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(57)【要約】
【課題】本発明は、アスファルト舗装道路のひび割れ、クラック、或いは欠損部の補修に
適した道路補修材に要求される問題点を解決する。
【解決手段】　ブロンアスファルト、改質剤、はく離防止剤、再生添加剤、および無機質
粒子からなる道路補修材。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブロンアスファルト、改質剤、はく離防止剤、再生添加剤、および無機質粒子からなる
道路補修材。
【請求項２】
　ブロンアスファルト４０～８０質量％、改質剤０．５～１０質量％、はく離防止剤０．
５～５．０質量％、再生添加剤１．０～１０．０質量％、および無機質粒子１０～５０重
量％からなることを特徴とする請求項１に記載の道路補修材。
【請求項３】
　改質剤がアスファルトに溶解、均一分散できる、天然ゴム（ＮＲ）、スチレン－ブタジ
エンランダム共重合体（ＳＢＲ）、スチレン－ブタジエンゴム、ポリクロロプレン（ＣＲ
）、ポリブタジエン（ＢＲ）、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体（ＮＢＲ）、エチ
レン－プロピレン共重合体、エチレン－プロピレン－ジエン共重合体（ＥＰＤＭ）、ポリ
エチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）
、スチレン－ブタジエンブロック共重合体（ＳＢＳ）、スチレン－イソプレンブロック共
重合体、エチレン－エチルアクリレート（ＥＥＡ）、および廃プラスチックからなる群か
ら選ばれた１種または２種以上の熱可塑性樹脂であることを特徴とする請求項１又は２に
記載の道路補修材。
【請求項４】
　はく離防止剤がアミン化合物、アミド化合物、第４級アンモニウム塩、トール油脂肪酸
、ステアリルフォスフェート、シランカップリング剤、イミダゾリン化合物からなる群か
ら選ばれた１種または２種以上であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の
道路補修材。
【請求項５】
　再生添加剤が多環芳香族分（ＰＣＡ）３％未満のパラフィン系石油軟化材、多環芳香族
分（ＰＣＡ）３％未満のナフテン系石油軟化材、芳香族系石油軟化材、植物油脂、鉱油、
天然樹脂からなる群から選ばれた１種または２種以上であることを特徴とする請求項１～
４のいずれかに記載の道路補修材。
【請求項６】
　無機質粒子が、炭酸カルシユウム、シリカ、珪砂、焼却灰の溶融スラグ、廃ガラスの破
砕片、岩石、川砂、山砂、鉱物粉砕片、脱硫または天然石膏、建築廃材の粉砕片、貝殻粉
末、フライアッシュ、またはそれらの混合物からなることを特徴とする請求項１～５のい
ずれかに記載の道路補修材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路舗装に発生したひび割れ、クラックおよび欠損部からなる破損部に対し
て、アスファルトを基材とし、それに劣化アスファルトを再生する再生添加剤、改質剤お
よび剥離防止剤などを添加してなる材料を充填することにより、既設舗装の破損部を修復
、補修、および破壊の進行を抑制するアスファルト舗装道路の補修材を提供することにあ
る。
【背景技術】
【０００２】
　舗装に発生したひび割れ、クラック、欠損部などの破損部の補修には、一般にブロンア
スファルトを加熱溶融し、それを充填することで対応してきた。しかしブロンアスファル
トはその性質から冬期に硬化して固く脆くなり、少しの衝撃により破壊、ひび割れ、クラ
ックまたは欠損部が発生する。一方で、夏期には気温の上昇により充填したブロンアスフ
ァルトが軟らかくなり材料の流動を引き起こすために、負荷荷重により材料の一方向への
寄り、沈下、車輪によるわだちが形成されるなどの弊害があり、温度条件の変化、気候条
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件の変化に柔軟に対応できる、いわゆるオールシーズンタイプのひび割れ補修材としての
性能を満足するものではなかった。
【０００３】
　そこでブロンアスファルトまたは汎用のアスファルトに潤滑油などを添加することによ
り冬期の脆化による材料破壊、脆弱、劣化などを抑制することも行われている。さらに、
それに、ゴム、熱可塑性樹脂などの改質剤を添加することにより夏期の温度上昇による材
料の流動化を抑制する製品が発明された。しかしこれらの材料は補修材自体の特性を改善
することを目的とするものであり、舗装された材料と補修材との固着性にまで着目したも
のではない。道路のひびわれ補修、クラック補修にはブロンアスファルトを溶融、充填処
理することで補修を完了させることが慣用手段として行われてきた。しかし、昨今の交通
量、道路負荷荷重、気象現象などの影響を含む道路事情からすれば、従来型の手法では対
応が難しくなってきたため、その対応が求められている。
【０００４】
　道路舗装材としては、ブロンアスファルト基材に、潤滑油または潤滑油廃液を含むセミ
ブロンアスファルトと、消石灰と、鉄鋼スラッグの微粒子とを加熱混練した材料が知られ
ている（特許文献１）。しかし、この補修剤は、舗装ひび割れ部の補修、クラックおよび
破損部の再生に関する配慮が為されていない。さらに、その道路舗装部材と舗装用骨材と
を加熱混練して、該舗装用骨材の周囲に皮膜層を形成し、該皮膜層に非粘着材よりなる被
覆層を形成する道路補修用材料が知られている（特許文献２）。
【特許文献１】特開平２－１２９２６４号公報
【特許文献２】特開２００３－３２７８３５号公報
【０００５】
　ブロンアスファルト基材に、石粉材および潤滑油材を添加したものをシート状に成形を
したアスファルトシートからなる補修材料が知られている（特許文献３）。また、アスフ
ァルトに改質材として天然又は合成ゴム、各種熱可塑性樹脂を使用することも知られてい
る（特許文献４，５）。
【特許文献３】特開２００５－５４４１６号公報
【特許文献４】特開２００３－１１９７１０号公報
【特許文献５】特開２００５－１２６９９８号公報　以上の各先行技術を考察しても、本
発明のアスファルト舗装のひび割れ補修材の材料として、物性上、機能上又は特性上総合
的なバランスの備わった補修材としての性能を持つ補修材に関する技術事項を開示されて
いる先行技術を網羅した刊行物は発見できないということが実情である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ひび割れ、クラック、欠損部のような破損部を有する既設舗装の維持および
補修を行い、かつ既設舗装の破壊、脆弱化の進行を抑制することのできるアスファルト舗
装道路用の補修材を提供することにある。それと同時に、アスファルト舗装のひび割れ、
クラック、欠損のような破損部を補修材により補修する場合に、破損部に存在する特に脆
弱化したアスファルトを再生するとともに、舗装破損部と補修材との固着性、接合性、ま
たは親和性を改良すること、および補修材自体の耐剥離性、耐候性、耐久性、取り扱い性
を高めることにより、既設舗装道路の補修部全体の強度、持久性、耐疲労性、耐負荷強度
、耐震動性および耐候性などの総合的な特性をバランスよく改良するという課題を解決す
ることにある。
【０００７】
　ひび割れ、クラック、および欠損部のような破損部の発生したアスファルト舗装道路は
、材料のアスファルトが気象寒暖の温度差、降雨による浸水、炎天下の紫外線暴露、酸化
劣化、交通荷重および振動などの過酷な負荷原因が、舗装の破壊、疲労、脆弱化、劣化お
よび損傷の進行の原因ともなる。またこれらの過酷な負荷原因によりアスファルト混合物
における骨材を覆っているアスファルトが骨材から剥離、分離することにより、骨材がむ
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き出しの状態になり、道路舗装の強度の低下は勿論のこと、さらなる損部の発生および進
行の原因となっている。このアスファルトと骨材の剥離または分離が、道路という特有の
過酷な負荷原因も加わり、ひび割れ、クラックおよび欠損部のような破損部の発生した既
設舗装道路全体が非常に脆弱な状態になる為に、交通量による重量負荷、過酷な気性現象
などが加わり、舗装道路の損傷が加速的に進行する。
【０００８】
　従来の道路舗装のひび割れ、クラック、欠損部などの破損部の補修材は、補修材それ自
体の性質、特性の改善を目的としており、ひび割れなどの発生した道路舗装破損部に対す
る補修材の固着、接合、または親和性などを改善することには着目されていなかった。そ
のため劣化により、硬くて脆弱になったアスファルト混合物からなるひび割れなどの破損
部に対して、それとは性質および強度に勝る補修材を充填するために、破損部と補修材と
の接触部の特にアスファルト基材の材質の違いおよび強度の違いに起因する剥離、材料破
壊が発生するために、補修効果が十分に達成できなく、次第に既設舗装の破壊を引き起こ
す原因となっていた。またひび割れのような舗装破損部の、アスファルトが骨材より剥離
することにより劣化した骨材がむき出しの状態であるため、補修材と骨材との付着性が悪
く補修材の剥がれが、強度の低下または破壊の要因となっていた。本発明は、舗装道路の
ひび割れ、クラック、または欠損部のような破損部の補修材による補修を目的とし、しか
も、既設道路舗装の脆弱、劣化、および破損の進行を阻止することにより、舗装道路の補
修部全体の補強効果、耐久性、耐負荷強度、および耐候性などを高めることを目的とした
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、ひび割れ、クラック、欠損部の発生箇所である破損部に存在する脆弱な劣化
アスファルト混合物と補修材の基材である劣化のないアスファルトとの応力の差異、物性
或いは材質の違いなどに起因して発生する材料の強度不足、固着性、接合性または親和性
不足というような弊害を克服する為に、破損部側の劣化アスファルトの性状を改善する再
生添加剤および劣化アスファルト混合物側との固着性を高める剥離防止剤をアスファルト
基材に添加したものを、舗装道路の破損部の補修材とすることにより課題を解決すること
ができたものである。
【００１０】
　ひび割れ、クラック、または欠損部の発生した舗装道路の破損部に存在するアスファル
ト混合物の特にそのアスファルトは、気象寒暖の温度差、降雨による浸水、紫外線曝露、
酸化、交通荷重などの影響を受け、材料の劣化、脆弱化、変質および疲労などをしている
。そこで補修材の基材として使用されているアスファルトに対して、破損部側の劣化アス
ファルトの性状を改善するために、再生添加材料を添加して、ひび割れ箇所のような破損
部側に存在する劣化アスファルト特性を改善および回復させることにより、破損部側のア
スファルト混合物と補修材のアスファルトとの接触部の材質、物性の違いに起因する応力
差を緩和することにより、互いの材料の固着特性、接合性、または親和性を強固なものと
することが出来たものである。
【００１１】
　また補修材に剥離防止剤を添加することにより、補修材のアスファルト中に含まれる剥
離防止剤が、ひび割れ発生箇所からなる破損部側に存在するアスファルト混合物に含まれ
る骨材が、アスファルトより剥離した状態になり、いわゆる骨材がむき出しの状態になっ
ている。またクラック部、欠損部を補修する場合に、破損部の表面に存在する劣化アスフ
ァルト破片、粉体などを強制的に除去すると、破損部表面に骨材が露出する場合がある。
そうすると、破損部側の露出骨材または剥離骨材と補修材側アスファルトの接着性を改善
した結果、既設舗装と補修材が一体化して強固な舗装道路になるということを可能とした
ものである。
【００１２】
　本発明は、それらの問題点を解決する具体的な手法として検討を重ねた結果、本発明を
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完成させたものである。本発明は、それらの課題を解決するための手段として、以下の特
徴点および構成要件を有する。
　即ち、本発明の補修材の概要および特徴は以下のとおりのものである。
（１）ブロンアスファルト、改質剤、はく離防止剤、再生添加剤、および無機質粒子から
なる道路補修材。
（２）ブロンアスファルト４０～８０質量％、改質剤０．５～１０質量％、はく離防止剤
０．５～５．０質量％、再生添加剤１．０～１０．０質量％、および無機質粒子１０～５
０重量％からなることを特徴とする道路補修材。
（３）ブロンアスファルト６２．７質量％、改質剤１．３質量％、はく離防止剤１．０質
量％、再生添加剤５．０質量％、および無機質粒子３０重量％からなる道路補修材。
【００１３】
（４）改質剤がアスファルトに溶解、均一分散できる、天然ゴム（ＮＲ）、スチレン－ブ
タジエンランダム共重合体（ＳＢＲ）、スチレン－ブタジエンゴム、ポリクロロプレン（
ＣＲ）、ポリブタジエン（ＢＲ）、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体（ＮＢＲ）、
エチレン－プロピレン共重合体、エチレン－プロピレン－ジエン共重合体（ＥＰＤＭ）、
ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶ
Ａ）、スチレン－ブタジエンブロック共重合体（ＳＢＳ）、スチレン－イソプレンブロッ
ク共重合体、エチレン－エチルアクリレート（ＥＥＡ）、廃プラスチック材料からなる群
から選ばれた１種又は２種以上の熱可塑性樹脂であることを特徴とする上記した道路補修
材。
【００１４】
（５）はく離防止剤がアミン化合物、例えば、牛脂アルキルプロピレンジアミン又は牛脂
アルキルプロピレントリアミン等、アミド化合物、例えば、脂肪酸アミド等、第4級アン
モニウム塩、例えばモノアルキルアンモニウムクロライド、ジアルキルアンモニウムクロ
ライド又はエチレンオキサイド付加型アンモニウムクロライド等、トール油脂肪酸、ステ
アリルフォスフェート、汎用のシランカップリング剤、例えばビニルトリクロシラン、ビ
ニルトリスシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、γ－(メタ
クリロキシプロピル)トリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラ
ン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラ
ン等、イミダゾリン化合物、例えばイミダゾリニウムベタイン等からなる群から選ばれた
１種又は２種以上であることを特徴とする上記した道路補修材。
【００１５】
（６）再生添加剤が多環芳香族分（ＰＣＡ）３％未満のパラフィン系石油軟化材、例えば
新日本石油（株）製のの９００ＮＴ、多環芳香族分（ＰＣＡ）３％未満のナフテン系石油
軟化材、例えば三共油化工業（株）製のＳＮＨ５４０，ＳＮＨ４４０、ＳＮＨ２２０、Ｓ
ＮＨ４６、芳香族系石油軟化材が、例えば、シンレキ工業（株）製のＳＲラックス、植物
油脂、鉱油、天然樹脂、例えば、ロジン、タールからなる群から選ばれた１種又は２種以
上であることを特徴とする上記した道路補修材。
【００１６】
（７）　無機質粒子が、炭酸カルシユウム、シリカ、珪砂、焼却灰の溶融スラグ、廃ガラ
スの破砕片、岩石、川砂、山砂、鉱物粉砕片、脱硫または天然石膏、建築廃材の粉砕片、
ホタテ、カキ、サザエなどの貝殻粉末、フライアッシュまたはそれらの混合物からなるこ
とを特徴とする上記した道路補修材。
というものである。
【発明の効果】
【００１７】
　アスファルト舗装道路のひび割れ、クラックまたは欠損部のような破損部を補修する本
発明の補修材は、軟化剤のような各種添加剤の効果により、溶融時の粘度は低く、作業性
に優れている。若干の可塑的な物性により、充填後の交通荷重により、ひび割れ部、クラ
ック、または欠損部の細部および深部まで充填される。また、補修材に含まれる特殊な添
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加剤の効果により、既設舗装との接着性、固着性または親和性に優れている。特に改質材
の効果により、夏冬、タイヤの摩擦などのよる温度変化に強く、寒冷期の脆化によるひび
割れ、クラックまたは欠損や、盛夏時のフラッシュによるべたつきが発生しない。ダレ抑
制剤を併用すれば、耐ダレ、耐流動性に優れている。
【００１８】
　また、ひび割れ発生箇所である破損部に存在するアスファルト混合物を構成するアスフ
ァルト自体は、気象寒暖の温度差、降雨による浸水、紫外線曝露、酸化劣化、交通荷重に
より疲労などを受けているが、補修材を構成するアスファルト基材に、再生添加材料を添
加することにより、補修材の施工後に、再生添加材料が破損部側の劣化したアスファルト
側に徐々に浸透または移行して、劣化アスファルトを再生することで性状が改善され、補
修材による破損部の補修箇所全体の補強効果を達成される。さらに、再生添加材料を添加
することで、ひび割れ箇所などの破損部の劣化アスファルトの特性を改善することで、破
損部と補修材との接触部の材質の差または応力の違いを緩和することが出来るために、互
いの材料の固着特性、接合性または親和性などを強固なものとする。特に六角ボルトによ
る引張接着力テストでは、汎用の補修材が、１００～１８０Ｎ程度であるのに対して、本
発明の舗装道路補修材は、３００～４００Ｎの引張接着力強度が達成できる為に、舗装道
路の持久性が高まるために、無駄な補修作業を何度も繰り返す必要がないから、省資源、
省力化、および省エネの技術でもあり、地球温暖化対策にも貢献することになる。
【００１９】
　また補修材に剥離防止剤を添加することにより、補修材のアスファルトに含有される剥
離防止剤が、補修材自身のアスファルトと骨材の接合強度を長期間維持するために、補修
材の耐久性を高めることが出来る。また、補修材の施工後に破損部のアスファルト混合物
から露出した骨材と補修材側のアスファルトとの固着性、接合性、または親和性を高める
結果、舗装路面と補修材との接着強度を高める。さらに、補修材施工後に、長期的には補
修材に含まれる剥離防止剤が徐々に破損部側に浸透、ブルーミングして、破損部に存在す
るアスファルト混合物における剥離劣化アスファルトとむき出しの状態の骨材、遊離骨材
または露出骨材との、固着性、接合性、または親和性を高める結果、破損部を構成する骨
材含有アスファルト混合物の材質の回復、強度を回復、および修復する機能を果たすこと
になる。このように、舗装道路の破損部壁と補修材との密着性を高めることにもなり、舗
装道路の補修部全体の強度、耐久性などを高めることになる。このように、再生添加材料
と剥離防止剤とは、相乗的に一体となり、経時変化に従って、材料の再生、回復、補強な
どが徐々に随時高まることになるから、舗装道路の延命を長期間延ばすという役割を果た
す。
【００２０】
　汎用の補修材は、六角ボルト試験による引張接着力は、１２０～１８０Ｎ程度であるの
に対して、本願発明の補修材の引張接着力は、３００～３８０Ｎ程度という、約２倍程度
の引張接着力を達成することが出来る。ちなみに、改質剤、剥離防止剤、再生添加剤のい
ずれか１成分の添加を省略した補修材の場合には、引張接着力が、２００～２８０Ｎと大
幅に低下することになり、各単添加剤がお互いに関連して、相乗的に作用して、効果を発
現していることが容易に推察できる。さらに引張接着力だけでなく、通常の舗装道路にお
いて、破損部と補修材の境界に発生する亀裂の大きさを、１月、３月、６月後に目視判定
をしても、時系列的に亀裂が発生するというようなことが無く、６月後に、境界線全体の
うち、２～３％程度の亀裂ではないかと思われる程度の変化が見られるだけである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明のアスファルト舗装道路のひび割れ、クラック、または欠損というような舗装破
損部の補修に適用する補修材として、それを構成する材料の最良の仕様を説明すれば、補
修材を構成する主要な材料は、本質的に、ブロンアスファルト、改質剤、はく離防止剤、
再生添加剤、および骨材（石粉）からなり、必要に応じて、所定の目的を達成する各種添
加剤を任意に併用した組成物または混合物からなる道路補修剤である。
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【００２２】
　本発明の道路補修材は、各種添加剤の総合的な作用により、舗装道路のひび割れ部、ク
ラック部、または欠損部のような破損部に対して侵入率が非常に高いということも特徴で
あり、強いては、道路補修部分の強度を著しく高めるということである。補修工事におけ
る補修材の注入方法は、普通注入機、ひしゃくなどで、溶融したアスファルトをひび割れ
部、クラック部、または欠損部に充填をするが、その空隙全体に満遍なく補修材を充填す
ることは非常に困難である。普通には、充填する場合には、若干山盛りの状態で充填をし
て、ロールでそれを水平にするか、その後交通を開放して、車両の重みを利用して自動車
タイヤでそれを踏みつけることにより、空隙部に完全に補修材を装填することにより侵入
率を高める方法がよい。クラック部の空隙を完全に補修材により充填をすること、即ち、
補修材侵入率を高めると、舗装道路の補修部の強度が著しく向上するので、舗装道路とし
ての耐久性が向上することになる。
【００２３】
　本発明の補修材の侵入率を簡単に評価する為に、補修材のひび割れ部、クラックまたは
欠損部への侵入程度は、予め、補修材をクラック部へ充填した時点における、クラック部
の断面積をもとに、補修材が充填されているクラック部の断面積と、補修材の充填されて
いないクラック部分の空隙部分の面積比により算定できる。しかし、標準的な基準に基づ
いて算定すれば、補修時の侵入率は、標準として、平均約８５％程度であるからこれを評
価のベースとする。次いで、交通量の多い道路を補修して後、交通規制を開放して、約１
月後の道路舗装の補修部分をサンプルとして、入手して、そのクラック部への侵入率が標
準値の約８５％以上になっていれば適正と評価することも出来る。勿論、補修材の充填後
の侵入率と、補修部の道路を一定期間の交通下に放置した後の道路補修部のアスファルト
の侵入の断面積を算定して、両者を対比すればその侵入率が容易に評価できる。通常侵入
率を８５％以上、好ましくは９０％以上、より好ましくは９６％以上を達成することが補
修を良好に達成したと評価出来る。
【００２４】
　アスファルト、場合によっては、コンクリートにより舗装された舗装道路の、その舗装
面にひび割れ、クラック、または欠損箇所が発生した場合には、その道路の被害状況に応
じて最適な施工方法を実施する為に、その道路補修材の適用形態も若干変更することも有
り得る。舗装のひび割れ、クラック、または欠損部が比較的大きく、しかも発生箇所が少
ない場合には、若干周りの劣化したアスファルト部分を取り除き、そこへ、注入機、ひし
ゃくなどを使用して、充填又は流し込むことができる。しかし、ひび割れ、クラック部分
の破損箇所が比較的小さく、広範囲にわたる場合には、道路補修材をシートに予め成形し
たものを、所定量の大きさに切断をして、そのシートを、その破損箇所にかぶせて、トー
チバーナー等で可塑化して、加熱溶融した補修材シートを道路舗装面に融着、貼り付けす
るというような応用の使用方法も可能である。勿論強度が求められる場合には、補修材シ
ートには、予め、金属繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、ポリプロピレン繊維、不織布な
どの金属、無機、合成繊維の補強繊維を若干混入した補強マットのような形態で使用する
ことも可能である。
【００２５】
　本発明は、舗装道路のひび割れ、クラック、欠損部のような破損部の発生箇所に存在す
る、脆弱なアスファルト混合物の材質と、未劣化状態であるアスファルト系補修材との材
質との間に発生する物性値差、強度差、または応力の差異などの違いが、補修後の補修部
の強度、耐久性などに大きく関与していることに着目して、その接触面の材質の較差を出
来る限り是正しながら補修するということを新たに開発の課題としているものである。両
者の接触面を構成する主要な材料であるアスファルト混合物の基材であるアスファルト自
体をできるだけ均一な材質にするために、破損部に存在する劣化アスファルト自体の材質
の回復およびそれと骨材との固着を改善、回復、修復する為に、補修材に対して、再生添
加剤および剥離防止剤を添加してなる舗装道路の補修材である。
【００２６】
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　本発明のアスファルト舗装の破損部を修復する為に使用する補修材を構成する主要成分
はアスファルトであり、これには天然アスファルト（ギルソナイト、トリニダットレーク
アスファルト）、石油アスファルト（原油の蒸留により得られる各種針入度グレードアス
ファルト）、ブローンアスファルト、セミブローンアスファルト、溶剤脱れきアスファル
トなどが例示できる。
　ストレートアスファルト、各種改質のアスファルト、例えば、ストレートアスファルト
に、高温空気を吹き込み、酸化重合を促進して、粘度などを高くしたセミブローンアスフ
ァルトなども含まれる。通常は、温度１１０℃以上の温度で現場施工する性質を有するこ
とが推奨される。加熱溶融したアスファルトを道路破損部の亀裂部分に流し込んだり、ト
ーチバーナーにより現場施工ができるような性質を持ったものである。針入度（ＪＩＳ　
Ｋ　２００７）１０～４０程度のものが好ましい。補修材のアスファルトの占める割合は
、４０～８０質量％、好ましくは５０～７０質量％存在すれば足りる。
【００２７】
　補修材を構成する改質剤（ＳＢＳ）とは、ゴムまたは熱可塑性樹脂からなる高分子系改
質剤であり、これは、アスファルトに溶解、均一分散できるものであれば、あらゆる高分
子材料が使用可能である。具体的には、天然ゴム（ＮＲ）、合成ゴム、スチレン－ブタジ
エンランダム共重合体（ＳＢＲ）、スチレン－ブタジエンゴム、ポリクロロプレン（ＣＲ
）、ポリブタジエン（ＢＲ）、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体（ＮＢＲ）、エチ
レン－プロピレン共重合体、エチレン－プロピレン－ジエン共重合体（ＥＰＤＭ）、高分
子材料、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、エチレン－酢酸ビニ
ル共重合体（ＥＶＡ）、スチレン－ブタジエンブロック共重合体（ＳＢＳ）、スチレン－
イソプレンブロック共重合体、エチレン－エチルアクリレート（ＥＥＡ）などの、市販の
各種汎用の材料が例示できる。タイヤ粉砕ゴムなどを所定量配合または併用することも可
能である。同様に、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフ
タレート（ＰＥＴ）のような廃プラスチックのような、一度使用した回収のプラスチック
を粉砕して再利用することは、舗装道路の面ばかりでなく、環境の面からも推奨される。
その使用形態は、粉末、溶液、ラテックスなど、任意な状態で適用できる。タイヤゴム粉
末を使用することは、過剰に発生する古タイヤの処理対策と、再利用という大きな問題を
解決することが出来る為に、いわゆるエコ対策に貢献することが出来るので、大きな社会
的な使命および貢献が期待される。改質材の効果により、温度変化に対応する補修材にな
り、寒冷期にアスファルトの低温固化により、車両振動により容易に亀裂が発生したり、
舗装の脆化によるひび割れの発生や、盛夏時のフラッシュによるべたつきが発生しないと
いうような、一種のアスファルト硬軟変化緩衝材、アスファルト温度変化緩衝材、硬軟材
料調整剤、または温度硬軟材料変化調整剤のような機能を果たす。さらに、交通振動吸収
、騒音吸収のような副次効果も期待できる。これらのゴムまたは樹脂材料の配合量は、０
．５～１０質量％、好ましくは１～６質量％、より好ましくは、１～３質量％程度である
。添加量が１質量％以下と低くなれば、アスファルトの温度変化に依存する軟化、硬化の
変化を是正するという改質材の効果が発現しない。添加量が７質量％、１０質量％と多く
なれば、溶融時の軟化が多くなり、１２質量％、１５質量％と添加量が多くなれば、強度
も低下する傾向にあるため、添加量が１０質量％以上になれば、施工時の分解、悪臭、可
塑化の発生なども加わり、改質剤としての効果が適正に発現しない。
【００２８】
　道路補修材に剥離防止剤を添加することによって、補修材アスファルトに含有されてい
る剥離防止剤が、ひび割れ発生箇所である破損部側のアスファルト混合物に含まれるアス
ファルトと骨材が剥離して、骨材がむき出しの状態になっている剥離の骨材と補修材側の
アスファルトとの、固着、接着、親和性などを改善することが出来る為に、補修材が舗装
と一体化し強固な補修部を形成することが可能である。勿論、施工後に、この剥離防止剤
が、徐々に補修材側から破損部側へ浸透すれば、破損部側のアスファルト混合物の剥離状
態を回復することにも寄与することも有り得る。
　道路補修材を構成する剥離防止剤とは、トリエチルアミン、トリエチルジアミン、テト
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ラメチルエチレンジアミンのようなエチルアミン化合物、例えば、牛脂アルキルプロピレ
ンジアミン、牛脂アルキルプロピレントリアミン等のアミン化合物、ステアリン酸アミド
、オレイン酸アミドのような脂肪酸アミドを含むアミド化合物、第4級アンモニウム塩、
例えばモノアルキルアンモニウムクロライド、ジアルキルアンモニウムクロライド、エチ
レンオキサイド付加型アンモニウムクロライド等、トール油脂肪酸、トール油誘導体、ス
テアリルフォスフェート、汎用のシランカップリング剤、例えば、ビニルトリクロシラン
、ビニルトリスシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、γ－(
メタクリロキシプロピル)トリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシ
シラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシ
シラン等、イミダゾリン化合物、例えばイミダゾリニウムベタインなど、が例示できる。
この剥離防止剤とは、道路補修材のアスファルトと石粉のような骨材との密着性を促進す
る作用を有するばかりでなく、アスファルトと骨材との表面ぬれ性を高めるので、相溶性
を高める機能も有する。さらに、道路破損部側と補修材側との材料剥離を防止する機能も
有し、多機能を備えた添加剤である。剥離防止剤の添加量は、０．５～５．０質量％、好
ましくは、０．５～３．０質量％であり、通常は、１．０質量％程度含まれれば足りる。
【００２９】
　この評価方法は、ひび割れ、クラック、欠損部のような破損部の発生した交通量の多い
舗装道路部分を、本発明の道路補修材により通常の補修方法で充填をして、本発明の道路
補修材で補修した部分と、本発明の補修材の成分が含まれていない補修材により補修した
部分を、一定期間（１月、３月、６月など）放置後、舗装道路からサンプル用に補修部部
分を少量切り取り、ルーペ、顕微鏡などを使用して、剥離した骨材、剥離しない骨材の数
を判定してその割合を算定して判定方法の根拠とする。
【００３０】
　ひび割れ、クラック、欠損箇所の発生箇所のアスファルト混合物に含まれるアスファル
トは気象寒暖の温度差、降雨による浸水、紫外線曝露、酸化、交通荷重により劣化してい
る。そこで補修材の基材に使用しているアスファルトに劣化アスファルトの性状を改善す
るために使用する再生添加材料を添加することで、ひび割れ箇所の劣化したアスファルト
特性を改善することによりひび割れ部アスファルト混合物と補修材との接触部の応力を緩
和し、互いの材料の固着特性を強固なものとした。
【００３１】
　その道路補修材を構成する再生添加剤とは、劣化アスファルト再生用添加剤として作用
するものである。多環芳香族分（ＰＣＡ）３％未満のパラフィン系石油軟化材が、例えば
新日本石油（株）製の９００ＮＴ、多環芳香族分（ＰＣＡ）３％未満のナフテン系石油軟
化材が、例えば三共油化工業（株）製のＳＮＨ５４０、ＳＮＨ４４０、ＳＮＨ２２０、Ｓ
ＮＨ４６、芳香族系石油軟化材が、例えば、シンレキ工業（株）製のＳＲラックス、植物
油脂、鉱油、天然樹脂が、例えばロジン、タールからなる群から選ばれた１種又は２種以
上を挙げることが出来る。この再生添加剤とは、補修材をひび割れ部に充填流し込みした
後の補修材のアスファルト基材の維持、再生を高めることが出来るものであるが、既設舗
装道路ひび割れ部に補修材を充填した後に、補修材から道路舗装のひび割れ部周辺に再生
添加剤が浸透して、ひび割れ部に存在する劣化アスファルトを再生する機能を有する。そ
の結果、道路舗装上の補修部の全体の再生をすることになり、道路舗装の耐久性、寿命を
高めることになる。再生添加剤の添加量は、道路舗装の施工年数に若干影響するが、通常
は１．０～１０．０質量％、好ましくは３．０～８．０質量％、より好ましくは、５．０
質量％前後が最適である。添加量が１．０質量％以下になれば、再生機能が発現しない。
一方、１２質量％、１５質量％と添加量が１０．０質量％を超えて多くなれば、補修材が
軟化するばかりでなく、補修部の強度低下という軟弱化、補修材の溶解時における悪臭の
発生などの原因になる。
【００３２】
　ひび割れ、クラック、または欠損部の発生した交通量の多い舗装道路破損箇所を、本発
明の道路補修材により通常の補修方法で充填をして、本発明の道路補修材で補修した部分
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と、本発明の補修材の成分が含まれていない補修材により補修した部分の舗装道路を、交
通量を開放して、一定期間（１月、３月、６月など）放置後、舗装道路からサンプル用に
補修部部分を少量切り取り、補修材充填部（ａ）、クラック発生部の道路壁部分の材料（
ｂ）、破損道路アスファルト部分、道路舗装材料（ｃ）部分のアスファルトの材料をサン
プリングする。アスファルトの色彩、可塑性、物理的な強度、などのアスファルトの性能
の比較評価の仕方は、通常のアスファルトの評価方法に準拠するのがよい。
【００３３】
　道路補修材に添加する石粉とは、具体的には無機質材料からなる固体の、粉末、粒子、
顆粒の、いわゆる無機質粒子であり、通常は骨材といわれることもある。具体的な化合物
としては、炭酸カルシユウム、シリカ、珪砂、焼却灰の溶融スラグ、廃ガラスの破砕片、
岩石、川砂、山砂、鉱物粉砕片、脱硫または天然石膏、建築廃材の粉砕片、ホタテ、カキ
、サザエなどの貝殻粉末、またはそれらの混合物などからなる、人工のまたは天然の固体
粉末が使用できる。酸性雨、排気ガスの硫黄、窒素化合物による舗装道路の酸性化による
アスファルトの変性を防止する意味で、炭酸カルシユウム、貝殻粉末のような、弱アルカ
リ性の石粉を使用することも有益である。慣用の粉砕機により所定の粒径と無機質粒子と
するか、または市販の所定の粒径の無機質粒子からなる製品を購入することが出来る。粒
径としては、平均粒径で表示すれば、５０～１０００μｍの範囲のものが好ましい。配合
量は、１０～５０質量％、好ましくは、２０～４０質量％であり、より好ましくは２５～
３５質量％である。貝殻粉の場合には、海辺、加工工場周辺の清潔、美的環境いじに貢献
するばかりでなく、リサイクルとしての評価、舗装道路材料の雨水、廃棄ガスによる酸性
化を緩和する役割もあり、高い期待、および評価を受けることが出来る。これらの石粉の
強度を維持するためには、シランカップリング剤のような表面処理剤により予め表面処理
をすることがよい。
【００３４】
　本発明の道路補修材の標準仕様の基本物性を示すと以下のとおりである。
　　
　試験項目・条件（単位）　　　　　　　　試験結果　（試験方法）
　密度（ｇ／ｃｍ３　　）　　　　　　　　１．２０～１．３１　（ハーバード比重瓶）
　針入度（２５℃）（１／１０ｍｍ）　　１０～４０　（ＪＩＳＫ２００７）
　軟化点（Ｒ＆Ｂ）（℃）　　　　　　　１０５～１２２　（舗装試験法便覧参照）
　流れ（６０℃）（ｍｍ）　　　　　　　５以下　（セメントコンクリート舗装要綱）
　引火点（ＣＯＣ）（℃）　　　　　　　２６０以上　（舗装試験法便覧参照）
　　
以上のような物性を備えた道路補修材が推奨される。
【００３５】
　道路補修材の標準充填温度は、約１８０℃程度で施工するのが適切であり、温度が低い
と十分な可塑化や流動性が確保できなくなり、ひび割れ部の細部まで充填することが難し
くなる。一方、充填温度を高くすれば、例えば２００℃以上で長時施工すれば、材料の劣
化や、分解、悪臭の原因ともなり、結果的に材料の劣化を、分解、脆弱化を招くことにな
り、過酷な道路舗装材料の補修材としての性能を失うことになる。
【実施例】
【００３６】
　以下、実施例により本発明の概要を詳細に説明するが、本発明はこれによって限定され
るものではない。
【００３７】
＜ひび割れ補修材の引張接着試験＞
　本発明の特長であるアスファルトの再生添加剤および剥離防止材について、効果の検証
試験を行なった。試験法は、舗装調査・試験法便覧「Ｄ０１４Ｔ　注入材の引張接着試験
方法」に準拠し、ひび割れ補修材のひび割れ部注入後における路面との接着性を評価した
。
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【００３８】
＜試験方法＞
　既存の舗装の同一路線、同一箇所に発生したひび割れ部分に本発明の道路補修材で補修
した部分と、本発明の補修材の成分が含まれていない補修材により補修した部分へ試料を
注入し、注入後直ちに六角ボルトの頭を下にし、図－1に示すようにボルトの頭の中心が
ひび割れ箇所の中心と一致するように挿入する。ボルトの頭を補修用注入材に挿入する深
さは２～５ｍｍ程度を標準とする。注入した補修用注入材が周辺の路面温度と同じ温度に
なるまで養生する。注入箇所に挿入した六角ボルトに接続器具を取り付け、図－2に示す
ようにボルトと荷重計を接続する。荷重計を一定の速度で引張りボルトを補修用注入材か
ら引き抜く。引き抜きが終了するまでに示した荷重計の最大値を読み取り記録する。ボル
トを引き抜いた箇所を観察し、以下に示す例を参考に破壊状況を記録する。
【００３９】
＜破壊状況＞
１：路面と補修用注入材境界で剥がれた。
２：補修用注入剤の凝集破壊。
３：六角ボルトと補修用注入材境界で剥がれた。
【００４０】
（実施例１）
　ブロンアスファルト６２．７質量％、改質剤（ＳＢＳ共重合体ゴム）１．３質量％、は
くり防止剤（トール油脂肪酸）１．０質量％、再生添加剤（パラフィン系石油軟化材：新
日本石油（株）製商品名、ＮＴ９００）５．０質量％、および石粉（炭酸カルシュウム）
３０．０質量％からなる道路補修材用原料混合物を調合する。
　この道路補修材用原料混合物の基本物性を測定した試験結果は、以下のとおりである。
密度；１．２３０ｇ／ｃｍ３、　針入度（２５℃）；２４（１／１０ｍｍ）、　軟化点（
Ｒ＆Ｂ）；１１８℃、　流れ（６０℃）；０ｍｍ　、引火点（ＣＯＣ）；２８５℃
　舗装道路のひび割れ箇所の内部とその周辺を好ましくはエアコンプレッサーなどを用い
て、ゴミ、ほこり、微量なアスファルト破片、舗装粉塵を吹き飛ばす。上記の道路補修材
用原料混合物を、溶解釜により溶融温度１８０℃で十分に溶解する。溶融は、できるだけ
万遍に全体を撹拌しながら行うことが適切である。溶解してから、注入機を用いて充填箇
所へ充填流し込みをする。直ちに六角ボルトの頭を下にし、ボルトの頭の中心がひび割れ
箇所の中心と一致するように挿入する。注入した補修用注入材が周辺の路面温度と同じ温
度になるまで養生する。注入箇所に挿入した六角ボルトに接続器具を取り付け、ボルトと
荷重計を接続する。荷重計を一定の速度で引張りボルトを補修用注入材から引き抜く。引
き抜きが終了するまでに示した荷重計の最大値を読み取り記録する。
　これによると引張接着力は３５０Ｎ、破壊状況は３（六角ボルトと補修用注入材境界で
剥がれた。）と判定できる。
　なお、ブロンアスファルト６２．７質量％、改質剤（ＳＢＳ共重合体ゴム８０重量部＋
タイヤ粉砕ゴム２０重量部）１．３質量％、はくり防止剤（トール油脂肪酸９０重量部＋
ステアリルフォスフェート１０重量部）１．０質量％、再生添加剤（パラフィン系石油軟
化材：新日本石油（株）製商品名、ＮＴ９００）５．０質量％、および石粉（炭酸カルシ
ュウム６０重量部＋ほたて貝殻４０重量部）３０．０質量％からなる道路補修材用原料混
合物を調合して、上記の実施態様に基づいて実施した場合にも、同等の作用効果が確認で
きる。
【００４１】
（実施例２）
　ブロンアスファルト６０．７質量％、改質剤（エチレン－酢酸ビニル共重合体）１．３
質量％、はく離防止剤（ステアリルフォスフェート）２．０質量％、再生添加剤（多環芳
香族分（ＰＣＡ）３％未満のナフテン系石油軟化材：三共油化（株）製商品名、ＳＮＨ５
４０）５．０質量％、および石粉（炭酸カルシュウム５０質量％＋ホタテ貝殻粉末５０質
量％）３１．０質量％からなる道路補修材用原料混合物を調合する。
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　この道路補修材用原料混合物の基本物性を測定した試験結果は、以下のとおりである。
　密度；１．２３２ｇ／ｃｍ３、　針入度（２５℃）；２２（１／１０ｍｍ）、　軟化点
（Ｒ＆Ｂ）；１０８、　流れ（６０℃）；０ｍｍ、　引火点（ＣＯＣ）；２８１℃
　実施例１と同様の方法により、ひび割れ箇所に補修材を充填し直ちに六角ボルトを挿入
し、養生後引張接着試験を行った。
　これによると引張接着力は３４０Ｎ、破壊状況は３（六角ボルトと補修用注入材境界で
剥がれた。）と判定できる。
　なお、ブロンアスファルト６０．７質量％、改質剤（エチレン－酢酸ビニル共重合体８
０重量部＋ＳＢＳ共重合体ゴム２０重量部）１．３質量％、はくり防止剤（ステアリルフ
ォスフェート９０重量部＋トール油脂肪酸１０重量部）２．０質量％、再生添加剤（多環
芳香族分（ＰＣＡ）３％未満のナフテン系石油軟化材：三共油化（株）製商品名、ＳＮＨ
５４０、６０重量部＋パラフィン系石油軟化材：新日本石油（株）製商品名、ＮＴ９００
、４０重量部）５．０質量％、および石粉（炭酸カルシュウム６０重量部＋フライアッシ
ュ４０重量部）３１．０質量％からなる道路補修材用原料混合物を調合して、上記の実施
態様に基づいて実施した場合にも、同等の作用効果が確認できる。
【００４２】
（実施例３）
　ブロンアスファルト７０．０質量％、改質剤（ＳＢＲゴム）１．３質量％、はく離防止
剤（トール油脂肪酸）２．０質量％、再生添加剤（パラフィン系石油軟化材：日本石油（
株）製商品名、ＮＴ９００）４．０質量％、および石粉（炭酸カルシュウム６０質量％＋
ガラス粉末４０質量％）２２．７質量％からなる道路補修材用原料混合物を調合する。
　この道路補修材用原料混合物の基本物性を測定した試験結果は、以下のとおりである。
密度；１．２２９ｇ／ｃｍ３、　針入度（２５℃）；２４（１／１０ｍｍ）、　軟化点（
Ｒ＆Ｂ）；１０５、　流れ（６０℃）；０ｍｍ、　引火点（ＣＯＣ）；２８９℃
　実施例１と同様の方法により、ひび割れ箇所に補修材を充填し直ちに六角ボルトを挿入
し、養生後引張接着試験を行った。
　これによると引張接着力は３２０Ｎ、破壊状況は３（六角ボルトと補修用注入材境界で
剥がれた。）と判定できる。
　なお、ブロンアスファルト７０．０質量％、改質剤（廃プラＰＥＴ３０重量部＋ＳＢＲ
ゴム７０重量部）１．３質量％、はくり防止剤（ステアリルフォスフェート９０重量部＋
トール油脂肪酸１０重量部）２．０質量％、再生添加剤（多環芳香族分（ＰＣＡ）３％未
満のナフテン系石油軟化材：三共油化（株）製商品名、ＳＮＨ５４０、６０重量部＋パラ
フィン系石油軟化材：新日本石油（株）製商品名、ＮＴ９００、４０重量部）４．０質量
％、および石粉（炭酸カルシュウム６０重量部＋ほたて貝殻４０重量部）２２．７質量％
からなる道路補修材用原料混合物を調合して、上記の実施態様に基づいて実施した場合に
も、同等の作用効果が確認できる。
【００４３】
（実施例４）
　ブロンアスファルト５５．０質量％、改質剤（タイヤ粉末ゴム）１．５質量％、はく離
防止剤（牛脂アルキルプロピレンジアミン）１．２質量％、再生添加剤（多環芳香族分（
ＰＣＡ）３％未満のナフテン系石油軟化材：三共油化（株）製商品名、ＳＮＨ５４０）６
．０質量％、および石粉（炭酸カルシュウム）３６．３質量％からなる道路補修材用原料
混合物を調合する。
　この道路補修材用原料混合物の基本物性を測定した試験結果は、以下のとおりである。
密度；１．２３１ｇ／ｃｍ３、　針入度（２５℃）；２０（１／１０ｍｍ）、　軟化点（
Ｒ＆Ｂ）；１１４、　流れ（６０℃）；０ｍｍ、　引火点（ＣＯＣ）；２８２℃
　実施例１と同様の方法により、ひび割れ箇所に補修材を充填し直ちに六角ボルトを挿入
し、養生後引張接着試験を行った。
　これによると引張接着力は３６０Ｎ、破壊状況は３（六角ボルトと補修用注入材境界で
剥がれた。）と判定できる。
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なお、ブロンアスファルト５５．０質量％、改質剤（タイヤ粉末ゴム５０重量部＋ＳＢＲ
ゴム５０重量部）７．０質量％、はく離防止剤（牛脂アルキルプロピレンジアミン９０重
量部＋ビニルトリエトキシシラン１０重量部）３．０質量％、再生添加剤（多環芳香族分
（ＰＣＡ）３％未満のナフテン系石油軟化材：三共油化（株）製商品名、ＳＮＨ５４０）
９．０質量％、および石粉（炭酸カルシュウム５０重量部＋シリカ５０重量部）２６．０
質量％からなる道路補修材用原料混合物を調合して、上記の実施態様に基づいて実施した
場合にも、同等の作用効果が確認できる。
【００４４】
（比較例１）
　ブロンアスファルト６４．０質量％、はくり防止剤（トール油脂肪酸）１．０質量％、
再生添加剤（パラフィン系石油軟化材：新日本石油（株）製商品名、ＮＴ９００）５．０
質量％、および石粉（炭酸カルシュウム）３０．０質量％からなる道路補修材原料混合物
を調合する。
　これは、実施例１の標準仕様の原料混合物から、改質材を除いたものである。
　実施例１と同様の方法により、ひび割れ箇所に補修材を充填し直ちに六角ボルトを挿入
し、養生後引張接着試験を行った。
　これによると引張接着力は２６０Ｎ、破壊状況は３（六角ボルトと補修用注入材境界で
剥がれた。）と判定できる。
【００４５】
（比較例２）
　ブロンアスファルト６２．７質量％、改質剤（ＳＢＳ共重合体ゴム）１．３質量％、再
生添加剤（パラフィン系石油軟化材：新日本石油（株）製商品名、ＮＴ９００）５．０質
量％、および石粉（炭酸カルシュウム）３１．０質量％からなる道路補修材原料混合物を
調合する。
　これは、実施例１の標準仕様の原料混合物から、はくり防止剤を含まない道路補修材で
ある。
　実施例１と同様の方法により、ひび割れ箇所に補修材を充填し直ちに六角ボルトを挿入
し、養生後引張接着試験を行った。
　これによると引張接着力は２４０Ｎ、破壊状況は３（六角ボルトと補修用注入材境界で
剥がれた。）と判定できる。
【００４６】
（比較例３）
　ブロンアスファルト６２．７質量％、改質剤（ＳＢＳ共重合体ゴム）１．３質量％、は
くり防止剤（トール油脂肪酸）１．０質量％、および石粉（炭酸カルシュウム）３５．０
質量からなる道路補修材原料混合物を調合する。
　これは、再生添加剤の併用しない例である。
　実施例１と同様の方法により、ひび割れ箇所に補修材を充填し直ちに六角ボルトを挿入
し、養生後引張接着試験を行った。
　これによると引張接着力は２２０Ｎ、破壊状況は３（六角ボルトと補修用注入材境界で
剥がれた。）と判定できる。
【００４７】
（比較例４）
　ブロンアスファルト１００質量％からなる、従来ひび割れ補修に使用されていた材料を
比較例として示す。
　実施例１と同様の方法により、ひび割れ箇所に補修材を充填し直ちに六角ボルトを挿入
し、養生後引張接着試験を行った。
　これによると引張接着力は１５０Ｎ、破壊状況は１（路面と補修用注入材境界で剥がれ
た。）と判定できる。
【００４８】
（比較例５）
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　現在市販されている既存のひび割れ補修材料を比較例として示す。
　実施例１と同様の方法により、ひび割れ箇所に補修材を充填し直ちに六角ボルトを挿入
し、養生後引張接着試験を行った。
　これによると引張接着力は１７０Ｎ、破壊状況は１（路面と補修用注入材境界で剥がれ
た。）と判定できる。
【００４９】
　実施例の試験結果を、［表1］として纏めた。
【００５０】
【表１】

【００５１】
　比較例の配合別による引張強度試験結果を、［表２］として纏めた。
【００５２】
【表２】

【００５３】
　以上の試験結果から、本発明の特徴であるはくり防止剤、再生添加剤を添加することに
より、本発明において引張り接着強度の向上が見られた。既存の製品が、路面と補修用注
入材境界で剥がれ、ひび割れの補修材と既設舗装間の接着が悪いのに対して、本発明品の
破壊状況は、全て六角ボルトと補修用注入材境界で剥がれていることから、本発明品のは
くり防止剤、再生添加剤がひび割れ補修材と既設舗装の接着に寄与している事が分かる。
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【００５４】
　本発明において、ブロンアスファルトおよび無機質粉末に対して、改質剤（ＳＢＳ共重
合体ゴム、各種ゴム、プラスチック）、はく離防止剤、再生添加剤を併用することにより
、補修材としての、材質的に、性能的、補修材としての取り扱い性、および道路舗装補修
材としてのバランスの良い材料を提供していることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明は、特にアスファルト舗装道路における、補修材としての役割を持っており、舗
装道路の耐久性、再生、持続性を著しく高めることができるので、その効果は非常に優れ
ており、低価格の舗装道路の寿命を延ばすことが出来るので、省力化、省資源化などを含
む、道路建設、施工の土木建設の産業の発展に寄与することが大である。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】既設舗装のひび割れ箇所に重点した補修材に、六角ボルトの頭をひび割れ箇所の
中心と一致するように深さ２～５ｍｍ程度挿入した状態
【図２】六角ボルトに接続器具を取り付け、六角ボルトと荷重計を接続した状態
【符号の説明】
【００５７】
　１　六角ボルト
　２　ひび割れ補修材
　３　既設舗装
　４　荷重計
　５　接続器具

【図１】

【図２】
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