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１．セグメンタルタイプとフラッグタイプの使い分け 

インターロッキングブロックにはセグメンタルタイプとフラッグタイプがありますが、

適用箇所によって使い分ける必要がありますか？ 

 

A. 

ヨーロッパでは、石畳やレンガ舗装などのブロック形式の舗装に歴史があることから、車道や産業ヤ

ードなど車両が通行する箇所のインターロッキングブロック舗装の実績が数多くあります。日本におけ

るインターロッキングブロック舗装は、修景的効果を利用した歩行者や軽交通を対象とした舗装が大部

分で、車両が通行する箇所の舗装ではインターロッキングブロックの使用はまだ少ないです。 

 

１．ブロックタイプ別の適用箇所 

セグメンタルタイプは、歩行者系道路に加えて車両などが通行する箇所に用いられます。セグメンタ

ルタイプは、隣接するブロック同士のかみ合わせが強く（荷重伝達率が大きく）、かつブロックの寸法

が小さく輪荷重を複数個のブロックで受け持つため、大きな荷重分散効果が期待出来ます。ただし、セ

グメンタルタイプであっても車両重量に応じた曲げ強度が必要です。 

フラッグタイプは、原則として歩行者系道路に用いられます。 

 

ブロックの長辺 
≦ 4.0 

ブロックの側面積の和 
≧ 1.0 

ブロックの厚さ ブロックの上面積 

 

式１ セグメンタルタイプの定義式 

 

 

1.0 ＞  
ブロックの側面積の和 

≧ 0.65 
ブロックの上面積 

 

式２ フラッグタイプの定義式 

 

 

表１ ブロックタイプと適用箇所 

 
セグメンタルタイプ フラッグタイプ 

適用箇所 

・歩行者系道路 

・車道 

・駐車場及び歩道の車両乗入れ部など 

の車両通行箇所 

・歩行者系通路 

寸法など 

・短辺：50ｍｍ以上 

・厚さ：120ｍｍ以下 

 

・短辺：50ｍｍ以上 

・厚さ：80ｍｍ以下 
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２．フラッグタイプを車両通行箇所に適用する場合 

車両通行箇所において、300ｍｍ角サイズで厚さ 80ｍｍのセグメンタルタイプを適用する方法として、

スーパーバリアフリーシステム（以下、SBF システム）があります。 

SBF システムとは、セグメンタルタイプブロックに以下の資材を組み合わせ歩道の車両乗入れ部など

で長期間に亘り良好な路面性状を維持する工法です。 

 

・強化板（HKS、HKS-Ⅱ）：ブロックの段差や沈下、ズレを防ぐ樹脂製部材。 

・ブロックサンド：砂粒子の細粒化に対する抵抗性向上と浸透水による支持力低下を防ぐアスファル

ト系敷砂 

・強化不織布（イオシート、ILB イージージオフィルター） 

・不織布巻き導水管（ペーブドレーン） 

 

 
図１ スーパーバリアフリーシステム 

 

 

 

 

<参考文献> 

１）一般社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会：インターロッキングブロック舗装設計施

工要領 平成 29 年 3 月 



4 

 

２．車両乗入れ部の舗装構造 

歩道の車両乗入れ部の舗装構造と適用可能なブロック寸法を教えてください。 

 

 

A. 

１．歩道の車両乗入れ部の舗装構造 

 歩道の車両乗入れ部の舗装にインターロッキングブロック舗装を摘要する場合、以下の要因による破

損原因が考えられます。 

① 狭小で乗入勾配がきつい箇所に停発進、ブレーキング、据え切りを受けブロック移動・不陸が生じ

やすくなる。 

② 大型車両乗入れが通行する場合等にて供用後にガタツキが生じやすくなる。 

 

２．破損原因を少なくするための留意点 

① 非透水性舗装の場合、上層路盤のクラッシャラン、粒度調整砕石を瀝青安定処理材に置き換え使用

します。 

  また、目地砂には浸透水による敷砂の液状化を抑制する目的で難浸透性のメジモールサンドを使用

します。 

② 透水性舗装の場合、透水性瀝青安定処理材を使用します。透水シートを用いるとともに敷砂層の排

水が必要となります。 

対策は次のとおりです。 

・不織布巻き導水管（ペーブドレーン Fφ10）か排水孔等を直接タイヤが走行しない端部等に設置

して目地から浸透する雨水等を排水処理する。 

・砂粒子をアスファルトコーティングした砂（ブロックサンド）を目地砂にします。これは雨水に

よる砂の流動を防ぐ為です。 

③ 透水性舗装のフィルター層には砂または不織布が使用できますが、コスト・工期短縮を考慮して不

織布（ILB イージージオフィルター）を使用します。 

④ 敷砂には、品質（最大粒径 FM75 ㎛ふるい通過分、細粒化に対する抵抗性）を満足する砂またはブ

ロックサンドを使用し水の浸透による敷砂層の液状化や細粒化による固結を防止します。 

⑤ 目地砂には連続粒度の安定した材料を使用（4 号珪砂）か雑草対策にも有効であるメジモールサン

ドを使用します。 
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３．適用可能なブロック寸法 

 

表１ ブロックタイプと寸法 

形状 厚さ（㎜） タイプ

ストレート型

波型

ストレート型

波型

幅×長さ（㎜）

セグメンタル

100×200,150×200,150×300,200×300

112.5×225,114×228,120×240

100×100,150×150,200×200,300×300

225×225,228×228,240×240

80

 
 

ブロック寸法 300×300×80mm を使用する場合は、ブロックの段差、沈下、水平移動を防ぐ強化版

HKS とブロックサンドで構成するスーパーバリアフリーシステムを検討します。 
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３．消防用空地と進入路の舗装構造 

消防用空地と進入路の舗装構造とブロック耐圧について教えて下さい。 

 

 

A. 

１．消防用空地、進入路の舗装構造 

近年、集合住宅の高層化により救難はしご付き消防自動車の導入条件が必須となっております。車両

区分としては 1 輪荷重 49KN の車両となりますので普通道路 N1 に準拠することになり、インターロッ

キングブロック設計施工要領 1)に示されている記号：IL３の舗装構造になります。 

ILブロックの選定についてはセグメンタルタイプ普通8cm（曲げ強度5.0N/m㎡）が適用となります。

透水性舗装の場合、車道対応透水性ブロック（グランパムロード）を使用し上層路盤に透水性瀝青安定

処理を行い施工が可能となります。 

表１ 消防自動車乗入部の舗装構造 

区分：普通 

ILブロックタイプ ILブロック 敷砂 上層路盤 

粒度調整砕石 

下層路盤 

クラッシャラン 

合計厚さ 

セグメンタル

タイプ 

8cm 2cm 7cm 7cm 24cm 

区分：透水 

IL ブロックタイ

プ 

IL ブロック 敷砂 上層路盤 

透水性瀝青 

安定処理 

ジオテキス

タイル 

下層路盤 

クラッシャラン 

フィルター

層 

合計厚さ 

セグメンタル

タイプ 

8cm 2cm 5cm  7cm  22cm 

＊フィルター層については、ジオテキスタイル又は、砂層５ｃｍ～１０ｃｍとする。 

 

２．ブロックの耐力 

 緊急車両（25t）の設置荷重と耐圧荷重は次式により求めることができます。 

 

緊急車両（25t）アウトリガーによる最大設置圧＝14.9N/㎠ 

ブロック（幅 9.8cm×長さ 19.8cm）1 個当たりの設置荷重＝耐圧面積 194 ㎠×最大設置圧 14.9N/㎠ 

＝2.8ｔ 

ブロック圧縮強度（規格値）＝623N/㎠ 

ブロック 1 個当たりの耐圧荷重＝耐圧面積 194 ㎠×ブロック圧縮強度 623N/㎠ 

＝120ｔ 

緊急車両の設置荷重を IL ブロックの耐圧荷重が上回るので、規格値を満たした圧縮強度であれば、

緊急車両に対して十分な耐力があるといえます。 

 

＜参考文献＞ 

１）（社）インターロッキングブロック舗装技術協会：インターロッキングブロック舗装に関する Q&A，

2013 年 1 月 
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4．敷き砂の細粒化に対する抵抗性の必要性とその試験方法 

敷砂の細粒化に対する抵抗性の必要とその試験方法について教えて下さい。 

 

 

A 

繰り返し交通荷重がブロック舗装に作用すると、舗装面がたわみ、交通荷重を路盤層に伝えます。そ

のたわみが繰り返されると敷砂の粒子が摩擦により徐々に磨滅していきます。その磨滅して細粒化する

と 75μｍふるい通過量が増加します。そして目地からの浸透水により砂の液状化を誘発させ不陸や段

差が発生したり、あるいは砂の固結化により敷き砂の役割を失ってしまいます。その結果、ブロック層

の不具合を誘発することになるので、予め砂の細粒化に対する抵抗性が定められています。 

 

サンドクッション（敷砂）は路盤の不陸の整正や、舗装面の平坦維持のほか、交通荷重を分散して路

盤に伝えるなどの重要な役割を持つ部分です。特に下記の条件が求められます。 

1 均一に敷き均せる 

2 転圧が容易 

3 排水性が良い 

4 凍上、凍結融解の影響を受けない 

5 水の浸入より液状化しない 

特に 75μｍふるい通過分が 6％以上になるとサンドクッション砂が液状化し不陸が発生する事があ

ります。敷砂の品質不良については、下記の確認が必要です。 

 ① 75μｍふるい通過分 敷砂に用いた材料の 75μｍふるい通過分が 5％以下を 

 満足していること 

 ② 細粒化に対する抵抗性 敷砂に用いた材料の細粒化に対する抵抗性が 1％以下を 

 満足していること 

 ③ 敷砂の品質規格     敷砂に用いた材料が品質規格を満足していること 

 

表-1 敷き砂の品質 

交通量の区分 項 目    規 格 値 

歩道 

車道（IL1～5） 

最大粒径 4.75ｍｍ以下 

75μｍふるい通過分 5％以下 

粗粒率（FM） 1.5～5.5 

車道 IL3 以上 細粒化に対する抵抗性 
突き固め試験後の 0.075ｍｍふるい通過分の増加 1％

以下 

 

以上の要件を満たす試験が必要となります。 
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敷砂の試験方法は一般社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会発行の「インターロッキン

グブロック舗装設計施工要領」記載の JIPEA－TM－2 に準じます。つまり CBR 試験用モールドに資料

を投入し 4.5kg のハンマーにて突き固める方法です。突き固め回数は交通区分により異なりますが、突

き固めたのちの資料の微粉分量を JIS A 1103 に準じて測定します。その微粉分量の重量百分率で表しま

す。 

 

車道の場合は、通常の自然砂ではなく、人工のブロックサンド（ブロック系舗装用クッション砂）を 

御奨めします。ブロックサンドとは、砂をストレートアスファルトと特殊添加剤でコーティングしたブ

ロック系舗装専用のクッション砂です。 

 

特長 ① 細粒化現象の緩和 砂粒子の周りがアスファルトコーティングされているので、従来の砂

に比べ水の影響を受けにくい。 

   ② 沈下等の抑制       細粒化現象の緩和により、わだち掘れ、ブロックの移動、浮き上がり、 

      局部沈下などを抑制出来る。 

   ③ 品質が良い     プラント製造により品質が一定、安定供給が可能。 

               高いクッション性、透水性を保有。高い加重分散効果を発揮。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考文献＞ 

１）一般社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会：インターロッキング舗装維持・補修要領  

  平成 20 年 11 月 

２）一般社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会：インターロッキングブロック舗装設計施

工要領 平成 29 年 3 月 
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５．フィルター層に使用する材料 

フィルター層に使用する材料はどのようなものを使ったらよいでしょうか。 

 

 

A. 

フィルター層は路床上面に設ける透水性材料の層です。 

透水性舗装では、雨水の浸透に伴い、路盤材の細粒分が路床へ流出することや路床の細粒分が路盤内

に上昇することにより、支持力や浸透能力の低下が生じる場合があり、これらが懸念される場合は路盤

と路床の間に砂層からなるフィルター層（厚さ：歩道一般部が 5cm、車両通行用途が 10cm）が必要と

なります。 

フィルター層に用いられる材料に要求される事項として次の 4 項目があります。 

① フィルター層は上層から浸透してくる雨水を極端に停滞させることなく流下させるようにする

ことが望ましく、フィルター層に用いる材料の透水係数は、現地の降雨量や上層に適用される材

料の透水係数も考慮して決定することが望ましい。 

② 粒状材料を用いる場合は、浸透能力が低下しないよう、粘土、シルト、ゴミなどを含まない材料

を用います。 

③ 産業廃棄物などを再生利用した材料を用いる場合は、有害物の溶出がないことを確認する必要が

あります。 

④ ジオテキスタイルをフィルター層の代替えとして用いる場合があります。 

 

 フィルター層には川砂、海砂、良質な山砂などが用いられます。品質目標値の一例を表１に示します。 

 

表１ フィルター層に用いる砂の品質目標値の一例 

項 目 目標値 

75μm ふるい通過量 (％) 6 以下 1) 

透水係数 (m/s) 1.0×10-5 以上 2) 

 

 また、フィルター層の代替えのジオテキスタイルは、路盤の転圧で傷を受けにくい、耐久性のあるも

の（推奨品：イージージオフィルター）を使用します。この品質規格を表２に示します。 

 

表２ イージージオフィルターの品質規格 

項 目 品 質 

質量 (g/m2) 131 

引張強度 (N/5cm) 縦：320  横：330 

透水係数 (m/s) 1.8×10-4 
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写真１ イージージオフィルター 

 

砂に代わってジオテキスタイルを使用するメリットを以下に示します。 

① 工事費が半分以上安価となります。 

② 工期が短縮できます。 

③ 掘削残土処分や砂の運搬に伴う CO2排出を削減できます。 

 

砂層の場合と透水シートの場合での舗装構造を図１に示します。 

 

砂層の場合                透水シート（ジオテキスタイル）の場合 

     

 

 

 

 

 

 

図１ 舗装構造 

 

フィルター層を設けるかどうかの明確な判断基準は日本国内にはありませんが、ドイツでは、近年、

式１による判定を行うようになりましたので参考に示します 3)。 

 

 D15 / d85 ≦ 4 ･･･ 式 1 

 D15：大きい方の骨材のふるい通過量 15%のふるい目開き(mm) 

 d85：小さい方の骨材のふるい通過量 85%のふるい目開き(mm) 

 

 

 

 

 

 

＜参考文献＞ 

１）国土交通省大臣官房館長営繕部整備課：構内舗装・排水設計基準、平成 27 年 3 月 31 国営整第 297 

  号 

２）菊池俊浩：車道透水性舗装実用化にむけての取り組み，アスファルト，Vol.47，No.215，2004 

３）M,Koehler,D.Ulonska：Preventing damage to concrete block pavement，BFT，pp16～27，09/2008 
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６．車いすの振動や乗り心地 

車いすの振動や乗り心地に関するデータを測定した事例はありますか。 

 

 

A. 

舗装の凸凹の度合いは、表面の形状（テクスチャ―）、施工精度、ブロックの目地間隔によって左右さ

れます。歩行や車いすなど走行の際に感じる凸凹を適切に評価するには、舗装を連続した「面」として

とらえることが重要です。そこで、加速度計を取り付けた車いすを走行させ、舗装面の振動を連続的に

測定し、ブロック表面の平たん性を評価しました。 

 

１．測定方法 

（１）平たん性の測定試験機 

①一般的に市販されている標準的な折りたたみ式の車いすを 

使用。 

②車いすの前輪（ソリッドタイヤ）の軸上に垂直方向に加速度 

計を取り付け。 

 

 

 

 

 

（２）測定手順 

①測定する区間を決定する（測定距離は 10ｍ） 

②車いすを一定速度で走行させ、振動をパソコンに記録する。 

③波型の負の部分を正の値に変換し、絶対値を求める。 

④絶対値に変換した波型を積分し、累積加速度を求める。 

⑤アスファルト舗装を基準とした相対的加速度を求める 

 

 

 

 

２．測定結果 

（１）振動波形の処理 
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（２）測定結果 

振動低減タイプ（1 ㎜テーパー） 

舗装種類 目地形状 寸法（㎜） 累積加速度（G） 相対加速度 

平板 福祉対応型 298×298 2009.3 1.80 

振動低減タイプ 1 ㎜テーパー 298×298 1110.3 1.00 

歩道アスファルト ― ― 1115.4 1.00 

 

振動低減タイプ（スリット） 

舗装種類 目地形状 寸法（㎜） 累積加速度（G） 相対加速度 

従来型 ILB 従来型 98×198 5409.5 3.61 

振動低減タイプ スリット 198×198 1110.3 1.00 

車道アスファルト ― ― 1115.4 1.00 

 

（３）従来型と振動低減タイプ（スリット）の振動波形の比較 

 
 

（４）各 ILB の目地形状の比較 

 
 

3．まとめ 

  従来型と比較して振動低減タイプは、振動波形の振幅が小さく、その分走行時における振動が小さ

いといえます。 
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７．段差や不陸、カタカタ現象の補修方法 

インターロッキングブロック舗装に段差や不陸、カタカタ現象が生じた場合の補修方法

について教えてください。 

 

A. 

インターロッキングブロック舗装に生じる段差や不陸はブロックの平坦性を損ね、カタカタ現象を引

き起こします。原因としては路床や路盤に起因するものもありますが、ここでは敷砂、目地砂の挙動に

起因するものについてまとめます。破損の種類と原因ごとの補修方法を表 1 に示します。 

 

表１ 不陸や段差、カタカタ現象の補修方法 

機能的破損 形態 原因 補修方法 

不陸 舗装全面に不規

則に発生する凹

凸のこと 

 

敷砂の移動 敷砂まで撤去し、既存砂の再敷設または砂に

アスファルトをコーティングし、長期間良好

な路面を保つ「ブロックサンド」を敷設する。 
敷砂の消失 

敷砂の品質不良 

路床・路盤の不等

沈下 

広範囲な場合は、良質な路盤材、安定処理な

どによる路盤再構築をする。局部的な場合

は、再転圧もしくは路盤材入れ替える。 

段差 ブロック相互に

不規則に発生す

る路面の鉛直変

位や製品間に生

じる凸凹のこと 

ブロックの厚さ

のばらつき 

所定の形状や寸法と品質を有するブロック

で再敷設する。 

敷砂の品質不良 敷砂層まで撤去し、所定品質の敷砂を新たに

敷設し直す。 

カタカタ現象 ブロック間の段

差や目地の広が

りやブロックの

水平移動等が生

じて車両走行に

伴い、ブロックが

カタカタと音を

立てて上下運動

する現象 

敷砂の品質不良 敷設パターンや形状などにより、強化プレー

ト（ＨＫＭ，ＨＫＳ，ＨＫＳⅡ）などで再敷

設する。 

目地砂の流失 水をはじき目地砂の流失を少なくするメジ

モールサンドを充填する。目地砂の充填が困

難な場合は、既設ブロックと既存の目地砂を

撤去し所定の目地幅となるようにブロック

を再敷設し、目地砂を充填する。 
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８．砂以外での目地仕上げ 

インターロッキングブロックは目地を砂で仕上げているため、雨水を地中に逃がしやす

いということを聞きますが、砂以外で目地を仕上げる場合もありますか。 

 

A. 

インターロッキングとは「かみ合わせ」の意味であり、インターロッキングブロックはブロック側面

のかみ合わせ効果が発揮できる舗装用コンクリートブロックと定義されています。またインターロッキ

ングブロック舗装とは、インターロッキングブロックと敷砂(ブロックサンド)および目地砂(メジモール

サンド)を用いる乾式工法による舗装のことであり、隣接するブロックとのかみ合わせ効果に敷砂、目地

砂および舗装端部の拘束が一体となって荷重分散性能を発揮します。 

結果としてインターロッキングブロック舗装では、原則として砂以外の目地仕上げを行うことはあり

ません。そこで目地からの浸透水に対する対策として推奨される商品をご紹介致します。 

 

１．メジモールサンド(目地への雨水流入防止、雑草の発芽を抑制する目地砂) 

（１）目地砂への水の浸透を抑えます 

ブロック舗装の目地砂を撥水効果の高い「メジモールサンド」にすることで目地からの水の流入を防

ぎます。 

路盤に排水施設を設けられない舗装や、橋面のように床版に水を浸透させたくない舗装などの目地材

に適しています。 

 

（２）固まらない目地は強くしなやかで補修が容易 

これまでの固まるタイプの目地材はブロックの荷重分散効果の低減や補修の困難さに問題がありま

したが、「メジモールサンド」は砂粒子が各ブロックに荷重を分散するので、強くしなやかで、ブロック

同士が接着されないので補修が容易になります。 

 

（３）雑草の発芽、成長を抑制します 

強力な撥水効果により目地砂の保水効果が低減されるので、飛来した雑草種子への水分供給を遮断し

目地からの発芽を防止します。仮に発芽しても根に水分が供給されないので成長が抑制されます。 

 

表１ 保水性試験の試験条件と試験方法 

項目 試験条件 

試験器 下面に穴に開けたディスカップ(7ｃｍ)内に 3ｃｍの厚さで目

地砂を充填して試験 

目地砂の種類 シリカ砂(5 号)とメジモールサンド 

試験環境 温度 20℃ 湿度 60%の室内に放置 

試験方法 

 

① 試験機下面から水が染み出るまで散水 

② ①直後の含水比を測定 

③ ５時間、１日、２日、５日、１０日後の含水比を測定 
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表２ 保水性試験結果 

 含水比(％) 

散水直後 ５時間後 １日後 ２日後 ５日後 １０日後 

メジモールサンド 8.7 

(100%) 

8.1 

(93%) 

6.9 

(79%) 

5.2 

(60%) 

0.8 

(9%) 

0.0 

(0%) 

シリカ砂(５号) 19.4 

(100%) 

18.7 

(96%) 

17.9 

(92%) 

16.0 

(82%) 

10.0 

(52%) 

5.0 

(26%) 

()内は、散水直後の含水比に対する割合 

 

この結果によりメジモールサンドはシリカ砂(５号)の目地砂と比較して散水直後より含水比が低く経

時的にも乾燥が速いことが確認できます。 

 

２．ブロックサンド 

厳選された砂にアスファルトと特殊添加剤を用いてプラントで混合することにより砂粒子周りをア

スファルトでコーティングした敷砂です。アスファルトにより砂粒子内への水の浸透を防ぐため、砂の

支持力低下や細粒化(砂が細かい粒子に破砕されて固結する現象)を防ぐ効果を有しているので、沈下性

のわだち掘れ・ブロックの移動・ブロックの浮き上がり・局部沈下などの発生を抑制出来ます。また砂

と同等のクッション性・透水性を保有し、ブロック舗装面のたわみも小さくなるので、ブロックが安定

し高い荷重分散効果を発揮します。 
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９．ヘリンボンボンドの敷設パターン 

インターロッキングブロックの敷設パターンをヘリンボンボンドで検討していますが、

90°及び 45°のどちらが適切でしょうか。 

 

A. 

 車道としての供用性をヘリンボンボンド 90°と 45°で比較した場合、45°の方が良いといわれてい

ます。これは、図 1 からもわかるように、ヘリンボンボンド 45°は主たる通行方向と目地ラインとが絶

えずクロスするのに対して、ヘリンボンボンド 90°は平行か垂直となるため、ブロックが移動しやすく

なるためです。 

また、坂道などの急勾配箇所においても、目地ラインがクロスしているため水みちができにくく、供

用性も良好なため、ヘリンボンボンド 45°が適しています。しかし、港湾道路などのように車両の走行

方向が一定ではなく、かつ大規模工事の場合では、舗装構造としての性能の違いはほとんどないと考え

られます。設計条件や走行条件を考慮して、敷設パターンの検討が必要です。 

 

（トップシステム）            (ストレートシステム) 

       
ヘリンボンボンド 45°            ヘリンボンボンド 45° 

 

      
ヘリンボンボンド 90°            ヘリンボンボンド 90° 

図 1 インターロッキングブロック舗装の敷設パターン 

 

 なお、インターロッキングブロックに荷重が作用すると圧縮力が生じ、ブロックが動いてしまう可能

性がありますので、舗装端部はコーナー用ブロックで収めることもあります。ヘリンボンボンド 45°で

舗装端部に F 型(図２)を適用することにより、ヘリンボンボンド 90°に比べて荷重分散性能が高くな

ることが確認されており、ブロック舗装特有の移動現象も低減できます。また、舗装端部の支持力も高

くなり、安定することで、端部で生じやすい段差、沈下、ブロックの破損低減にも効果があると考えら

れます。 
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図 2 ヘリンボンボンド 45°専用エンドブロック(Ｆ型) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考文献＞ 

１）太平洋プレコン工業㈱：日本国特許庁(JP), 公開特許公報(A) 「舗装システムおよび施工方法」 

２）(社)インターロッキングブロック舗装技術協会：インターロッキングブロック舗装に関する Q＆A 
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３）B.Shackel：インターロッキングブロック舗装の設計と施工, 1992 年 12 月 25 日発行 
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１0．勾配への適用 

インターロッキングブロック舗装の場合、勾配は何％位なら敷砂だけで保持できるので

しょうか。 

 

A. 

１．勾配への適用事例 

 インターロッキングブロック舗装が急勾配の車道や歩道に適用された事例は少なくありません。この

様な坂道や勾配のある舗装でも、表面排水が円滑に行われる為供用状態は良好であり、目地に滑り止め

効果も期待できます。 

 これまでの施工事例から、勾配 20％程度までは通常の敷砂による施工で問題は生じないと考えられ

ます。但しブロックの形状は、長方形・波形を用い、敷設パターンは、ヘリンボンボンド 45 度貼りを推

奨します。 

勾配部では平坦部に比べて、雨水の影響により敷砂の移動や目地砂の移動が生じやすいと言えます。

上層路盤に瀝青安定処理やコンクリート路盤などの不透水層を設ける場合には、敷砂層の排水処理を十

分に行う事が必要です。また、縦断方向の勾配だけで無く、横断方向にも勾配を持たせ、路側部から速

やかに排水させるような舗装構造の計画が重要です。 

 

２．急勾配への適用事例 

 一般的に勾配がアスファルトの舗設限界と言われている 9％以上を急勾配と言います。それ以上の勾

配は真空コンクリート舗装に実績が多くなります。 

インターロッキングブロック舗装を急勾配で採用する場合は、敷砂の移動が問題となります。目地か

ら雨水が浸透し、敷砂層に滞水します。その為敷砂層の排水を考慮しなければなりません。特に車両が

走行する場合、上層路盤にアスファルト混合物の使用が望ましいですが、浸透水により敷砂が液状化を

起こし、勾配の低い方に移動し、ブロックの移動、沈下や不陸の原因になりやすいという懸念がありま

す。従って設計、施工の際にはいくつかの注意点があります。 

 

急勾配でインターロッキングブロック舗装を採用する為には、目地からの浸透水対策をすることです。

水の影響を防ぐためにアスファルトでコーティングしたブロックサンドを敷砂で使用すること。また隣

接するブロックの段差を防ぎ、ブロックの移動を防ぐ役目で敷砂層に食い込むリブを備えた強化版 HKS

（HKS-Ⅱ）の使用も検討します。（但し、強化版を設置できる形状は 1 辺が 20ｃｍ以上の為、例えばデ

ザイン的にボーダーとして使用する等） 

また、目地からの浸透水を抑制するために、難浸透性のメジモールサンドの使用も有効です。いずれに

しろ、勾配と交通条件により浸透水対策として副資材の選定をすることが重要です。 
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①敷砂にブロックサンドを使用した事例 

大阪市内車道（大阪府）  最大勾配 15％（写真１） 

浅野学園歩行者系通路（神奈川県） 最大勾配 20％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 大阪市内の施工事例        写真２ ブロックサンド 

 

②ブロック移動防止として HKS（HKS―Ⅱ）使用した事例 

新宿区内歩車道 漱石山房通り（東京都） 最大勾配 9％（写真３） 

勝海舟記念館周辺整備歩車道（東京都） 最大勾配 8％ 

 
写真３ 漱石山房通りの施工事例      写真４ ＨＫＳ、ＨＫＳ－Ⅱ 

    （手前ボーダーに HKS-Ⅱを使用） 

 

 

 

 

 

＜参考文献＞ 

１）（社）インターロッキングブロック舗装技術協会：インターロッキングブロック舗装に関する Q&A，

2013 年 1 月 
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11．敷砂、目地砂の仕様 

敷砂及び目地砂の材料、厚さ等の仕様について教えて下さい。 

 

 

A. 

インターロッキングブロック舗装では、ブロックの下の敷砂とブロックの目地にある目地砂によって

ブロック層が一体となって挙動し、荷重を受けることが必要です。そのため敷砂と目地砂の品質は、イ

ンターロッキングブロック舗装の性能を発揮する上できわめて重要です。 

 

１．敷砂 

「インターロッキングブロック舗装設計施工要領(平成 29 年 3 月)」では、敷砂の 75μm ふるい通過

量を 5%以下と規定しています。その理由は次のとおりです。 

・75μm ふるい通過量が多い砂では敷砂が固結してブロックが水平方向に移動し、目地砂の消失によ

りブロックの浮き上がりや沈下の原因となります。 

・75μm ふるい通過量が多い場合、雨水が浸透して含水比が高くなり過ぎると支持力が急激に低下

し、敷砂層が変形しやすくなります。 

なお、自治体の仕様書の中には再生砂を敷砂に使用する規定もありますが、再生砂の中には 75μm ふ

るい通過量の規定を超えたものがあることから、使用には十分注意する必要があります。また、原則と

して敷砂の代わりに空練モルタルを使用しません。 

敷砂層の機能を発揮するため、シルトや泥分が少なく、ごみ、小石などを含まないものとします。 

敷砂の厚さは、転圧後で歩行者系道路 30mm、車道 20mm とされています。敷きならしの際は幾分厚

く(通常 5~10mm 程度)敷きならし、転圧後に所定の厚さになるように調整して下さい。 

一般に敷砂が厚いほど轍が大きくなると言われていますが、歩行者系道路は下層路盤が砕石のため車

道に比べ不陸が大きいことから、車道より 10ｍｍ厚い 30ｍｍとしています。 

 

表１ 敷砂の品質規格 

項 目 規 格 値 

最大粒径 4.75ｍｍ下 

75μm ふるい通過量 5％以下 

粗粒率（ＦＭ） 1.5～5.5 

 

２．目地砂 

目地砂はブロックの目地に充填され、ブロックのかみ合わせを強化する働きがあります。そのため目

地砂は転圧によって目地に十分に充填されることが必要です。インターロッキングブロックの目地幅は

3mm が標準としており、目地砂の最大粒径は 2.36mm 以下と規定されています。また、目地砂の機能

を発揮するため、シルトや泥分が少ないものとします。 

 表２に示す品質の目地砂が入手しにくい場合は、目地への充填性の良さから最大粒径 1.18mm 以下の

乾燥珪砂を使う場合があります。 
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表２ 目地砂の品質規格 

項 目 規 格 値 

最大粒径 2.36ｍｍ下 

75μm ふるい通過量 10％以下 

 

３．ブロックサンドとメジモールサンド 

敷砂の含水比問題、細粒化抑制に対応する敷砂として、「ブロックサンド」があります。 

ブロックサンドは砂粒子のまわりをアスファルトでコーティングしているので、従来の砂と比べて雨

水などの影響を受け難く耐久性に優れ、細粒化し難いのが特長です。砂の細粒化はブロック舗装のがた

つきの原因となるため、ブロックサンドを使用することにより従来の砂に比べインターロッキングブロ

ックのがたつきが生じにくいです。 

また、細粒化現象を抑制することにより、従来の砂と比較して高い荷重分散効果を発揮し、ブロック

舗装面のたわみが小さくなるためブロックが安定し不陸を防ぎます。 

さらに、連続粒度に変えたことにより、粒径が広い範囲に渡って分布するため粒子間のかみ合わせ

が良くなり、締め固め特性が向上するので品質が向上します。 

 

・アスファルトコーティングにより細粒化しにくい。 

・高い荷重分散効果 

・ブロックの安定化や不陸防止効果 

 

 

 

写真１ ブロックサンド 

 

目地への水の浸透や、目地から雑草が生えるのを抑制する目地砂として、「メジモールサンド」があり

ます。メジモールサンドは撥水効果を有していますので、橋面のように床版に水を浸透させたくない舗

装の目地材にも適しています。橋面舗装では、ブロックサンドやフジシートと併用することでさらに効

果が高くなります。 

 

・目地部への水の浸透防止 

・目地部の雑草防止 

 

 

 

 

写真２ メジモールサンド 

 

 

<参考文献> 

１）一般社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会：インターロッキングブロック舗装設計施

工要領 平成 29 年 3 月 
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12．車両の切り替えしがある箇所への適用 

車両のハンドリングがある箇所でのインターロッキングブロック舗装の留意点を教えて

ください。 

 

A. 

車両の切り返し箇所では加減速や切り返し回転による水平方向の力、すなわちインターロッキングブ

ロックを移動させる力がかかるため、場合によっては通過部よりも大きな力になる場合も考慮されます。

そのためには以下に示すような方法をとることが重要となります。 

① インターロッキングブロックは、各交通量区分に応じた寸法のものを使用します。側面積が大きく、

荷重分散性が高い波形型インターロッキングブロックを推奨します。 

  ハイパーロードシステムは荷重分散性が高いブロック舗装として推奨されます。 

② 敷設パターンには、荷重分散性と耐久性に優れるヘリンボンボンドパターン 90°貼り（フィッシュ

ボーン 90°貼り）とします。 

③ 敷砂層に浸透した水の滞水による、敷砂の液状化、支持力減少や移動を防ぐため排水処理を考慮す

る必要があります。 

  「ブロックサンド」は浸透水の影響を受けず、支持力低下も起こさない敷砂として推奨されます。 

④ インターロッキングブロックの移動、目地の開き、噛み合わせ低下防止のための端部拘束ブロック

を設置します。 

  移動の防止、荷重分散性能を高めるブロック舗装強化プレート「HKS」も推奨されます。 

⑤ インターロッキングブロック表面まで目地砂を充填させることや、インターロッキングブロック層

の締固めを十分に行うことが重要です。 

 

１．ハイパーロードシステム 

重荷重の往来が激しいコンテナヤードや交通量が多いトラックターミナルなどでは、経年変化により

ブロックのガタつきや割れが発生する懸念があります。ハイパーロードシステムは、ブロックの移動や

噛み合わせによるガタつきを低減できる波形形状を採用した厚さ 100mm のインターロッキングブロッ

クに、砂の細粒化を抑制した特殊敷砂・目地砂「ブロックサンド」を組み合わせることによって、重荷

重・重交通舗装に十分対応した舗装が可能となります。コンテナヤードなどでは、わだち掘れに強く表

面強度があるコンクリートブロック舗装の性能が発揮されれば、長期にわたるメンテナンス回数や維持

管理費用を低減することができます。 

 

２．ブロックサンド 

ブロックサンドは砂粒子の周りをアスファルトでコーティングしているため、従来の砂に比べて水の

影響を受けにくく細粒化現象を緩和し、沈下性のわだち掘れ・ブロックの移動・ブロックの浮き上がり・

局部沈下などの発生を抑制できます。空練りモルタルのように硬く固結しないので、砂と同等のクッシ

ョン性と透水性を保有しています。従来の砂に比べてブロック舗装面のたわみが小さくなるので、ブロ

ックが安定し高い荷重分散効果を発揮します。 
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３．HKS 

平板サイズ(300×300 ㎜)のブロック舗装では、インターロッキングブロックに比べて荷重分散性能

が劣ります。その為大型車両が乗入れる用途に適用すると、コンクリート路盤にモルタルで接着する湿

式工法や砕石路盤と敷砂を用いる乾式工法で設計・施工しても供用後に段差、沈下、平板のずれ等が生

じやすくなります。平板サイズ(300×300 ㎜)のブロック舗装の用途を歩道、公園、広場といった歩行者

系道路から大型車両が通行する歩道車両乗入れ部、駐車場、商店街、住宅地内の街路やコミュニティ道

路等にまで適用範囲を広げるために、ブロックサンドと共にブロック間の四隅に挿入するプラスチック

製の強化版 HKS が必要となります。 

 

特徴 

① 平板サイズ(300×300 ㎜)のブロック舗装の段差、不陸、ブロックの移動等を抑制 

② HKS の使用により、大型車両が通行する用途に寸法の大きい平板サイズ(300×300 ㎜)のブロック

舗装の適用が可能 

③ 長期間に渡り良好な路面性状を維持 

④ ブロックサンドと組み合わせることにより、さらに効果が向上 

⑤ HKS の材質は、再生プラスチック(PP)を使用 

 

HKS を平板サイズ(300×300 ㎜)のブロックに適用することにより、路面性状に影響を与える段差、

わだち掘れ量および移動量が低減し平坦性が向上することから長期間に渡り良好な路面性状を維持す

る効果を有しています。 
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13．輪荷重  

インターロッキングブロックが破損しないで走行できる車両の輪荷重は何 t になるので

しょうか？また、輪荷重 49kN（5t）を超える車両をインターロッキングブロック舗装上で

走行させることは可能でしょうか？ 

 

A. 

輪荷重 49kN（5t）の車両がブロック上で低速走行した場合に発生する曲げ応力を計算すると、車道用のブ

ロックの曲げ強度 5.0N/mm2を下回り、ブロックは曲げ破壊しないという結果になります。しかし、これは

あくまでも均一に製造されたブロックであることや、衝撃を考慮しないものであること、またブロック下面

が平坦で均一であることを条件としています。 

実際には、ブロックの上面に石などがあることによる荷重集中や、目地砂の流失、敷砂の細粒化、ブロッ

クの移動、路床および路盤の支持力の低下などに起因するブロックの破損が生じることが考えられます。し

たがって、車道でインターロッキングブロック舗装を行う場合にはブロックの強度だけでなく、使用する敷

砂・目地砂や端部拘束などの副部材との組み合わせが大切です。 

 

そのため、輪荷重 49kN を超える特殊車両が走行するコンテナヤードに対応したインターロッキングブロ

ック舗装として、「ハイパーロードシステム」を提案しています。 

ハイパーロードシステムは、かみ合わせ効果の高い波型かつ厚さ 100mm と従来のブロックよりも厚みの

あるインターロッキングブロックに加え、アスファルトコーティングされた砂「ブロックサンド」、不織布巻

きの導水管および製品同士にかみ合わせ効果を有した端部拘束材といった副資材を活用した舗装システム

です。 

これらを組み合わせる事により、①ブロックの荷重分散性の向上、②敷砂・目地砂の細粒化に対する抵抗

性の向上、③路盤に瀝青材料を使用することによる路盤支持力の強化。④端部拘束によるブロックの移動抑

制性能の向上などの効果が得られ、重交通・重荷重エリアにおいても良好な舗装状態を維持することができ

ます。 

実際にハイパーロードシステムを用いたインターロッキングブロック舗装を実施している大阪南港コン

テナヤードでは、供用 5 年が経過しても舗装は健全な状態を保っております 1)。当現場は、トランスファー

クレーン（推定輪荷重 17.5 トン）が 1 日あたり 21～23 台走行する重荷重条件であるだけでなく、その他荷

役車両を含めて 49kN 換算輪数を算出すると、舗装計画交通量区分において最も厳しいとされる N7（大型車

交通量 3,000 台以上/日・方向）に相当し、非常に過酷な条件といえます。このような交通条件においても、

「ハイパーロードシステム」のように、使用するインターロッキングブロックだけでなく副資材と共に路盤

構造に至るまで、現場条件に対して適切な提案を行えばインターロッキングブロック舗装で対応することが

可能であると考えられます。 

 

 

 

 

 

＜参考文献＞ 

1）柳沼宏始，住岡雅之，切原一彦：播本貴之：コンテナヤードに試験施工したインターロッキングブロック

舗装と半たわみ性舗装の 5 年間の調査結果舗装，雑誌「道路建設」,pp. 3-8, 2020. 9. 

 

https://ci.nii.ac.jp/author?q=%E6%9F%B3%E6%B2%BC+%E5%AE%8F%E5%A7%8B
https://ci.nii.ac.jp/author?q=%E4%BD%8F%E5%B2%A1+%E9%9B%85%E4%B9%8B
https://ci.nii.ac.jp/nrid/9000410295480
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14．車道舗装への波形型とストレート型の使い分け 

車道舗装の場合の波形型とストレート型の使い分けについて教えてください。また、近

年では波形型の使用が減少しているようですがこれはどういう理由からでしょうか？ 

 

A. 

１．車道舗装の波形型とストレート型の使い分けについて 

歩行者系道路、歩道の乗用車乗入れ部、交通量の少ない道路（コミュニティ道路、商店街）や乗用車

の駐車場では、ストレート型と波形型とも使用可能です。しかしながら、大型車等の駐車場や交通量の

多い車道では、車両のタイヤによる大きな水平方向のせん断力が働くために波形型の使用になります。

車道に適合するブロックの形状・タイプを「表１」に示します。 

 

表１ 車道に適合するブロックの形状・タイプ 

記号 交通区分 形状 タイプ 

IL2 歩道の車道乗入れ部 ストレート型・波形型 セグメンタル 

IL3 交通量の少ない道路 ストレート型・波形型 セグメンタル 

IL2 乗用車の駐車場 ストレート型・波形型 セグメンタル 

IL3 大型車両・小型貨物自動車の

駐車場 

波形型 セグメンタル 

IL3 消防自動車乗入れ部 ストレート型・波形型 セグメンタル 

IL3 普通道路（N1.N2.N3） 

小型道路（S1.S2.S3） 

ストレート型・波形型 セグメンタル 

IL4 普通道路（N4.N5） 

小型道路（S4） 

波形型 セグメンタル 

 

 

 

 

施工時期：2008 年（平成 20 年）2 月 

施工場所：神戸市内 

交通区分：小型道路 

施工㎡数：1,890 ㎡ 

ブロック：225×113×80 波形型 

パターン：90°アジロ貼り 

 

 

 

写真１ 波形型の車道施工例 
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２．近年、波形型の使用が減少している理由について 

波形型はストレート型に比べ、かみ合わせ効果が高く、㎡あたりの目地キープ数も多いので車道には

適してします。しかしながら、天然石に似たような表面加工を施す場合は、ほとんどの天然石舗装がス

トレート型のため波形型をデザインすると違和感があります。そのために、ストレート型の方が自然な

石貼に似ているために、採用されるケースが増えています。また、近年ではストレート型の方がデザイ

ンのバリエーションも多のも採用される要因になっています。 

 

  

施工時期：2017 年（平成 29 年）2 月 

施工場所：神戸市内 

交通区分：普通道路 

施工㎡数：2,790 ㎡ 

ブロック：100×200×80 ストレート型 

パターン：90°アジロ貼り 

 

 

写真２ ストレート型の車道施工例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<参考文献> 

１）一般社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会：インターロッキングブロック舗装設計施

工要領 平成 29 年 3 月 
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15．歩道では 6 ㎝、車道では 8 ㎝を使用する根拠 

インターロッキングブロックの厚さは、歩道では 6 ㎝、車道では 8 ㎝を使用する根拠を

教えてくだい。 

 

A. 

インターロッキングブロックを日本に導入した際（1970 年代）ドイツ、オーストラリア、南アフリカ、

アメリカなどでは歩道は 6 ㎝厚、車道は 8 ㎝厚を使用していたことから、日本でも諸外国と同様に使用

することが元々の経緯です。 

 

     

 
図―1 インターロッキングブロックの厚さが交通下の舗装の共用性に及ぼす影響 

 

図 1に外国で行われたインターロッキングブロックの厚さと轍掘れの関係の促進試験結果の一例を示

します。この図からも分かるとおりインターロッキングブロックブロックの厚さの増加は、舗装の永久

変形と路床に伝播する応力の減少につながります。これはインターロッキングブロック舗装における荷

重分散の原理に起因するものです。 

輪荷重直下のインターロッキングブロックブロックはたわむことにより目地砂が体積膨張してイン

ターロッキングブロック間に水平方向の圧縮力が発生し、（ダイレタンシ）隣接するインターロッキン

グブロック相互の間に荷重が伝達されます。この作用はインターロッキングブロックの厚さが大きいほ

ど大きくなり、荷重の伝達能力は高くなります。 

次に、インターロッキングブロック層の等値換算係数について説明します。 

等値換算係数とは、車道用アスファルト舗装を設計する場合に使用する係数で、舗装を構成するある

層の厚さ 1ｃｍが表層・基層用加熱アスファルト混合物の何ｃｍに相当するかを示す値です。 

日本におけるインターロッキングブロック舗装の荷重分散に関する研究 1）2）3）及び現場調査 4）

5）の結果によると、8ｃｍ厚さのブロック舗装の等値換算係数は弾性係数比から算出した値や限界わだ

ちより算出した値よりアスファルト舗装と同じ 1.0 であるとみなせることがわかりました。 
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さらにブロックの強度面から説明します。 

インターロッキングブロックの曲げ強度 5.0N/㎟があれば 6㎝厚のインターロッキングブロックを車

道に使用できるのではと思われますが、曲げ破壊荷重は 6㎝厚、8㎝厚とで大きく異なります。 

曲げ強度試験装置及び曲げ強度算出式を以下に示します。 

 

 インターロッキングブロックの寸法を縦 100 ㎜×横 200 ㎜として、厚さ 6 ㎝と 8 ㎝の場合の曲げ破

壊荷重(最大荷重)を以下に算出してみます。(スパンは 160 ㎜とする) 

《厚さ 6㎝の曲げ破壊荷重》 

   P ＝  2σ･b･ｄ２ ／ 3L ＝ 2×5×100×60２ ／ ３×160 

     ＝   7500N = 7.5kN = 765 ㎏ f 

《厚さ 8㎝の曲げ破壊荷重》 

   P ＝  2σ･b･ｄ２ ／ 3L ＝ 2×5×100×80２ ／ ３×160 

     ＝   13333N = 13.3kN = 1360 ㎏ f 

 

このようにインターロッキングブロックの(縦 100 ㎜×横 200 ㎜)の曲げ強度が同じ 5.0N/㎜２でも厚

さ 6 ㎝の曲げ破壊荷重は 7.5kN、厚さ 8 ㎝の曲げ破壊荷重は 13.3kN と大きく異なります。一つのイン

ターロッキングブロックが破壊せず支持できる荷重が厚さを大きくすることによって大きくなるとい

うことは、インターロッキングブロックの耐久性の面から考えても 6 ㎝の厚さよりも 8㎝の厚さの方が

有利であるといえます。 

 

インターロッキングブロック舗装は 1970 年代にドイツから技術導入され、諸外国も歩道は 6 ㎝、車

道は 8 ㎝を使用しています。日本においても以上の理由から同様に使い分けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考文献＞ 

1） インターロッキングブロック舗装の構造解析（土木学会第 35回年次学術講演会） 

2） インターロッキングブロック舗装の耐力学特性（土木学会第 35 回年次学術講演会） 

3） インターロッキングブロック舗装について ―第 2 報―（第 14回日本道路会議論文集） 

4） インターロッキングブロック舗装の街路への適用（雑誌「舗装」1982 年 8 月号） 

5） インターロッキングブロック舗装の共用性試験（土木学会第 34 回年次学術講演会） 
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16．住宅駐車場と歩道の車両乗り入れ部の構造 

住宅の駐車場が歩道を介して車道に面している場合の住宅駐車場と歩道の車両乗り入れ

部の構造について教えてください。 

 

A. 

車道に面した住宅であり、歩道車両乗り入れ部と住宅駐車場を通行するのはその住宅の居住者に限ら

れることが推察されます。住宅と言っても戸建てや集合住宅など居住状態により異なります。ここでは

複数の乗用車が出入りする条件で説明します。 

 

① 宅地内の駐車場 

インターロッキングブロック設計施工要領の乗用車乗り入れ部の構造設計に準じ、車両の荷重が小さ

いためインターロッキングブロックの曲げ強度は 3.0N/㎟、ブロックの厚みは 80 ㎜とします。路床の

CBR が 3％であれば、ブロック厚 80 ㎜、敷砂層 20 ㎜、クラッシャランまたは再生クラッシャラン 150

㎜の舗装構成になります。 

透水性インターロッキングブロックの場合は、上層路盤は透水性瀝青安定処理を使用すると不経済に

なるためクラッシャランを使用します。また、フィルター層については砂を使用した場合 50 ㎜の掘削

及び残土処理が発生することから、フィルター層用の不織布（イージージオフィルター）を使用するこ

ともあります。 

また、駐車場の面積が車両の面積や台数に対し狭い場合、停止したままでの据え切り（ハンドリング）

が多くなりやすく、ブロックの移動やそれに伴い目地砂流失などの不具合も懸念されます。 

これは、特に透水性舗装の場合、据え切りで浸透水による敷砂の液状化も招きやすいので、できれば

非透水タイプの舗装が望ましいです。また目地からの雨水の浸透も抑制するためにメジモールサンドを

目地砂として使用します。表面排水勾配は 2～3％は必要です。 

 

② 歩道の乗入れ部 

歩道の乗入れ部は住宅地内より出入り車両の通行が想定されますが、ほとんどの歩道はマウンドアッ

プしており、切り下げて車道に流入できるようになっています。その為歩道の乗入れ部は狭い面積で

表面勾配が異なる構造であり、それだけブロック舗装の目地幅も開き気味になります。その為下層路

盤をランマなどで十分締め固めるとともに上層路盤はアスファルト系合材の使用を推奨します。舗装

構造は下層路盤がクラッシャランで 70 ㎜、瀝青安定処理路盤 50 ㎜、敷砂が 20 ㎜です。ブロック厚

は 80 ㎜です。非透水の為、目地砂には雨水の侵入を抑制するメジモールサンドを使用します。 

 

ブロックの形状は、車両の据え切りや制動・発進時の切り返しによるブロックの移動が想定されます

ので、駐車場や歩道の乗り入れ部を問わず波形型のブロックが望ましく、中でも側面積を多くとれる直

線と曲線で構成されたトップシステムの形状が望ましいです。 

景観性やバリアフリーの観点から平板タイプを使用したい場合には、300×300×80 ㎜の平板ブロッ

クに強化板 HKS、敷砂にはアスファルトコーティングされた砂の細粒化に対する抵抗性の高いブロッ

クサンドを組み合わせた、スーパーバリアフリーシステムを適用することで平板タイプでも適用するこ

とができます。 
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17．車道用インターロッキングブロックの需要状況 

車道用インターロッキングブロックを使用している物件数は？現需要状況を把握した

い。 

 

 

A. 

（一社）インターロッキングブロック舗装技術協会が公開している協会会員企業によるインターロッ

キングブロック舗装の施工実績 1)によると、平成 29 年（2017 年）度の実績は 308.5 万㎡でそのうち車

道が占める面積比はおよそ 4～5％（2017 年度～2019 年度実績より）です。 

 

インターロッキングブロックの車道利用に関しては、国土交通省が生活道路（ゾーン 30）の走行速度

抑制対策として「通学路・生活道路の安全確保に向けた道路管理者による対策実施事例」2)などでブロ

ック舗装を取り上げていることからも、車道におけるインターロッキングブロックの需要が見込めます。 

諸外国の出荷動向を見ても車道への施工実績は多く、今後日本においても増加するものと想定できま

す。 

また、ILB 会では交通量の少ない生活道路だけでなく、重交通・重荷重エリアにおいてもインターロ

ッキングブロック舗装の展開を進めています。たとえば、推定輪荷重 17.5 トンを超えるような荷役用

特殊車両（トランスファークレーン）が走行する大阪南港コンテナヤード内では、供用 5 年となるイン

ターロッキングブロック舗装（約 450 ㎡）が未だ健全な状態を保っています。関西地区では他に約 3,200

㎡の重荷重・重交通エリアでの敷設実績があります。 

 

車道でインターロッキングブロック舗装を使用するための技術として、かみ合わせ効果の高い波型か

つ厚さ 100mm と従来のブロックよりも厚みのあるインターロッキングブロック、アスファルトコーテ

ィングされた砂「ブロックサンド」および不織布巻きの導水管、製品同士にかみ合わせ効果を有した端

部拘束材を用いたインターロッキングブロック舗装「ハイパーロードシステム」を開発いたしました。 

交通条件等に応じて、これらの副資材を組み合わせて使用することで、これまでのインターロッキン

グブロック舗装と比べて、ブロックの荷重分散性の向上や敷砂・目地砂の細粒化に対する抵抗性の向上、

また併せて上層路盤材に瀝青材料の提案することによる路盤路床の支持力低下を防止、端部拘束材によ

るブロックの移動抑制性能の向上などが期待でき、車道においても良好な舗装状態を維持することが可

能となります。 

 

 

 

 

 

 

＜参考文献＞ 

1）JIPEA，2019 年度分の IL ブロック用途別施工実績（地域別），https://www.jipea.or.jp/ 

2）国土交通省道路局，通学路・生活道路の安全確保に向けた道路管理者による対策実施事例平成 31 年

1 月，https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/anzen-3.html 
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18．雑草を防止する舗装構造 

 新規に施工する物件で、管理者からガタツキや雑草防止のため、敷砂ではなく均しコン

クリートに置き換えてもらいたいという要望があります。雑草を防止するもっとも良い舗

装構造を教えてください。 

 

A． 

インターロッキングブロック舗装のガタツキの原因としては、永年の使用によって、敷砂層、路盤層、

場合によっては路床にダメージが掛り、破損している事が予想されます。原因を明らかにするため、小

型 FWD による路面のたわみ量から舗装体支持力調査や、著しい破損の場合は開削調査必要となるでし

ょう。 

今回は新規物件ということですので、下記提案したいと思います。 

使用目的によってインターロッキングブロックのサイズも変ってきますが、300ｍｍ×300ｍｍサイズ

等を計画する場合、ガタツキ防止のために、強化版 HKS と敷砂にアスファルトコーティングされたブ

ロックサンドを組み合わせたスーパーバリアフリーシステム用いる事をお奨めします。 

舗装構造については、歩道部、車乗入部等使用目的によって変わり、また、車の乗り入れ頻度、車両

重量によっても変ってきます。場合によっては、粒度調整砕石や、開粒度 AS 等を使用する場合もあり

ます。ブロックサンドを使用する事によって、細粒化現象を抑制することにより、わだち掘れ、局部沈

下等も低減します。 

雑草防止につきましては、撥水加工を施したメジモールサンドをお奨めします。水をはじくことで目

地砂の乾燥を早め、雑草への水の供給を絶ちます。また除草剤を使用していないので、安全性が高く、

土壌を汚染しません。 

敷砂をモルタルに置き換えしたいとの要望ですが、60ｍｍや 80ｍｍのブロック目地からも草は発芽

します。下地をモルタルに置き換えても草は生えます。インターロッキングブロックは基本、たわみ性

舗装に属して居り、下地をモルタルにする事は、たわみの柔軟性を損ねるのでお奨め出来ません。新規

施工の場合、メジモールサンドを使用する事で、かなりの雑草の抑制に貢献できると思われます。 
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19．ハンプへの適用 

インターロッキングブロック舗装は、縦断勾配がつよいところは敷砂が流失し易く使用

は適さないと聞くがハンプでの使用は適さないか。 

 

A. 

１．ハンプへの適用 

ハンプとは、交通安全対策の為に、道路の路面に設けられた凸状の部分のことです。通過する車両を

一時的に押し上げるもので、事前にこれを見たドライバーが速度を落とすことを狙っています。自動車

を減速させて歩行者・自転車の安全な通行を確保することを目的に設置します。 

そもそもハンプは、1972 年オランダの都市デルフトにおいて歩行者と車両が安全に共存できること

を目的（ボンエルフ）として、速度低減、あるいは速度抑制地域であることを示す目的で築造した道路

施設を指します。 

日本においても 1980 年代インターロッキングブロックが多く使われだした時代に「コミュニティー

道路」と称し歩車道の舗装にブロック舗装として進出していった時代がありました。その頃にハンプに

使用されたインターロッキングブロックを写真-1、2 に示します。 

写真１は山型ハンプと言われるタイプでなだらかな「山」を構成しています。路面からは最大で 10ｃ

ｍで走行における車体が損傷しない高さです。このハンプの路盤はアスファルトを山型に舗設して敷砂

厚さは 3ｃｍで一定としています。 

写真２は台形ハンプと言われるタイプで、前後のスロープをタイルで構築してフラット面にインター

ロッキングブロックを敷設したものです。やはり路面からの高さは 10ｃｍ程度でした。路盤は、コンク

リートで敷砂は 3ｃｍでした。 

このほかに「イメージハンプ」というのがあります。これは路面に凹凸をつけずにカラーリングして、

運転者に路面の変更を意識させて速度低減を図るものです。近年では凹凸ハンプよりもイメージハンプ

にインターロッキングブロックを敷設することが多くなりました。イメージハンプの事例を写真-3 に示

します。 

 

 
写真１  住宅団地内の山型ハンプの例（1980 年代） 
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写真２  ニュータウン内の台形ハンプの例（1980 年代） 

 

 
写真３  山口県下関市のイメージハンプの例 

 

２．縦断勾配への適用 

インターロッキングブロック舗装の縦断勾配がつよいところというのは、一般的に急勾配が 9％を超

える場合を指し、「勾配がつよい」とみなせます。急勾配におけるインターロッキングブロック舗装の設

計上や施工上の注意点は Q.10 で詳しく説明させていただいています。「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置

に関する技術基準」1)によると凹凸ハンプの縦断勾配は最大で 8 パーセント以下を標準とされています

ので、Q.10 で説明させていただいた中で検討すれば十分と言えます。 

「凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」1)より凹凸ハンプの前後や擦り付け部では、ブ

ロックは勾配の変わる曲点の手前から徐々に滑らかな曲線になるように擦り付けます。この場合最大勾

配が 8％までなるので、敷砂や目地砂の流失を防ぐためにブロックサンドの使用が望ましいです。 

 

＜参考文献＞ 

１）瀬戸下伸介, 大橋幸子, 関皓介：国土交通省国土技術政策総合研究所, 国総研資料第 952 号「凸部、

狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準」に関する技術資料 
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20．３００×３００×８０ｍｍサイズの乗入れ部への適用 

３００角の平板を歩道に施工し、乗入れ部でズレやわだち掘れが目立ちます。傾斜も  

１２％程度あり、段差が発生しています。要領からはフラッグタイプではなくセグメンタ

ルタイプを用いるよう記載されているが、３００×３００×８０ｍｍはセグメンタルタイ

プに分類されるが乗入れ部には弱いのでしょうか？  

 

A. 

歩道乗入れ部にブロックを使用する場合にも交通量区分によってブロックの形状を選定しなければ

なりません。最大積載量 6.5 トン未満の管理用車両や限定された一般車両の通行箇所では 300×300×

80mm サイズのインターロッキングブロックが適用できることとなっています。しかしながら、大型車

両が乗り入れる箇所には適応できません。 

そのような箇所へ 300×300×80mm サイズのインターロッキングブロックを適用したい場合には、

強化板「HKS」、敷砂にはアスファルトコーティングされた砂の細粒化に対する抵抗性の高い「ブロッ

クサンド」を組み合わせた、「スーパーバリアフリーシステム」を適用することで平板タイプでも適用す

ることができます。 

すでにズレやわだち掘れが発生していることから透水性は避け、ブロックは非透水性に限定し上層路

盤を瀝青安定処理か粗粒度アスファルトを設けます。 

勾配が 12％あるため、供用後目地砂の流出が懸念されます。インターロッキングブロック舗装の施工

では目地砂は５号珪砂や６号珪砂など単粒の砂を使用することが多いですが、ここでは、粒度が単粒で

はないことと雨水の影響を防ぐため目地にもブロックサンドを使用します。 


