
ＨＳアスコン（高耐久性・高安定性アスファルト混合物） 

 

東亜道路工業株式会社 北陸支社 技術部  小河 浩幸    

 

１ はじめに 

 近年、厳しい財政事情のもと公共事業のコスト縮減や維持管理の効率化が強く求められており、舗

装分野においても様々な取り組みが行われてきている。また、地球温暖化の影響から夏季の猛暑日の

発生回数が増加しており、従来に増して耐久性を向上した長寿命化や耐流動性に優れたアスファルト

混合物の必要性が高まっている。 

 本報告は、改質アスファルトと特殊添加材からなるＨＳバインダーを用いることにより、通常の改

質アスファルト混合物をはるかに凌ぐ高い耐久性・安定性を有する加熱アスファルト混合物（以下、

ＨＳアスコン）を開発した結果を報告する。 

 

２ ＨＳアスコンの概要 

 ＨＳ（High Stability）アスコンとは、熱可塑性樹脂とポリマーによるハイブリット改質アスファ

ルトをバインダーとする加熱アスファルト混合物である。ポリマー改質アスファルトの柔軟性と特殊

熱可塑性樹脂の剛性により、重荷重に対して高い安定性を示す。 

 よって、重交通路線や交差点付近に適用することで補修サイクルの延長が図られ、路上工事削減に

つながる等の効果がある。 

 

２．１ 特長 

 ＨＳアスコンの主な特長を以下に示す。 

      ① ポリマー改質アスファルトより耐流動性などの耐久性に優れ、その性能は半たわみ性舗装やエ 

  ポキシアスファルト舗装に匹敵する。 

 ② 耐油性に優れているため、油漏れによるポットホールなどの舗装の破損を抑制できる。 

 ③ 耐水性に優れているため、滞水に起因する舗装の破損を抑制できる。 

 ④ 加熱アスファルト混合物であるため、特殊な工程や施工機械を必要とせず、通常の加熱アスフ 

  ァルト混合物と同様の製造、施工体制で舗設が可能である。 

 ⑤ 反応による硬化ではないため、取扱いが容易である。 

 

２．２ 適用箇所 

 ＨＳアスコンの一般的な適用箇所を以下に示す。 

 ① 重交通路線の表層および基層 

 ② 交差点やわだち掘れが発生しやすい箇所 

 ③ コンテナヤードやバス停などの静荷重を受ける箇所 

 ④ 高い耐水性が要求されるコンクリート床版の表層および基層 

 ⑤ 長寿命化を目的とした舗装（トンネルなど） 

 ⑥ 工場構内舗装などの油漏れが予想される箇所 

 

 



２．３ 施工実績 

 ＨＳアスコンについて平成 20 年度から平成 25 年度の累積施工実績（面積）を図-2.1 に示す。また、

管理者別に集計した結果を図-2.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.1 累積施工実績（面積ｍ2）        図-2.2 管理者別施工割合 

 

３ ＨＳバインダー 

 ＨＳバインダーは、合材工場において専用ポリマー改質アスファルト（ＨＳ主材）を用いてアスフ

ァルト混合物を製造する際に、ミキサー内に特殊熱可塑性樹脂（ＨＳ添加材）を投入しプラントミッ

クスにて製造する。この時、ＨＳ主材とＨＳ添加材はアスファルト混合物中で混合されＨＳバインダ

ーとなる。 

３．１ ＨＳ主材の性状 

ＨＳ主材は、ＨＳ添加材と相性の良い専用のポリマー改質アスファルトであり、ポリマー改質アス

ファルトⅡ型の標準的性状に適合したものである。 

３．２ ＨＳ添加材の性状 

 ＨＳ添加材は、高い軟化点を有する特殊熱可塑

性樹脂であり、高温（180℃）の粘度が低いため混

合物の作業性を阻害しない。ＨＳ添加材の投入お

よび形状を写真-3.1 に示す。 

写真-3.1 ＨＳ添加材投入および形状 

３．３ ＨＳバインダーの性状            

 ＨＳ主材にＨＳ添加材を添加したＨＳバインダ    表-3.1 ＨＳバインダーの代表的性状 

ーは、針入度が低く、軟化点が高いハードアスフ

ァルトでありながら、伸度が大きくたわみ性に優

れている。ＨＳバインダーの代表的性状を表-3.1

に示す。 

 

 

 

 

HSﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ 社内規格

 軟化点 ℃ 75.5 70以上

 伸度（15℃） cm 54 30以上

 針入度（25℃） 1/10mm 35 25以上45未満

 タフネス（25℃） N・m 25.1 20以上

 薄膜加熱質量変化率 ％ 0.08 0.6以下

 薄膜加熱針入度残留率 ％ 82.9 75以上

 引火点 ℃ 325 260以上

 密度 g/cm
3 1.020 －
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４ ＨＳアスコンの性能 

 室内試験において、従来の混合物と比較した試験結果を以下に示す。 

 なお、混合物の種類は、粗面タイプの砕石マス

チックアスファルト混合物（13）とし、使用アス

ファルトを①ストアス、②改質Ⅱ型、③エポキシ

アスファルト、④ＨＳバインダー、および⑤半た

わみ性舗装混合物とする。 

４．１ 耐流動性 

 上記 5 種類の混合物に対して、ホイールトラッ

キング試験（60℃）を実施した結果を図-4.1 に示

す。 

 図-4.1 に示すように、ＨＳアスコンは半たわみ

性舗装混合物に匹敵する動的安定度（ＤＳ）を計       図-4.1 動的安定度の測定結果 

測した。また、両混合物とも本試験の最小変位 

計測限界値（0.01mm）を示しており、正確な評価 

ではないが優れた耐流動性を有していることがわ

かる。 

４．２ 耐油性 

 上記 5 種類のマーシャル供試体を作製し、20℃

の灯油に 48 時間浸油した後、通常のマーシャル安

定度試験を実施し残留強度率を評価した結果を図

-4.2 に示す。 

 灯油浸油後の残留強度率は、エポキシＡＳ、Ｈ

Ｓアスコン、半たわみについては、80％を超える   図-4.2 浸油後マーシャル残留強度率の結果 

残留強度率を示し高い耐油性能が確認された。    

また、48 時間灯油に浸油した後（試験前）の供 

試体の形状を写真-4.1 に示す。            

 灯油浸油後の供試体の写真から、改質Ⅱ型は形 

状が崩れているがエポキシＡＳ、ＨＳアスコン、 

半たわみは、ほぼ作製時の形状を保っている。                      

写真-4.1 48 時間灯油浸油後の供試体 

４．３ 静荷重抵抗性 

 各種混合物供試体上に      表-4.1 試験条件 

静荷重をかけて、抵抗性 

の評価を実施した。試験 

条件を表-4.1 に示し、試 

験状況を写真-4.2 に示す。 

 

写真-4.2 静荷重載荷試験状況 
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試験温度 （℃） 60

試験時間 （分） 240

最大変位量 （mm） 20

載荷治具 φ10mm丸棒

供試体寸法 （cm） 30×30×5

載荷荷重 （Ｎ） 686
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 静荷重載荷試験を実施した結果を図-4.3 に示す。

なお、試験時間は 240 分とし、変位量が最大値（20mm）

に達した時点で試験終了とする。 

 図-4.3 に示すように、ＨＳアスコンの静荷重抵抗

性は、ストアスや改質Ⅱ型の混合物と比較して、著

しく優れていることがわかる。 

 

５ 施工コスト 

 交差点付近での舗装工事を想定し、耐流動性舗装        

（ＨＳアスコン舗装、半たわみ性舗装、エポキシア           

スファルト舗装）について、施工コストの算出を行      図-4.3 静荷重載荷試験結果 

った。積算条件を表-5.1 に示す。  

 表-5.1 の条件により、改質Ⅱ型を用いた舗装を 1.0 とした場合の施工コストを算出した結果を図-5.1

に示す。 

表-5.1 積算条件 

 

 

 

 

 

                                                

図-5.1 施工コストの比較 

ＨＳアスコンは、改質Ⅱ型よりコスト高であるが、エポキシＡＳよりは安価であり、半たわみ性舗

装と同程度である。しかし、半たわみ性舗装は、母体である開粒度舗装工とセメントミルク注入工が

あり、施工面では通常の加熱アスファルト混合物と同様な施工ができるＨＳアスコン舗装のほうが有

効であると考える。 

 

６ 施工箇所事例 

 現在までに施工されてきた主

な箇所の事例を写真-6.1 および

写真-6.2 に示す。 

                     

写真-6.1 ｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞ事例     写真-6.2 バス停事例 

７ おわりに 

 ＨＳアスコンは、平成 22 年度末時点において約 4 万ｍ2 を超える施工実績を有してきた。適用箇所

は、重交通路線、貨物コンテナヤード、パーキングなど利用範囲が多岐に渡っている。 

 今後は、それらの長期供用性について追跡調査を継続的に実施し、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）

やライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）などの効果の検証をしていく所存である。 
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