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本研究 は種々の添加剤 (EVA, EEA, EMA, SBS) を1種 類混合 したアスフ ァル トを用い, 流動領域か らぜい性

領域 まで アスフ ァル トでは曲げ試験, オシ レイシ ョン試験, フラースぜ い化 点試験, 森吉ぜ い化点試験, アスフ ァル

ト混合物で は熱応力試験, 曲げ試験, ホイール トラッキ ング試験 をそれぞれ実施 した。実験 の結果, 添加剤 を混合 し

たアスフ ァル ト混合物 の破壊性状 や流動性状 はぜ い性領域 および流動領域 に関係 な く, 使用 したアスフ ァル トのそれ

らと対応関係 にあ り, 添加剤 の種類 によ りこの対応 関係 が若干異 なるこ と等 が明 らかにされた。

1. 緒 言

アスファル トの性 状が アス フ ァル ト舗装の流動 わだちや き裂

現象 に影響 を与 えるこ とは既 によ く知 られて いる1),2)。従来 よ

り, 添加物 を混合 していない場合の アスフ ァル トの粘度 やぜ い

化点がアス ファル ト混合物 の流動 や き裂 に及ぼす影響 に関す る

報告 が数多 く見 られる。 しか し, 最近の ように種 々の添加剤 を

混合 した比較 的高粘 度の アス ファル トが出始める と, どの よう

な性 質のアスフ ァル トが夏期 の流動や冬期の き裂対策 と して有

効 であるか不 明であ り, 現在手 さぐりの状 態 と思われる3)。

本研 究 は種 々の添加 剤 を1種 類 のみ混 合 した アスフ ァル ト

を用 い, 高温 ではアスフ ァル トの粘 度がアス ファル ト混合物の

流動特性 に与 える影響 について, また低 温では アス ファル トの

ぜ い性特性が アスフ ァル ト混合物 のぜ い性特性 に与える影響 に

ついてそれぞれ検討 した。

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 示

す。 ここで EVA, EEA, EMA, SBS の樹脂 はアス フ ァル ト

に混合 し, アスフ ァル ト混合物の流動抵抗性 や低温ぜ い性 の改

良 を図 るため に用い られている。

3. 試 験 法

3.1. アスフ ァル トの粘 度測定

60℃の 粘 度測定 は減圧 毛管式粘 度計 を用 いて行 い, 測定方

法 はASTMD2171-66に 準 拠 した。180℃の 粘 度の測定 方法

はJIS K 2839に 準拠 し, 粘 度 はキャ ノンフェ ンスケ タイプの

粘度計 を用 いて測定 した。 その後, アスフ ァル トの密度 が1.0

と仮 定 して粘度 のス トー クス単位 をPa・sec単 位 に換算 した。

3.2. フラースぜ い化点試験

試験 方 法 はDIN U 6に 準 拠 した。 ただ し, 実 験 に は0.1

Table 1 Properties of Asphalts

60/80: Straight Asphalt (Middle East, 5 Mixing).
EVA: 60/80+EVA (4%), EEA: 60/80+EEA (5%), EMA: 60/80+EMA (4%), SBS: 60/80+SBS (5%).
Where, EVA: Ethylene Vinylacetate Co-polymer, EEA: Ethylene Ethyl Acrylate Co-polymer, EMA: Ethylene Methyl Acry-
late Co-polymer, SBS: Styrene Butadiene Block Co-polymer.

* 連絡先
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mm厚 さの特殊鋼板 を使用 した。本研 究では水冷式 とし, 冷媒

にはメ タノール を使用 し, メタノールの温度 を精度 ±0.1℃の

デジ タル温度計 で測定 した。 ここで求め られたフラースぜ い化

点 をアス フ ァル トの破壊 温度 と した4)。使用 アス フ ァル ト量 は

供試 体1枚 当 た り0.4gで あ り, 実験 用供試体 は各5個 と し

た。

3.3. 森吉ぜい化点試験

試験方 法 は直径14cm, 深 さ1cmの 特 別注文 のステ ンレス

製の皿2個 にアスフ ァル トをそれぞれ50gず つ とり, 45℃の

恒温室 で保管 した後 メ タノールの低温 水槽 に1分 間投 入 し,

アスファル トにき裂が発生 した温度 を求める。二つのデー タの

内, 高い方の温度 を森吉ぜい化点 と呼ぶ5),6)。

3.4. アスフ ァル トの曲げ試験

アス ファル トの曲げ試験 には フラースぜい化 点試験 機で応 力

とひずみが測定 で きるよ うに改 良 した装 置 を用 いた。実験 のひ

ずみ速度 は フラースぜ い化点試験 と同一 とし, 実験 は フラース

ぜ い化点 よ り低 い一定温度 とした。 これよ り, 曲げ強度, 破壊

時 の ひずみ および破壊 時 の弾性係 数 を求 める7),8)。実験用供試

体 は各温度 につ き3～5個 とした。

3.5. ア スファル トの フロー試験

この 実 験 に は ス トレス制 御 式 レ オ メー ター (Carri-Med

製) を使用 した。 この試験機 を用 い, アスフ ァル トに トルクを

かけてせん断速度 と応力 との関係 を求めた。 フロー試験 の実験

条件はTable 2に 示す。

試験機 はイ ンダクシ ョンモー ターによ り回転軸にス ムースな

トル クを与 え, その時のひずみ または ひずみ速度 を検出する方

式 であ る。供 試体 は各 アス フ ァル トについて1個 と した。 ア

スフ ァル トの粘度 はフロー測定 か らひずみ速度毎 に求めた。使

用 アス ファル ト量 は0.1gで あ り, 各 アスフ ァル トにつ き実験

は1回 とした。

3.6. ア スファル トの オシレイション試験

オシ レイシ ョン試験機 は フ ロー試験機 と同一 の試験機 を用

い, 直径1cmの パ ラ レルプ レー トにアス ファル ト (厚 さ1.5

mm) をは さみ, このアス ファル トに一定 トル クを繰 り返 し与

える方式 で ある。 オシ レイ シ ョン試験 の実験 条件 はTable 3

に示 す。 この実験 よ り初期 の弾性係 数の実数部 を-15℃で 求

めた。実験 用供 試体 は各アスフ ァル トにつ き1個 と した。

3.7. アスファル ト混合物のホ イール トラッキ ング試験

ア スファル ト混 合物 の配合 をTable 4に 示す。

この試験機 はダ ンロップ硬度80の ソ リッ ドタイヤの付 いた

直径20cm, 幅5cmの 車 輪 を接 地圧約0.54MPaで 鋼製 型枠

内 に入 った30×30×5cmの 供 試体 の中央部 に載 せ, 45℃の

条 件下で車 輪 を前後 に42回/min走 行 させ, この時 の供 試体

表面 中央部 の沈下量 と時間 との関係 を求める方式 である。 この

関 係 で30分 か ら45分 の15分 間 の 時 間 あ た りの 沈 下 量

(mm/min) をRD (Rate of Deformation) と呼び, また1mm

沈 下量 の走 行 回数 に換 算 した ものはDS (Dynamic Stability,

pass/mm) と呼 び, この値 をアスフ ァル ト混合物の流動抵抗 の

指標 とする。 ここでは この指標 としてDSを 用 いた。実験 用供

試体 は各 アスファル トにつ き1個 とした。

3.8. アスフ ァル ト混合物の曲げ試験

曲 げ試験 には六 面 カ ッ トの2.5×2.5×26cmの アス フ ァル

ト混合物 を用 いた。実験 は両端単純支持の3点 曲 げ状態で3×

10-21/secの ひずみ速 度で行 った。解 析 には弾性 解 を利 用 し

た。曲げ強度 と温度 との関係で, 曲げ強度が ピー クを示す温度

をぜ い化点, その時 の曲げ強度 をぜい化点の曲げ強度 とした。

実験用供試体 は各温度 につ き2～3個 と した。

3.9. ア スファル ト混合物の熱応 力試験

この試験機 は2.5×2.5×26cmの 六面 カ ッ トの アスフ ァル

ト混合 物 を両端 固定 し, 周囲 のメ タノー ルを-30℃/hの 一定

こう配で冷却する方式である。 この とき得 られる応力 と温度 と

の関係か ら, 流動 領域 か らぜ い性領域へ と移行する温度 を転移

点, 破壊する温度 を熱応 力破壊温度, その時の強度 を熱応 力破

壊 強度 と呼ぶ9)～11)。実験用供 試体 は各 アス ファル トにつ き1

個 とした。

4. 試 験 結 果 お よ び考 察

4.1. アスファル ト混合物の流動性状

アスフ ァル トの粘度の ひずみ速度依存性 は低温 ほ どその現象

が顕 著であるので ホイール トラ ッキ ング試験 は45℃で 行 った

(Table 5参 照)。 一方, 45℃の 粘度 は2種 類測定 した。一つ

は毛管式 粘度計 の60℃お よ び180℃に おい て求 め た粘度 と

Walther の式 よ り外挿 して求 め た もの であ り, も う一つ は フ

ロー試験 か ら直接 求め た もので ある (Table 1参 照)。 ホイー

Table 2 Condition in Flow Test

Table 3 Condition in Oscillation Test

Table 4 Classification of Mixture
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ル トラ ッキ ング試験の結果 は変形量 が小 さく, 測定個数 も少 な

いため精度上若干問題が あると考 えられる。 しか し, 粘度 と流

動抵抗 との関係 を見 るためにTable 5の 結果 に対 して1次 相

関係数 を求 めた ところTable 6が 得 られた。 これよ り45℃の

ホ イー ル トラ ッキ ング試験 の流動抵抗 を論ず る場合, 添加物 を

混合 した アス ファル トを用いた アス フ ァル ト混合物で は, せ ん

断速度 を考慮 した粘 度の方が低 ひずみ速度 において流動抵抗 と

up側 の粘度 とは対応関係 にあるよ うに思 われる。

4.2. 低温領域の弾性係数

オ シレイシ ョン試験 から求 めた初期の弾性係 数の実数部 が緩

和弾性率 に対応 していると考 え, これ と曲げ試験 か ら求めた破

壊 時の弾性係 数 との関係 について検討 した。Tables 7, 8に 示

す よ うに両者の実験温度 は若干異なるが, 緩和弾性率 と破壊時

の弾性係 数 の間の1次 相 関係 数 は4種 の添加剤 を混合 したア

Table 5 The Results of Wheel Tracking Test and Flow Test

a) Ascent. b) Descent.

Table 6 The Coefficient of Correlation between DS and Viscosity of Asphalts

a) Ascent. b) Descent.

Table 7 The Results of Creep Test and Flexural Test

a) Fraass breaking point.

Table 8 The Brittle Point of Asphalts, Transition and Brittle Point of Mixtures, Using Various Additives

a) Fraass breaking point. b) Moriyoshi breaking point.
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スフ ァル トと元 のアス ファル ト1種 に対 して0.98で あった。

低 温領域 の弾性係 数 はTable 7に 示す よ うに添加 剤 を混合

する ことに よ り, SBSを 混合 した アス フ ァル ト以外 の アス フ

ァル トのそれらは大 きくな り, 破壊時 の弾性係数 も緩和弾性率

と同様の傾向が見 られた。 したがって, 添加剤 を混合 するこ と

によ り低 温の弾性 係数 はSBSを 混合 した アスフ ァル ト以外 の

ものは一般 に元 の アスフ ァル トよ り若干 大 き くな る傾 向 にあ

る。 この原因 はアスフ ァル トの 中で これら添加剤の分散性が悪

く, かつ粒子が大 きいため低温領域 にお いて樹脂の影響が現れ

やすか ったため と考 えられる。

4.3. 低温領域 の破壊 時の性 状

4.3.1. ぜい化 点

各 アスフ ァル トのフ ラースぜ い化 点, 森 吉ぜい化点, 熱応 力

の転 移点 およ び曲げのぜ い化点 はTable 8に 示 す。お互 いに

ひず み速度が異 なるが各試験 で得 られたぜ い化点 は互いに相 関

が ある と考 え られるの で, これ らの結果 に対 して1次 相関係

数 を求め た ところTable 9が 得 られた。各種 の添加 剤 を混合

した アスフ ァル トのぜ い化 点 は, SBSを 混合 した アス フ ァル

ト以外の もの につ いて は元の アスフ ァル トのそれ とほぼ同 じで

ある。 また以上の関係 よ り, 低温領域 においてもアスフ ァル ト

混合物のぜい化点 は使用 した アスフ ァル トのそれに依存 してい

る ことは明 らかである12)。

4.3.2. 破壊強度および破壊時のひずみ

各種 の添加剤 を混合 した アス ファル トお よびアスフ ァル ト混

合物 のぜ い化点付 近にお ける 曲げ強度 はTable 10に 示 す。 こ

れよ りアスフ ァル トおよびアス ファル ト混合物 のぜい化点での

曲げ強度 は, 添加剤 を混合 して も元のアス ファル トの曲げ強度

とほぼ同一であ ることが分か った。 また, フラー スぜい化点 よ

り10℃低 い温度 (FBP-10℃) の曲げ強度 とアスフ ァル ト混合

物 のぜ い化点 よ り10℃低 い温 度 (BP-10℃) の 曲げ強度,

およ び熱応 力破 壊 強度 との 間の1次 相 関係 数 を求 め た とこ

ろ, 前者で0.73, 後者で0.87の 値が得 られた。

破 壊 時の ひず みはTable 7に 示す よ うにフ ラースぜ い化点

にお いてSBSを 混合 した アスフ ァル ト以外の ものは元 のアス

ファル トの破壊 ひずみよ り著 しく小 さ くなる。 この原因 も弾性

係 数の項 で述べ た理 由 と同一 と考 えられる。

以上 の結果 よ り, アスフ ァル トに各種の添加剤 を混合 しても

SBSを 混合 した アスフ ァル トはぜい化点 や破壊時 の ひずみの

改 良が期待 で きるものの, それ以外の添加剤については特 に低

温ぜ い性 の改良が期待 され ない ように思われる。

5. 結 語

各種の添加剤 を1種 類のみ混合 したアスフ ァル トおよびそれ

を用 いたアスファル ト混合物 について次 の結論が得 られた。

1) アス フ ァル トの45℃の 低 ひずみ速度 にお ける粘度 は, ホ

イー ル トラ ッキ ング試験 のわだち掘 れ量 と対応関係 にあるよ う

に思われる。

2) アスフ ァル トの フラースぜ い化点, 森吉ぜ い化点, アスフ

ァル ト混 合物 の熱応力試験 の転移点 および曲げ試験 のぜい化点

は互いに対応 関係 にある。

3) アスフ ァル トおよ びそれ を用 いたアス ファル ト混合物 の破

壊性状 は低温領域 においてそれぞれ対応関係にあ り, 添加剤 の

種類 によ りこの関係が若干異 なる。
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Table 9 The Coefficient of Correlation between Brittle Point and Transition Temperatures

a) Transition temperature of thermal test.
b) Fraass breaking point.

Table 10 The Flexural Strength of Asphalts, Fracture Strenght of Thermal Fracture Test and Flexural Test of Mixtures

a) Fraass breaking point.
b) Brittle point of asphaltic mixture (flexural test).
c) Thermal fracture strength (thermal fracture test).
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This paper describes the effect of various additives on

the properties of asphalts and asphaltic mixtures in both

fluid and brittle zones. Conducted were flexural test,

oscillation test, Fraass breaking point test and Moriyoshi

breaking point test for asphalts, and thermal fracture

test, flexural test and wheel tracking test for asphalticm

ixtures.

In this study, it is concluded as outlined below. The

relationship between the viscosity of asphalts in low rate

of strain and dynamic stability in wheel tracking test

seems to be linear. On the other hand, Fraass breaking

point, Moriyoshi breaking point, transition point of
thermal fracture test and brittle point of flexural test in

mixtures are co-related.

The fracture and blow properties of mixtures resulting

from using various additives correspond to those of

asphalts, but in varying degrees with different additives.
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