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積雪寒冷地におけるアスファルト舗装の
疲労ひび割れ発生予測に関する研究
Fatigue Failure Life Prediction Method
of Asphalt Pavement for Cold Region
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本研究の目的は、供用中の道路におけるアスファルト舗装の疲労ひび割れ発生状況とアスファルト
混合物の疲労破壊特性との関連性を明らかにし、疲労ひび割れの発生時期を力学的な理論に基づき算
定する手法の妥当性を実証的に検討するものである。現道における開削調査から、アスファルト混合
物層最下層に使用する混合物の配合によって疲労ひび割れの発生状況が異なることが確認された。さ
らに、室内での曲げ疲労試験結果から、配合が異なる混合物の疲労破壊回数には統計的に有意な差が
あり、疲労破壊回数は一定の確率分布に従うことを検証し、材料特性のばらつきを考慮したアスファ
ルト混合物の疲労破壊規準を作成した。その上で、実測データを用いた層構造解析およびマイナー則
を用いて算定した疲労破壊時期と実際の破壊時期の差異を比較した結果、力学的な理論に基づき算定
する手法の妥当性が確認された。
《キーワード：疲労ひび割れ、疲労破壊、理論的設計法、4点曲げ疲労試験》
This study aims to examine a fatigue life prediction method based on a mechanistic-empirical
approach for HMA (hot mix asphalt). Field surveys and lab tests were conducted. It was found that
fatigue cracking depends greatly on the mixing proportions of components of the bottom layer. By
lab test, it was conﬁrmed that HMA with diﬀerent mix proportions diﬀer to a statistically signiﬁcant
degree in the number of cycle to failure, and fatigue failure criterion for HMA based on damage
theory was obtained. With this criterion and data observed at field survey, calculations were
conducted to predict the fatigue life. Comparing the calculated fatigue life and the observed fatigue
life, it was considered that they agree well.
《Key Words: fatigue cracking, fatigue failure, theoretical design method, four-point bending fatigue
test》
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1. はじめに

具体的な検討手法としては、国道36号苫小牧市美沢
に1990年に構築された美々新試験道路において、配合

舗装の寿命を考える際に、舗装の構造的な疲労破壊

の異なるアスファルト混合物や様々な舗装厚で構成さ

は影響が大きく、そのメカニズムを解析して理論的に

れた舗装の疲労ひび割れの発生時期や発生状況を観測

疲労破壊を計算する手法を確立することが重要であ

するとともに、現場から採取した配合の異なるアスフ

1）-9）

が舗装の疲労破

ァルト混合物供試体に対して曲げ疲労試験を実施し、

壊に関する研究に取組んできている。それらの成果と

疲労破壊回数の把握とそのばらつき、曲げスティフネ

して、力学的な理論に基づく手法がいくつか示されて

スなど、アスファルト混合物の疲労破壊現象に関係す

きたが、日本国内で実際の道路における疲労ひび割れ

ると思われる特性値を求めた。その上で、美々新試験

発生時期との関係などについて調査および検証がなさ

道路において実測している交通量や温度データを用い

れた事例は少なく、これらの手法の妥当性の検証事例

て、層構造解析によって累積ダメージと疲労破壊時期

を積み重ねるべき段階にあると思われる。また、疲労

を算出し、実際の疲労破壊時期と比較することで力学

破壊現象は、確率的性質を有することは知られており、

的な理論に基づく手法の妥当性に関して実証的な検討

る。そのため、過去多くの研究者

舗装設計便覧

10）

では舗装の疲労破壊を構造設計に反

を試みた。

映する場合に信頼性設計を考慮しているが、信頼性設
計を行う場合の信頼度を設定するためには、設計に用

2. 美々新試験道路の開削調査とひび割れ発生状況

いる交通量、温度、材料、構造に関する変数のばらつ
きや平均値など確率分布に関する情報が不可欠といえ

2.1 開削調査の目的と方法

る。特に設計に用いる変数のうち、アスファルト混合

美々新試験道路の疲労ひび割れ発生状況について

物等の舗装材料自体の疲労破壊特性値の差異やばらつ

は、図-1に示す舗装断面のうちT1-1断面、A交通断面、

きは最も基本的に把握すべき特性値である。

T2-1断面で供用後10.6年、B交通断面で供用後13.3年、

そこで、本研究では、供用中の道路における疲労ひ

T1-2断面で供用後15.8年経過時点で疲労ひび割れが発

び割れ発生状況とアスファルト混合物の基本的な疲労

生したことを既に報告している11）。T1-1断面、A交

破壊特性を把握すること、アスファルト混合物の疲労

通断面、T2-1断面、B交通断面はアスファルト混合物

破壊特性や舗装厚さなどの舗装構造が疲労破壊時期に

層（以下、混合物層）厚が12cmまたは15cmで、かつ、

及ぼす影響について力学的なアプローチにより推定

混合物層の最下層がアスファルト安定処理混合物であ

し、力学的な手法の妥当性について実証的な検証を加

る。また、T1-2断面は混合物層厚が12cmで、混合物

えることを目的に実施した。

層最下層が粗粒度アスファルト混合物で造られた断面

図-1 美々新試験道路の舗装断面および疲労破壊状況
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である。疲労ひび割れが発生した断面に比べて、密粒

粒度アスファルト混合物と異なる3種類の断面におい

度アスファルト混合物で造られたT2-2断面には疲労

て、供用開始後14年1ヶ月が経過した2004年8月に、車

ひび割れの発生は認められておらず、混合物層の厚さ

線全幅3.5m縦断方向2.0mの範囲でカッターを用いて

と最下層混合物の配合の違いが疲労ひび割れの発生に

混合物層を幅45cm縦断方向40cmのブロック状に切断

11）

影響したと推測できたことも報告している 。

して採取し、切断面と混合物層底面に発生している

本報では更に、混合物層の最下層のアスファルト混

疲労ひび割れ状況の目視確認およびスケッチを実施

合物の種類が異なるとその疲労ひび割れの発生状況が

した。なお、この時点（供用14年1ヶ月）までの累積

どのように異なるかを確認する目的で、3つの断面で

49kN換算輪数は輪荷重調査結果11）から1,170万輪と算

開削調査を行った。それらは、図-1に示す舗装断面の

定されている。

うち、路面から疲労ひび割れの発生が確認でき混合
物層厚が12cmで混合物層最下層の混合物がアスファ

2.2 疲労ひび割れ発生状況

ルト安定処理混合物であるT1-1断面、混合物層厚が

疲労ひび割れの発生状況は、表面と混合物層底面

12cmで最下層の混合物が粗粒度アスファルト混合物

の両面を目視にて観察した。開削調査対象のT1-1、

であるT1-2断面、混合物層厚が15cmで最下層の混合

T1-2、T2-2各々の舗装断面から採取したブロック状

物が密粒度アスファルト混合物であるT2-2断面の3断

供試体の底面のひび割れ発生状況をスケッチした結果

面である。

を図-2に示す。図-2より、混合物層最下層の混合物

これら混合物層の最下層の混合物種類がアスファル

がアスファルト安定処理混合物であるT1-1断面の底

ト安定処理混合物、粗粒度アスファルト混合物、密

面には内側車輪通過位置（Inner Wheel Path, 以下、

図-2 採取供試体のひび割れ発生状況
4
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IWP部）と外側車輪通過位置（Outer Wheel Path, 以
下、OWP部）を中心に車道幅員全幅に渡ってひび割
れが発生しており、開削範囲における混合物層底面の
ひび割れ率は92％と非常に高いことが確認された。な
お、T1-1断面の表面に見られるひび割れ率は13％で
あり、表面と混合物層底面ではひび割れ率が異なって
いる。一方、混合物層最下層の混合物が粗粒度アスフ
写真-2

ァルト混合物であるT1-2断面の底面にはひび割れ率

切取供試体の側面のひび割れ
（T1-1断面のOWP部の側面）

にして3％の僅かなひび割れが確認できるが、表面に
はひび割れは認められない。最下層の混合物が密粒度
アスファルト混合物であるT2-2断面は、混合物層底

3. 混合物の曲げ疲労破壊特性の検討

面と表面の両方に全くひび割れが認められない。混合
物層の最下層に使用した混合物の種類によって底面に
発生するひび割れの発生量に明確な差があることが確
認された。

3.1 曲げ疲労試験の目的
試験道路における疲労ひび割れがアスファルト安定
処理混合物を使用している断面で顕著に発生している

また、T1-1断面のIWP部およびOWP部から採取し

状況を踏まえ、アスファルト安定処理混合物、粗粒度

たブロック状供試体の底面と切断面のひび割れ状況を

アスファルト混合物、密粒度アスファルト混合物の疲

写真-1、写真-2に示す。これらの写真と混合物層の表

労破壊特性の差異に関する基礎的データの取得と混合

面と底面のひび割れ率の差異から、このひび割れは、

物の疲労破壊特性の定式化を目的に、現場切取供試体

混合物層底面から表面に向かって伝播しているボトム

に対して4点曲げ試験装置によるひずみ制御方式の繰

アップクラック（Bottom-up crack）であることが確

返し曲げ疲労試験を行った。試験の概要を図-3に示

認できた。図-2からは車輪通過位置周辺にひび割れが

す。破壊回数は既往の研究7）,8）,9）を参考に載荷重の変曲

見られるが、それ以外の位置にはひび割れの発生が少

点から算出した。

ないことがわかる。これらのことからひび割れは車両
の載荷により発生した疲労ひび割れであると判断され
る。

図-3
3.2

4点曲げ疲労試験概要図

現場切取供試体に対する曲げ疲労試験方法

混合物層下面がアスファルト安定処理混合物である
T1-1断面、粗粒度アスファルト混合物であるT1-2断
面、密粒度アスファルト混合物であるT2-2断面の各々
写真-1

切取供試体下面のひび割れ

の断面の車輪通過位置中央（Between Wheel Path, 以

（T1-1断面のIWP部の底面）

下、BWP部）から現場採取したブロック状供試体（45
×40×12cmまたは45×40×15cm）を、図-4のように
カッター切断して5×5×40cmの曲げ疲労試験用供試
体を作成した。作成した供試体の建設時の配合と、回
収試験等により求めたアスファルト量および空隙率等
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現場採取供試体10本に対する300×10-6のひずみでの

の実測値データを表-1に示す。
開削調査によりBWP部から採取したブロックから

疲労破壊回数の度数分布を図-5に示す。図における階

得られる曲げ疲労試験用供試体は、各々の断面毎に20

級数はスタージェスの公式により算出し、データ数

本と限られたため、試験条件と数量は表-2に示す通り、

N=10に対し4としている。図-5からも疲労破壊回数は

疲労破壊回数の差とばらつきを統計的に検定するため

ばらつきが認められ、混合物ごとに値の分布域が異な

-6

に300×10 のひずみで10本の試験を、疲労破壊規準を
-6

っていることがわかる。

-6

検討するため、この試験に加えて200×10 と400×10

表-3

のひずみで5本ずつの試験を実施した。なお、多層弾

破壊回数の基本統計量集計表

12）,13）

性解析プログラムGAMES

Ver.2.3を用いた解析に

よれば、車両の載荷によってBWP位置の混合物層底
面に生じるひずみは圧縮ひずみのみであり、引張ひず
みによる曲げ疲労ダメージは非常に少ないものとして
扱った。

図-4

現場切取供試体からの
曲げ疲労試験用供試体作成方法

表-1

表-2

3.3

現場切取供試体の配合

試験条件と試験数量

3.3.1

曲げ疲労試験結果および考察
混合物毎の破壊回数の差異

現場採取供試体に対して200×10-6、300×10-6、400
×10-6の3段階のひずみレベルで実施した曲げ疲労破壊
回数の基本統計量を表-3に示す。表-3から、混合物ご
とにばらつきが見られるものの、いずれのひずみレベ
ルにおいても、破壊回数はアスファルト安定処理混合
物＜粗粒度アスファルト混合物＜密粒度アスファルト

図-5

現場採取供試体の疲労破壊回数の頻度分布

混合物の順に大きい傾向にあることが確認できる。
6
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次に、混合物による疲労破壊回数の差異を統計的に

-6、表-7に示す。Pellらによる同一条件下の回転片持

把握するため、現場切取供試体に対する10本の曲げ疲

ち梁の応力制御曲げ疲労試験結果2）においては対数正

労試験結果に対して、破壊回数の平均値の差の検定

規分布に従うと報告されているが、3混合物すべてが

（Welchのt検定）を実施した結果を表-4に示す。検

正規分布に従うとも対数正規分布に従うともいえる結

定の有意水準は5％や1％とする場合が多いが、平均値

果が得られた。

の差の検定を厳密に行うためにここでは1％とした。

なお、正規分布としたときの変動係数は表-3に示

有意水準1％でアスファルト安定処理混合物と粗粒度

すように、20〜60％程度となった。Monismithらに

アスファルト混合物、粗粒度アスファルト混合物と密

よる様々な混合物に対する4点曲げ試験（応力制御、

粒度アスファルト混合物、アスファルト安定処理混合

20℃）結果 3) からは変動係数が概ね30〜80％程度、

物と密粒度アスファルト混合物の母平均には差がない

Tayebaliらの4点曲げ試験（応力制御、20℃）やひず

とはいえないことから、各々のアスファルト混合物の

み制御試験（20℃）結果4)からは99％、40％とあるも

破壊回数には統計的に有意な差があると判断される。

のに比べて、若干小さな変動係数であったといえる。

その差は破壊回数の平均値で表-5に示すとおり、アス
表-6

ファルト安定処理混合物を1とすると、粗粒度アスフ

破壊回数頻度分布の正規性検定結果

ァルト混合物は4.3、密粒度アスファルト混合物は7.9
であり、アスファルト安定処理混合物の疲労破壊回数
が最も少ない。
美々新試験道路での実道における開削調査によっ
て、混合物層の最下層がアスファルト安定処理混合物
の断面には疲労ひび割れが発生し、粗粒度アスファル
ト混合物の最下面に若干の疲労ひび割れが確認でき、
密粒度アスファルト混合物の断面には一切発生してい

表-7

破壊回数頻度分布の対数正規性検定結果

ない状況が確認されているが、室内試験による疲労破
壊回数の差と符合している。
表-4

平均値の差の検定結果

3.3.3

曲げスティフネスの差異とばらつき

曲げ疲労試験では、試験中の曲げスティフネスを測
定することも可能であることから、本研究では、載荷
回数が1000回の時のスティフネスを曲げスティフネス
表-5

破壊回数平均値の比較(ひずみ300×10 )
-6

(Smix)とし、その平均値とばらつきについて検討を試み
た。温度10℃、周波数10Hz、ひずみ300×10-6におけ
る現場採取混合物のSmixの値の度数分布図を図-6に示
す。Smixの平均値はどの混合物も5,500〜5,900（MPa）
の範囲となっている。Smixの平均値の差の検定を行っ
た結果、表-8に示すように有意差はない。

3.3.2

疲労破壊回数のばらつき

ばらつきについて正規分布への適合度の検定を実施

疲労破壊は確率事象と位置づけられ、そのばらつき

した結果を表-9、 表-10に示す。ばらつきは概ね正規

を把握しておくことは、理論的設計法を確立する上で

分布もしくは対数正規分布をなしていると考えてよ

重要である。そこで、破壊回数のばらつきに関して正

く、その変動係数は10%以内となった。SHRPのプロ

規分布と対数正規分布への適合度の検定を行った。現

ジェクトにおいてTayebaliらが行った実験結果4)を参

場採取供試体10本の破壊回数に対する検定結果を表

照すれば、曲げ疲労試験時の曲げスティフネスの変動
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係数は概ね10〜20%の範囲となっているが、本研究に

表-8

曲げスティフネスの平均値の差の検定結果

おいては6%以内の結果を得ている。これらのことか
ら、曲げ疲労試験による曲げスティフネスのばらつき
は安全側をみて概ね20%以内程度として扱ってよいと
思われる。

表-9

曲げスティフネス頻度分布の正規性検定結果

表-10 曲げスティフネス頻度分布の対数正規性検定結果

3.3.4

混合物配合が疲労破壊回数や曲げスティフネ

スに与える影響
前項までの検討において、混合物配合が疲労破壊回
数に影響を与え、曲げスティフネスに対しては明確な
影響を与えていないことが明らかにされた。
繰り返し曲げ試験におけるひび割れ発生面や現道に
おける疲労ひび割れの発生位置を観察すると、ひび割
れは骨材を避けるように発生していることから、疲労
破壊現象は骨材間隙を占めるアスファルトの量や性質
に影響を受けるものと推察できる。そこで、混合物の
骨材間隙に占めるアスファルト容積率を表す飽和度
（VFA）と破壊回数の関係について整理を行った結果
図-6

現場採取混合物の曲げスティフネスSmix
の度数分布分布

を図-7、8に示す。なお、飽和度は式（1）から求めら
れる。
（1）
ここに、Vb：アスファルト容積率（％）
Vv：空隙率（％）
PellとCooperやMonismithらは疲労破壊特性と飽和
度の相関性が高いことを報告しており14）,15）、AIの破壊

8
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規準式にもこの指標は組み込まれている。なお、疲労

物、粗粒度アスファルト混合物、密粒度アスファルト

破壊特性に影響を与える配合要因は飽和度以外にも最

混合物の破壊回数とひずみの関係を図-9に示す。

大粒径や骨材品質や締固め度なども考えられるが、こ
（2）

こでは飽和度に着目して論じることとする。
図-7より、飽和度と疲労破壊回数の間には相関性が
ここで、

認められ、飽和度が高くなると破壊回数が大きくなる
関係にある。一方、図-8に示すように、曲げスティフ

Nf：混合物層の曲げ疲労破壊回数（回）

ネスは飽和度との相関性は特に見られない。

VFA：混合物配合の飽和度VFA（％）
Smix：曲げスティフネス（MPa）
ε：曲げ疲労試験時のひずみ（×10-6）
次に、実験で把握した疲労破壊回数のばらつきを考
慮できるように式（2）の拡張を試みた。破壊回数の分
布を変動係数α%の正規分布と仮定すると、確率分布
の考えから各パーセンタイル値（破壊確率）に対応す
る平均値からのシフト量bは、表-11に示すとおりと
なる。これを式（2）に対して適用すると式（3）が得られ
る。
（3）
ここで、

図-7

破壊回数と混合物の飽和度との関係

Nf ：混合物層の曲げ疲労破壊回数（回）
VFA：混合物の飽和度（％）
Smix：曲げスティフネス（MPa）
ε：曲げ疲労試験時のひずみ（×10-6）
α：変動係数（％）
b ：パーセンタイル値に対応するシフト量
式（3）から算定した安定処理のパーセンタイル値に
対応する破壊回数を図-10に示す。破壊確率のとり方
によって、対応する破壊回数が変動することが分かる。
式（2）、式（3）は美々新試験道路の実際の混合物の破
壊回数や確率的なばらつきを組み入れた有意義な破壊
規準式であると考えられる。

図-8
3.3.5

曲げスティフネスと混合物の飽和度との関係
混合物の曲げ疲労破壊回数の定式化

混合物配合から、破壊回数を予測する手法について
検討を行った。前項までの検討を踏まえ、従属変数と
して破壊回数Nfをとり、飽和度VFA、曲げスティフネ
スSmix、ひずみ εを独立変数として重回帰分析を行っ
た。重回帰分析にはSPSS ver.14 for Windowsを用い
た。重回帰分析より得られた重回帰式を式（2）に示

図-9

重回帰分析結果

す。また、式より算出したアスファルト安定処理混合
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9

図-11
表-12

図-10

力学的な手法の手順

横断方向の車両走行位置分布

ばらつきを考慮した算定結果

4. 力学的な手法の妥当性に関する検討
美々新試験道路での疲労ひび割れ発生時期と、室内
試験結果を基に作成した破壊規準式（以下、作成規準
式）とマイナー則によって算定した疲労破壊年数との
比較を行い、力学的な理論に基づく疲労ひび割れ発生
予測手法の妥当性について検討を行った。検討手順の
フローを図-11に示す。なお、本検討では混合物層下
面に生じるひずみによる疲労問題に対象を限定した。
4.1 検討の手順と概要
4.1.1

49kN換算輪数と車両走行位置分布

4.1.2

舗装体温度と舗装混合物のスティフネス

疲労ひび割れと交通との関係を把握するためには、

気温データからアスファルト混合物層の温度を推定

対象とする舗装道路上を走行する交通量や軸重およ

する方法の一つとして、舗装設計便覧に式（4）が示さ

び車輪走行位置の分布を把握することが不可欠であ

れており、アスファルト混合物層の平均温度はその層

る。美々新試験道路では、毎年1回平日に交通量調査

の上面から1/3の位置での温度としている10）。美々新

と輪荷重測定を実施しており、平均日49kN換算輪数

試験道路では混合物層や路盤や路床の温度測定を行っ

は2,398（輪/日/車線）なる値が得られている。さら

ており、混合物層温度の一年間の実測結果と、式（4）

に、美々新試験道路における大型車の走行位置分布

を用いて算定した値を比較した結果、概ね±2℃程度

11）

を基に、表-12に示すように車線を横断方

の精度で算定できることが確認された。そこで、1990

向に10cm間隔の階級に分割した時の走行頻度と、走

年から2004年の期間の毎正時のアメダス気温データを

行頻度に対応する1日当り通過49kN換算輪数を設定し

用いて各月の平均気温を算定し、式（4）に代入するこ

た。

とで各月の舗装体の表面から混合物層厚の1/3深さで

調査結果

の月平均舗装体温度を推定し、その値を表-13に示し
た。
10
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（4）
ここで、

Mp：月平均舗装温度（℃）
Ma：月平均気温（℃）
z ：温度を推定しようとしている点の
表層上面からの深さ（cm）

次に、混合物層の平均温度に対応する混合物層のス
ティフネスの設定方法について以下に述べる。

図-12

混合物のスティフネスと温度の関係(10Hz)

混合物層は密粒度アスファルト混合物、粗粒度アス
ファルト混合物、アスファルト安定処理混合物の層の

4.1.3

混合物層下面の引張ひずみ

組合わせで構成されているが、図-6に示したように10

各温度における混合物層底面の横断方向引張ひずみ

℃においては各混合物のスティフネスの値には統計的

を、多層弾性解析プログラムGAMES Ver.2.3を使用

に有意な差が認められないことから、混合物層のステ

して算定した。計算時の舗装体モデルは図-13のよう

ィフネスは混合物種類や層構成が異なっていても、ア

に49kN複輪載荷とし、混合物層のスティフネスSmixは

スファルト安定処理混合物の曲げスティフネス値をも

図-12に示したように温度に応じて変化する値とし、

って代表させて問題ないとした。また、他の温度領域

下層路盤と路床の弾性係数は、美々新試験道路におけ

においても使用しているアスファルトが同一であるこ

るFWD試験の逆解析から算定した表-14に示す値を用

とから同様とみなし、混合物層のスティフネスとして

い、舗装体温度によらずそれぞれ265MPa、76MPaと

アスファルト安定処理混合物の曲げスティフネス値を

した。ポアソン比νは既往の解析事例10）,13）を参考にし

もって代表させることとした。すなわち、混合物層の

て図-13に示す値に設定した。混合物層層厚hは表-15

平均温度に対応する混合物層のスティフネスとして、

のとおりである。

現場採取混合物とほぼ同一な配合のアスファルト安定
処理混合物に対する10Hzの4点曲げ疲労試験から得た
図-12に示す曲げスティフネスSmixの値をもって代表さ
せることとし、これ以降の論を進めるものである。こ
こで、10Hzは車両走行速度80km/hの載荷時間に概ね
対応しており16）、美々新試験道路における車両速度の
実測平均速度は81km/hであることから、室内試験時
と実道における載荷時間は対応しているものと考えら
れる。
表-13

月平均舗装体温度の設定
図-13

解析に用いた舗装体モデル
表-14
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4.1.4

マイナー則による累積ダメージの計算

混合物層の疲労は、走行位置の分布や供用中の舗装

（5）

体温度の変化に応じて混合物層底面に生じる大きさの
異なる引張ひずみによるダメージが、線形に累積する

ここで、

現象と考えられる。引張ひずみによる累積ダメージの

Nsi: 走行位置ごとの1日当り49kN換算輪数

着目点は、複輪タイヤのタイヤ直下および複輪タイヤ

Nfi: 走行位置ごとのひずみに対応する疲労
破壊回数

の中間位置とし、どちらかの着目点の累積ダメージが

i: 走行位置（-100, ・・-10, 0,10, ・・100）

1になった状態をこの位置の混合物層底面にひび割れ

ダメージ計算の一例を表-16に示す。また、各々の

が発生した状態と定義した。
累積ダメージの具体的な算定方法は、先に述べた室
内試験から得た疲労破壊規準式である式（2）を用い、

断面における各月の日当り累積ダメージを表-17に示
す。

各々の温度区分における走行位置ごとの49kN換算輪

次に、供用開始時点を起算点として1日当りの累積

数（Nsi）とそのひずみレベル（εi）における疲労破壊回

ダメージを月ごとに順次積算し、経時的な累積ダメ

数（Nfi）より、1日当りの累積ダメージ、Ddayを式（5）よ

ージを各断面について算出した結果を図-14に示す。

り計算する。

各々の交通断面のダメージは年数の経過に伴って累積
し、A交通断面とT1-1断面がまず最初に約5年経過時
表-15

解析に用いた層厚

点で累積ダメージが1となり混合物層底面に疲労ひび
割れが発生する状態になると算定された。

表-16

日当りの累積ダメージ（A、 T1-1断面、1月）
表-17

12

図-14

累積ダメージ経年変化

一日当りの累積ダメージ計算結果集計
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4.2 疲労破壊年数の評価

きる。

図-14から各断面の累積ダメージが1となり混合物層
底面に疲労ひび割れが発生する状態となるまでの年数
を算出した結果と、美々新試験道路において実際に路

5. 結論

面に疲労ひび割れの発生が観測された時点の経年数を
表-18に併せて示す。疲労破壊年数の計算値が小さい

本研究から得られた成果は以下のようにまとめられ

断面ほど実際に路面に疲労ひび割れの発生が観測され

る。

ている傾向にあり、観測値と計算値との差は約-3年〜

1）混合物の疲労破壊特性はその配合に影響されるこ

+6年であることが分かる。計算では混合物層底面に

とが確認され、混合物の配合と破壊回数のばらつ

疲労ひび割れが発生する時期を算定しているが、実際

きを考慮した疲労破壊規準式を提示した。

に疲労ひび割れの発生が観測されるのは路面にひび割

2）美々新試験道路における実測の現場データを基

れが進展した時であり、その間の時間差がこの差を生

に、層構造解析手法により算出される疲労破壊年

じた要因の一つと考えられる。

数に対して、実証的な検討を試みた。その結果、

また、疲労破壊回数がばらつきを有し、その変動係

疲労破壊年数の計算値が小さい断面ほど実際に路

数が20〜60%程度の正規分布と考えられることは先に

面に疲労ひび割れの発生が観測されている傾向に

室内試験の結果で示した。この破壊回数のばらつきは

あり、平均±σの範囲内もしくは約-3年〜+6年の

破壊規準式にも反映され、破壊規準式から導き出され

誤差範囲での疲労破壊年数の算定は可能であり、

る疲労破壊年数にも同様のばらつきを含むと推測され

舗装の疲労破壊現象が確率的な事象である面を踏

る。仮に、疲労破壊年数のばらつきも変動係数40%程

まえれば、疲労ひび割れの発生予測手法として概

度の正規分布に従うと仮定した場合の平均±σの範囲

ね妥当なものと評価できた。

は表-18に示すとおりである。A交通断面とT1-1断面

3）4点曲げ疲労試験から得られる破壊規準式と層構造

については、平均±σの範囲内に観測された疲労破壊

解析と各種の現地データを適切に組み合わせるこ

年数が入っていないが、B交通断面，T2-1断面および

とで、舗装の寿命解析はある程度理論的に推定が

T1-2断面では平均±σの範囲内に収まっており平均

可能であることが実証できた。

値に近い値を示している。T2-2断面およびC交通断面
とD交通断面の疲労破壊時期は数十年後以降と推定さ
れ、確認は時間的に困難である。
表-18

計算値と実際の疲労破壊年数の比較

6. おわりに
力学的な理論に基づく疲労寿命予測の妥当性が確認
され、混合物層の最下層に疲労抵抗性の高い混合物を
使用することで、疲労破壊に至るまでの年数を長くす
ることが可能であることが分かった。疲労抵抗性向上
の観点に限って言えば、混合物層の最下層に使用する
混合物は、アスファルト安定処理混合物よりも密粒度
アスファルト混合物などの疲労抵抗性が高い混合物が
望ましいといえる。しかし、舗装構造を力学的な理論
に基づいて設計する場合に考慮すべき項目としては、
疲労ひび割れに対する抵抗性だけでなく、低温ひび割

以上のことから、本手法のように現地の様々な環境

れに対する抵抗性、わだち掘れに対する抵抗性、凍結

条件や材料の特性値を適正に把握して力学的な手法に

融解期の支持力低下を適正に評価する必要性など、残

反映すれば、平均±σの範囲内もしくは約-3年〜+6年

された課題点もある。これらを考慮に入れた総合的な

の誤差範囲で疲労破壊年数を推定することが可能であ

舗装構造設計手法を開発すべく、引き続き研究を進め

ることが実証できた。舗装の疲労破壊現象が確率的な

ているところである。

事象であり、観測値と計算値の差はある程度発生する

最後に、美々新試験道路において、長期にわたる画

ことを踏まえれば、本手法は概ね妥当なものと評価で

期的な調査研究の企画および進行に携わった関係者に
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