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動的荷重センサーを用いたアス ファル ト混合物の

荷重分散特性の検討

笠 原 彰 彦*†1), 天 野 隆 明, 森 吉 昭 博

北海道大学工学部, 060-0813札 幌市北 区北13条 西8丁 目

(平成9年9月8日 受理)

本研究 は, 載荷走行時 のアスフ ァル ト混合物層下面 にお ける鉛直応力 の相対 的な分布 を動 的荷重セ ンサー を用いた

室内走行実験 よ り求め, 荷重 や混合物 温度の変化が荷重分散の特性 に与 える影響 を検討 した。 この結果 と弾性お よび

粘弾性理論 による応力解析結果 との比較 も行 った。

実験の結果, 実際 の荷重分散 は弾性 お よび粘弾性理論 による解析結果 よ りも広範 囲に及ぶ こと, 本実験で対象 と し

た範囲での混合物温度 の変化 は荷 重の分散 特性 に大 き く影響 を及 ぼすが, 荷 重の大 きさが同特性 に及ぼす影響 は小 さ

い ことなどを明 らか に した。

1. 緒 言

高温時や低速での載荷時 にアスフ ァル ト舗 装で生 じるわ だち

掘れ は, そ の変形形態 の違 いか ら空げ き率の減少 による圧密現

象 と混合物の水平方 向へ の移動 を伴 った, いわゆ る流動現象 と

に大別 され る1)。こ うした変形形 態の違 いやその変形 量は載荷

時 のアス フ ァル ト混合物 内部 での応力 状態 に よる影響 が大 き

い。

載荷時の アス ファル ト混合物 内部 の応 力状 態は理論解析 によ

る結果 を用い るのが一般的で あ り, わだち掘 れの予測 などに関

す る種 々の研 究2)～4)で適用 され てい るが, 理論解 析 に よって

わ だち掘 れ を適切 に説 明で きるまで には至 ってい ない。一方,

混合物内部の応力 を実際 に測定 した例 は少な く, 野外の道路 に

近い動的 な載荷条件下で の実測 に関 しては測定が非常 に難 しい

ことか らこれ まで行 われ ていない。 したがって, 載荷時の アス

ファル ト混合物内部での応力状態 は同混 合物 の変形 において極

めて重要 な条件で あ りなが ら, 未 だに明 らか とされてい ない の

が現状であ る。

 本研究では, 動的荷重 に対 して応答 するセ ンサー (以下, 動

的荷重セ ンサ ー) を用 いた室 内走行試験 をアス ファル ト混合物

の弾性お よび塑性領域の範 囲で行 い, 載荷走行時の混合物層下

面 にお ける鉛直応力の相対 的な分布 より荷 重や混合物温度の変

化が荷重分散の特性 に及 ぼす影響 を検討 した。 さらに, 弾性領

域 にお ける結果 と弾性お よび粘弾性理論 を用 いた応力解析結果

との比較 も行 い, 動 的な載荷状態 における荷重分散 との違い に

つい て検討 した。

2. 実 験 概 要

2.1. 動的荷重 センサ ーの特徴

動 的荷重 セ ンサーの形状 は細 い線状 (3mmφ) で, フレキシ

ブルなため湾 曲 した場 合で も使 用可能であ る。 また, 当該 セ ン

サ ーの断面 は同軸上 の銅製の外 郭 と芯 (しん) 線の 間に分極 され

た圧 電性の セラ ミック粉末 が充て んされた構造 となってい る。

当該 セ ンサーの主な仕様 を Table 1に 示 す。

動 的荷重 セ ンサーは次 の ような特徴 を有す る。当該セ ンサ ー

は, 加圧 される ことに よって芯線 と外郭間で外力 に比例 した電

圧が生 じ, 動 的な荷 重に対 してのみ応答す る。 また, そ の電圧

は同一荷重条件 で も載荷 速度の違い によって異 な り, セ ラ ミッ

ク粉末 の電気 的な特性 上か ら温度条件の違い によって も若干変

化す る とされている。

当該 セ ンサーは欧州において交通量や軸重の検 出など, 交通

特性 の調査 で使用実績5)を有 してい るが, アス ファル ト混合物

内部 の応力分布 の測 定に関 しては適用実績が ない ため, 最初 に

荷重 や載荷速 度, 温度の変化 に対す る校正 を行い, 本研究へ の

適用 について検討 した。

2.2. 動的荷重 センサーの校 正方法

動 的荷重 セ ンサーの校 正は, 極めて平滑 な鋼版上 にテープで

固定 したセ ンサーにホ イール トラッキング試験機 の車輪 中央部

を直接載荷 し, セ ンサー延長方向 に走行 した際の電圧 を各種条

件 で測定 した。

 走行 条件は, 荷重 (20, 100, 412, 510, 637Nの5種 類), 

走 行速度 (20, 42, 60, 80回/分 の4種 類), 温度 (25, 40, 

60℃の3種 類) を適宜組 み合わせ た22種 類 と し, 3本 のセ ン

サ ーについて校正 を行 った。当該セ ンサーで生 じた電圧 は増幅

した後, デジ タル レコー ダーで記録 した。 なお, デ ジタルレコ

ーダーに よる記録 間隔は以下全て20Hzで 行 った。

Table 1 Specifications of Sensor

*連 絡先

†1) (現住 所) 日本鋪 道(株)北 方技術研 究所, 061-1405北 海

道恵庭市戸磯76-21
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2.3. ア スファル ト混合物の配合

 試験 に用 いるアスフ ァル ト混合物 は, 供試体 内部の均 一 性を

で きるだけ高 めるため, 粗骨材 を使用 しないアス ファル トモル

タルを選定 した。 また, アスフ ァル トは舗装用ス トレー トアス

ファル トの針入度級60/80 (Pen.: 74, TR&B: 48℃) を使用 した。

アスファル トモルタルの配合 を Table 2に 示す。

2.4. 供試体の作成方法

 供試体 の作成 は, セ ンサーを固定 したホ イール トラッキング

試験の供試体型枠 に所定量 のアスフ ァル トモル タル を入れ, ロ

ーラー コ ンパ ク ター に よ り転圧 (線圧: 177N/cm, 転圧 回数:

24回) した。 アス フ ァル トモ ル タルの混 合お よび転圧温 度は

アス ファル トの粘度 がそ れぞれ2ボ アズ, 30ボ アズ となる温

度 と してお り, これ らは極 めて一般 的な作 成条件である。

 動 的荷重 セ ンサ ーの設 置状況 をFig.1に 示す。 動的荷 重セ

ンサ ーの設置位置 は, 当該 セ ンサーの断面 と同 じ形状の溝 を走

行方向 に設 けた供試体型枠 の底 面 とした。セ ンサー に鉛直お よ

び水平応力が 同時 に加 わる と, セ ンサーの応答か ら直接 これ ら

を判別す るこ とが難 しいため, 今回の実験では鉛直応力のみ に

着 目す るこ ととし, 型枠底 面に設けた溝の深 さはセ ンサ ーに加

わる水平応 力が極 力小 さ くなる よ うにセ ンサー径 と同一 と し

た。 また, セ ンサーの水平 方向の設置位 置は供試体 中央 と中央

か ら7.5cm離 れた位置 の2種 類 を設けた。

 2.5. 載荷走行 実験 の方法

 載荷 走行 試験 では, 前述の供試体 を用いて, 各種条件で当該

セ ンサーの延長方向に載荷走行 した際のセ ンサー電圧 を測定 し

た。アス ファル ト混合物内部の応力分布は, 走行位置 を当該セ

ンサーの延長方向 と平行 に移動す ることによ り評価 した。

 車輪の走行位置はセ ンサー直上, これ よ り3.75, 7.5, 11.25, 

15cm離 れた位置の5点 とし, セ ンサ ーの設置位 置 と適宜組み

合 わせ た。 走 行時 の 各種 条 件 は, 走行 速 度 を全 て一 定 (42

回/分) と し, 載荷荷重 を412, 510, 637Nの3種 類, 混合物

温度 を25, 40, 60℃の3種 類 と してこれ らの条件 を適宜組み

合 わせ た。 なお, それ ぞれの条件 にお ける走行時 間は全て30

秒 と し, 各条件 とも同一の供試体 を使用 した。

2.6.弾 性お よび粘弾性理 論に よるアスフ ァル ト混合物内部

の応力解析方法

 弾性お よび粘弾性理論6)に よるアスフ ァル ト混合物内部の応

力解析 は有限要素法 によ り行 った(以下, 有 限要素解析 と称す)。

解析 モデ ルは載荷 走行時 の断面 をFig.2に 示 す ように模式化

し, 2次 元4節 点の軸対象要素 モデル を設定 した。載荷荷重 は

等分布荷重 と し, その大 きさお よび載荷範 囲は実測値 を用 いた。

拘束条件 は型枠側面お よび供試体 中央 の対 象面 を水平方 向での

固定 と し, 型枠底面 は鉛直方 向での固定 とした。

 3. 結 果 お よ び 考 察

 3.1. 校正時の各種条 件が動的荷重 センサーの応答特性 に及

ぼす影響

 3.1.1. 載荷荷重がセ ンサ ーの応答特性 に及 ぼす影響

 同一セ ンサ ーで載荷荷重 だけが異 なる場 合の車輪の往復 走行

による各 動的荷重 セ ンサーの電圧変化 の一例 をFig.3に 示 す。

同図 にお ける電圧変化 には車輪 の走行周期 と一致 した周期性が

認 められ, その波形 は周期毎 で比較 的安定 している。ホイール

トラ ッキング試験機 の車輪 の速度変化 は試験機 の構造上, 往復

走行 に対 して周期性 のある波形 となる ことや載荷荷 重が異 なる

場合 で も, 車輪 の走行周期 に対 する依存性 は変わ らないこ とか

ら同図の電圧変化 は主 に車輪 の往復 走行 における速度変化 に依

存 している と推察 される。

 図中に示 した各周期における測定電圧 の最大 ピー ク値 (以下,

ピーク電圧 と称す) の平均 を もとに, 載荷荷 重 とピー ク電圧 と

Table 2 Gradation of Mixture

Fig. 1 Setting of Sensors

D: Diameter of dynamic sensor.

Fig. 2 Analytic Model of FEM

E: Elastic modulus, v: Poisson's raito. FEM indicates elastic

and viscoelastic analysis using finite element method.
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の関係 を載荷荷重412Nの 場合 を基準 としたそれぞれの増加割

合 によ り示 した結果 をFig.4に 示す。 同図 に よる と, 載荷 荷

重の増加割合 に対す るピー ク電圧の増加割合 はセ ンサーが異な

る場合で も大 きな差はみ られず, しか も両者 の間には良い相関

関係が認め られ る。 これ は, 載荷荷重 の増加 に対 する ピー ク電

圧の増 加の 関係が セ ンサ ーの構造 的仕様 に起 因す る ものであ

り, 載荷荷重 に対す る基本的 な特性 はセ ンサー間で異な らない

ため と考 えられ る。 したが って, 動的荷重 セ ンサーの応答特性

と して ピーク電圧 は載荷荷 重 に大 き く依 存 してい る と判 断 さ

れ, 走行速度が同一であれば 同電圧 に着 目す るこ とに より当該

セ ンサー に加わ る荷重 を推測す ることが可能 である。

3.1.2. 走行速度がセ ンサーの応答特性 に及 ぼす影響

同一セ ンサーで走行速度 だけが異 なる場 合, ピー クの生 じる

位置 な ど, 波形の特徴 は走行速度 に応 じて若 干異 なる ものの,

測定電圧の変化 には周期性が認め られた。

走 行速 度 とピー ク電圧 の 増加 割 合 との 関係 を走行 速度42

回/分 を基準 と して示 した際の 一例 をFig.5に 示 す。 これ に

よると走行速度の増加 に対す る ピーク電圧 の増加 割合は各セ ン

サー 間で応答特性 の違 いに より異 なるが, いずれのセ ンサーで

も両者の 間には良い相 関が認 め られ, 回帰 曲線は各セ ンサー と

も載荷荷 重が異 なった場合で も変わ らないこ とが確認 で きた。

したが って, ピーク電圧 は走行速度 に も依存するが, 同一セ ン

サ ーであ れば走行 速度が 異 なる場 合 で もFig.4に 示 した載荷

荷重 とピーク電圧 の相 関関係が得 られる ことか ら, 走行速度が

異 なる場合で もピーク電圧 か ら載荷荷 重 を求める ことが可能で

あ る。

3.1.3. 試験温度が センサーの応答特性 に及ぼす影響

試験温度が異 なる場合 の載荷荷重 とピー ク電圧の平均 との関

係 を求め た結果で は, 試験温度 が異 なる場合 で も両者の関係に

大 きな差 は認 め られなかった。 したがって, 本実験 で対象 とし

た試験温度 の範 囲では, ピーク電圧 に対 して試験 温度が及ぼす

影響 は小 さいと考 え られる。

 以上 の校正結果 か ら, 載荷荷重 や走行 速度, 試験 温度が変化

した際で も動 的荷重 セ ンサーの測定電 圧の変化は走行周期 と一

致 した周期性が あ り, しか も載荷荷重 とピー ク電圧 との間には

Fig. 3 Voltage of Sensor under Various Wheel Loads (at Calibration)

Fig. 4 Relationships between Wheel Load Ratio and Peak

Voltage Ratio of Sensors (at Calibration)

Wheel load ratios with reference to 412 (N). Peak voltage ratios

with reference to maximum peak voltage of wheel load 412 (N).

Fig. 5 Relationships between Tracking Speed and Peak

Voltage Ratio of Sensors (at Calibration)

Peak voltage ratios with reference to maximum peak voltage of

tracking speed (42pass/mm).
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良い相関関係が認め られ た。す なわち, 載荷 走行 時の動 的な外

力 に対す る当該セ ンサ ーの応答 は安定 してお り, かつ外 力の変

化 に対 して規則性 を有す ることが確認 で きた。 したがって, 当

該セ ンサー は載荷走行時 にお けるアスフ ァル ト混合物 内部 の応

力分布の測定 に適用可能 と判断 され る。

 今回の校正は外力の因子 と して荷重 を用 いてお り, この結 果

に よる回帰式 か ら混 合物 内部の応 力 を直接 求 め るこ とは難 し

い。 この ため, アスフ ァル ト混合物 内部の鉛直応 力の分布 は, 

セ ンサー直上の載荷位置 にお けるピーク電圧 を基準 (1と する)

とした各位 置の ピーク電圧 の比 (以下, ピーク電圧 比 と称す)

か ら求めた応力比 によ り相対的 に評価す ることが望 ま しい。た

だ し, 応 力比 を求め る際の ピー ク電圧 はそれぞれの平均値 を用

いた。

 3.2. 動 的載荷時の アスフ ァル ト混合物 の荷 重分散 と載荷条

件 が同特性 に及ぼす影響

3.2.1. 供試体底 面における鉛直応 力比の分布

ピー ク電圧比か ら求めた供試体底面 にお ける鉛直応力比 の分

布 の一例 を有限要素解析 によ り求めた各位置の鉛直応力比 と と

もにFig.6に 示す。 なお, 有 限要 素解析 にお いて弾性 お よび

粘弾性理論 に よる解析 結果に大 きな違いは認め られ なか った。

 同図において ピー ク電圧比 による鉛直応力比の分布はいずれ

もセ ンサー直上 が最 も大 きく, セ ンサーか ら離れ るに従 い減少

す る。 この傾 向は有 限要素解析 結果で も同様であ るが, ピーク

電 圧比 に よる鉛直 応力比 は載荷 中心 よ り7.5cm離 れ た位 置で

も載荷中心 の20%程 度あ り, 有限要素解析 の結果 よりもか な

り大 きい。 この結 果は実際の荷重分散が有限要素解析の場合 よ

りも広範 囲に及 んでいる ことを示 してお り, 供用中の道路 にお

い て交通荷重 の影響が 及ばない と考 え られている車輪軌跡の 中

間部 で も, アスフ ァル ト混合物の密度が供用 とともに徐 々に増

加するのは, 実際の道路 において も荷重分散が予想 よ りも広範

囲 に及んでい るため と考察 され る。

 3.2.2. 載荷荷 重が異な ることによる荷重分 散特性の変化

載荷荷重 と同応力比 との関係 を載荷荷重412Nの 場合 を基準

としたそれぞれの増加割合 で示 した もの を各載荷位置毎 にFig.

7に 示す。 なお, 同図には有限要素解析 の結 果か ら求めた もの

も併 せて示 した。 これ によると, 載荷荷重の増加 に対す る同応

力比の増加割合は各位置 とも大 きな差はみ られず, 全ての測定

デー タを対 象 とした場合の回帰式か らは両者が比例に近い関係

にある と判 断 される。換 言す ると載荷荷重が異 なる場合で もピ

ー ク電圧比に よる鉛直応力比の分布 には大 きな差がな く, 荷重

の分散特性 はあ まり変化 しない ことを示 してい る。 また, 有限

要素解析 に よる結 果 との比較では, 本実験の荷重範囲内では両

者 に極端 な差 は認 め られないが, 荷重の増大 によ り差が生 じる

傾 向がみ られる ことか ら, 本実験の荷重範囲 に相当す る輪荷重

以上 では実際の荷 重分散は理論 解析結果 と異な ることが予想 さ

れる。

 3.2.3.混 合物温度 が異 なるこ とによる荷重分 散特性 の変化

混 合物温度25℃の ピーク電 圧比 を基準 として求 めた供 試体

底 面 にお け る鉛 直応 力比 の分 布 を各温 度毎 にFig.8に 示す 。

これに よると載荷 中心 か ら3.75cm離 れた位置 までの載荷 領域

近傍 では, 混合物 温度の上昇 とともに鉛直応力比は増加するが, 

7.5cm以 上離 れた位置 では減 少する傾 向にあ り, 同応力比の分

布が混 合物温度 の上昇 とともに応力が載荷領域近傍 に集中する

こ とを示 している。 したがって, 本実験 条件内における混合物

温度 は荷 重の分散 特性 に大 き く影響 を及 ぼす因子 と判断 され

る。

 また, 混合物温度 の上 昇に伴 う載荷 領域 近傍 での鉛 直応 力比

の増加 を載荷荷重 の増加 に よる影響 と本実験 条件 内で比較 した

場合, 混合物 温度が25℃か ら2.4倍 の60℃に 上昇 した際 の鉛

直 応力 比 は, 載 荷 中心お よび これ よ り3.75cm離 れ た位置 で

Fig. 6 Distributions of Vertical Stress Ratio at Bottom of 

      Specimen

Vertical stress ratios were estimated at maximum peak voltage 
of sensors and FEM. FEM indicates elastic and viscoelastic 
analysis using finite element method. Vertical stress ratios with 
reference to vertical stress just under wheel load. Fig. 7 Relationships between Wheel Load Ratio and Vertical 

Stress Ratio at Bottom of Specimen on each Position

Wheel load ratios with reference to 412 (N). Vertical stress 

ratios were estimated at maximum peak voltage of sensor and 

FEM. FEM indicates elastic and viscoelastic analysis using

finite element method.
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25℃の2～2.3倍 と, 温度 の増 加 にほぼ比例 して増加 してお り,

載荷荷 重の増加 に よる鉛直応力比の増加 と同様 な傾 向にある と

考 え られる。 したが って, 圧密現象 と密接 な関係 にある載荷 近

傍 の鉛 直応 力の増 加 に対 して両因子が与 える影響 はほぼ対応 し

ている と考 え られる。

4. 結 言

1) 載 荷走行時 のアス フ ァル ト混合物 内部 にお ける鉛直応力 の

 相対的 な分布 は本実験 で使用 した動 的荷重 セ ンサ ーによっ

て 測定可能であ る。

2) 載荷走行 時の アス フ ァル ト混合物 内部の鉛直応 力比の分布

は載荷 中心 か ら7.5cm離 れた位置 で も載 荷 中心 の20%程

度で あ り, 荷重 は弾性 お よび粘弾性 理論解析 よ りも広 い範

囲 に分散 してい る。

3) 本実験条件 におい て混 合物温度 は荷 重の分散特性 に著 しい

影響 を及ぼ し, 温度上昇 によ り鉛直応力 の集 中が生 じるが,

載荷荷重の大 きさは同特性 に大 きく影響 しない。

4)本 実験条件 にお いて混 合物温度 の上昇 による載荷近傍 での

鉛直応力 比の増加 は載 荷荷重 の増 加 による もの とほぼ対 応

してい る。
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Fig. 8 Distributions of Vertical Stress Ratio at Bottom of 

Specimen at Various Test Temperatures

Vertical stress ratios were estimated by maximum peak voltage 
of sensor. Vertical stress ratios referred to vertical stress just
under wheel load, at 25℃.
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Summary

Analysis of Load Distribution in Asphaltic Mixture Using Dynamic Sensor
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This paper describes the effects of wheel load and tempera-

ture of asphaltic mixture on properties of load distributing

characteristics, estimated from relative distributions of verti-

cal stress at bottom of asphaltic mixture and analyzed on

basis of wheel tracking test using a dynamic sensor.

Such relative distributions of vertical stress and the effects

were compared with those computed by elastic and viscoelas-

tic FEM. By using the same method of analysis, relation

between depth of rutting and relative distribution of vertical

stress at bottom of asphaltic mixture, was also investigated.

The conclusions obtained follows:

Load distribution by wheel tracking tests were broader than

those by FEM. Changes of temperature of asphaltic mixture

affected remarkably the load distribution but changes of load

had hardly any affects.
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