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１．はじめに 

 近年、石油アスファルトの高騰や生産量の減少が問題になっているほか、舗装材料の高度化が求めら

れていることなどを受けて、未利用アスファルト資源としての天然アスファルトの有効利用が期待され

ている。本報では、ロックアスファルトを抽出精製してアスファルトバインダとして高度利用するため

の技術開発の一環として、各種溶剤に対する溶解性や、精製されたアスファルトの性状を評価試験した

結果について報告する。これらの試験結果は、天然アスの利用ばかりでなく、舗装発生材からのアスフ

ァルト回収試験における性状評価としても有意義な知見となるものと考えている。 

 

２．インドネシア産天然アスファルト 

 インドネシア産の天然アスファルトは

AsButon と呼ばれ、アスファルト分を 20～

30％含むロックアスファルトである。埋蔵量

は、スラウェシ州ブトン島周辺に 1.6 億トン

と推定され、図-１に示すように地表露頭か

ら直接採掘できることから、その利用用途が

確立できれば、比較的安価な舗装用アスファ

ルト資源になるものと期待され、その利活用

が注目されている。土木研究所では、二国間

技術協力として同国の道路研究所とこれら

資材の利用技術の開発を進めてきている。 

 利用形態として、低コスト利用(表面処理

や補修用材料)、標準利用(改質剤等を組み合

わせた混合物)、高度利用(アスファルト抽出

精製)の３形態で技術開発が進められてきて

いる。高度利用の一方策として溶剤による抽

出精製が検討されており、同国道路研究所で

は調査研究用の抽出プラント(図-２)で実験

検討を進めているほか、ブトン島で模索され

ている精製プラントのための調査の一環と

して、土木研究所でも溶剤抽出に関する実験

調査を行っている。 

 

３.実験方法 

3.1 試験材料 

 

図-１ AsButon採掘鉱床 

 

 

図-２ 抽出プラント(インドネシア道路研究所)



 AsButon は、採掘材を船積みして輸出されるほか、ブトン島内で粒状に加工し袋詰めされて出荷され

るものが多い。本検討では，LAWELE 鉱区で製造され袋詰めされた粒状材（13mm 程度以下まで破砕され

たロックアスファルト）を用いて実験した。

針入度が 15 程度、アスファルト量が 25%程

度とされる材料であるが、AsButon は産出す

る場所や中間処理状態によって性状にある

程度のばらつきがあるものと想定される。 

3.2 抽出溶剤 

 抽出にはさまざまな溶剤を利用しうるが、

規制対象物質、引火性や有害性にもとづく安

全性、単価をはじめとした工業化にかかる調

達等の関係を考慮する必要がある。本検討で

の抽出試験に用いた溶剤には、これらを考慮

して表-１に挙げたものを用いた。このうち

テレピン油(松根油)は、松科の樹木や松ヤニ

を水蒸気蒸留することによって得られる精

油で、インドネシアで容易に入手できること

から図-２のプラントで用いられている溶剤

である。ｎ-ヘプタンは、組成分析において

アスファルテン分とマルテン分を分別する

溶剤であることから選定した。 

3.3 試験項目 

 舗装調査・試験法便覧【G029】を参考に、

図-３の手順で抽出回収したアスファルトに

ついて、針入度、軟化点、伸度、分子量分布(GPC)、４成分組成(TLC–FID 法)の試験を実施した。 

 

４．実験結果 

4.1 アスファルト物理性状 

(1)針入度・軟化点 

 溶剤を変えた場合の抽出

アスファルトの針入度およ

び軟化点を図-４に示す。ト

リクロロエチレンは、試料中

のアスファルト分をほぼ全

て回収できていると考えら

れ、針入度は 25 程度、軟化

点は 60℃程度であった。トル

エンやテレピン油で抽出回

収されたアスファルトも、こ

れとほぼ同じ性状を示した。

表-１ 抽出試験に用いた溶剤 
溶剤名 沸点 引火点 規制対象 

トリクロロエチレン 87℃ － 安衛法(発癌性) 

トルエン 110℃ 4℃ 第一石油類,劇物 

ナフテン系炭化水素 194℃ 71℃ 第四石油類 

d-リモネン 176℃ 48℃ 第二石油類 

テレピン油 149℃ 35℃ 第二石油類 

ｎ-ヘプタン 98℃ -4℃ 第一石油類 

 

 
図-３ アスファルト抽出手順 

 
図-４ 抽出溶剤とアスファルトの針入度/軟化点 
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これに対して、リモネン、ナ

フテン系炭化水素、ヘプタン

の順で、針入度が増大し、軟

化点が小さくなった。すなわ

ち、溶剤によっては軟らかい

アスファルトが得られるこ

とがわかる。 

(2)伸度 

 抽出回収アスファルトの

伸度は、図-５に示すように、

溶剤により大きな差異が見

られた。前項の傾向とは異な

り、針入度や軟化点で軟らか

い抽出アスファルトが伸び

るとは一概に言えない結果

であった。 

(3)ＤＳＲ塑性変形抵抗性 

 ダイナミックシェアレオ

メータで測定した動的弾性

率を図-６に示す。この値が

1kPa となる温度が SHRP の示

す塑性変形抵抗性指標であ

るが、溶剤により、6℃程度、

PG グレードとして 1 段階に

相当する差異がみられた。 

4.2 アスファルト化学性状 

(1)４成分組成 

 TLC-FID 法で測定した４成分（飽和分、芳香族分、レジン分、アスファルテン分）の組成分析結果を

図-７に示す。回収アスファルトの組成は溶剤によりやや異なり、特にヘプタンはアスファルテン分と

それ以外の成分を分別するための溶剤であることから、アスファルテン分を除いたものが抽出回収され

ている結果になっていることがわかる。トリクロロエチレンがほぼ全ての成分を抽出できていると仮定

すると、溶媒の相違によってレジン分を中心に溶出性が異なり、回収アスファルトに占める割合が異な

るものと考えられる。これは、重合度が高くコロイド化した大分子量成分に対する、抽出溶剤の極性等

に起因する溶解性の差によるものと思われる。 

(2)分子量分布 

 ゲル浸透クロマトグラフィ(GPC)で測定した回収アスファルトの分子量分布を図-８に示す。ヘプタン

で抽出回収されたアスファルトは、大分子量成分の含有率が極端に少なく、これは前述のアスファルテ

ン分をほとんど含まないという結果や、物理試験での軟らかい性状と整合する。その他の溶剤について

も、レジン分をはじめとした極性成分の溶出性が異なるため、全体に占める分子量分布に相違が生じ大

分子量成分の構成比が増える試料が生じるものと思われる。 

 
図-５ 抽出溶剤とアスファルト伸度(15℃,5cm/mmin) 

 

 

図-６ 抽出溶剤と DSR 動的弾性率(SHRP 塑性変形抵抗性指標) 

0 200 400

TriChloroEthylene

Toluene

NaphthenHC

d-Limonene

Turpentine

n-Heptane

Ductility  (mm)

1e+2

1e+3

1e+4

1e+5

48 54 60 66 72 78 84 90

G
*/

si
nδ

(P
a)

Temperature  (℃)   for  SHRP-PG Tmax(ORG)

TriChloroEthylene
Toluene
NaphthenHC
d-Limonene



 

5. まとめ 

 インドネシア産天然アスファ

ルト(AsButon)の抽出精製によ

る高度利用のための技術開発と

して、各種溶剤に対する溶解性

や、精製されたアスファルトの

性状を把握し以下の知見を得た。 

○構成成分の溶出性が異なるた

め、使用する溶剤により精製ア

スファルトの性状は異なる。 

○テレピン油は天然由来の溶剤

であるが、塩素系やトルエンで

の抽出回収に類似した品質のア

スファルトが得られる。 

○溶剤の選定により、ロックア

スファルト中の軽質分のみを選

択的に取り出すプロセスを構築

することも可能である。 

○溶剤に対する溶解性の相違は、

ロックアスファルトだけでなく、

劣化の進んだ舗装発生材に対す

る評価試験法や再生技術におい

ても同様であると考えられる。 

 

6. 今後の課題 

 AsButon をはじめとした天然

アスファルトは一般に針入度が小さく硬いバインダ性状を示す。本検討での知見等を参考に、天然油脂

や鉱油等を選定し、採掘地周辺でロックアスファルト中の軽質分を回収するような精製方法を構築でき

れば、豊富な天然資源から使用目的に応じたアスファルト材料を安価に取得できる可能性がある。ミネ

ラル分を含む天然アスファルトの精製を検討する上では、舗装材としての使用目的（たとえば硬質化の

ための改質剤なのか、単なる石油アスファルトの代替なのか）等を勘案し、精製プロセス、安全性、経

済性に適した溶剤を選定することが必要であるといえる。また、硬質なアスファルトに関する知見は、

劣化アスファルトの再生利用技術にも応用可能であると思われる。 
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図-７ ４成分組成分析結果(TLC-FID 法) 

 

 
図-８ 分子量分布(GPC) 
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