
Thank you for introduction, chairman. 
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今回の報告内容は、ここに示したとおりです。 
 
The content of this report is as shown here. 
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道路の基本的な損傷の一つとして、夏に発生するわだち掘れがあります。 
日本では、1990年頃から徐々に交通量が増加しており、わだち掘れが顕著に見ら
れるようになりました。 
 
Rutting is one of the road damages occur in summer. In Japan, traffic volumes have 
gradually increased from about 1990s, and rutting has become noticeable. 
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 空港や港湾では、さらに重い荷重の車両が走行します。このような場所では、こ
のようなわだち掘れが発生します。 
 
In airports and harbors, vehicles with even heavier loads will run. In those places, 
such rutting will occur. 
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 このようなわだち掘れに対してポリマー改質アスファルトを用いています。日本で
は、わだち掘れに対してこの表に示す３種類のPMAがあります。その中でもPMAⅡ
型が最も多く使用されています。 
 
We use polymer modified asphalt, hear after PMA, for measures against rutting. In 
Japan, there are three kinds of PMA shown in this table for rutting. PMA type II is the 
most frequently used among them. 
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 この表は、ポリマー改質アスファルト混合物の全出荷量の割合です。このように
PMAⅡ型は、非常に広く使われています。 
 
This circle graph shows the percentage of total shipment of PMA mixture. Thus PMA 
type II is very widely used. 
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次に、わだち掘れの評価方法について説明します。 
 
Next, I will explain how to evaluate rutting. 
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 わだち掘れ抵抗性を評価する試験として、日本では、WT試験が一般的に使われ
ています。 
供試体は、ローラーコンパクタを使用して、こちらの条件で締固めます。 
 
 Wheel Tracking Tests are commonly used in Japan as a test to evaluate rutting 
resistance. 
The test specimen shall be compacted under these conditions by Rolling Compactor 
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 WT試験では、60℃で1時間タイヤを往復させたときの変形量を測定する。 
 
In the Wheel Tracking Tests, the deformation amount when the tire is runs over at 60 
degree Celsius for 1 hour is measured. 
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 45分と60分の変形量の変化の割合から、Dynamic Stability（通称、DS）という指標
でわだち掘れ抵抗性を評価している。 
このグラフの傾きが小さい、すなわち、DSが高いほど、塑性変形抵抗性が高いとい
うことを意味している 
 
The rutting resistance is evaluated with the index of Dynamic Stability 
Dynamic Stability is defined by this calculation formula shown here.  
The smaller the slope of this graph, that is, the higher the Dynamic Stability, the 
more the rutting resistance is high. 
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 WT試験の結果の例を示します。ストレートアスファルトとPMAⅡ型の変形量はこ
のくらいになります。 
しかし、変形量が0.1mmを超えると、測定誤差が大きくなります。 
そのため、DS6000回/mmより大きいと、正確に評価できません。 
 
Here is an example of the WT test result. The deformation amount of straight asphalt 
and PMA type II are about these values. 
However, when the deformation amount gets below 0.1 mm, the measurement 
error increases. 
Therefore,  more than 6000 passes / mm in Dynamic Stability can’t be evaluated 
accurately. 
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 そこで、わだち掘れを評価する試験として、アメリカで活用されているAMPTに着目
しました。 
 
Therefore, we focused on the Asphalt Mixture Performance Tester, hear after AMPT 
AMPT used in the United States as a test to evaluate rutting. 
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 AMPTでは、こちらに示す試験を行うことができます。 
 
In AMPT, the test shown here can be carried out. 
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 その中でも、Dynamic ModulusとFlow Number試験に着目しました。Dynamic 
Modulus試験では、動弾性係数を測定できます。 
Flow Number試験では、わだち掘れ抵抗性を評価できます。だから私たちは、この2
つの試験を行い、日本のアスファルトの評価を行った。 
 
Among them, we focused on Dynamic Modulus Test and Flow Number Test. Dynamic 
Modulus Test can measure the elastic modulus. Flow Number Test can evaluate 
rutting resistance. So we conducted both tests and evaluated the PMA in Japan. 
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 AMPTに用いる試験用供試体は、ジャイレトリコンパクタによって転圧します。供試
体は、この図に示すように加工します。 
 
Test specimens used for AMPT are compacted by a gyratory compactor under this 
condition. The specimen is trimmed as shown in this figure. 
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Dynamic Modulus試験（以下，DM試験）は、三軸繰返し圧縮試験です。供試体に荷
重を加えた際の応力とひずみから|E*|を、応力とひずみのズレから位相角を求め
ることができます。 
本報告では、こちらの図に示す条件で試験を行った。 
 
 The Dynamic Modulus test is a triaxial repetitive compression test. 
From the stress and strain when load is applied to the specimen, | E * | can be 
obtained, and the phase angle can be obtained from the difference between stress 
and strain. 
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 FN試験は，応力制御の繰返し圧縮試験です。こちらに示す条件で載荷します。 
 
The Flow Number  test is a stress controlled, repeated compression test. Load under 
the conditions shown here. 
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 ひずみの経時変化をこちらの図に示します。載荷によって弾性ひずみと塑性ひず
みが生じます。この塑性ひずみを測定することで、クリープ曲線が得られます。 
The temporal change of strain is shown in this figure. Elastic strain and plastic strain 
are generated by loading.  
A creep curve can be obtained by measuring this plastic strain. 
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 FN試験では、N回の間にひずみが増減した際の変化率を表記の式で計算します。 
 
 In the FN test, the rate of change when the strain increases or decreases during N 
cycles is calculated by this equation. 
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こちらにFN試験の結果の例を示します。この塑性ひずみの変化率が減少から増加
に変化するまでの載荷回数がFNと定義されている。 
 
Here is an example of the Flow Number test result. The number of loading cycles 
until the rate of change of plastic strain changes from decreasing to increasing is 
defined as Flow Number. 
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 試験前後の供試体の写真はこのようになっています。FNを超えるとこちらの写真
のように急激に側方が膨らみ、アスファルトが塑性流動します。 
 
The pictures of the specimens before and after the test are shown here.  
When it exceeds Flow Number, the side swells drastically like this picture, and the 
asphalt plastically flows. 
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つづいて実験の説明をします。 
 
Next I will explain the experiment. 
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 使用したアスファルトは、この４種で、StAs、PMA Ⅱ、PMA A、PMA Bの順に塑性
変形抵抗性が高くなります。 
 
The asphalt used are Straight asphalt., PMA ｔｙｐe II, PMA A, PMA B, and this is the 
order of Rutting resistance. 
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使用した混合物種は、密粒度アスファルト混合物で、最大粒径は13mmです。その
粒度曲線は、こちらに示すとおりです。 
 
The mixture used was a Dense-graded asphalt mixture with a maximum grain size of 
13 mm. The grain size curve is as shown here. 
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 使用したアスファルトの粘弾性状は、この図に示すとおりです。G/sinδが1.0となる
ときの温度も、同様にStAs<PMA Ⅱ<PMA A<PMA Bの順に高くなります。 
 
The viscoelastic performance of the asphalt used is as shown in this figure.  
The temperature when G / sinδ reaches 1.0 is also in the order of PMA B, PMA A, 
PMA type Ⅱ, and Straight asphalt. 
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 温度の低い条件と高い条件で、|E*|とtanδを比較しました。その結果、PMA Bは、
40℃においても|E*|が高くなったことから、塑性変形抵抗性が高いことが予想され
ます。 
 
The |E*| and tan δ were compared under low temperature condition and high 
temperature condition. As a result, PMA B had high |E*| even at 40 degree Celsius, 
so it is expected that rutting resistance of PMA B would be high. 
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 マスターカーブはこちらに示すとおりになり、PMA Bは感温性が低いことがわかり
ました。 
 
The master curve was as shown here, and it turned out that PMA B has low 
temperature sensitivity. 
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 tanδのマスターカーブをこちらに示します。同様にPMA Bは、全体的にtanδが低い
傾向にあります。 
 
The master curve of tan δ is shown here. Similarly, PMA B tends to have a low tan δ 
overall 
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 まずは、単層のアスファルト混合物のわだち掘れの評価を報告します。 
 
First, I will report the rutting evaluation of mono-layered asphalt mixture. 
The comparison between AMPT test and WT test has been conducted. 
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 まずは、単層のアスファルト混合物のわだち掘れの評価を報告します。 
 
Next, the comparison between AMPT test and Wheel Tracking test has been 
conducted. 
First, I will report the rutting evaluation of single layered asphalt mixture. 
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 試験条件は、こちらに示すとおりです。WT試験における差を出すために接地圧を
変えて試験をしています。 
 
The test conditions are as shown here. I am testing the contact pressure to change 
the difference in the Wheel Tracking Test. 
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 WT試験の結果は、このようになりました。0.63MPaという通常条件においては、
PMA A,BのどちらもDS≧6,000回/mm以上となりました。載荷圧を上げることで、
PMA Aは6,000回/mm以下になりました。 
 
The result of the Wheel Tracking test was like this. Under normal conditions of  0.63 
MPa, both PMA A and B have DS more than 6,000 passes / mm. By raising the 
loading pressure, PMA A has become less than that. 
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 FN試験では、PMA A,Bもどちらも明確な差が見られました。特に接地圧が低いと
きに顕著に見られました。 
 
PMA A and B both showed clear differences in the Flow Number test. It was 
remarkable especially under the low applied pressure condition. 
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 わだち掘れ抵抗性と相関が高いとされるDSR試験から得られるG/sinδと相関を調
べたところ、どの接地圧においてもきれいに相関がみられました。 
 
Correlation with G*/sin δ, which is obtained from the DSR test, and is considered to 
be highly correlated with rutting resistance, was clear at any applied pressure. 
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 つづいて、複層混合物の評価について報告します。 
 
Multilayer results 
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 供試体と使用したアスファルトの組合せはこちらに示すとおりです。 
 
The specimen and combination of asphalt used is as shown here.  
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 WT試験条件は、こちらに示すとおりです。通常条件では、6000回/mmとなるため、
低速、重荷重で比較しました。 
 
Wheel Tracking test conditions are as shown here. It exceeds 6000 passes / mm 
under normal condition, so we compared at low tracking speed and heavy load 
condition. 
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 その結果、こちらに示すとおりです。中間層、基層にPMA Ⅱ、StAsを用いても大
きな変化が見られなかった。 
 
The result is as shown here. No significant change was observed even when PMA II 
and StAs were used for the intermediate course and the base course. 
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 FN試験の条件は、こちらに示すとおりです。WT試験と合わせるために、Applied 
Pressureを変更しました。 
 
The conditions of the Flow Number Test are as shown here. I changed the Applied 
Pressure to match with Wheel Tracking Test. 
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 同じ層構成で比較すると、このようになりました。中間層、基層をPMA Ⅱ、StAsに
変えると塑性変形抵抗性は大きく下がりました。 
 
Comparing with the same layer composition, it became like this. If the intermediate 
course and the base course were changed to PMA II and StAs, the to rutting 
resistance greatly decreased. 
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 試験後の供試体を示します。 
 
The test specimen after the test are shown here. 

42 



結論です。 
 
Conclusion 
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結論を以下に示します。 

わだち掘れ抵抗性を高めるためには、表層だけでなく、基層・中間層の塑性変形抵
抗性を高めることが必要です。 
 
Conclusion 
As measures against rutting, it is necessary to increase not only the surface course 
but also the plastic deformation resistance of the intermediate course and the base 
course. 

44 



ご清聴ありがとうございました。 
 
Thank you for your (kind) attention.  
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