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インターロッキングブロック舗装
Technical Report
－ 設計編２ －
（路面設計）

Vol.1６

１．路面設計
路面設計では、塑性変形（物体に外力を加えて変形させた後、外力を取り去っても残る変形）に対す
る抵抗性や平たん性、透水性、排水性、保水性、路面温度上昇抑制、騒音低減、すべり抵抗性などの路
面の性能を設定し、その性能を満足するように適用箇所に応じて路面を構成する IL ブロックの種類と
タイプを決定します。

（１）IL ブロックの機能性の分類
IL ブロックの機能性に応じて、各 IL ブロックの品質規格を満足するものを以下のように分類しています。

①

普通 IL ブロック
透水性 IL ブロック、保水性 IL ブロック、路面温度上昇抑制 IL ブロック、植生用（緑化）ブロックに分類
されないブロックを普通 IL ブロックといいます。（写真１）

②

透水性 IL ブロック
透水係数が品質規格以上の IL ブロックを透水性 IL ブロックといいます。（写真２）

③

保水性 IL ブロック
保水量と吸い上げ率が品質規格以上の IL ブロックを保水性 IL ブロックといいます。（写真３）

④

路面温度上昇抑制型 IL ブロック
路面の温度上昇を抑制し、ヒートアイランド現象の抑制に寄与する IL ブロックを路面温度上昇抑制型
IL ブロックといいます。（写真４）

⑤ 植生用（緑化）ブロック
舗装面の植生や緑化のために使用されるブロックを植生用（緑化）ブロックといいます。（写真５）

写真１ 普通 IL ブロックの施工例
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写真２ 透水性 IL ブロックの施工例

写真３ 保水性 IL ブロックの施工例
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写真４ 路面温度上昇抑制型 IL ブロックの施工例

写真５ 植生用（緑化）ブロックの施工例
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（２） IL ブロックの強度規格・寸法許容差規格
IL ブロックの強度および寸法許容差の規格を表１に示します。
表１ IL ブロックの強度および寸法許容差の規格
種類

記号

普通 IL ブロック

強度（N/mm2）

曲げ強度

寸法の許容差（ｍｍ）

による区分

曲げ強度

圧縮強度

幅・長さ

厚さ

３

3.0 以上

１７．０以上

±２．５以内

±２．５以内

５

５．０以上

３２．０以上

±２．５以内

±２．５以内

３

3.0 以上

１７．０以上

±２．５以内

－１．０～＋４．０以内

５

５．０以上

３２．０以上

±２．５以内

－１．０～＋４．０以内

３

3.0 以上

１７．０以上

±２．５以内

－１．０～＋４．０以内

５

５．０以上

３２．０以上

±２．５以内

－１．０～＋４．０以内

４

４．０以上

２８．０以上

±２．５以内

±２．５以内

N

透水性 IL ブロック

P

保水性 IL ブロック

M

植生用（緑化）ブロック

V

（３） IL ブロックの機能性に関する品質規格
① 透水性 IL ブロックの透水性規格
透水性 IL ブロックの透水性規格を表２に示します。
表２ 透水性 IL ブロックの透水性規格
種類

記号

透水係数（ｍ/ｓ）

透水性 IL ブロック

P

１．０×１０－４以上

② 保水性 IL ブロックの透水性規格
保水性 IL ブロックの保水量および吸い上げ率の規格を表３に示します。
表３ 保水性 IL ブロックの保水量および吸い上げ率の規格
種類

記号

保水性（ｇ/cm3）

吸上げ率（％）

保水性 IL ブロック

M

０．１５以上

70 以上
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③ 路面温度上昇抑制型 IL ブロックの性能規格
路面温度上昇抑制型 IL ブロックの性能規格を表４に示します。
表４ 路面温度上昇抑制型 IL ブロックの性能規格
種類

路面温度上昇抑制型
IL ブロック

記号

普通 IL ブロック

C-N

透水性 IL ブロック

C-P

保水性 IL ブロック

C-M

路面温度上昇抑制値（℃）

８以上
（密粒アスファルト 60℃時）

（４）インターロッキングブロックの形状および寸法
① 平面形状
インターロッキングブロック（以下、IL ブロック）の平面形状には、長方形、正方形、多角形などがあります。
ただし、近年では多角形の IL ブロックを製造するメーカはほとんどない現状があります。これは、施主やデ
ザイナーの嗜好や日本人の矩形を美とする文化が背景にあると言われています。

② 辺の形状
IL ブロックの辺の形状には、ストレート型（写真 6）と波形型（写真７）があります。ただし、近年では波形型
の IL ブロックを製造するメーカはほとんどない現状があります。これは、平面形状と同様に、施主やデザイ
ナーの嗜好や日本人の矩形を美とする文化が背景にあると言われています。

写真 6 ストレート型 IL ブロックの施工例
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写真７ 波形型 IL ブロックの施工例

③ 厚さ
IL ブロックの厚さは、60ｍｍと８０ｍｍが一般的です。歩行者系道路（歩道・自転車道など）には６０ｍｍ
を車道には８０ｍｍを使用します。ただし、産業ヤードなどの重荷重交通には１００ｍｍが使われることもあ
ります。

④ IL ブロックのタイプ
IL ブロックはセグメンタルタイプとフラッグタイプに分類されます。セグメンタルタイプは、歩行者系道路
にも車道にも使うことができます。フラッグタイプは原則として、歩行者系道路にのみ使うことができます。
セグメンタルタイプとフラッグタイプの境界は、縦３００ｍｍ×横３００ｍｍの形状（平板タイプと言われて
いる形状です。これよりも小さい形状の IL ブロックはセグメンタルタイプ、これよりも大きい形状はフラッ
グタイプに分類されます。
なお、縦３００ｍｍ×横３００ｍｍ×厚さ８０ｍｍはセグメンタルタイプに、縦３００ｍｍ×横３００ｍｍ×厚さ
６０ｍｍはフラッグタイプに分類されます。セグメンタルタイプとフラッグタイプに分類される主な IL ブロッ
クの形状・寸法を表５に示します。

○
a セグメンタルタイプ
（１）式、（２）式に当てはまる IL ブロックをセグメンタルタイプとする。

IL ブロックの長辺
IL ブロックの厚さ

≤ ４．０

・・・（１）

IL ブロックの側面積の和
IL ブロックの上面積

ただし、短辺≧５０ｍｍ、厚さ≦１２０ｍｍ
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○
b フラッグタイプ
（３）式に当てはまる IL ブロックをフラッグタイプとする。

１．０>

IL ブロックの側面席の和
IL ブロックの上面積

≤ ０．６５

・・・（３）

ただし、短辺≧５０ｍｍ、厚さ≦８０ｍｍ

厚さ

図１ IL ブロックのタイプ

表５ 主な IL ブロックの形状・寸法
厚さ

タイプ

寸法 ※１

形状
(ｍｍ)
ストレート型
６０

波形型

セグメンタル

100×２００,150×２００, 150×２5０, 150×3００, 200×3００

長方形
112.5×225,114×228,120×240

・
ストレート型
８０

100×100,150×150,200×200,300×300×80（厚さ） ※２

正方形
波形型

225×225,228×228,240×240

長方形

ストレート型

300×450,300×500

正方形

ストレート型

300×300×60（厚さ） ※２

長方形

ストレート型

300×600,400×600

正方形

ストレート型

400×400,450×450,500×500

６０

フラッグ

・
８０

※１ 目地幅を含めたモジュール寸法で示しています。
※２ ３００×３００は、８０ｍｍ厚さはセグメンタルタイプ、６０ｍｍ厚さはフラッグタイプになります。
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⑤ IL ブロックの目地キープ
IL ブロックの各側面には、隣り合うブロック間の目地幅を確保し、車両走行による IL ブロックの角欠けを
防止するため、目地キープといわれる突起（厚さ２～３ｍｍ）が設けられています。（図２）

目地キープ（突起厚さ２～３ｍｍ）

図２ 目地キープ

⑥ IL ブロックの面取り
IL ブロックの表面の端部には、角欠けを防止し、デザインを向上させる目的で面取りを設けています。（図３）

図３ IL ブロックの標準的な面取り

（５） IL ブロックの表面仕上げ
IL ブロックの表面仕上げは、路面のデザイン性だけでなく、すべり抵抗性などの路面の機能性にも影響が
ありますので、適用箇所に応じて路面を構成する IL ブロックの表面仕上を決定します。

① 一層仕上げ・二層仕上げ
IL ブロックを製造する際に、コンクリート（セメント＋砂利＋砂 他）のみで仕上げる一層仕上げと、基
層をコンクリートとし表層を着色モルタル（セメント＋砂 他）とした二層仕上げがあります。（図４）

② 表面加工
表面の仕上げ方法として、以下のような仕上げがあります。
・研削仕上げ、研磨仕上げ(写真８)
・ミル仕上げ（鋼製の筒の中で多数の IL ブロックを転がしてビンテージ風にする仕上げ（写真９））
・ショットブラスト仕上げ（小さな鉄球をあてて、荒々しくする仕上げ（写真１０））
・洗い出し仕上げ（コンクリートが硬化しないうちに表面を水で洗い流して化粧用の骨材を露出させる仕
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上げ（写真１１））
・化粧板加工仕上げ（模様のついたプレス板で振動・加圧して模様を付ける仕上げ（写真１２））
・樹脂加工仕上げ（樹脂を噴霧して光沢を出す仕上げ）
・ガラスビーズ吹付仕上げ（ガラスビーズを吹付けキラメキを持たせる仕上げ）
・グラデーション加工仕上げ（何色かの着色モルタルを不均一に練り混ぜる仕上げ（写真 1３）

図４

IL ブロックの主な種類
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写真８ 研磨仕上げ

写真９ ミル仕上げ

写 真 １０ ショットブラスト仕 上 げ

写 真 １２ 化粧板加工仕 上 げ

写 真 １１ 洗 い出 し仕 上 げ

写 真 １３ グラデーション加工仕上げ

以上
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