
 

表－1 試験したブロックの概要 

図－1 保水状態による路面温度低減の概念図 
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１．はじめに 

都市部のヒートアイランド現象に対する対策として､舗装分野では熱環境改善効果がある遮熱性舗装や保水

性舗装が開発され､普及している｡ブロック舗装でも遮熱性インターロッキングブロック(IL ブロック)や保水性

ILブロックが開発され､各所で適用されている｡歩道用(駐車場含む)の遮熱性舗装は 10～15℃の路面温度低減効

果が､歩道用の保水性舗装は 10～25℃の路面温度低減効果があると言われている 1)が､保水性 IL ブロックはブ

ロックが保持する水量によって路面温度低減効果が左右されることや保水力の持続性も課題となっている｡ 

以上のことから､これまで高い保水力と持続性を備えた保水性 IL ブロック(超保水性 IL ブロック)を開発し対

応してきたが､このほど､保水がない時でも路面温度低減効果を得られる遮熱型の保水性 IL ブロック(多機能型

IL ブロック)を開発した｡このブロックは超保水性 IL ブロックに遮熱性の骨材を用いた表層材を配置したもの

である｡本文では､開発した多機能型 IL ブロックの性能に関する評価結果を報告する｡ 

２．開発した多機能型 IL ブロックの概要 

 開発した多機能型 IL ブロックの概要を超保水性 IL ブロック

とともに表－1に示す｡多機能型 ILブロックは､下層に多孔性セ

ラミックプレートの粉砕骨材を用いて保水機能を持たせたもの

で､表層には､遮熱性が確認されたリサイクル陶磁器を粉砕した

骨材を用いて遮熱機能を持たせている｡多機能型 IL ブロックの

温度低減の概念を図－1に示す｡多機能型 ILブロックは､乾燥し

た状態では遮熱性ブロックとしての効果を､保水した状態では

保水性ブロックと遮熱性ブロックの両方の効果を期待したもの

である｡ 

３．試験概要および試験方法 

多機能型 IL ブロックは､その保水状態によって温度低減効果

が異なることから､ブロックの保水量を変化させて種々の検討

を行った｡本試験の概要を表－2 に示す｡路面温度低減性能は､

保水状態を変化させたブロックを用いて舗装性能評価法別冊

の「照射ランプによる供試体表面温度の測定方法」2)
 (照射

試験)で評価した｡また､路面温度低減効果の持続性に関す

る検討では、夏期の 1 日を想定した照射試験を実施し､そ

の結果に基づいて行った保水能力および路面温度低減効果

の持続性に関するシミュレーションを行った｡なお､比較の

ため､超保水性 IL ブロックでも同様の試験を実施した｡ 

４．試験結果 

４.１ 路面温度低減性能 

ブロックの保水量を 100%とした場合と 0%とした場合の照射試験結果を図－2 に示し､保水量を変化させた

 評価項目 試験方法 

路面温度低減性能 

•ブロックの保水状態を変化 （保水量 100%､75%､

50%､0%）させて､照射試験による供試体表面温度

の測定 

路面温度低減効果

の持続性 

•飽和状態にしたブロックを用いて、夏期の 1日

を想定し、6時間照射、18時間無照射で照射試験

を実施し、保水量の変化を測定 

表－2 試験概要 

保水量

路面温度
低減値

100% 50% 0%

路面温度低減値
（保水性能＋遮熱性能）

保水性能効果

遮熱性能効果

区分 超保水性ILブロック 多機能型ILブロック

保水量(g/cm
3) 0.195 0.202

Dry明度(Wet明度) 57.09(42.6) 64(58.9)

断面写真



 

図－5 路面温度低減値のシミュレーション結果 

図－4 保水量のシミュレーション結果 

図－3 保水量と路面温度低減値の関係 

図－2 照射試験結果（保水量:0%､100%） 

場合の照射試験結果を図－3 に示す｡図－3 は､各保水量の路面温

度低減値で整理した｡これらの結果から以下のことが確認された｡ 

（1）保水量 100%の場合の路面温度低減値 

 超保水性 IL ブロックの路面温度低減値は 15.1℃であり､多

機能型 IL ブロックの路面温度低減値は 21.6℃であった｡ 

 多機能型 IL ブロックは超保水性 IL ブロックよりも 6.5℃の

路面温度低減効果が認められ､ブロックの保水量がほぼ同

様であることからも､この効果の差は多機能型 IL ブロック

の遮熱性の効果が寄与しているものと考える｡ 

（2）保水量 0%の場合による路面温度低減値 

 路面温度低減値は超保水性 ILブロックで 4.2℃､多機能型 IL

ブロックが 10.5℃となり､その差は 6.3℃であった｡ 

 多機能型 ILブロックの遮熱性ブロックとしての路面温度低

減値は､10.5℃と歩道用の遮熱性舗装と同等である｡ 

（3）保水量が変化した場合の路面温度低減値 

 多機能型 IL ブロックと超保水性 IL ブロックの路面温度低

減値は､保水量の増加にともない大きくなる傾向が見られた｡ 

 保水量 75%の時の両者の路面温度低減値の差は 4.6℃であ

り､保水量が変化しても多機能型 IL ブロックの遮熱性の効

果が認められた｡ 

４.２ 路面温度低減効果の持続性 

夏期の 1 日を想定した照射試験による保水量の変化に基づいた

シミュレーションの結果を図－4 に示す｡図－4 には､一般的な保

水性 ILブロックの測定結果も図示している｡多機能型 ILブロック

は超保水性 ILブロック同様､一般的な保水性 ILブロックと比較し

て 1.6 倍程度の保水の持続性があることがわかった｡図－5 は､図

－3 と図－4 を重ねあわせたもの（保水量をパラメータに路面温度

低減値を時間軸で整理）であるが､この図から､路面温度低減値は､

時間の経過とともに小さくなる傾向にあり､超保水性 IL ブロック

は 96 時間後に､多機能型 IL ブロックは 72 時間後にほぼ一定の値

となった｡保水の効果による路面温度低減性能の持続性は､超保水

性 IL ブロックの方が優れている結果となったが､路面温度低減値

は多機能型 IL ブロックの方が大きい値（5℃程度以上）で推移し

ており､路面温度低減性能が大きく改善されていることがわかる｡ 

５．まとめ   

本検討で得られた､多機能型 IL ブロックの性能をまとめると次

のようである｡ 

 超保水性 IL ブロックと同等の保水効果とその持続性を有している｡ 

 路面温度低減性能は保水状態により変化するが､路面温度低減値は 10～20℃程度が維持され､夏期の温度

環境の改善に大きく寄与する舗装材料である｡ 
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