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(57)【要約】
【課題】軟化点及び弾性率が高く機械的強度に優れ、それらと溶融粘度とのバランスも良
好なアスファルト組成物を得る。
【解決手段】下記（１）～（４）の条件を満たす（イ）ブロック共重合体３～２０質量％
と、
　　（１）２個以上のビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ）と、１個以
　　　　　上の共役ジエンを含有する重合体ブロック（Ｂ）とを有する。
　　（２）全ビニル芳香族化合物の含有量が２０～６０質量％である。
　　（３）重量平均分子量が５０，０００～５００，０００である。
　　（４）前記ビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ）の含有量が、１５
　　　　　質量％～４５質量％である。
（ロ）アスファルト８０～９７質量％と、
を含むアスファルト混合物１００質量部と、
（ハ）二酸化珪素及び／又は珪酸塩を含有する無機充填剤０．３～１０質量部と、
（ニ）アルコキシ基を２個以上含有するシラン化合物０．１～２．０質量部とを、含有す
るアスファルト組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（イ）ビニル芳香族化合物と共役ジエンからなるブロック共重合体であり、下記（１）～
　　　（４）の条件を満たすブロック共重合体３～２０質量％と、
　　（１）２個以上のビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ）と、１個以
　　　　　上の共役ジエンを含有する重合体ブロック（Ｂ）とを有する。
　　（２）全ビニル芳香族化合物の含有量が２０～６０質量％である。
　　（３）重量平均分子量が５０，０００～５００，０００である。
　　（４）前記ビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ）の含有量が、１５
　　　　　質量％～４５質量％である。
（ロ）アスファルト８０～９７質量％と、
を含むアスファルト混合物１００質量部と、
（ハ）結晶構造内に二酸化珪素及び／又は珪酸塩を含有する無機充填剤０．３～１０質量
部と、
（ニ）１種以上のアルコキシ基を２個以上含有するシラン化合物０．１～２．０質量部
と、
を、含有するアスファルト組成物。
【請求項２】
　前記（イ）ブロック共重合体の全共役ジエン中の平均ビニル結合量が３０質量％以下で
ある請求項１に記載のアスファルト組成物。
【請求項３】
　前記（ニ）シラン化合物が、アミノ基を含有する請求項１又は２に記載のアスファルト
組成物。
【請求項４】
　前記（ニ）シラン化合物が、イソシアネート基を含有する請求項１又は２に記載のアス
ファルト組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アスファルト組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、アスファルト及び所定のポリマーを含有するアスファルト組成物は、道路舗
装、遮音シート、アスファルトルーフィング等の用途に広く利用されている。
　このようなアスファルト組成物には、用途に応じた性能を付加するべく、種々のポリマ
ーが含有されている。例えば、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－エチルアクリ
レート共重合体、ゴムラテックス、共役ジエンとビニル芳香族炭化水素とからなるブロッ
ク共重合体等が挙げられる。
【０００３】
　一方、近年、道路舗装用途においては、道路通行車両の増大、車両の高速化といった事
情に伴って、優れた強度、耐摩耗性を有するアスファルト組成物の要求が高まっている。
また、アスファルトルーフィング用途においても、経年や気温の変化による変形や亀裂を
防止するため、耐熱性が高く、優れた強度を有するアスファルト組成物の要求が高まって
いる。このため、軟化点がより高く、高温での弾性率や機械的強度が高いアスファルト組
成物が必要とされてきている。
【０００４】
　かかる要求に対応し、従来から種々の熱可塑性エラストマーを用いたアスファルト組成
物が提案され、特にアスファルトとの親和性、物性改質に優れるスチレン系エラストマー
を用いたアスファルト組成物が数多く提案されている（例えば、特許文献１及至４参照。
）。
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【０００５】
　特許文献１には、ビチューメンとスチレン－ブタジエンブロック共重合体、硫黄からな
るアスファルト組成物の製造方法が提案されている。
　特許文献２には、アスファルトとスチレン－ブタジエンブロック共重合体、分散剤、鉱
油、シリカ及び／又はカーボンブラックからなる道路舗装用のアスファルト組成物が提案
されている。
【０００６】
　特許文献３には、アスファルトと共役ジエン系共重合体、乳化剤、シランカップリング
剤、エポキシ樹脂からなるアスファルト組成物が提案されている。
　特許文献４には、ブローンアスファルトとスチレン－ブタジエン共重合体、はく離防止
剤、再生添加剤、無機質粒子からなるアスファルト組成物が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特公昭５７－２４３８５号公報
【特許文献２】特開２００３－２７７６１３号公報
【特許文献３】特開２０１０－１７４２２９号公報
【特許文献４】特開２００９－１２６８７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記従来提案されているアスファルト組成物は、いずれも軟化点、弾性
率、機械的強度、及びそれらと溶融粘度とのバランスにおいて、未だ十分な特性を有して
おらず改善すべき課題を有している。
【０００９】
　そこで、本発明においては、軟化点及び弾性率が高く、機械的強度に優れ、それらと溶
融粘度とのバランスも良好なアスファルト組成物を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、ビニル芳香族重合体
ブロックと共役ジエン化合物を含有する重合体ブロックからなるブロック共重合体とシリ
カと特定の構造を持つシラン化合物とをアスファルトに配合したアスファルト組成物が、
軟化点、弾性率が高く機械的強度に優れ、それらと溶融粘度とのバランスも良好であり、
道路舗装用、アスファルトルーフィング用として使用できることを見出し、本発明を完成
するに至った。
　すなわち、本発明は以下の通りである。
【００１１】
〔１〕
（イ）ビニル芳香族化合物と共役ジエンからなるブロック共重合体であり、下記（１）～
　　　（４）の条件を満たすブロック共重合体３～２０質量％と、
　　（１）２個以上のビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ）と、１個以
　　　　　上の共役ジエンを含有する重合体ブロック（Ｂ）とを有する。
　　（２）全ビニル芳香族化合物の含有量が２０～６０質量％である。
　　（３）重量平均分子量が５０，０００～５００，０００である。
　　（４）前記ビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ）の含有量が、１５
　　　　　質量％～４５質量％である。
（ロ）アスファルト８０～９７質量％と、
を含むアスファルト混合物１００質量部と、
（ハ）結晶構造内に二酸化珪素及び／又は珪酸塩を含有する無機充填剤０．３～１０質量
部と、
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（ニ）１種以上のアルコキシ基を２個以上含有するシラン化合物０．１～２．０質量部
と、
を、含有するアスファルト組成物。
〔２〕
　前記（イ）ブロック共重合体の全共役ジエン中の平均ビニル結合量が３０質量％以下で
ある前記〔１〕に記載のアスファルト組成物。
〔３〕
　前記（ニ）シラン化合物が、アミノ基を含有する前記〔１〕又は〔２〕に記載のアスフ
ァルト組成物。
〔４〕
　前記（ニ）シラン化合物が、イソシアネート基を含有する前記〔１〕又は〔２〕に記載
のアスファルト組成物。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、軟化点及び弾性率が高く機械的強度に優れ、それらと溶融粘度とのバ
ランスも良好なアスファルト組成物が得られる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、「本実施形態」と言う。）について詳細に
説明する。
　本発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形し
て実施できる。
【００１４】
〔アスファルト組成物〕
　本実施形態のアスファルト組成物は、
（イ）ビニル芳香族化合物と共役ジエンとからなるブロック共重合体であり、下記（１）
　　　～（４）の条件を満たすブロック共重合体３～２０質量％と、
　　（１）２個以上のビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ）と、１個以
　　　　　上の共役ジエンを含有する重合体ブロック（Ｂ）とを有する。
　　（２）全ビニル芳香族化合物の含有量が２０～６０質量％である。
　　（３）重量平均分子量が５０，０００～５００，０００である。
　　（４）前記ビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ）の含有量が、１５
　　　　　質量％～４５質量％である。
（ロ）アスファルト８０～９７質量％と、
を含むアスファルト混合物１００質量部と、
（ハ）結晶構造内に二酸化珪素及び／又は珪酸塩を含有する無機充填剤０．３～１０質量
部と、
（ニ）１種以上のアルコキシ基を２個以上含有するシラン化合物０．１～２．０質量部
と、
を、含有する。
【００１５】
（（イ）ブロック共重合体）
　本実施形態のアスファルト組成物を構成する（イ）ブロック共重合体（以下、ブロック
共重合体（イ）と記載することもある。）は、ビニル芳香族化合物と共役ジエンとからな
る共重合体である。
　先ず、ビニル芳香族化合物について説明する。
　前記ビニル芳香族化合物は、ビニル基を有する芳香族化合物であり、例えば、スチレン
、α－メチルスチレン、ｐ－メチルスチレン、ジビニルベンゼン、１，１－ジフェニルエ
チレン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－ｐ－アミノエチルスチレン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－ｐ－アミノ
エチルスチレン等が挙げられ、特に、価格と機械強度とのバランスの観点から、スチレン
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が好ましい。これらの単量体は、単独で用いても、２種以上を併用してもよい。
【００１６】
　次に、共役ジエンについて説明する。
　共役ジエンは、１対の共役二重結合を有するジオレフィンであり、例えば、１，３－ブ
タジエン、イソプレン、２－メチル－１，３ブタジエン（イソプレン）、２，３－ジメチ
ル－１，３－ブタジエン、１，３－ペンタジエン、２－メチル－１，３－ペンタジエン、
１，３－ヘキサジエン等が挙げられ、中でも１，３－ブタジエン及びイソプレンが好まし
く、本実施形態のアスファルト組成物の熱安定性の観点から、１，３－ブタジエンがより
好ましい。
　これらの単量体は、単独で用いても、２種以上を併用してもよい。
【００１７】
　ブロック共重合体（イ）は、ビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ）を
２個以上有している。なお本明細書において、「主体とする」とは、重合体ブロック中、
所定の単量体単位を５０質量％以上含有することを意味し、６０質量％以上含有すること
が好ましく、７０質量％以上含有することがより好ましい。
【００１８】
　ブロック共重合体（イ）は、ビニル芳香族化合物と共役ジエンとからなる共重合体であ
って、ブロック共重合体（イ）中の全ビニル芳香族化合物の含有量は２０～６０質量％で
あり、２２～５７質量％であることが好ましく、２４～５５質量％であることがより好ま
しい。
　ブロック共重合体（イ）中の全ビニル芳香族化合物の含有量が上記範囲であると、後述
する（ロ）アスファルトに対する溶解性が向上し、最終的に目的とするアスファルト組成
物において優れた加工性、軟化点、弾性率、機械的強度が得られる。
　ブロック共重合体（イ）中の全ビニル芳香族化合物の含有量は、後述する実施例に記載
の方法により測定できる。
【００１９】
　ブロック共重合体（イ）中におけるビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（
Ａ）の含有量は１５質量％～４５質量％であり、１７質量％～４３質量％が好ましく、２
０～４０質量％であることがより好ましい。
　ブロック共重合体（イ）中におけるビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（
Ａ）の含有量が上記範囲であると最終的に目的とするアスファルト組成物において優れた
加工性、軟化点、弾性率、機械的強度が得られる。
　ブロック共重合体（イ）中におけるビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（
Ａ）の含有量は、四酸化オスミウムを触媒として、共重合体をターシャリーブチルハイド
ロパーオキサイドにより酸化分解する方法（Ｉ．Ｍ．ＫＯＬＴＨＯＦＦ，ｅｔａｌ．，Ｊ
．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．１，４２９（１９４６）に記載の方法：以後「四酸化オスミウム
法」と呼ぶ。）により測定できる。
　また、ブロック共重合体（イ）中におけるビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロ
ック（Ａ）の含有量は、核磁気共鳴装置（ＮＭＲ）を用いて（Ｙ．Ｔａｎａｋａ，ｅｔ　
ａｌ．，ＲＵＢＢＥＲ　ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ　ａｎｄ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　５４，６
８５（１９８１）に記載の方法。以後「ＮＭＲ法」と呼ぶ。）測定してもよい。
　具体的には、後述する実施例に記載の方法により測定できる。
【００２０】
　ブロック共重合体（イ）は、共役ジエンを含有する重合体ブロック（Ｂ）を１個以上有
している。
　ブロック共重合体（イ）は、当該ブロック共重合体（イ）の全共役ジエンを１００質量
％としたときの、平均ビニル結合量が３０質量％以下である。
　前記平均ビニル結合量は２５質量％以下が好ましく、２０質量％以下がより好ましい。
　ブロック共重合体（イ）の前記平均ビニル結合量が３０質量％以上になると熱安定性が
悪化し、アスファルト組成物の加工性が損なわれる。
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　前記ビニル結合量は、後述する第３級アミン化合物又はエーテル化合物等の、調整剤の
使用により制御できる。
　なお、本実施形態においては、１，２－ビニル結合と３，４－ビニル結合との合計量（
但し、共役ジエンとして１，３－ブタジエンを使用した場合には、１，２－ビニル結合量
）を、ビニル結合量と呼ぶものとする。
　ビニル結合量は、赤外分光光度計による測定（例えば、ハンプトン法）により測定でき
、具体的には、後述する実施例に記載の方法により測定できる。
【００２１】
　ブロック共重合体（イ）の重量平均分子量は、最終的に目的とするアスファルト組成物
において、良好な加工性、軟化点、弾性率、機械的強度を得る観点から５万～５０万であ
り、６万～４７万が好ましく、７万～４５万がより好ましい。
　ここで、ブロック共重合体（イ）の重量平均分子量は、ゲルパーミュエーションクロマ
トグラフィー（ＧＰＣ）による測定を行い、市販の標準ポリスチレンの測定から求めた検
量線（標準ポリスチレンのピーク分子量を使用して作成）を使用して求められる。
　前記水添ブロック共重合体（イ）の分子量分布は、ＧＰＣによる測定により求められ、
重量平均分子量と数平均分子量との比率により算出できる。具体的には、後述する実施例
に記載の方法により測定及び算出できる。
　前記水添ブロック共重合体（イ）の分子量分布は１０以下が好ましく、８以下がより好
ましく５以下がさらに好ましい。
【００２２】
　ブロック重合体（イ）の構造については、特に制限されるものではなく、例えば、下記
の一般式で表される構造を有するものが挙げられる。
　Ａ－（Ｂ－Ａ）n、Ｂ－（Ａ－Ｂ）m、（Ａ－Ｂ）m、（Ａ－Ｂ）m－Ｘ、（Ｂ－Ａ）m－
Ｘ
　なお、上記各一般式において、Ａはビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（
Ａ）であり、Ｂは共役ジエン化合物を含有する重合体ブロック（Ｂ）である。以下、それ
ぞれ単にブロック（Ａ）、ブロック（Ｂ）と言うこともある。
　ｎは１以上の整数であり、好ましくは１～５の整数である。
　ｍは２以上の整数であり、好ましくは２～８の整数である。
　Ｘはカップリング剤の残基又は多官能開始剤の残基を示す。
【００２３】
　ブロック共重合体（イ）中に、ブロック（Ａ）、ブロック（Ｂ）がそれぞれ複数存在し
ている場合、それらの分子量や組成等の構造は、同一であってもよく、異なっていてもよ
い。
　また、各ブロックの境界は、必ずしも明瞭に区別される必要はない。
【００２４】
　ブロック共重合体（イ）中のビニル芳香族化合物の分布は、特に限定されるものではな
く、均一に分布していても、テーパー状、階段状、凸状、凹状に分布していてもよい。
　また、ビニル芳香族化合物の分布形式は、それぞれ複数個共存していてもよい。
　さらに、ブロック共重合体（イ）中には、ビニル芳香族化合物含有量が異なるセグメン
トが複数個共存していてもよい。
　また、ブロック共重合体（イ）中の各ブロック（Ａ）、ブロック（Ｂ）中のビニル結合
単位の分布については特に限定されないが、分布があってもよい。ビニル結合の分布は、
重合中に後述する調整剤を添加したり、重合中の温度を変化させたりすることにより制御
できる。
【００２５】
　ブロック共重合体（イ）は、２個以上の重合体ブロック（Ａ）を有する構造であり、こ
れにより、目的とするアスファルト組成物において良好な加工性、耐熱性、弾性率、機械
的強度が得られる。
　具体的には、上記構造の中、Ａ－（Ｂ－Ａ）n、（Ａ－Ｂ）m－Ｘが好ましい。
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　ブロック共重合体（イ）は、上記一般式で表す構造を有する共重合体の任意の混合物で
もよい。
【００２６】
（（イ）ブロック共重合体の製造方法）
　本実施形態のアスファルト組成物を構成する（イ）ブロック共重合体は、例えば、ビニ
ル芳香族化合物と共役ジエン化合物とを、炭化水素溶媒中で有機アルカリ金属化合物等の
重合開始剤を用いてリビングアニオン重合を行うことにより得られる。
【００２７】
　前記炭化水素溶媒としては、例えば、ｎ－ブタン、イソブタン、ｎ－ペンタン、ｎ－ヘ
キサン、ｎ－ヘプタン、ｎ－オクタン等の脂肪族炭化水素類；シクロヘキサン、シクロヘ
プタン、メチルシクロヘプタン等の脂環式炭化水素類；ベンゼン、トルエン、キシレン、
エチルベンゼン等の芳香族炭化水素が挙げられる。
【００２８】
　前記重合開始剤としては、一般的に、ビニル芳香族化合物及び共役ジエンに対し、アニ
オン重合活性がある脂肪族炭化水素アルカリ金属化合物、芳香族炭化水素アルカリ金属化
合物、有機アミノアルカリ金属化合物等の有機アルカリ金属化合物を使用できる。
　例えば、炭素数１～２０の脂肪族及び芳香族炭化水素リチウム化合物が好ましく、１分
子中に１個のリチウムを含む化合物、１分子中に複数のリチウムを含むジリチウム化合物
、トリリチウム化合物、テトラリチウム化合物が適用できる。
　具体的には、ｎ－プロピルリチウム、ｎ－ブチルリチウム、ｓｅｃ－ブチルリチウム、
ｔｅｒｔ－ブチルリチウム、ｎ－ペンチルリチウム、ｎ－ヘキシルリチウム、ベンジルリ
チウム、フェニルリチウム、トリルリチウム、ジイソプロペニルベンゼンとｓｅｃ－ブチ
ルリチウムとの反応生成物、ジビニルベンゼンとｓｅｃ－ブチルリチウムと少量の１，３
－ブタジエンとの反応生成物等が挙げられる。
　さらに、米国特許第５，７０８，０９２号明細書、英国特許第２，２４１，２３９号明
細書、米国特許第５，５２７，７５３号明細書に開示されている有機アルカリ金属化合物
も適用できる。
【００２９】
　また、前記重合開始剤として上述した有機アルカリ金属化合物を用いて、ビニル芳香族
化合物と共役ジエンとを共重合する際に、所定の調整剤を用いることにより、重合体に組
み込まれる共役ジエンに起因するビニル結合（１，２又は３，４結合）の含有量や、ビニ
ル芳香族化合物と共役ジエンとのランダム共重合性を調整できる。
　このような調整剤としては、例えば、第３級アミン化合物、エーテル化合物、金属アル
コラート化合物が挙げられる。
　調整剤は単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３０】
　前記調整剤の第３級アミン化合物としては、一般式Ｒ1Ｒ2Ｒ3Ｎ（ここで、Ｒ1、Ｒ2、
Ｒ3は炭素数１～２０の炭化水素基又は第３級アミノ基を有する炭化水素基を示す。）で
表される化合物が適用できる。
　例えば、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチル
アニリン、Ｎ－エチルピペリジン、Ｎ－メチルピロリジン、Ｎ，Ｎ，Ｎ'，Ｎ'－テトラメ
チルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ'，Ｎ'－テトラエチルエチレンジアミン、１，２－ジ
ピペリジノエタン、トリメチルアミノエチルピペラジン、Ｎ，Ｎ，Ｎ'，Ｎ"，Ｎ"－ペン
タメチルエチレントリアミン、Ｎ，Ｎ'－ジオクチル－ｐ－フェニレンジアミン等が挙げ
られる。
【００３１】
　前記調整剤のエーテル化合物としては、直鎖状エーテル化合物及び環状エーテル化合物
等が適用できる。
　直鎖状エーテル化合物としては、例えば、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、ジフ
ェニルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエ
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ーテル、エチレングリコールジブチルエーテル等のエチレングリコールのジアルキルエー
テル化合物類；ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチル
エーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル等のジエチレングリコールのジアルキ
ルエーテル化合物類が挙げられる。
　環状エーテル化合物としては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン、２，５－ジ
メチルオキソラン、２，２，５，５－テトラメチルオキソラン、２，２－ビス（２－オキ
ソラニル）プロパン、フルフリルアルコールのアルキルエーテル等が挙げられる。
【００３２】
　前記調整剤の金属アルコラート化合物としては、例えば、ナトリウム－ｔ－ペントキシ
ド、ナトリウム－ｔ－ブトキシド、カリウム－ｔ－ペントキシド、カリウム－ｔ－ブトキ
シド等が挙げられる。
【００３３】
　前記重合開始剤として、上述した有機アルカリ金属化合物を用いて、ビニル芳香族化合
物及び共役ジエン重合体を重合する方法としては、従来公知の方法を適用できる。
　例えば、バッチ重合、連続重合、あるいはこれらの組み合わせのいずれであってもよい
。特に、耐熱性に優れた共重合体を得るためにはバッチ重合が好適である。
　重合温度は０℃～１８０℃が好ましく、３０℃～１５０℃がより好ましい。
　重合時間は条件によって異なるが、通常は４８時間以内であり、好ましくは０．１～１
０時間である。
　また、重合系の雰囲気としては、窒素ガス等の不活性ガス雰囲気が好ましい。
　重合圧力は、上記温度範囲においてモノマー及び溶媒を液相に維持することができる圧
力範囲に設定すればよく、特に限定されるものではない。
　さらに、重合系内は触媒及びリビングポリマーを不活性化させるような不純物、例えば
、水、酸素、炭酸ガス等が混入しないように留意する必要がある。
【００３４】
　また、前記重合工程の終了時に、２官能以上のカップリング剤を必要量添加してカップ
リング反応を行ってもよい。
　２官能カップリング剤としては、従来公知のものを適用でき、特に限定されるものでは
ない。
　例えば、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、テトラメトキシシラン、テトラエ
トキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジクロロジメト
キシシラン、ジクロロジエトキシシラン、トリクロロメトキシシラン、トリクロロエトキ
シシラン等のアルコキシシラン化合物、ジクロロエタン、ジブロモエタン、ジメチルジク
ロロシラン、ジメチルジブロモシラン等のジハロゲン化合物；安息香酸メチル、安息香酸
エチル、安息香酸フェニル、フタル酸エステル類等の酸エステル類等が挙げられる。
　また、３官能以上の多官能カップリング剤としては、従来公知のものを適用でき、特に
限定されるものではない。例えば、３価以上のポリアルコール類、エポキシ化大豆油、ジ
グリシジルビスフェノールＡ、１，３－ビス（Ｎ－Ｎ’－ジグリシジルアミノメチル）シ
クロヘキサン等の多価エポキシ化合物；一般式Ｒ4-nＳｉＸn（ここで、Ｒは炭素数１～２
０の炭化水素基、Ｘはハロゲン、ｎは３～４の整数を示す）で表されるハロゲン化珪素化
合物、例えば、メチルシリルトリクロリド、ｔ－ブチルシリルトリクロリド、四塩化珪素
及びこれらの臭素化物等；一般式Ｒ4-nＳnＸn（ここで、Ｒは炭素数１～２０の炭化水素
基、Ｘはハロゲン、ｎは３～４の整数を示す）で表されるハロゲン化錫化合物、例えば、
メチル錫トリクロリド、ｔ－ブチル錫トリクロリド、四塩化錫等の、多価ハロゲン化合物
が挙げられる。
　また、上記の他、炭酸ジメチルや炭酸ジエチル等を使用してもよい。
【００３５】
　ブロック共重合体（イ）は、官能基を有する原子団が結合した変性ブロック共重合体で
あってもよい。
　前記「官能基を有する原子団」としては、例えば、水酸基、カルボキシル基、カルボニ
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ル基、チオカルボニル基、酸ハロゲン化物基、酸無水物基、カルボン酸基、チオカルボン
酸基、アルデヒド基、チオアルデヒド基、カルボン酸エステル基、アミド基、スルホン酸
基、スルホン酸エステル基、リン酸基、リン酸エステル基、アミノ基、イミノ基、ニトリ
ル基、ピリジル基、キノリン基、エポキシ基、チオエポキシ基、スルフィド基、イソシア
ネート基、イソチオシアネート基、ハロゲン化ケイ素基、シラノール基、アルコキシケイ
素基、ハロゲン化スズ基、ボロン酸基、ホウ素含有基、ボロン酸塩基、アルコキシスズ基
、フェニルスズ基等から選ばれる官能基を少なくとも１種含有する原子団が挙げられる。
　特に、水酸基、エポキシ基、アミノ基、シラノール基、アルコキシシラン基から選ばれ
る官能基を少なくとも１個有する原子団が好ましい。
【００３６】
　変性ブロック共重合体は、例えば、アニオンリビング重合により、官能基を有する重合
開始剤や官能基を有する不飽和単量体を用いて重合したり、リビング末端に官能基を形成
もしくは含有する変性剤を付加反応させたりすることにより得られる。
　前記変性剤としては、例えば、テトラグリシジルメタキシレンジアミン、テトラグリシ
ジル－１，３－ビスアミノメチルシクロヘキサン、ε－カプロラクトン、δ－バレロラク
トン、４－メトキシベンゾフェノン、γ－グリシドキシエチ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－グリシドキシプロピルジメチルフェノキ
シシラン、ビス（γ－グリシドキシプロピル）メチルプロポキシシラン、１，３－ジメチ
ル－２－イミダゾリジノン、１，３－ジエチル－２－イミダゾリジノン、Ｎ，Ｎ'－ジメ
チルプロピレンウレア、Ｎ－メチルピロリドン等が挙げられる。
【００３７】
　その他の方法としては、ブロック共重合体に有機リチウム化合物等の有機アルカリ金属
化合物を反応（メタレーション反応）させ、有機アルカリ金属が付加したブロック共重合
体に官能基を有する変性剤を付加反応させることにより得られる。
　なお、後者の方法の場合には、ブロック共重合体（イ）を得た後にメタレーション反応
させてから、変性剤を反応させることにより、変性ブロック共重合体を作製することもで
きる。
【００３８】
　変性反応を行う温度は、０～１５０℃が好ましく、２０～１２０℃がより好ましい。変
性反応に要する時間は他の条件によって異なるが、２４時間以内であることが好ましく、
０．１～１０時間がより好ましい。
　用いた変性剤の種類により、変性剤を反応させた段階で一般にアミノ基等は有機金属塩
となっていることもあるが、その場合には水やアルコール等活性水素を有する化合物で処
理することにより、アミノ基等に変換できる。なお、このような変性共重合体においては
、変性共重合体に、一部変性されていない共重合体が混在してもよい。
【００３９】
　また、上述した変性ブロック共重合体は、二次変性ブロック共重合体であってもよい。
　二次変性ブロック共重合体は、変性ブロック共重合体に、当該変性ブロック共重合体の
官能基と反応性を有する二次変性剤を反応させることにより得られる。
　二次変性剤としては、例えば、カルボキシル基、酸無水物基、イソシアネート基、エポ
キシ基、シラノール基、アルコキシシラン基から選ばれる官能基を有する変性剤が挙げら
れ、これらの官能基から選ばれる官能基を少なくとも２個有するものとする。
　なお、官能基が酸無水物基である場合には、酸無水物基を１個具備するものであっても
よい。
【００４０】
　上記のように、変性ブロック共重合体に二次変性剤を反応させる場合、変性ブロック共
重合体に結合されている官能基１当量あたり、二次変性剤の使用量は０．３～１０モルが
好ましく、０．４～５モルがより好ましく、０．５～４モルがさらに好ましい。
　変性ブロック共重合体と二次変性剤とを反応させる方法については、公知の方法が適用
でき、特に限定されるものではない。例えば、後述する溶融混練方法や、各成分を溶媒等
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に溶解又は分散混合して反応させる方法等が挙げられる。
【００４１】
　二次変性剤としては、具体的には、無水マレイン酸、無水ピロメリット酸、１，２，４
，５－ベンゼンテトラカルボン酸二無水物、トルイレンジイソシアナート、テトラグリジ
ジル－１，３－ビスアミノメチルシクロヘキサン、ビス－（３－トリエトキシシリルプロ
ピル）－テトラスルファン等が好適である。
【００４２】
　また、ブロック共重合体（イ）は、α、β－不飽和カルボン酸又はその誘導体、例えば
、その無水物、エステル化物、アミド化物、イミド化物でグラフト変性した変性ブロック
共重合体であってもよい。
　α、β－不飽和カルボン酸又はその誘導体の具体例としては、無水マレイン酸、無水マ
レイン酸イミド、アクリル酸又はそのエステル、メタアクリル酸又はそのエステル、エン
ド－シス－ビシクロ〔２，２，１〕－５－ヘプテン－２，３－ジカルボン酸又はその無水
物等が挙げられる。
　α、β－不飽和カルボン酸又はその誘導体の付加量は、ブロック共重合体（イ）１００
質量部当たり、通常０．０１～２０質量部であるものとし、好ましくは０．１～１０質量
部である。
　グラフト変性する場合の反応温度は１００～３００℃が好ましく、１２０～２８０℃が
より好ましい。
　グラフト変性する具体的な方法としては、例えば、特開昭６２－７９２１１号公報に記
載の方法が適用できる。
【００４３】
　本実施形態のアスファルト組成物中におけるブロック共重合体（イ）の含有量は、後述
するアスファルト（ロ）との合計量を１００質量％としたとき、３～２０質量％であり、
好ましくは４～１７質量％、より好ましくは５～１５質量部である。
　ブロック共重合体（イ）の含有量を前記範囲とすることにより、本実施形態のアスファ
ルト組成物は、溶解性、加工性が良好で、軟化点が高く、弾性率並びに機械的強度にも優
れ、アスファルト特性のバランスが良好なものとなる。
【００４４】
（（ロ）アスファルト）
　本実施形態のアスファルト組成物を構成する（ロ）アスファルトとしては、石油精製の
際の副生成物（石油アスファルト）、又は天然の産出物（天然アスファルト）として得ら
れるもの等をいずれも使用できる。
　具体的には、針入度が３０～３００のストレートアスファルトが好ましく、針入度６０
～２００のストレートアスファルトがより好ましい。
　（ロ）アスファルトとしては、瀝青の中のセミブローンアスファルト、ブローンアスフ
ァルト、タール、ピッチ等を前記ストレートアスファルトに混合して使用することができ
る。
　なお、前記針入度は、ＪＩＳ－Ｋ　２２０７に準じ、恒温水浴槽で２５℃に保った試料
に規定の針が５秒間に進入する長さを測定する。
　（ロ）アスファルトの含有量は、上述したブロック共重合体（イ）との合計質量（１０
０質量％）に対して８０～９７質量％であり、好ましくは８３～９６質量％、より好まし
くは８５～９５質量％である。
【００４５】
（（ハ）無機充填剤）
　本実施形態のアスファルト組成物を構成する（ハ）無機充填剤は、結晶構造内に二酸化
珪素及び／又は珪酸塩を含有する無機充填剤である。例えば、無水シリカ、含水シリカ、
タルク、マイカ、ケイ酸カルシウム、カオリン、珪藻土等が挙げられ、中でも無水シリカ
、含水シリカ、タルクが価格と機械的強度に優れる点で好ましい。これらは１種のみを単
独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
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　無機充填剤（ハ）の含有量としては、ブロック共重合体（イ）とアスファルト（ロ）の
合計（アスファルト混合物）の量１００質量部に対し、０．３～１０質量部であり、好ま
しくは０．５～８質量部であり、より好ましくは０．５～７質量部である。この範囲にお
ける本実施形態のアスファルト組成物は、軟化点が高く、弾性率並びに機械的強度にも優
れる。
【００４６】
（（ニ）シラン化合物）
　本実施形態のアスファルト組成物を構成するシラン化合物（ニ）は、１種以上のアルコ
キシ基を２個以上含有するシラン化合物であり、有機官能基として１個以上のアミノ基又
は１個以上のイソシアネート基を有することが好ましい。
　例えば、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシ
ラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－２
－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル
）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－トリエトキシシリル－Ｎ－（１，３－
ジメチル－ブチリデン）プロピルアミン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリメトキ
シシラン、３－イソシアネートプロピルトリメトキシシラン、３－イソシアネートプロピ
ルトリエトキシシラン等が挙げられ、中でも３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ
－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－イソシアネート
プロピルトリメトキシシラン、３－イソシアネートプロピルトリエトキシシランが機械的
強度に優れる点で好ましい。
　シラン化合物（ニ）の含有量は、ブロック共重合体（イ）とアスファルト（ロ）の合計
（アスファルト混合物）の量１００質量部に対し０．１～２．０質量部であり、好ましく
は０．２～１．８質量部であり、より好ましくは０．３～１．５質量部である。この範囲
における本実施形態のアスファルト組成物は、軟化点が高く、弾性率並びに機械的強度に
も優れる。
【００４７】
（（ホ）その他の成分）
　本実施形態のアスファルト組成物には、上述したブロック共重合体（イ）、アスファル
ト（ロ）、無機充填剤（ハ）、シラン化合物（ニ）の他、後述する各成分を添加すること
ができる。
＜粘着付与剤樹脂＞
　本実施形態のアスファルト組成物には、粘着付与剤樹脂を添加してもよい。
　粘着付与剤樹脂としては、特に限定されるものではなく、例えば、ロジン系樹脂、水添
ロジン系樹脂、テルペン系樹脂、クマロン系樹脂、フェノール系樹脂、テルペン－フェノ
ール系樹脂、芳香族炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂等の公知の粘着付与性樹脂が挙げ
られる。
　粘着付与剤樹脂は、単独で使用してもよく、２種類以上混合して使用してもよい。
　粘着付与剤樹脂の具体例としては、「ゴム・プラスチック配合薬品」（ラバーダイジェ
スト社編）に記載されたものが使用できる。
　粘着付与剤樹脂を用いることにより、本実施形態のアスファルト組成物において施工性
及び弾性率の改良が図られる。
　本実施形態のアスファルト組成物中における粘着付与剤樹脂の含有量は、上述したブロ
ック共重合体（イ）を１００質量部としたとき、好ましくは０～２００質量部、より好ま
しくは０～１００質量部の範囲で使用される。
　上記範囲の含有量とすることにより、施工性及び弾性率の改良効果が確実に得られる。
【００４８】
＜軟化剤＞
　本実施形態のアスファルト組成物には、軟化剤を添加してもよい。
　軟化剤としては、鉱物油系軟化剤又は合成樹脂系軟化剤のいずれも使用できる。
　前記鉱物油系軟化剤としては、一般に、パラフィン系オイル、ナフテン系オイル、芳香
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族系オイル等が挙げられる。
　なお、パラフィン系炭化水素の炭素原子数が全炭素原子中の５０％以上を占めるものが
パラフィン系オイルと呼ばれ、ナフテン系炭化水素の炭素原子が３０～４５％のものがナ
フテン系オイルと呼ばれ、また、芳香族系炭化水素の炭素原子が３５％以上のものが芳香
族系オイルと呼ばれている。
　また、合成樹脂系軟化剤としては、例えば、ポリブテン、低分子量ポリブタジエン等が
好ましいものとして挙げられる。
　軟化剤としては、ゴム用軟化剤であるパラフィン系オイルが好ましい。
　軟化剤を含有させることにより、本実施形態のアスファルト組成物において、施工性の
改良が図られる。
　本実施形態のアスファルト組成物中の軟化剤の含有量は、軟化剤のブリード抑制や、本
実施形態のアスファルト組成物において実用上十分な機械強度を確保する観点から、上述
したブロック共重合体（イ）を１００質量部としたとき、０～１００質量部であることが
好ましく、０～５０質量部の範囲がより好ましく、０～３０質量部の範囲がさらに好まし
い。
【００４９】
＜安定剤＞
　本実施形態のアスファルト組成物には、酸化防止剤、光安定剤等の各種安定剤を添加し
てもよい。
　前記酸化防止剤としては、例えば、２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノール、
ｎ－オクタデシル－３－（４'－ヒドロキシ－３'，５'－ジ－ｔ－ブチルフェニル）プロ
ピオネート、２，２'－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、２，
２'－メチレンビス（４－エチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、２，４－ビス［（オク
チルチオ）メチル］－ｏ－クレゾール、２－ｔ－ブチル－６－（３－ｔ－ブチル－２－ヒ
ドロキシ－５－メチルべンジル）－４－メチルフェニルアクリレート、２，４－ジ－ｔ－
アミル－６－[１－（３，５－ジ－ｔ－アミル－２－ヒドロキシフェニル）エチル］フェ
ニルアクリレート、２－［１－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ペンチルフェ
ニル）］アクリレート等のヒンダードフェノール系酸化防止剤；ジラウリルチオジプロピ
オネート、ラウリルステアリルチオジプロピオネートペンタエリスリトール－テトラキス
（β－ラウリルチオプロピオネート）等のイオウ系酸化防止剤；トリス（ノニルフェニル
）ホスファイト、トリス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ホスファイト等のリン系酸
化防止剤等が挙げられる。
　前記光安定剤としては、例えば、２－（２'－ヒドロキシ－５'－メチルフェニル）ベン
ゾトリアゾール、２－（２'－ヒドロキシ－３'，５'－ｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリ
アゾール、２－（２'－ヒドロキシ－３'，５'－ジ－ｔ－ブチルフェニル）－５－クロロ
ベンゾトリアゾール等のベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤や２－ヒドロキシ－４－メト
キシベンゾフェノン等のベンゾフェノン系紫外線吸収剤、あるいはヒンダードアミン系光
安定剤等が挙げられる。
【００５０】
＜添加剤＞
　本実施形態のアスファルト組成物には、その他、必要に応じて、従来、アスファルト組
成物に慣用されている各種添加剤を添加することができる。
　例えば、炭酸カルシウム、鉱物質粉末、ガラス繊維等の充填剤や補強剤、鉱物質の骨材
、ベンガラ、二酸化チタン等の顔料、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワック
ス、低分子量ポリエチレンワックス等のワックス類、あるいは、アゾジカルボンアミド等
の発泡剤、アタクチックポリプロピレン、エチレン－エチルアクリレート共重合体等のポ
リオレフィン系又は低分子量のビニル芳香族系熱可塑性樹脂、天然ゴム、ポリイソプレン
ゴム、ポリブタジエンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、エチレン－プロピレンゴム、ク
ロロプレンゴム、アクリルゴム、イソプレン－イソブチレンゴム、ポリペンテナマーゴム
、及び本発明以外のスチレン－ブタジエン系ブロック共重合体、スチレン－イソプレン系
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ブロック共重合体、水素化スチレン－ブタジエン系ブロック共重合体、水素化スチレン－
イソプレン系ブロック共重合体等の合成ゴムが挙げられる。
【００５１】
〔アスファルト組成物の製造方法〕
　本実施形態のアスファルト組成物の製造方法は、特に限定されるものではなく、公知の
混合機、熱溶融釜、ニーダー等により加熱溶融混練し、均一混合する方法が挙げられる。
　例えば、熱溶融釜に、アスファルト（ロ）を浸漬し、完全に溶融させ、ホモミキサー等
の攪拌機で攪拌しながら、ブロック共重合体（イ）、無機充填剤（ハ）、シラン化合物（
ニ）及びその他の所定の添加剤を添加し、その後、攪拌速度を上げ、混練することにより
アスファルト組成物を製造できる。
【実施例】
【００５２】
　以下、本発明を実施例と比較例を挙げて具体的に説明するが、本発明は下記の例に限定
されるものではない。
【００５３】
〔ブロック共重合体の構造の特定方法〕
　＜（１）ブロック共重合体（イ）のビニル芳香族化合物の含有量＞
　ブロック共重合体を用い、紫外分光光度計（島津製作所製、ＵＶ－２４５０）を用いて
測定した。
【００５４】
　＜（２）ブロック共重合体(イ)のビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ
）の含有量＞
　ブロック共重合体を用い、I．M．Kolthoff，etal．，Ｊ．Polym．Sci．１，４２９（１
９４６）に記載の四酸化オスミウム酸法で測定した。
　ブロック共重合体（イ）の分解には、オスミウム酸０．１ｇ／１２５ｍＬ第三級ブタノ
ール溶液を用いた。
【００５５】
　＜（３）ブロック共重合体（イ)中の共役ジエンのビニル結合量＞
　ブロック共重合体を用い、赤外分光光度計（日本分光社製、ＦＴ／ＩＲ－２３０）を用
いて測定した。
　ブロック共重合体（イ）中の共役ジエンのビニル結合量はハンプトン法により算出した
。
【００５６】
　＜（４）ブロック共重合体（イ)の重量平均分子量＞
　ＧＰＣ〔装置：ＬＣ－１０（島津製作所製）、カラム：ＴＳＫｇｅｌＧＭＨＸＬ（４．
６ｍｍ×３０ｃｍ）〕により測定した。
　溶媒はテトラヒドロフランを用いた。測定条件は温度３５℃とした。
　分子量は、クロマトグラムのピークの分子量を、市販の標準ポリスチレンの測定から求
めた検量線（標準ポリスチレンのピーク分子量を使用して作成）を使用して求めた重量平
均分子量とした。
　なお、クロマトグラム中にピークが複数有る場合の分子量は、各ピークの分子量と各ピ
ークの組成比（クロマトグラムのそれぞれのピークの面積比より求める）から求めた平均
分子量をいう。
【００５７】
〔アスファルト組成物の物性測定方法〕
　＜（１）針入度＞
　ＪＩＳ－Ｋ　２２０７に準じ、恒温水浴槽で２５℃に保った測定用のアスファルト組成
物の試料に、規定の針が５秒間に進入する長さを測定した。
【００５８】
　＜（２）溶融粘度＞
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　ブルックフィールド型粘度計（ＢＲＯＯＫＦＩＥＬＤ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＬＡＢ
ＯＲＡＴＯＲＹＩＥＳ、ＩＮＣ．製）を用い、温度条件は１８０℃で測定した。
　溶融粘度は、１８０℃で１０，０００ｍＰａ・ｓ以下であれば、実用上良好であると判
断した。
【００５９】
　＜（３）軟化点＞
　ＪＩＳ－Ｋ　２２０７に準じて、アスファルト組成物の軟化点を測定した。
　規定の環に測定用のアスファルト組成物の試料を充填し、グリセリン液中に水平に支え
、前記試料の中央に３．５ｇの球を置き、液温を５℃／ｍｉｎの速度で上昇させたとき、
球の重さで試料が環台の底板に触れた時の温度を測定した。
　軟化点は、１３５℃以上であれば、実用上良好であると判断した。
【００６０】
　＜（４）引張最大強度＞
　引張試験機による引張最大強度を測定した。得られた引張最大強度が０．７以上であれ
ば、実用上良好であると判断した。
・測定装置：ＴＧ－５ＫＮ（株式会社ミネベア）
・測定条件
　　測定温度：４０℃
　　クロスヘッドスピード：１ｍｍ／ｍｉｎ
　　チャック間：５ｍｍ
　　サンプル：短冊形状、幅６ｍｍ×長さ４０ｍｍ×厚み２ｍｍ
【００６１】
　＜（５）貯蔵弾性率（Ｇ’）＞
　ダイナミックシェアレオメーターによる動的粘弾性を測定した。得られた貯蔵弾性率（
Ｇ’）から、貯蔵弾性率（Ｇ’）は、１０，０００Ｐａ以上であれば、実用上良好である
と判断した。測定装置、測定条件を、下記に示す。
・測定装置：ＡＲＥＳ（ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン株式会社製 ）
・測定条件
　　測定温度：７０℃
　　測定モード：パラレルプレート（直径２５ｍｍφ）
　　ＧＡＰ：１．５ｍｍ
　　角速度：６．２８ｒａｄ／ｓｅｃ
　　歪：１０％
　　サンプル量：１ｇ
【００６２】
〔アスファルト組成物を構成するブロック共重合体（イ）の調製〕
　＜製造例１：ブロック共重合体（イ）－１＞
　内容積が１０Ｌの攪拌装置及びジャケット付き槽型反応器を、洗浄、乾燥、窒素置換し
、シクロヘキサン５７２０ｇ、予め精製したスチレン２４０ｇを仕込み、ジャケットに温
水を通水して内容物を約７０℃に設定した。
　次いで、ｎ－ブチルリチウムシクロヘキサン溶液（純分で０．８５ｇ）を添加し、スチ
レンの重合を開始した。
　スチレンがほぼ完全に重合してから１０分後に、１，３－ブタジエンを含むシクロヘキ
サン溶液（純分で５６０ｇ）を添加し重合を継続し、ブタジエンがほぼ完全に重合し最高
温度（９５℃）に達してから１０分後に、カップリング剤として四塩化ケイ素を添加し、
カップリングさせた。
　カップリング剤添加より１０分後に、水０．５ｇ加えて失活させた。
　得られたブロック共重合体溶液に、オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４
－ヒドロキシフェニル）プロピオネートを、ブロック共重合体１００質量部に対して０．
３質量部添加し、その後、溶媒を加熱除去しブロック共重合体（イ）－１を得た。
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　ビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロックを（Ａ）、共役ジエンを含有する重合
体ブロックを（Ｂ）とし、Ｘをカップリング残基としたとき（以下、同様とする。）、得
られたブロック共重合体は、ブロック構造が（Ａ－Ｂ）4－Ｘでカップリング率が８５質
量％、スチレンの含有量が２８質量％、重量平均分子量が３６．９万、重合体ブロック（
Ａ）の含有量が２７質量％、ブタジエン部の平均ビニル結合量が１４質量％であった。
【００６３】
　＜製造例２：ブロック共重合体（イ）－２＞
　内容積が１０Ｌの攪拌装置及びジャケット付き槽型反応器を、洗浄、乾燥、窒素置換し
、シクロヘキサン５７２０ｇ、予め精製したスチレン２８０ｇを仕込み、ジャケットに温
水を通水して内容物を約７０℃に設定した。
　次いで、ｎ－ブチルリチウムシクロヘキサン溶液（純分で０．６１ｇ）を添加し、スチ
レンの重合を開始した。
　スチレンがほぼ完全に重合してから１０分後に、１，３－ブタジエンを含むシクロヘキ
サン溶液（純分で５２０ｇ）を添加し重合を継続し、ブタジエンがほぼ完全に重合し最高
温度（９５℃）に達してから１０分後に、カップリング剤として四塩化ケイ素を添加し、
カップリングさせた。
　カップリング剤添加より１０分後に、水０．５ｇ加えて失活させた。
　得られたブロック共重合体溶液に、オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４
－ヒドロキシフェニル）プロピオネートを、ブロック共重合体１００質量部に対して０．
３質量部添加し、その後溶媒を加熱除去しブロック共重合体（イ）－２を得た。
　得られたブロック共重合体は、ブロック構造が（Ａ－Ｂ）4－Ｘでカップリング率が８
３質量％、スチレンの含有量が３３質量％、重量平均分子量が６２．０万、重合体ブロッ
ク（Ａ）の含有量が３１質量％、ブタジエン部の平均ビニル結合量が１３質量％であった
。
【００６４】
　＜製造例３：ブロック共重合体（イ）－３＞
　内容積が１０Ｌの攪拌装置及びジャケット付き槽型反応器を、洗浄、乾燥、窒素置換し
て、下記の方法によりバッチ重合を行った。
　先ず、シクロヘキサン５７２０ｇ、予め精製したスチレン４８ｇを仕込み、ジャケット
に温水を通水して内容物を約７０℃に設定した。
　次に、ｎ－ブチルリチウムシクロヘキサン溶液（純分で０．６３ｇ）とＮ，Ｎ，Ｎ'，
Ｎ'－テトラメチルエチレンジアミンをｎ－ブチルリチウム１モルに対して０．３モル添
加し、７０℃で２０分間重合した。
　次に、スチレンを含むシクロヘキサン溶液（純分で３０４ｇ）、１，３－ブタジエンを
含むシクロヘキサン溶液（純分で４００ｇ）を添加し７０℃で５０分間重合した。
　次に、スチレンを４８ｇ添加し、７０℃で２０分間重合した。
　重合を完結させた後、水０．５ｇ加えて失活させた。
　得られたブロック共重合体溶液に、オクタデシル－３－（３，５－ジブチル－ｔ－ブチ
ル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネートを、ブロック共重合体１００質量部に対し
て０．３質量部添加し、その後、溶媒を加熱除去しブロック共重合体（イ）－３を得た。
　得られたブロック共重合体は、ブロック構造がＡ－Ａ／Ｂ－Ａでスチレンの含有量が４
９質量％、重量平均分子量が１５．９万、重合体ブロック（Ａ）の含有量が１３質量％、
ブタジエン部の平均ビニル結合量が２１質量％であった。
【００６５】
　＜製造例４：ブロック共重合体（イ）－４＞
　内容積が１０Ｌの攪拌装置及びジャケット付き槽型反応器を、洗浄、乾燥、窒素置換し
て、下記の方法によりバッチ重合を行った。
　先ず、シクロヘキサン５７２０ｇ、予め精製したスチレン６４ｇを仕込み、ジャケット
に温水を通水して内容物を約７０℃に設定した。
　次に、ｎ－ブチルリチウムシクロヘキサン溶液（純分で０．２３ｇ）とＮ，Ｎ，Ｎ'，
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Ｎ'－テトラメチルエチレンジアミンをｎ－ブチルリチウム１モルに対して０．３モル添
加し、７０℃で２０分間重合した。
　次に、スチレンを含むシクロヘキサン溶液（純分で２７２ｇ）、１，３－ブタジエンを
含むシクロヘキサン溶液（純分で２６４ｇ）を添加し７０℃で５０分間重合した。
　次に、スチレンを６４ｇ添加し、７０℃で２０分間重合した。
　重合を完結させた後、水０．５ｇ加えて失活させた。
　得られたブロック共重合体溶液に、オクタデシル－３－（３，５－ジブチル－ｔ－ブチ
ル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネートを、ブロック共重合体１００質量部に対し
て０．３質量部添加し、その後、溶媒を加熱除去しブロック共重合体（イ）－４を得た。
　得られたブロック共重合体は、ブロック構造がＡ－Ａ／Ｂ－Ａでスチレンの含有量が６
７質量％、重量平均分子量が２７．５万、重合体ブロック（Ａ）の含有量が１６質量％、
ブタジエン部のビニル結合量が２６質量％であった。
【００６６】
〔アスファルト（ロ）〕
　アスファルト（ロ）として、ストレートアスファルト１５０－２００（新日本石油株式
会社製）を使用した。
【００６７】
〔無機充填剤（ハ）〕
　無機充填剤（ハ）として、シリカＶＮ－３（日本シリカ株式会社製）を使用した。
【００６８】
〔シラン化合物（ニ）〕
　シラン化合物（ニ）として、
　シラン化合物（ニ）－１：ＫＢＭ―６０３（Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプ
ロピルトリメトキシシラン／信越化学工業株式会社製）
　シラン化合物（ニ）－２：ＫＢＥ－９００７（３－イソシアネートプロピルトリエトキ
シシラン／信越化学工業株式会社製）
　以上、２種を使用した。
【００６９】
　下記表１に、上述した〔製造例１～４〕により作製したブロック共重合体（イ）－１～
４の構造として、下記の項目の数値を示す。
　・全ビニル芳香族化合物の含有量（質量％）
　・ビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック（Ａ）の含有量（質量％）
　・（イ）ブロック共重合体の、全共役ジエン中の平均ビニル結合量（質量％）
　・重量平均分子量（万）
【００７０】



(17) JP 2012-251040 A 2012.12.20

10

20

30

40

50

【表１】

【００７１】
〔実施例１〕
　３５０ｇのストレートアスファルト１５０－２００を７５０ｃｃの容器に入れ、容器を
１８０℃のオイルバスに浸漬し、ストレートアスファルトを完全溶解させた。
　次に、回転速度３０００ｒｐｍでストレートアスファルトをホモミキサーで攪拌しなが
ら、ＶＮ－３、４．０ｇとＫＢＭ－６０３、２．０ｇとを予め混合させた配合物をストレ
ートアスファルト中に添加した。
　その後、上述のようにして得られたブロック共重合体（イ）－１、４８ｇを、少しずつ
ストレートアスファルト中に添加した。
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　添加が終了したら、攪拌速度を６０００ｒｐｍに上げ、９０分間混練してアスファルト
組成物を得た。
【００７２】
〔実施例２〕
　実施例１と同様に、完全溶融させたストレートアスファルトをホモミキサーにより３０
００ｒｐｍで攪拌しながら、ＶＮ－３、１１．９ｇとＫＢＭ－６０３、２．０ｇとを予め
混合させた配合物をストレートアスファルト中に添加した。
　その後、上述のようにして得られたブロック共重合体（イ）－１、４８ｇを、実施例１
と同様に添加、混練後、アスファルト組成物を得た。
【００７３】
〔実施例３〕
　実施例１と同様に、完全溶融させたストレートアスファルトをホモミキサーにより３０
００ｒｐｍで攪拌しながら、ＶＮ－３、１１．９ｇとＫＢＭ－６０３、４．０ｇとを予め
混合させた配合物をストレートアスファルト中に添加した。
　その後、上述のようにして得られたブロック共重合体（イ）－１、４８ｇを、実施例１
と同様に添加、混練後、アスファルト組成物を得た。
【００７４】
〔実施例４〕
　実施例１と同様に、完全溶融させたストレートアスファルトをホモミキサーにより３０
００ｒｐｍで攪拌しながら、ＶＮ－３、１９．９ｇとＫＢＭ－６０３、２．０ｇとを予め
混合させた配合物をストレートアスファルト中に添加した。
　その後、上述のようにして得られたブロック共重合体（イ）－１、４８ｇを、実施例１
と同様に添加、混練後、アスファルト組成物を得た。
【００７５】
〔実施例５〕
　実施例１と同様に、完全溶融させたストレートアスファルトをホモミキサーにより３０
００ｒｐｍで攪拌しながら、ＶＮ－３、１９．９ｇとＫＢＥ－９００７、２．０ｇとを予
め混合させた配合物をストレートアスファルト中に添加した。
　その後、上述のようにして得られたブロック共重合体（イ）－１、４８ｇを、実施例１
と同様に添加、混練後、アスファルト組成物を得た。
【００７６】
〔比較例１〕
　実施例１と同様に、完全溶融させたストレートアスファルトをホモミキサーにより３０
００ｒｐｍで攪拌しながら、上述のようにして得られたブロック共重合体（イ）－１、４
８ｇを、実施例１と同様に添加、混練後、アスファルト組成物を得た。
【００７７】
〔比較例２〕
　実施例１と同様に、完全溶融させたストレートアスファルトをホモミキサーにより３０
００ｒｐｍで攪拌しながら、ＶＮ－３、１９．９ｇをストレートアスファルト中に添加し
た。
　その後、上述のようにして得られたブロック共重合体（イ）－１、４８ｇを、実施例１
と同様に添加、混練後、アスファルト組成物を得た。
【００７８】
〔比較例３〕
　実施例１と同様に、完全溶融させたストレートアスファルトをホモミキサーにより３０
００ｒｐｍで攪拌しながら、ＶＮ－３、１９．９ｇとＫＢＭ－６０３、２．０ｇとを予め
混合させた配合物をストレートアスファルト中に添加した。
　その後、上述のようにして得られたブロック共重合体（イ）－２、４８ｇを、実施例１
と同様に添加、混練後、アスファルト組成物を得た。
【００７９】
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〔比較例４〕
　実施例１と同様に、完全溶融させたストレートアスファルトをホモミキサーにより３０
００ｒｐｍで攪拌しながら、ＶＮ－３、１９．９ｇとＫＢＭ－６０３、２．０ｇとを予め
混合させた配合物をストレートアスファルト中に添加した。
　その後、上述のようにして得られたブロック共重合体（イ）－３、４８ｇを、実施例１
と同様に添加、混練後、アスファルト組成物を得た。
【００８０】
〔比較例５〕
　実施例１と同様に、完全溶融させたストレートアスファルトをホモミキサーにより３０
００ｒｐｍで攪拌しながら、ＶＮ－３、１９．９ｇとＫＢＭ－６０３、２．０ｇとを予め
混合させた配合物をストレートアスファルト中に添加した。
　その後、上述のようにして得られたブロック共重合体（イ）－４、４８ｇを、実施例１
と同様に添加、混練後、アスファルト組成物を得た。
【００８１】
　下記表２中に示す実施例１～５、比較例１～５のアスファルト組成物は、道路舗装用ア
スファルト組成物の例であり、特性の測定方法については、上述した道路舗装用アスファ
ルト組成物に適用される方法を用いた。
【００８２】
　〔実施例１～５〕及び〔比較例１～５〕のアスファルト組成物の、（１）針入度、（２
）１８０℃溶融粘度、（３）軟化点、（４）引張最大強度、（５）７０℃貯蔵弾性率Ｇ'
のそれぞれの測定値を下記表２に示す。
【００８３】



(20) JP 2012-251040 A 2012.12.20

10

20

30

40

50

【表２】

【００８４】
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　表２に示すように、実施例１～５においては、良好な溶融粘度、高軟化点、高弾性率、
高引張強度を有し、前記溶融粘度と、軟化点、弾性率、機械的強度とのバランスが良好で
あることから、実用上十分な加工性と耐熱性、機械的強度を有するアスファルト組成物が
得られた。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　本発明のアスファルト組成物は、道路舗装用アスファルト、アスファルトルーフィング
等として、産業上の利用の可能性がある。
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