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アスファルト
石油アスファルトは主に石油からガソリンや軽油など

の燃料を作った時に最後まで残った残留物であり、炭化
水素系の比較的重質な成分からなる。

アスファルト混合材・・・骨材(90%程度)、フィラー
材(5%程度)、アスファルト(5%程度)からなる複合材料。
アスファルト道路の舗装に使用される。

引用：Wekipedia (アスファルト混合物)

骨材(砕石)

アスファルト
+

フィラー材

アスファルト道路

アスファルトの長寿命化や高性能化は日々の生活の
質に直結することから、社会基盤にとって非常に重
要である。アスファルトは膨大な量が使用されるた
めに、少しでも性能向上によって長寿命化すれば、
資源の消費量やコスト削減に多大な影響を与える。



アスファルトの成分・構造
成分
アスファルトの化学組成は、アスファルテンとマルテンに大別される。有機媒体であるノルマル

ペンタンに溶けるかどうかで分類しており、アスファルテンは溶けない成分である。アスファルテ
ンと呼ばれる高分子炭化水素が、マルテンと呼ばれる多環の炭化水素の油やレジンの中にコロイド
状に分散している。

マルテン – 1. 油分
飽和 - パラフィン、ナフテン （分子量：300 - 2,000）
芳香族 - 芳香族 （500 - 2,000）

2. レジン - 縮合多環芳香族 （500 - 50,000）
アスファルテン - 縮合多環芳香族の層状構造 （1,000 - 100,000）

http://www.nipponyuka.jp/products01_1.html

構造
アスファルテンの構造は、多環芳香族が積層して

数ナノメートルのサイズのコロイド状分子集合体を
形成し、マルテン中に分散している。

数nmサイズのコロイド状構造



アスファルトの高性能化
アスファルトへの電子線照射

FERMILAB-CONF-15-131-AD「超伝導加速器の産業利
用」
Workshop on Energy and Environmental 
Applications of Accelerators「米国エネルギー省第二章
(2015年)」

・電子線照射によってアスファルト中の分子が架橋し、アス
ファルト表面の弾性が改善
・道路のくぼみを修復する際に、電子線照射により修復用の
アスファルトと元のアスファルトの接着性が向上
・電子線照射によって分子の架橋や分裂を促進させる添加剤
の開発によって、高寿命化や劣化回復が期待

詳細なメカニズムは不明。

• アメリカ、フェルミラボで超伝導加速器の応用案として提案され、米国エネルギー省の将来計画
資料に書かれている。

• アメリカの案では、トラックに1.4MW（10MeV/140mA）の電子加速器を載せ、道路に電子線を
照射しながら走る。

• 10MeV電子はだいたい2cmくらいまで到達し、その範囲でアスファルトにエネルギーを付与。1
～2kmを8時間かけて照射すると、架橋に必要な200kGy(200kJ/kg）のエネルギーを付与できる。



アスファルトの電子線照射効果の検証
電子線照射によりアスファルトを高性能化させる効果が期待されているが、有効性が十分確認され
ておらず、そのメカニズムも不明である。

TIAかけはしの枠組みを利用して各分野の専門家とともに検証実験を行う。

 高エネルギー加速器研究機構
加速器グループ・・・電子線照射実験
物構研グループ・・・マルチ量子ビームを組み合わせたアスファルトの構造物性研究

 東亜道路工業株式会社
アスファルト試料の提供、工業的物性（針入度や軟化点、弾性など）の測定

 産業技術総合研究所
アスファルトの主構成物質であるアスファルテンに関する物性評価

 土木研究所
実際の舗装アスファルトの劣化と再生のメカニズムに関する知見の提供

連携



目的
アスファルト舗装は現代社会では必須の社会インフラである。このアスファルトの長寿命化を図るた
め、米国エネルギー省やフェルミ国立加速器研究所の将来計画で電子線照射による方法が提案されて
いる。電子線照射による材料の高性能化の研究は多く報告されているが、アスファルトに直接照射し
て研究を行った例は少なく、電線照射効果やそのメカニズムに関しては不明な点が多い。そこで本調
査では、電子線照射効果の有用性の確認、及びアスファルトの物性と構造変化の調査を行った。

電子線照射を行うことで物性及び構造がどの
ように変化するのか調査する



試料と実験方法
試料
・・・アスファルト舗装で広く使われているストレートアスファルトとその劣化物の計２つを用いた。

電子線照射実験
・・・KEK内に設置されているコンパクトERLの電子線照射ビームラインにて

行った。電子線照射量：約260kGy
構造評価実験
・・・KEK内に設置されているPhoton Factory(PF)の小角散乱ビームライン

にて実験を行った。
物性評価実験
・・・東亜道路工業株式会社にて基礎物性評価試験を実施した。(※confidential)

KEK地図

cERL

PF



電子線照射実験

照射チャンバー輸送チャンバー

・最大19.5MeV/c×10µAの電子ビームで照射可能
・カプセル封止した照射試料
・今回は約260kGyの電子線を照射

照射部(遮蔽体取り付け前)

Be窓 冷却ステージ(下部)
回転機構あり

Beam 
Dump(FC)

冷却ステージ(上部)
押付機構あり

cERL



X線小角・高角散乱実験

ビームライン：BL-10C
カメラ長：約2.5m
波長：1Å

アスファルトはM4ワッシャー
に詰め、前後をカプトン膜で
挟んで測定

高角散乱検出器試料部 小角散乱検出器



小角X線散乱とは
小角X線散乱(Small Angle X-ray Scattering)

• ナノメートルサイズの対象物の散乱から構造のサイズ、形態、サイズ分布などを求める手
法

• 散乱角が小さい（1°以下）散乱を見る手法
• 試料と検出器の間が長くなるため、真空パスを入れる

SAXS実験概略図

入射X線

試料 真空パス
SAXS用検出器

2θ

小さいものの散乱は広角側に、
大きいものの散乱は小角側に
現れる

d=2π/q

WAXS用検出器

高角X線散乱(回折)(Wide Angle X-ray Scattering)
• 原子サイズレベルの情報が取得できる



アスファルトの小角散乱実験の過去の研究例

散乱ベクトル q = 4π/λ・sin(θ/2)

凝集物の散乱

アスファルテン
粒子の散乱

数nmサイズのコロイド状構造
Åオーダーの分子構造

コロイド粒子がさらに集まっ
てできる凝集体



電子線照射前のSAXSプロファイル
電子線照射前のストレートアスファルト(StAs)と劣化アスファルト(Deg_StAs)のSAXSプロファイル

凝集物の散乱

アスファルテン
粒子の散乱

• StAs、Deg_StAsともに文献と同様に小角側(low-q
側)に凝集体由来の散乱のテールが見られる。

• StAs、Deg_StAsともにアスファルテン粒子の散乱
がq=0.8nm-1付近に見られる。

• 劣化アスファルトのアスファルテン粒子由来の
ピークが小角側(low-q側)にわずかにシフトした。

定量的に解析を行うために、アスファルテン粒
子の構造をモデル化を行った



アスファルテン粒子の構造モデル

http://www.nipponyuka.jp/products01_1.html

アスファルテンは剛直な多環芳香族がスタック
(積層)してコロイド粒子を形成

コロイド粒子が凝集体を作る計算モデルを構築

コロイド粒子

ゴム中のカーボンブラック凝集体モデルを参考
タイヤなどのゴムには充填
剤としてカーボンブラック

が混合されている。

Polym. J., 51, 2019,109-130 

アスファルテン粒子に適用！



モデルFitting

Polym. J., 51, 2019,109-130 

ゴム中(溶液中)のカーボンブラックのモデルを適用

(1)質量フラクタル項

(2)凝集物のサイズ項 (3)表面フラクタル項

(1)
(2)

(3)



モデル計算結果(電子線照射前)
ストレートアスファルト 劣化アスファルト

(1)
(1)

(2) (2)

(3)(3)

Rg = 1.8 nm
DM=p2=2.5
Ds=6-p1=4.7

Rg = 2.1 nm
DM=p2=2.64
Ds=6-p1=4.5

• ストレートアスファルト(StAs)、劣化アスファルト(Deg_StAs)ともに計算曲線とよく一致した。
• 劣化することで、慣性半径(Rg)と質量フラクタル(DM)は増加し、表面フラクタル(Ds)は減少することが

分かった。



電子線照射後のSAXSプロファイル
電子線照射後のストレートアスファルト(StAs)と劣化アスファルト(Deg_StAs)のSAXSプロファイル

• StAs、Deg_StAsともに電子線照射前と同様に小角
側(low-q側)に凝集体由来の散乱のテールが見られる。

• StAs、Deg_StAsともにアスファルテン粒子の散乱
ピーク位置がわずかにlow-q側にシフト。

• 電子線照射前と同様に劣化によってアスファルテン
粒子由来のピークが小角側(low-q側)にわずかにシフ
トした。

モデル解析

凝集物の散乱

アスファルテン
粒子の散乱



モデル計算結果(電子線照射後)
ストレートアスファルト 劣化アスファルト

(1) (1)

(2) (2)

(3)(3)

Rg = 2.15 nm
DM=p2=3.35
Ds=6-p1=4.7

Rg = 2.4 nm
DM=p2=3.39
Ds=6-p1=4.53

• 電子線未照射試料と同様に、劣化により慣性半径(Rg)と質量フラクタル(DM)は増加し、表面フラクタル
(Ds)は減少することが分かった。



計算結果のまとめ
電子線照射前

劣化アスファルト

Rg = 1.8 nm
DM=p2=2.5
Ds=6-p1=4.7

Rg = 2.1 nm
DM=p2=2.64
Ds=6-p1=4.5

• ストレートアスファルトでは電子線を照射することで、慣性半径(Rg)と質量フラクタル(DM)は増加し、
表面フラクタル(Ds)は変化が見られなかった。

• 劣化アスファルトでは電子線照射により、RgとDMは増加し、Dsはわずかに増加することが分かった。

ストレートアスファルト

電子線照射後

Rg = 2.15 nm
DM=p2=3.35
Ds=6-p1=4.7

Rg = 2.4 nm
DM=p2=3.39
Ds=6-p1=4.53

劣化アスファルトストレートアスファルト

構造的には電子線照射の効果はアスファルトの劣化効果に似ていることが分かった。



電子線照射によるアスファルテン粒子の構造変化

照射前 照射後
Rg、DM：増加
Ds：わずかに増加

電子線照射

• 電子線照射によって、ストレートアスファルトでは粒子サイズ(Rg)と質量フラクタル(DM)は増加し、表
面フラクタル(Ds)は変化が見られなかった。

• 劣化アスファルトでもほぼ同じ傾向が見られ、電子線照射により、RgとDMは増加し、Dsはわずかに増
加した。

• ストレートアスファルトを劣化させた場合でも、 RgとDMは増加が観察された。
• 従って、電子線照射によってアスファルトの劣化が促進される効果を示すことが分かった。

今回使用した電子線量の260kGyでは構造変化量が小さく、今後電子線量
の最適化が必要である。また、分子架橋や分裂を促進する添加剤の役割
が重要である可能性もある。



WAXSプロファイルとモデル
電子線照射前 電子線照射後

アモルファス由来
芳香環のπスタック

パラフィン
の結晶

アスファルテン
粒子

結晶化できない炭化水素

芳香環の結晶

パラフィンの結晶

原子レベルの構造は劣化や電子線照射
によってあまり変化しない



まとめと今後の予定

照射前 照射後
Rg、DM：増加
Ds：わずかに増加

電子線照射
アスファルテン
凝集体1個

原子・分子レベル(Åオーダー)分子集合体レベル(nmオーダー)

電子線照射によって構造変化なし

• SAXS測定からアスファルテン粒子の凝集体構造を調査したところ、電子線照射によって RgとDMは増加
し、Dsはあまり変化が見られなかった。

• 電子線照射の効果はWAXS測定からÅオーダーの原子・分子の結晶や非晶成分には影響は見られなかっ
た。

• SAXS、WAXS測定から電子線照射の効果はアスファルトの劣化と同じ傾向を示すことが分かった。

物性評価試験からわずかにアスファルトの劣化が改善する傾向が若干見られた。
しかしながら、その変化量は小さいため、電子線照射量を調整して再度実験を行う必要がある。
また、ポリマーを添加剤として加えた試料でも検討する。

今後の予定
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