報

文

改質再生アスファルト混合物による耐流動対策舗装の検討
Examination on Recycled Modified Asphalt Mixture for Flow-Resistant Asphalt Pavement
安倍

隆二＊ 岳本

秀人＊＊

丸山

記美雄＊＊＊

Ryuuji ABE, Hideto TAKEMOTO, and Kimio MARUYAMA

建設副産物の再生利用に関しては資源の有効利用や環境対策面からも重要な課題である。建設
副産物であるアスファルトコンクリート塊の有効利用を図るため、再生骨材を利用した耐流動舗
装について検討を行った。改質再生アスファルト混合物の調査方法としては、室内試験および試
験施工を実施し適用の検討を行った。室内試験では従来使用してきた再生骨材を含まない細粒度
ギャップアスコン（１
３F５
５・改質Ⅱ）と再生骨材が混合してある細粒度ギャップアスコン（１
３F
５
５・改質Ⅱ）、密粒度アスコン（１
３F・改質Ⅱ）について試験を実施した結果、耐流動性、耐摩
耗性および凍結融解に対する抵抗性が同程度の性状が確保できることが確認された。
試験施工では混合物の施工温度の確保や熱劣化に対する問題があったが、寒冷期以外ではⅢ型
プラントは５
０％まで、Ⅳ型プラントでは２０％までの再生骨材の混合率が可能である。また、熱劣
化については回収アスファルトからアスファルトバインダーの性状試験を実施したが、再生加熱
アスファルト混合物、加熱アスファルト混合物との差はみられなかった。供用性状については細
粒度ギャップアスコン（１
３F５５・改質Ⅱ）
、密粒度アスコン（１
３F・改質Ⅱ）について同程度の性
状を示しているが、再生骨材が混合している密粒度アスコン（１
３F・改質Ⅱ）については骨材の
剥離も一部みられ、今後の課題となった。
《キーワード：積雪寒冷地、リサイクル、改質アスファルト、耐流動舗装》
Recycling of construction byproducts is important toward achieving efficient use of resources and
environmental conservation. For effective use asphalt concrete, which is a construction byproduct, a flowresistant asphalt pavement that employs recycled aggregates was studied.
To survey the applicability of modified asphalt mixtures incorporating recycled aggregates, an indoor
test and test installation were conducted. The indoor test compared conventional fine-graded gap asphalt
concrete（１
３F５
５・modified asphalt Ⅱ）without recycled aggregates, a new type of fine-graded gap asphalt
concrete（１
３F５
５・modified asphalt Ⅱ）containing recycled aggregates, and dense-graded asphalt concrete
（１
３F・modified asphalt Ⅱ）
. It was found that the new type of fine-graded gap asphalt concrete shows
the same levels of resistance to flow, abrasion, and to freezing/thawing as the other two types.
The results of the test installation revealed that temperature management during installation and heat
degradation are problems for pavement containing recycled aggregates. For installation in seasons other
than winter, the maximum rate of the recycled aggregate is ５
０% in asphalt concrete mixture made by
type-III plant, and ２
０% for that made by type-IV plant. Also, characteristics of recycled asphalt binder
were tested to assess its heat degradation properties. No differences were observed between the
recycled asphalt concrete mixture and the hot asphalt concrete mixture. The serviceability of the
recycled fine-graded gap asphalt concrete（１
３F５
５・modified asphalt Ⅱ）and the dense-graded asphalt
concrete（１
３F・modified asphalt Ⅱ）was almost the same as that of non-recycled asphalt. However, partial
separation was found on the aggregate of the recycled dense-graded asphalt concrete, a problem that
needs to be resolved in the future.
≪Keywords : cold, snowy region ; recycling ; modified asphalt ; flow-resistant asphalt pavement≫
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１．はじめに

表−１

室内試験項目

建設副産物の有効利用を図るために、北海道開発局
では平成１
０年３月に「アスファルトコンクリート再生
骨材の表層への利用に関する暫定品質基準（案）」を
作成し、適用範囲を表層までとして再生加熱アスファ
ルト混合物を積極的に利用している。
北海道開発局が管理している国道では耐摩耗を重視
した配合である細粒度ギャップアスコン（１
３F）が従
来使用されてきたが、平成１
２年度からは試験施工箇所
の調査結果等を踏まえ耐流動対策箇所には改質Ⅱ型を
使用した細粒度ギャップアスコン（１
３F５
５・改質Ⅱ）
の配合設計で耐流動対策を行うことになった。しかし
ながら、この配合設計は再生混合物には適用されない
ため、改質再生アスファルト混合物の適用を検討する
ために実施した室内試験や試験施工の検討結果を報告
するものである。
２．室内試験
図−１ 合成粒度曲線（細粒度ギャップアスコン１３F５５）

２−１．室内試験項目
積雪寒冷地である北海道において改質再生アスファ
ルト混合物（以下、再生材）の検討を行うため表−１
に示す室内試験を実施した。試験項目としては、再生
材の強度特性、耐摩耗性、耐流動性及び凍結融解の耐
久性等について試験を行った。
配合設計については北海道開発局独自の配合である
細粒度ギャップアスコン（１
３F５
５・改質Ⅱ）と密粒度ア
スコン（１
３F・改質Ⅱ）について検討を行った。細粒度
ギャップアスコン（１
３F５
５・改質Ⅱ）についてはギャッ
プ粒度を確保するため再生骨材混合率２
０、３
０％の配合
設計で室内試験を行い、密粒度アスコン
（１
３F・改質Ⅱ）

図−２

合成粒度曲線（密粒度アスコン１３F）

については再生骨材混合率３
０、５
０％で室内試験を実施
した。細粒度ギャップアスコン（１
３F５
５・改質Ⅱ）の配
合はプラントミックスの改質剤を使用し、密粒度アス

た配合となっている。尚、プレミックスについては再

コン（１
３F・改質Ⅱ）についてはプラントミックス、プ

生改質Ⅱ型用に開発されたアスファルトバインダーである。

レミックスの２種類の改質剤を使用している。改質剤

２−２．室内試験結果

の添加方法としてはプラントミックスの再生アスファ

図−１、図−２に室内試験で実施した細粒度ギャップ

ルトは針入度を８
０〜１０
０に戻してから改質剤の固形分

アスコン
（１３F５５・改質Ⅱ）
と密粒度アスコン
（１３F・改質Ⅱ）

４％を添加し、プレミックスの改質剤については再生

の合成粒度曲線を示す。再生骨材は一般的に１
３−０mm

アスファルトの針入度を調整しないで改質剤を添加し

の骨材粒度を使用することが多いので、ギャップ粒度を確

表−２

２
０

再生アスファルトの性状試験
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図−３

マーシャル安定度試験

図−５ 安定度／フロー値（S/F）

図−４

図−６

空隙率

最適アスファルト量

保するため再生骨材混合率の上限を３
０％とし、密粒度ア

ては１５〜４５の範囲が最適アスファルト量を設定する場

スコン
（１
３F・改質Ⅱ）
は再生プラント
（Ⅲ型）
が出荷可能な

合の目安値２）となるが、プレミックスの混合物は安定

５
０％を上限として室内試験を行っている。また、再生改質

度が大きいため S/F の範囲から外れている。しかし

アスファルトの試験値は「アスファルト舗装要綱」の改質Ⅱ

ながら、改質混合物は安定度が高い傾向にあるため、

型の規格を満足した値となっている（表−２）
。

混合物の評価をするためには S/F 以外の項目からも

①マーシャル安定度試験

判断すべきである。

図−３にマーシャル安定度試験結果を示す。再生材

図−６に最適アスファルト量を示す。細粒度ギャッ

は加熱アスファルト混合物（以下、新材）に比べて安

プアスコン
（１３F５５・改質Ⅱ）と密粒度アスコン
（１３F・改

定度はやや大きい傾向にある。過去の試験結果１）と同

質Ⅱ）を比較すると密粒度アスコン
（１３F・改質Ⅱ）
の最

様に針入度は回復しているが（表−２）、再生骨材に

適アスファルト量が０．
３〜０．
６％程度少ない。原因とし

付着している旧アスファルト分が影響していると考え

ては骨材粒度が粗いためアスファルト量が少なくなる

られる。密粒度アスコン（１
３F・改質Ⅱ）の合成粒度は

と考えられる。

プラントミックス、プレミックスとも同じであるが、

②ホイールトラッキング試験

アスファルトバインダーの違いにより安定度の差が出
ている。

図−７にホイールトラッキング試験結果について示
す。動的安定度（DS）は北海道開発局の規格値１５
００

図−４にマーシャル供試体の空隙率を示す。混合物

回／mm 以上を示し、規格値は満たしているが混合物

の空隙率は凍結融解に影響を与えるがプラントミック

によるばらつきも多い。ホイールトラッキング試験で

ス、プレミックスともに再生材、新材の違いは見られ

は再生骨材混合率が高くなると DS 値が高くなる傾向

ない。

にあるが、再生骨材に付着している旧アスファルト分

図−５に安定度／フロー値（S/F）を示す。耐摩耗

の影響と考えられる。また、DS が５０００回／mm 以上の

性を重視する積雪寒冷地の配合設計では S/F につい

混合物もあり、ひびわれ抵抗性の検討が必要である。
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１

図−７

図−９

ホイールトラッキング試験

図−８

曲げ試験（曲げひずみ）

③曲げ試験、圧裂試験
ひびわれ抵抗性の検討を行うため、曲げ試験（試験

曲げ試験（曲げ強度）

図−１
０ 圧裂試験（密粒度アスコン１３F）

生材は新材に比べてひびわれ発生の可能性は高い。
④凍結融解試験

温度−１
０℃）
、圧裂試験（試験温度０℃、＋６０℃）を

図−１１、１２に凍結融解試験の試験結果を示す。凍結

行った。図−８、図−９に曲げ試験結果を示す。曲げ

融解試験は凍結工程＋４．
５〜−１
８．
０℃で２時間、融解

強度は新材、再生材による違いはみられないが、使用

工程−１８．
０〜＋４．
５℃で１時間とし、合計３時間を凍

しているアスファルトバインダーの種類が異なること

結融解数１回として３００サイクルの凍結融解試験を

による差はややみられる。

行った。（凍結融解後の安定度）／（凍結融解前の安

曲げひずみについては新材、再生材の種類による違
いはみられないが、密粒度アスコン（１
３F・改質Ⅱ）の

定度）×１００（％）を残留安定度として凍結融解によ
る強度低下の影響を確認した。

曲げひずみが細粒度ギャップアスコン（１
３F５
５・改質

残留安定度はプラントミックスの細粒度ギャップア

Ⅱ）に比べてやや小さい値となっている。密粒度アス

スコ ン
（１３F５５・改 質 Ⅱ）
と密粒度アスコン
（１
３F・改 質

コン（１
３F・改質Ⅱ）
は細粒度ギャップアスコン
（１３F５５・

Ⅱ）を比べると細粒度ギャップアスコン（１３F５５・改質

改質Ⅱ）
に比べて低温時のたわみ性はやや小さいと考

Ⅱ）がやや大きい値を示しているが、凍結融解後のマー

えられる。

シャル安定度は同程度である。

図−１
０に密粒度アスコン（１３F・改質Ⅱ）の圧裂試験

新材、再生材を比較するとプラントミックスの密粒

結果を示す。図に示す圧裂強度比は（試験温度０℃の

度アスコン（１３F・改質Ⅱ）の新材は凍結融解後の安定

圧裂強度）
／
（試験温度６
０℃の圧裂強度）であり、圧裂

度が低下しているが、これはマーシャル供試体作成時

強度比が小さい混合物は感温性が低い混合物である。

の空隙率が影響したものと考えており、新材と再生材

圧裂強度比は新材より再生材が低く、再生骨材混合率

は同程度の凍結融解の耐久性を示していると考えてい

が高いほど圧裂強度比が低いため、感温性が小さい再

る。

２
２
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図−１
１ 凍結融解試験（残留安定度）

図−１２ 凍結融解試験（増加空隙率）

また、アスファルト混合物の空隙率は凍結融解作用
により徐々に空隙が大きくなり破壊に至る。凍結融解
による増加空隙率は供試体作成時の空隙率に依存する
ため、今回の試験では新材と再生材、細粒度ギャップ
アスコン
（１
３F５
５
・改質Ⅱ）
と密粒度アスコン
（１
３F・改質
Ⅱ）を比較すると増加空隙率の差がやや生じたが凍結
融解に対する耐久性は同程度と考えられる。
⑤チェーンラベリング試験
図−１
３にチェーンラベリング試験結果を示す。再生
材ではアスモルの試験が出来ないため、アスファルト
混合物の供試体でクロスチェーンを使用して試験を実
施した。密粒度アスコン（１
３F・改質Ⅱ）は細粒度ギャ
ップアスコン（１
３F５５
・改質Ⅱ）と比較して同程度以上

図−１３ チェーンラベリング試験

の耐摩耗性を示した。また、プラントミックス、プレ
ミックスによるアスファルトバインダーの種類によっ

表−３
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試験施工箇所および概要

２
３

図−１
４ マーシャル安定度

図−１５ 空隙率

図−１
６ 安定度／フロー値（S/F）

図−１
７ 最適アスファルト量

て摩耗量の違いが生じたが、再生材、新材による耐摩

ダーは「アスファルト舗装要綱」の改質Ⅱ型の規格値

耗性は同程度である。

を目標とし、試験施工では目標の範囲内であった。ま

３．試験施工

た、動的安定度（DS）は１５００以上を目標としている。

３−１．試験施工の概要
表−３に試験施工箇所および概要を示す。試験施工
で舗設した混合物については、再生プラント型式がⅢ

３−２．
試験施工の配合設計
①マーシャル安定度試験

型の場合、細粒度ギャップアスコン
（１
３F５５・改質Ⅱ、

図−１４に試験施工で実施した混合物のマーシャル安

新材、再生３
０％）、密粒度アスコン（１３F・改質Ⅱ、

定度を示す。マーシャル安定度の規格値７．
３５KN 以上

新材、再生３
０％、５０％）の５種類の混合物、Ⅳ型の場

は全て満たしている。凍結融解に影響を与える空隙率

合は細粒度ギャップアスコン
（１
３F５５・改質Ⅱ、新材、

については図−１５に示すが、H１２．R２７５月形町以外は

再生２
０％）
、密粒度アスコン（１
３F・改質Ⅱ、新材、再生

新材、再生材、混合物の種類による違いはあまりみら

２
０％）
の４種類の混合物について試験施工を実施した。

れない。

試験施工に使用した改質剤の種類は、表−３に示す

図−１６に安定度／フロー値（S/F）を示す。積雪寒

が、R３
３
７号石狩市では再生改質Ⅱ型用のプレミック

冷地で最適アスファルト量の目安値となる１５〜４５の範

スタイプのアスファルトバインダーを使用し、再生添

囲には細粒度ギャップアスコン（１３F５５・改質Ⅱ）
の新

加剤は使用していない。R２
３４早来町においては一般

材、再生材及び密粒度アスコン（１３F・改質Ⅱ）の再生

的に使用されているプレミックスのアスファルトバイ

材が範囲から外れている配合がある。これはマーシャ

ンダーを使用し、再生添加剤を使用している。また、

ル安定度が高く範囲内であるがフロー値が他の混合物

再生骨材から回収した再生アスファルトと再生用添加

に比べて低い混合物である。図−１７に混合物の最適ア

剤及び改質剤を混合した再生改質アスファルトバイン

スファルト量を示す。密粒度アスコン（１３F・改質Ⅱ）

２
４
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図−１
８ ホイールトラッキング試験（室内作成）

図−１９ ホイールトラッキング試験（現場切り取り）

図−２１ チェーンラベリング試験
図−２
０ 室内作成と現場切り取りの関係
（ホイールトラッキング試験）

は細粒度ギャップアスコン（１
３F５５
・改質Ⅱ）に比べて
最適アスファルト量が少ない傾向にあり最大０．
６％の
差が生じた。
②ホイールトラッキング試験
図−１
８にホイールトラッキング試験結果を示す。動
的安定度は１
５０
０mm／回を目標値としたが、全ての混
合物が１
５
０
０mm／回以上となった。再生材の混合物で

図−２２ 新骨材加熱温度

は５
００
０mm／回を越えるものもあった。動的安定度の
高い混合物は耐流動性には優れている反面、たわみ性
が小さいこともあるため供用後の縦方向のひびわれ発
生の懸念もある。
図−１
９に現場切り取り供試体のホイールトラッキン
グ試験結果を示す。動的安定度（DS）１
５
００を確保出
来ない供試体もあり室内で作成した供試体より低い傾
向にある。図−２
０に室内作成供試体と現場切り取り供
試体の関係を示す。室内作成供試体はローラーコンパ
クター（転圧機械）により締固め度１
００±１％で供試
体を作成するが、現場と室内では転圧方法が異なる等
の供試体作成条件が異なる。また、文献３）によると動
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図−２３ 再生骨材加熱温度
※図に示す○はプラントミックス使用
２
５

図−２
４ アスファルト加熱温度

図−２５ プラント出荷温度

図−２
６ 現場到着温度

図−２７ 敷き均し温度

図−２
８ 締固め度

図−２９ 回収したアスファルトの針入度試験

的安定度（DS）は締固め度の影響を受けると報告さ

スコン（１３F５５・改質Ⅱ）の摩耗量の差はあまりみられ

れている。今回の試験結果では室内供試体による動的

ないが、H１３・R２７５月形町の工区では新材に比べて再

安 定 度 の 差 が 著 し い◇印 に つ い て は 室 内 供 試 体

生材の摩耗量に差がみられる。ただし、いずれも混合

１１８
１
３、６７
５
０が現場切取り供試体では１５７
５、１
２
８６の試

物の規格値１．
３cm２以下は満足している。

験値を示し、締固め度９
４％程度となっている。
③チェーンラベリング試験

３−３．試験施工の状況

図−２
１にチェーンラベリング試験結果を示す。再生

図−２２、２３、２４、２５に試験施工時のプラントの温度

材ではアスモルの試験ができないため、アスファルト

管理を示す。混合物の温度管理は再生プラント型式、

混合物の供試体でクロスチェーンを使用して試験を実

改質剤の種類及び外気温等（表−２）により異なる。

施した。
密粒度アスコン（１３F・改質Ⅱ）と細粒度ギャップア
２
６

新材と再生材を比較すると再生材は再生骨材を加熱
するドライヤーがあるⅢ型プラントとドライヤーが無
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図−３０ わだち掘れ量の経時変化

図−３１ わだち掘れ量の経時変化

（H１
２，
２
７
５号，月形，上り）

（H１２，
２７５号，月形，下り）

改質剤の種類をプレミックスに変更することや混合率
の低減及び新材の変更の検討が必要である。また、加
熱温度を上げると再生材の劣化の影響も考えられ、ア
スファルトバインダーの劣化の影響も考えられる。
図−２７に試験施工時の敷き均し温度を示す。敷き均
し温度については北海道開発局「道路・河川工事仕様
書」の１１０℃以上は確保しているが、運搬時の温度低
下の影響もみられる。
図−２８に試験施工箇所の締固め度を示す。締固め度
図−３
２ わだち掘れ量（１冬経過後）

については各工区によりばらつきもみられるが９７％以
上の締固め度となっている。また、新材、再生材及び
混合物の種類による差はみられない。

いⅣ型プラントでは温度管理が異なり、一般的には再

次に、熱劣化の影響を確認するため現場切り取り供

生材の混合温度を確保するためⅢ型プラントは再生骨

試体から回収したアスファルトの針入度を図−２９に示

材混合率５
０％、Ⅳ型プラントは再生骨材混合率２
０％程

す。平成１３年度に施工した４箇所の針入度の平均値を

度以下で出荷している。改質混合物の温度を確保する

示すが、新材、再生材による針入度の差は見られなかっ

ため再生材は新材に比べると新骨材の加熱温度を高く

た。しかしながら、アブソン回収試験では改質アスフ

する傾向にあり、再生骨材の混合率が高くなると新骨

ァルトに含まれる樹脂等の改質剤が溶剤であるトリク

材、再生骨材の加熱温度を上げる必要がある
（図−２２、

ロロエチレンに全ては回収されないとの報告４）もあ

２３）。

る。改質剤を全て回収していないと回収アスファルト

図−２
４に示すアスファルトの加熱温度はストレート

の針入度試験が改質アスファルトの正確な値を示して

アスファルト（プラントミックスの場合）では１
５０℃程

いない可能性があるため供用後の路面性状も含めて検

度、プレミックスで１
８
０℃程度である。そのため、混合

討する必要がある。

温度を確保するためにはプレミックスが有利である。

今回の試験施工では混合物の温度管理は重要な課題

図−２
５にプラント出荷温度を示す。プラントミック

であったが寒冷期を除けばⅢ型プラントでは再生骨材

スでは再生骨材混合率が高くなることにより出荷温度

混合率５０％、Ⅳ型プラントは２０％までの出荷は可能と

が低下するプラントもある。図−２
６に現場到着温度を

考えられる。また、中温化舗装技術は中温化剤を入れ

示す。運搬時間や外気温により温度低下は異なるが、

ることにより、混合温度を３０℃低減できる舗装技術で

外気温
（３℃）
が低い H１３．
R２
７５月形町では運搬時の温

あるので温度管理が難しい寒冷期に改質再生混合物を

度低下が他工区より大きい。再生材の出荷については

施工する場合には期待される工法であるため、今後検

５℃以下の寒冷期に出荷する場合や再生骨材混合率が

討していきたい。

高い場合は、
骨材の加熱温度も上限になっているため、
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２）試験施工では、改質再生アスファルト混合物の温
度確保が問題となったが、寒冷期を除けば、Ⅲ型プ
ラントでは５０％、Ⅳ型プラントは２０％の再生骨材の
混合率の出荷が可能である。また、寒冷期について
は新材に切り換えるか、混合率を下げる方法で対処
は可能である。
３）改質混合物は混合温度が高いので、加熱温度が高
いとアスファルトバインダーの劣化が懸念された
が、回収したアスファルトバインダーの性状試験で
写真−１

骨材の飛散状況

は新材、再生材は同程度の値を示した。しかしなが
ら、今後の供用性状の把握も必要である。
４）路面のわだち掘れ量は細粒度ギャップアスコン（１３

３−４．供用性調査

F５５・改質Ⅱ）と密粒度アスコン
（１３F・改質Ⅱ）
は大き

図−３
０、３
１、３２に供用後のわだち掘れ量を示す。H

な差は見られないが、再生骨材を混合した密粒度ア

１３．
R２
７
５月形町のチェーンラベリング試験では再生材

スコン（１３F・改質Ⅱ）は表面のアスモル分の剥離や

の摩耗量がやや大きい傾向を示したが、現地のわだち

骨材の飛散した箇所もあり、今後の供用性状の把握

掘れ量も密粒度アスコン（１
３F・改質Ⅱ）については同

が必要である。

様な傾向を示した。また、H１３．
R３
３
７石狩市では細粒
度ギャップアスコン（１
３F５５
・改質Ⅱ）が密粒度アスコ

５．おわりに

ン（１
３F・改質Ⅱ）
に比べて高いわだち掘れ量を示して

細粒度ギャップアスコン（１３F５５・改質Ⅱ）
の改質再

いるが他の工区では細粒度ギャップアスコン
（１３F５５・

生混合物の適用については平成１４年度の北海道開発局

改質Ⅱ）
、密粒度アスコンも大きな差は見られず路面

「道路工事設計施工要領」に掲載され再生骨材混合率

のわだち掘れ量の推移は同程度である。

３０％まで適用可能となった。しかしながら、密粒度ア

現在、北海道開発局では細粒度ギャップアスコン
（１３
F５
５・改質Ⅱ・新材）については耐流動対策混合物とし
て標準使用されている。再生材についても新材と同等
程度の供用性を示していることや骨材の飛散も見られ
ず舗装表面についても大きな問題はないと判断出来る
ことから適用には問題ないと考えられる。

スコン（１３F・改質Ⅱ）については、今後の供用性状を
調査し、適用の検討を行いたい。
更に改質アスファルト混合物は縦クラックの問題も
あり、対処方法については今後の課題である。
最後に試験施工でご協力頂いた関係各位に御礼を申
し上げます。

また、再生骨材を混合した密粒度アスコン
（１３F・改
参

質Ⅱ）
については表面のアスモル分が剥離したり、骨
材の飛散が見られる箇所（写真−１）もあり、今後、
供用性状を確認していく必要がある。
縦クラックについては現在のところ各工区とも発生
していないが、改質アスファルト混合物については過
去の調査５）でも指摘されており、今後の検討課題であ
る。
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今回の報告をまとめると以下の通りである。
１）改質再生アスファルト混合物の室内試験を実施し

２
８

４）寺田剛、焼山明生、明嵐政司：改質アスファルト
の回収における性状変化、第５５回土木学会年次学術
講演会、２０００．
９

た結果、室内試験レベルでは圧裂試験やホイールト

５）丸山記美雄、岳本秀人、安倍隆二：改質Ⅱ型アス

ラッキング試験結果ではひび割れ発生がやや懸念さ

ファルトを用いた耐流動対策舗装の長期供用性に関

れるが、混合物としてはおおむね問題ない結果と

する考察、北海道開発局第４５回技術研究発表会、

なった。
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