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1. はじめに 

アスファルト混合物の製造温度を低減させる技術（以下、中温化技術という）が注目を集めている。中温

化技術には、大きく分けて 1)発泡系、2)粘弾性調整系、3)滑剤系、の 3 つの手法があり、それぞれのメカニ

ズムが異なる 1)。現在様々な中温化技術が市場に投入されており、当社でも特殊添加剤を用いる中温化技術

を開発・展開してきたが、使用アスファルトによって中温化手法が異なる 2) 、再生アスファルト混合物の場

合は、再生骨材混入率と旧アスファルトの針入度によって中温化剤の添加量が変化する上、添加量が比較的

多めであった 3)、などの課題がいくつかあった。その後様々な経験を踏まえ、新たな中温化技術の開発に取

り組んだ結果、1 つの特殊添加剤により、配合や使用アスファルトに依存せず、新規および再生混合物に適

用でき、少量出荷に対応できるプラントミックスにも大量連続出荷にも対応できるプレミックスおよびサイ

ロ貯蔵にも適用可能な、多用途・多目的に利用できるマルチパーパス型で高性能な新たな中温化技術を開発

した。本論文ではその概要を述べるものである。 

2. 新しい中温化技術の概要 

新しい中温化技術は、常温でフレーク状の特殊添加剤を

加えてアスファルト混合物を中温化するタイプである。添

加量は低減させる製造温度などに依存するが、おおよそア

スファルト質量の 0.6～0.8%程度（質量比）であり、仮に

アスファルト量が 5.0%ならば、混合物 1 トンあたり 300～

400g程度で効果を発揮する。当初は少量出荷に対応できる

ようプラントミックス向けに開発したが、その後の検討で

プレミックス化とサイロ貯蔵も可能であると確認できた。 

(1) 密粒度アスファルト混合物(13)の例 

図- 1 にポリマー改質アスファルト II 型を用いたプラントミックスによる密粒度アスファルト混合物(13)

のマーシャル供試体の空隙率と安定度を示す。通常混合物（図の凡例で「通常」）は 178℃で混合し 163℃で

締固めたものであり、新しい中温化技術によるものは、175、155、130、115℃で混合しそれぞれ 170、150、

130、110℃（対通常で+7～-53℃）で締め固めたものである。アスファルト量は 4.9%であり 0.8%の特殊添加

剤をウェットミキシング時に添加したところ、締固め温度が 130℃でも通常混合物より空隙率が小さいほど

である。安定度は締固め温度が下がるにつれて減少傾向を示したものの、締固め温度を 53℃低減させても通

常混合物の安定度よりも大きかった。 

(2) ポーラスアスファルト混合物の例 

表- 1 にプラントミックスによるポーラスア

スファルト混合物の室内供試体性状を示す。新

中温化技術によって混合物の混合および締固め

温度を 30℃低減させたが、供試体はよく締め固

まり、安定度は上昇し、カンタブロ損失率は減

図- 1 締固め温度と空隙率 

表- 1 ポーラスアスファルト混合物の供試体性状の比較 

試験項目 新中温化技術 通常 

混合温度 (℃) 140 170 

締固め温度 (℃) 120 150 

空隙率 (%) 18.4 20.0 

安定度 (kN) 6.7 5.7 

残留安定度 (%) 76.0 92.8 

カンタブロ損失率 (%) 4.5 9.1 
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少するなど、混合物性状として良い方向性を示している。

新中温化技術の残留安定度が 76%と通常混合物に比べて小

さくなっているが、これは水浸マーシャル安定度にはほと

んど差がなかった一方で、中温化技術による標準のマーシ

ャル安定度の方が大きな値を示した結果である。中温化技

術による供試体の動的安定度は 9,000 回/mm を示し、十分

な耐流動性を確保している。 

(3) 熱劣化および酸化劣化に関する検討例 

160℃に加熱したストレートアスファルト 60/80 に、開発

した特殊添加剤を質量比で 0.7%混合（プレミックス）して

160℃で養生したバインダーを用い、密粒度アスファルト混合物(13)のマーシャル供試体を作製したときの、

バインダーの養生時間と空隙率の関係を図- 2 に示した。48 時間養生までは、通常混合物の空隙率とほぼ同

一の空隙率を示している。72時間後には空隙率は若干大きくなる傾向を示したが問題になる程度ではない。 

プラントでの実証実験も行った。再生骨材配合率 50%の再生密粒度アスファルト混合物に特殊添加剤を

0.8%（対アスファルト質量比）加えて 160℃にて製造し、二酸化炭素を入れない状態で 22 時間サイロに貯蔵

した。マーシャル供試体を作製して密度を比較したところ、製造直後が 2.448g/cm
3に対してサイロ貯蔵後は

2.447g/cm
3（いずれも 9 個の平均値）と、サイロ貯蔵による熱および酸化劣化の影響はなかった。 

以上の結果から、新中温化技術はプレミックス化とサイロ貯蔵が可能であるものといえる。 

3. 出荷実績 

表- 2 に新中温化技術を用いた混

合物の出荷実績例を示す。通常混合

物に対して製造温度を 30℃低下さ

せる中温化を用途とするケースは少

数であるが、温度が低下しても通常

混合物と同等の施工性を確保できる

という特色を生かした冬期の施工性

改善への適用事例が多く、開発から

1 年程度で 3 万トン以上の出荷実績

となった。 

4. おわりに 

以上、新たに関発した特殊添加剤

を用いた中温化技術について概要を

示した。再生を含む混合物の種類、

使用アスファルト、プレミックス／

プラントミックス、サイロ貯蔵の有

無などに関わらず、1 つの特殊添加剤ですべてのケースに対してアスファルト混合物の中温化を実現できる

本技術は、従来技術の課題を解決した有用な技術であることが確認された。今後は、再生骨材配合率の高い

再生混合物への適用を確認していく予定である。 
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図- 2 中温化剤の熱劣化に関する検討 

表- 2 新中温化技術の出荷実績例 

用途 施工場所 混合物種類 アスファルト 
出荷数量 

(トン) 

中温化 

東京都 

再生密粒度(50%) 

再生粗粒度(50%) 

再生 AS 処理(50%) 

ストアス 

440 

1,270 

660 

茨城県 基層用，AS 処理 ストアス 9,000 

大阪府 基層用，AS 処理 ストアス 2,300 

施 工 性

改善 

福島県 密粒度 改質 II 500 

神奈川県 密粒度 改質 II 2,000 

広島県 SMA 改質 II 500 

高知県 ポーラス(5) 改質 H 100 

北海道 ポーラス(13) 改質 H-F 780 

福島県 基層用，AS 処理 改質 II、ストアス 11,000 

徳島県 基層用，AS 処理 ストアス 300 

高知県 機能性 SMA(5) 明色バインダー 200 

岩手県 再生密粒度(30%) ストアス 430 

他地域 再生密粒度(30～50%) ストアス 4,000 

※再生混合物の( )内は再生骨材配合率で、略号は以下のとおりである。密粒度：密粒度ア

スファルト混合物、粗粒度：粗粒度アスファルト混合物、AS 処理：アスファルト安定処理、

基層用：基層用混合物、ポーラス：ボーラスアスファルト混合物、ストアス：ストレートアス

ファルト、改質 II：ポリマー改質 II 型アスファルト、改質 H：ポリマー改質アスファルト H

型、改質 H-F：ポリマー改質アスファルト H-F 型 
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