トは舗 装 用 石 油 ア ス フ ァ ル トの 針 入 度級80/100

(Pen.:91, TR&B:46.0℃)を 使用 した。 当該 アス フ ァル ト混

合物 の配 合を Table 1に 示す。

2.2. 供試体の作成方法

本実験 では, 転圧機械種 の組 み合わせ とそれ らの転圧方 向を

変 えた現場試験 (表層施 工厚: 5cm) を行い, 各条件毎 に現場

切 り取 り供試体 を採取 して, アスフ ァル ト混 合物 の空 げ き率 お

よび力学特性 を評価 した。

試験施工 は, 施工時期が寒冷期 (外気 温: -3℃前 後) であ

ったため, 運搬時 のアスフ ァル ト混合物 の温度低下 によって敷

Table 1 Gradation of Mixture

*連 絡先
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きなら し後 の当該温度 に局部的 な差が生 じない ように, プラン

ト構内 に試験工区 を設 けて行 った。 また, 試験工区 には, 施工

基盤 の凹凸 および局部的 な支持力 の差が表層の締め固め特性 に

与 える影響 を少 な くす るため, レベ リ ング層 (細粒度 アスファ

ル ト混 合物4)(最 大粒径13mm), 施 工厚:10～30mm)を 設

け, 表層 は レベ リ ング層が十分 に冷却 した後 に舗設 した。

アスフ ァル ト混合物 の温度低下 および支持力の違い による影

響 を確認す るため, アスフ ァル ト混合物の温度 は敷 きなら し後

の当該混合物の表面温度 を赤外線放射温度計で測定 し, 支持力

はフ ォー リング ウエ イ トデ ィフ レク トメーター (以下, FWD

と称す) を用い て レベ リング層 を舗設す る前の施工基盤の たわ

み を測定 した。 その結果 によると, 敷 きなら し後の アスファル

ト混 合物 温度の平面 的な温度差 (5℃以 内) は小 さく, 温度条

件 はほぼ一定で あったことが確認で きた。 また, 切 り取 り供試

体 は当該温度計で温度差が ない ことを確認 した位置 よ り採取 し

た。FWDに よる施 工基盤 の たわみ (0.7mm前 後) は試験 工

区 内で大 きな差 (0.1mm程 度) は認 め られず, 施工基盤 の支

持力 もほぼ均一であ ったと判断で きた。

試験施工 に用い た機械 は, アスファル ト混合物の敷 きなら し

にアス ファル トフ ィニ ッシ ャー (国産A社)を, 転圧 にはマ

カダム ロー ラー (国産B社) お よび タイヤ ロー ラー (国産B

社) を使用 し, これ らの仕様 はアスファル ト舗装の施工 におい

て一般的 な もの を選 定 した。 各転圧機械 の仕様 を Table 2に

示す。

転圧機種 の組み合 わせ は, 通常の施工 におけ る初転圧 を想定

したマ カダムローラーお よびタイヤ ロー ラーの単独に よる転圧

(以下, 一次 転圧 と称 す) とマ カダムローラーの転圧後 にタイ

ヤ ローラーの転圧 (以下, 二次転圧 と称 す) を加えた場合の3

種類 と した。 ただ し, 転圧輪の輪荷重の違いや駆動 の有無 な ど

の特性 を考 慮 して, 評 価対象 に前輪 と後輪 の区別 を加 えたほ

か, マ カダムローラー とタイヤ ロー ラー を併用 した場 合の空げ

き率の変化 を確認す るため, マ カダムロー ラー前輪の左 右 も区

別 した。転圧の方向 は, 各組み合わせ ともア スファル トフィニ

ッシャーの敷 きなら し方向 に対 して同方向 と逆方向 を適宜選定

した。 これ らに よる転圧方法 の設定 は全 部で10種 類 とした。

ただ し, 転圧回数 はこれ らの要因以外 による影響 を極力小 さく

す ること, 外気温の影響 によるアスファル ト混合物 温度の変動

を少 な くす ることなど, 転圧方法の違いに よる差が生 じ易い よ

うに各条件 と も1回 とした。各転圧 方法 を Table 3に,施 工

方法の概略 を Fig. 1に 示す。

2.3. 試験方法

2.3.1. 空 げき率の測定

ア ス フ ァ ル ト混 合 物 の締 め 固 め特 性 は切 り取 り供 試 体

(φ100mm)の 空げ き率 で評価 し, 空 げ き率 の測定方法 は舗装

試験法便覧5)に準拠 した。 ただ し, 空げ き率の測定 は転圧方法

の違い による空げ き分布の差 も評価す るため, 各転圧 方法 とも

採取 した切 り取 り供試体 を上部 と下部に等分割 して, 各部 の空

げ き率 (以下, 上部お よび下部空げ き率 と称す) を測 定 した。

2.3.2. 圧裂試験

アスファル ト混合物の力学特性 は特 に低温時の引張 り強度 に

着 目 した。その評価は空げ き率 とともに転圧時の骨材 のかみ合

わせ による影響 も評価が可能である こと, 供試体 の作 製お よび

試験方法が比較的簡便であ ることか ら, 圧裂試験 における供試

体の破壊強度 (以下, 圧裂強度 と称す) で行った。ただ し, 試

験条件は圧裂強度が温度に依存 しないぜい性 温度領域 を考慮 し

Table 2 Specification of Rollers

Table 3 Characteristics of Rolling Methods

a) [Normal] indicates the same rolling direction for that of asphalt finisher.
b) [Reverse] indicates the reverse rolling direction for that of asphalt finisher.
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て, 試験温度 は-25℃と し, 載荷速 度 は50mm/minと した。

その他 の試験 条件 お よび解析 法 は舗装 試験 法便 覧6)に準拠 し

た。

3. 結 果 お よ び 考 察

3.1. 転圧方法 の違 いがアスフ ァル ト混合物 の空 げ き特性 に

与える影響

3.1.1. 転圧 方法の違 いが アス ファル ト混 合物 の空 げき分

布の特性に与 える影響

切 り取 り供試体 の上部お よび下部空げ き率の全体 お よび各転

圧方法 毎の平均値 を Table 4に, 上 部空 げ き率 と下部空 げ き

率 との関係 を Fig. 2に 示 す。Table 4に よる と, 上部空 げ き

率の全体の平均値は下部空げ き率のそれ と比較 して大 き く, こ

れ は各転圧方法毎 の平均値 において も同様 である。 また, Fig.

2に おい ては, 上部空 げ き率 と下部空 げ き率 との間に は相関関

係があ り, 直線性が認め られる。 これ らの結果 は, 転圧回数が

1回 と限定 された結果で はあ るが, 転圧方法 が異 なる場 合の空

げ き分布の特性 に大 きな違いが ない ことを示 してい る。 これは

施工基盤の温度条件が各転圧方法 ともほぼ一定であ り, しか も

アスファル ト混合物の温度低下が非常 に少 ない温度条件 として

は理想的 な状況であ ったため と考 えられ る。 しか し, 転圧時の

アスファル ト混合物 に対す る各種の温度条件は一般的 に当該混

Fig. 1 Outline of Construction Method

Table 4 Voids and Split Strengths of Samples

a) [Normal] indicates the same rolling direction for that of asphalt finisher.
b) [Reverse] indicates the reverse rolling direction for that of asphalt finisher.
c) Average of samples.
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合物の空 げ き分布 に大 き く影響 を与 える重要な因子7)であ り,

外 気温が特 に低 い寒冷期 での施工 では他 の因子 に よる影響 が助

長 され る例 も確認 されてい る1)。したがって, 多 くの寒冷期施

工でみ られる ようにアスフ ァル ト混合物 の温度低下 が大 きく,

施工 基盤 の温度 条件 も一定 とな り難 い状況 では, これ ら転圧方

法 の違 いが当該混合物 の空 げ き分布 に影響 を与 える因子 とな り

得 る ことが考 え られる。

3.1.2. 転圧輪 の特性 がア スフ ァル ト混合物 の空 げ き率 に

与える影響

マカダムローラー とタイヤローラーで一次転圧 した場合 の空

げ き率 について比較 した結果 をFig. 3に 示す。 これ によると,

上 部空 げ き率 と下部空 げ き率 の差 は前 後輪 ともマ カ ダムロー

ラーが0.5%程 度であ るのに対 し, タイヤローラーは1.5%前

後 と比較的大 きい。 また, 前輪 と後輪 の差 に着 目す ると, マ カ

ダムローラーでは上部 および下部空 げ き率 と も線圧 の大 きい後

輪 の方が1%程 度小 さい。 これ に対 して タイヤ ローラーで は

輪荷重お よび駆動 の有無が前後輪で異 なるにも関 わらずその差

は0.5%程 度で比較的小 さい。 これ らの違い は, マ カダムロー

ラーとタイヤ ローラーの転圧輪の材質の差や輪荷重, 駆動の有

無が影響 を及ぼ してい るもの と考 えられ る。 この ため, これ ら

の因子 を説明変数 と し, 空げ き率 を目的変数 と した数量化I類

に よる多変量解析 を行 った。 ただ し, 輪荷重 の場合 にはマ カダ

ムローラー とタイヤローラーで接地形態が異 な り, その大 きさ

を同様 に比較 するこ とが難 しいため, これを後輪, 前輪 の違い

に置 き換 えて説 明変数 とした。 また, 解析 はアスフ ァル トフィ

ニ ッシャー と同一方 向に転圧 した ものを対象 と し, 上部空げ き

率 と下部空 げ き率 に分 けて行 った。

上 部お よび下部空 げ き率 に関す る解 析結果 を Table 5に 示

す。 これによる と, 材 質を除 いた他 の因子 による影響 は上部お

よび下部空 げ き率 とも同様 な傾向 を示 してい る。す なわち, 前

後輪 の違 いによる影響 では輪荷重 の大 きい後輪の方が, 駆動の

有 無 による影響 では ない方が 各部の空 げ き率 は減少す る。 一

方, 材質 による影響 は上部 と下部空 げ き率 では傾向が異 な り,

前者 の場合 は鋼製 の方が, 後者 の場合 にはゴム製の方が空げ き

率 は減少す る。 ただ し, これ ら因子の影響の大 きさを表す係数

の範囲 に着 目す ると, 前後輪の違い を除いて小 さい ことか ら,

顕著 な傾向 とはい えない。

解析 結 果 か ら Fig. 3の 結 果 を説 明 した場 合, タイ ヤ ロー

ラーにおけ る上部 と下部空げ き率の差が大 きい傾向は転圧輪の

材質 による影響が大 きい。 す なわ ち, 鋼製では上部の方が締 ま

り易 く, 上部 と下部空 げき率の差 は小 さ くなるが, ゴム製では

下部が締 ま り易い ことか ら, 両者の差が大 き くな るため と解釈

で きる。 また, 同 ロー ラーの前後輪 におけ る差が小 さい ことに

関 して は, 駆動の有無が影響 を与 えてお り, 同因子に よる影響

Fig. 2 Relation between Voids of Upper Part and Voids

of Lower Part of Mixture

Fig. 3 Voids of Mixture(categorized into rolling wheels)

Table 5 Result of Multiple Regression Analysis for Rolling Wheel
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では駆動輪 でない前輪 の方が締 まり易いが, 輪荷重 による影響

では後輪の方が締 まり易 く, 両者の与え る影響が相克 してい る

ため と判 断 される。

以上の解析結 果か ら, 転圧輪 に関わ る因子の中で空 げき率 に

与える影響 が比 較的大 きいのは輪荷重であ り, 輪荷重の大 きな

方がアス ファル ト混合物 の締 め固めに対 して有利であ るとい え

る。

また, 転 圧輪 の材 質についてはマ カダムロー ラーが アスファ

ル ト混合物 の上部, タイヤ ロー ラーが下部の締め固め に対 して

有利であ り, 駆動 の有無に関 しては駆動輪で ない方が締め固め

に対 して有利である との結果が得 られた。 しか し, 一般的 にタ

イヤ ロー ラーに よる転圧 は表面近傍のち密性の確保 に, 駆動の

有無は駆動 輪の方が締 め固めに対 して有利 とされてお り, 本報

の解析結 果に よる解釈 と異なる。 これは, 一般的 にタイヤ ロー

ラーは初転 圧には使用 されていないが, 本実験では初転圧の状

況で タイヤ ローラーに よる転圧 を行ったため と考 えられ る。す

なわち, 本実験 の ようにアス ファル ト混合物の温度が高 く, し

か も敷 きな らし直後の場 合にはアス ファル ト混合物の見掛け上

の粘性 が小 さい状 況 となる。 この ような状 況におけ る初回の転

圧 では, タイヤ ロー ラーに よるニーデ ィングの際のせ ん断力が

過大 とな り, 転圧輪後方付近 の混合物 にゆるみが生 じたもの と

推定 される。 また, その影響 は表面近傍 お よび駆動輪の方が大

きい と推 測 され, これ が解析結 果 に反映 した もの と考 え られ

る。

3.1.3. 転 圧機種 の組 み合 わせお よび転圧 方向 がア スフ ァ

ル ト混合 物の空げ き率に与 える影響

転圧機種 の組 み合わせ お よび転圧方 向が異なる場 合の上部お

よび下部空 げ き率 について比較 した結果 をFig. 4に 示 す。同

図 において ローラーの転 圧方向 の違 いに よる影響 に着 目す る

と, 転圧 方向がアスフ ァル トフ ィニ ッシャー と逆であ る場 合の

各部 の空げ き率 は, 同方 向が 同 じ場 合 と比 較 して小 さい。特

に, マカ ダムローラー とタイヤロー ラー を併 用 した際 には, 両

者 の転圧方向が同一 である場 合での比較 で2～3%程 度 の差が

あ り, その傾 向が著 しい。 また, いずれか一方がア スファル ト

フ ィニ ッシャーと同 じ転圧方向 となる場合 の各部の空 げき率 は

これらの中間に位置 してお り, 転圧方向が 同一 となるローラー

の種類が異 なって も大 きな差 はみ られ ない。

転圧機種の組み合 わせ におい て, マ カダムローラーおよびタ

イヤ ロー ラーに よる一次転圧 と二次 転圧 した もの を比較 す る

と, 概 して二次転圧 した場 合の方が各部 の空 げき率 は小 さい傾

向 にあ る。 ただ し, 二次転圧 した場合 でも, タイヤ ローラーの

転圧方向が アスファル トフィニ ッシャーと同 じ場合 には, 上部

および下部空 げ き率 の増加がみ られる。

以上 の結果 から, アスフ ァル トフ ィニ ッシャーで敷 きなら し

た後 のアスフ ァル ト混合物 の締 め固め特性 は, ローラーの転圧

方向に応 じて異 なる こ とが推測 され る。 これはマ カ ダム ロー

ラー とタイヤ ロー ラー を併 用 した場 合 も同様 であ り, タイヤ

ローラーの併用 による効果 はその転圧方向 に応 じて異 なると考

えられ る。 この ため空 げき率 を目的変数 と し, 一次転圧の転圧

輪 の種類, そ の転圧方向, 二次転圧 の有無 とその転圧方向 を説

明変数 と した数量化I類 による多変量解析 を行 った。

上部 お よび下部空 げ き率 に関す る解析 結果 を Table 6に 示

す。Table 6に おい て転圧方 向が空 げ き率 に与え る影響 に着 目

す ると, 一次転圧の係数 は転圧方向が アスファル トフ ィニ ッシ

ャー と逆の場合 には上部お よび下部空げ き率 とも減少 し, 転圧

方向が同 じ場合 には増加す る傾向 を示 してい る。一次転圧の係

数 と各転圧輪の係数 を比較 した場合, 一次転圧 の各係数 は転圧

輪の各係数 よ りも概 して大 き く, 両者の係数 を加 えた場合 には

符号が逆転す る場合があ る。 これ は転圧輪が同 じで もその転圧

方向が異 なることによ り, 空げ き率 に与 える影響が相反す る場

合のあ ることを示 してい る。

二次転 圧 の係 数 はおお むね一次転 圧 と類似 した傾 向 にあ る

が, これ を転圧機種の組み合わせの観点か ら換言すれば, マ カダ

ムロー ラー とタイヤ ロー ラー を併用 した場合で も, タイヤ ロー

ラー の転 圧方 向が アス フ ァル トフ ィニ ッ シャー と同 じ場 合に

は, 空げ き率は転圧前 に比べて増加す る傾向にあ るといえる。

空げ き率に与える影響 の大 きさを一次転圧 と二次 転圧で比較

す ると, 係数の範囲は後者の方が大 きく, しか も二次転圧 にお

Fig. 4 Voids of Mixture(categorized into rolling methods)
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いて転圧方向が異 なることに よる係数の差は上部空げ き率の方

が大 きい。 したが って, 転圧方向が空げ き率に与える影響 は一

次転圧 よ りも二次転圧の方が大 き く, 特に上部空げ き率で著 し

い とい える。

以上の結果は, ロー ラーの転圧方向がア スファル トフィニ ッ

シャーで敷 きなら した後の当該混合物の締め固め に対 して極め

て支配的 な因子であ ることを示唆 してい る。 これは, ロー ラー

が転圧す る際 にアスファル ト混合物 に対 して作用す る力の方向

が, 転圧方向 に応 じて アスファル トフィニ ッシャーのそれ と一

致 しない場合があ るため と考 えられ る。 ここに, Fig. 5は アス

ファル トフィニ ッシャーの敷 きならしお よびロー ラーの転圧方

向 とその際 にアスファル ト混合物 に作用す る力の方向 (以下,

これ を締め固め方向 と称す) との関係 を概略的 に示 した もので

あ る。 これ によると, 転圧方向が アスファル トフィニ ッシャー

と逆 の場合 には締め固め方向 はほぼ一致す るが, 転圧方向が同

一 の場合 にはこれが一致 してい ない。 す なわち, 転圧機種の組

み合 わせ に関 わらず, ローラーの締め固め方向が アスファル ト

フィニッシャーと同一 となる場合 にはアスファル ト混合物 を締

め固め る作用 となるが, 逆の場合 には緩め る作用 とな り, 転圧

の過程 において常 にアスファル ト混合物が締め固 まる状況 とは

なってい ない ものと考 えられ る。

3.2. 転 圧方法の違いがア スファル ト混合物の力学特性に与

える影響

3.2.1. アス ファル ト混合 物の空 げ き率 と圧裂 強度 との関

係

切 り取 り供試体 の上部お よび下部の圧裂強度の平均値 を全体

お よび各転圧 方法毎 に Table 4に 示 した。 また, アス ファル

ト混合物の上部お よび下部空げ き率 とそれぞれの圧裂 強度 の関

係 について, 転圧方法 に関わ りな く全 ての供試体 を対 象に まと

め た結 果 を Fig. 6に 示す。Table 4に よる と, 下部 の圧裂強

度 は全体お よび各転圧方法毎の平均値 とも上部のそれ と比較 し

て大 き く, 空げ き率の場合 と同様に転圧方法が異なる ことによ

る圧裂強度 の分 布の特性 に違 いは認 め られ ない。 また, Fig. 6

によると, 上部お よび下部の圧裂強度は空げ き率の増加 ととも

に低 下 してお り, い ずれ も両 者の 間に は相 関関係 が認 め られ

る。 しか も, 回帰式 は上部 と下部で大 きな差はみ られず, これ

は各転圧方法毎 において も同様 な傾向が認め られた。

以上の結果 は, アスファル ト混合物の転圧方法が異なる こと

による空げ き率の差が圧裂強度, すなわちアス ファル ト混合物

の低温領域 におけ る破壊強度 に大 きく影響する ことを示 してい

る。 したが って, 本実験 におけ る各転圧方法は当該混合物 の力

学特性 に対 して も実質的 に影響 を及ぼ している と考 え られる。

Table 6 Result of Multiple Regression Analysis for Combination and Direction of Rolling

Fig. 5 Relation between Direction of Rolling and Com-

paction

Fig. 6 Relation between Voids of Mixture and Split
Strength(categorized into upper part and lower

part)
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空 げ き率 と圧裂強度 の関係 を各転圧方法毎 に直線 回帰 した結

果 を Fig. 7お よび Table 7に 示 す。 ただ し, 各転 圧方法 とも

上部 と下部 で両者 の関係 に大 きな違 いがないこ とか ら, 同因子

に対 しては特 に考慮 しないことと した。 これ らによる と, いず

れの転圧方法 で も空 げ き率 の減少 によ り圧裂強度 が増加す る関

係 にあ るが, 直線 の傾 きお よび定 数項 は各転圧 方法毎 で異 な

り, 各回帰直線 の傾 きは概 して空 げ き率 の減少 に伴 い小 さくな

る傾 向にある。 これは, 空 げ き率 の減少 による圧裂 強度 の増加

が一定値 に収束す るこ とを示 している もの と考 え られ, 圧裂強

度 は空 げ き率3%前 後 において5～6MPa程 度 に収束す る もの

と推定 される。 ただ し, 回帰直線 の傾 きが 同程度 の場合 で も,

同一空 げ き率 に対す る圧裂強度 に差が み られる場合 もあ り, こ

れは転圧方法 の違 いが両者 の関係 に影響 を及ぼ している もの と

考 え られる。

したがって, 以上 の結果 か ら転圧方法 の違 いがアスフ ァル ト

混 合物 の力学特性 に与 える影響 は圧裂 強度 やその増加割合 で評

価 で きる と判 断 される。

3.2.2. 転 圧輪 の違い がア スフ ァル ト混合物 の圧裂強 度 に

与える影響

マカ ダムローラー またはタイヤローラーで一次転圧 した場合

のアス ファル ト混合物の空 げ き率 と回帰式 (Table 7)に よる

圧裂 強度 の予測値 (以下, 予測強度 と称す) との関係 を Fig. 8

に示 す。 同図において, 空 げ き率 の減少 に対す る予測強度 の増

加割 合に着 目す る と, マカダムローラーでは前後輪 および転圧

方 向の違 い によって予測 強度 の増 加割 合は若干 異 なってい る

が, いずれ も予 測強度 は5.5MPa前 後 に収 束す る傾 向にあ る

ことか ら, 特 に顕著 な差 はない もの と考 え られる。一方, タイ

ヤローラーの場合 には, 後輪 ではマカダムローラー とほぼ同様

Table 7 Relation between Split Strength (y) and Voids (x)

a) [Normal] indicates the same rolling diretion as that of asphalt finisher.
b) [Reverse] indicates the reverse rolling direction as that of asphalt finisher.

Fig. 7 Relation between Voids of Mixture and Split
Strength(categorized into rolling methods)

Fig. 8 Relation between Voids of Mixture and Predicted
Split Strength(categorized into rolling wheels)
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な傾向 を示すが, 前輪で は他 と比較 して予測強度の増加割合が

小 さ く, 収束す る値 も4.5～5MPa程 度 と小 さい ことか ら, 圧

裂強度の増加 は期待で きない。 この ような顕著 な増加傾向の違

い は, 前後輪の輪荷重の差 ならびに駆動の有無 に起因 してい る

と考 えられ る。 しか し, 輪荷重 に極端 な差が な く, タイヤ ロー

ラーの前輪だけが他 と異 な り駆動輪で ない こと, 圧裂強度 は骨

材配合 によって も異 なるとされてい ることか ら, これ はむ しろ

転圧輪の駆動の有無が主因 と推察 され る。す なわ ち, アスファ

ル ト混合物の締め固めの過程 は骨材が回転, 移動 しなが ら締め

固 ま り, 安 定 す る方 向 に配列 され る ことが知 られ てい る8),9)

が, 駆動輪で ない場合 にはこの効果が小 さ く, 転圧時の骨材の

配列状 態が他 と異 な るこ とに起 因 している と考 え られる。 ま

た, この結果 は同一配合の場合で も圧裂強度 は空げ き率だけ に

依存 してい ない ことを示唆 してい る。

3.2.3. 転圧機 種 の組み合 わせ および転圧 方向 の違い がア

スファル ト混合物の圧裂強度 に与 える影響

転圧機種の組み合わせお よび転圧方向が異 なる場合の アスフ

ァル ト混合物 の空 げ き率 と予測強度 の関係 をFig. 9に 示す。

同図 において, マ カダムロー ラーの前輪で一次転圧 した もの と

これ にタイヤ ローラーの後輪で二次転圧 を加 えた もの とを比較

す る と, いず れ も予測強度 は5.5MPa前 後 に収 束す る傾 向 に

はあるが, それぞれの転圧方向 に応 じて二次転圧 した場合の予

測強度が必ず しも増加 してい ない ことがわか る。す なわ ち, 一

次転圧の転圧方向が アスファル トフィニ ッシャー と同 じ場合 に

は, 二次転圧の転圧方向 に関 わらず同一空 げき率 に対す る予測

強度の低下がみ られ る。 また, 一次転圧の転圧方向が アスファ

ル トフィニ ッシャーと逆の場合で も, 二次転圧の転圧方向が同

様 に逆であれば一次転圧 と同 じ推移で予測強度 は増加す るが,

同一の場合 には同強度 は低下 してい る。 これ は, 駆動の有無 に

よる影響 と同様 に転圧時の骨材の配列状態が影響 してお り, 締

め固め方向が アスファル トフィニ ッシャーと同一で ない場合 に

は配列状態が乱 されて骨材のかみ合 わせが不十分 になるため と

推測 され る。

本実験条件で は転圧回数が限定 されてい るものの, これ らの

結果か らは, 空 げき率 と圧裂強度が密接 な関係 にあ って も, 転

圧方向の違い によ り空げ き率の減少が圧裂強度の増加 に一義的

には寄与 しない もの と判断 され る。 したが って, 転圧機種の組

み合 わせお よび転圧方向 は圧裂強度 に対 して影響 を与 えてい る

と考 えられ るが, その影響 は特 に後者の方が著 しい と考 えられ

る。 しか も, 転圧方向 は締め固め時の空げ き率 に対 して も著 し

い影響 を及ぼ している ことか ら, 同因子は アスファル ト混合物

の力学特性 に大 きな影響 を及ぼす非常 に重要な因子であ るとい

え る。

4. ア ス フ ァル ト混 合 物 の締 め 固 め過 程 に お け る空 げ

き率 と圧 裂 強 度 の 推 移

実験 結果 より推 察 される転圧方法がアス ファル ト混合物の空

げ き率お よび圧裂強度に与え る影響 を基に, 現 場の一般的な転

圧方法 を想 定 した締 め固め過程 での空げ き率 と圧裂強度の推移

につ いて推定 した。 ただ し, 想 定 した転圧 方法 は, マ カ ダム

ロー ラーで一往復 (2回) 転圧 した後, タイヤローラーで転圧

す ることとした。 また, 転圧方向は どちらの ロー ラー もア スフ

ァル トフィニ ッシャー と同一方向か ら始め ることとした。 空げ

き率 と圧裂強度の推移 を推定 した模式 図をFig. 10に 実線 で示

す。 同図 において両者の関係は階段状 に推移 しているが, これ

は通常の施工では ロー ラーに よる締め固め方向が常 に一定 とは

な らないためであ る。すなわ ち, マ カダム ロー ラーで転圧 した

後, タイヤ ロー ラーに よる締め固め方向がアス ファル トフ ィニ

ッシャー と同 じであれば空げ き率の減少 と圧裂 強度の増加 は期

待で きる。 しか し, 同方向が逆 とな る場 合には, 空げ き率 が増

加す るとともに同一空げ き率に対する圧裂強度 も低下する。実

際の転圧過程では, この ような挙動 を繰 り返 しなが ら空げ き率

お よび圧裂強度が一定値に収束する もの と考え られる。

寒冷期 におけ るアスファル ト舗装の施工では, 敷 きな らし後

の当該混合物温度の低下が著 しいため, 転圧回数の少ない効率

Fig. 9 Relation between Voids of Mixture and Predicted
Split Strength(categorized into rolling methods)

Fig. 10 Predicted Relation between Voids of Mixture and

Split Strength at Ordinary Rolling Method

Double underlines indicate rolling method. Parenthesized

parts indicate rolling directions. Bracketed parts indicate
the number of rolling times.
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的 な締 め固 めが望 ま しい。す なわち, 空 げ き率 および強度 とも

極力 少ない転圧回数で収束域 に達す るのが理想的であ る。Fig.

10に おいて この ような観 点 に着 目 した場合, 階段状 による損

失 を極力少 な くす ることによって, 破線 で示す理想 的な転圧 に

近づ けるこ とが可能 と考 えられ, その方策 については現在検討

中である。実際, 本実験 は寒冷期 に行 ったが, 駆動 の有無 や転

圧方向 など, 転圧方法 の選定 によっては極 めて少 ない転圧 回数

でも 一般 の施工 と同等 の密度が得 られている もの もある。 した

が って, これ を参考 と した転圧方法 および機械 の改 良によって

よ り理想 に近い転圧 を具現化で きる もの と考 え られる。

5. 結 言

1) 転圧輪 の輪荷重 は, 転圧 後の アスフ ァル ト混 合物 の空 げ き

率 に影響 を与 えてお り, 輪荷重の大 きな方が締 め固めに対 して

有利であ る。

2) ア スフ ァル トフ ィニ ッ シャー の敷 きな ら し方 向に対 す る

ローラーの転圧方向は転圧機種の組み合 わせ に関 わ らず転圧後

の空げ き率 に著 しい影響 を与 えてお り, アスフ ァル トフ ィニ ッ

シャーの締め固め方向 と一致す る転圧方向 がアスフ ァル ト混 合

物 の締め固め に対 して有利であ る。

3) 転圧後 の空げ き率 と圧裂 強度 の関係 は空 げ き率 の減少 によ

って圧 裂強度 は増加 す るが,空 げ き率3%以 下で圧裂 強度 は

一定値 に収束す る。

4) 転圧輪 の駆動の有無 お よび アスフ ァル トフ ィニ ッシャーの

敷 きならし方向 に対す るロー ラーの転圧方向 は, 空 げ き率 の減

少に対 する圧裂 強度 の増加傾 向に著 しい影響 を与 える。前者 は

駆動輪 の方が, 後者はアスフ ァル トフ ィニ ッシャーの締 め固め

方 向 と一致 する方が圧裂 強度 の増加 が大 きい。

5) 一般的 な転圧方 法 による締 め固め過程 においてア スフ ァル

ト混合物 の空 げ き率 お よび圧裂 強度 の推移 は, 増減 を繰 り返 し

なが ら階段状 に一定値 に収束 する もの と考 え られる。
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Effect of Rolling Methods on Voids and Split Strength of Asphaltic Mixture
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This paper describes the essential factors concerns

with rolling methods and specifications of rollers that

control the quality of asphalt pavements, of voids and

split strengths of asphaltic mixtures after construction.

This paper also describes the effects of such factors as

movements of voids and split strengths of asphaltic

mixtures in the rolling process.

The following conclusions were obtained:

The rolling direction of a paving finisher affected the

voids of asphaltic mixtures. The split strength of an

asphaltic mixture increased with decreasing voids, but

the rate of split strength increased with the rolling

direction.

The movement of compacting mixtures in ordinary

construction showed clearly, based on the above effects,

that asphaltic mixtures were compacted with reciprocal

actions of compaction and looseness in the process of

rolling.
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