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要旨：本検討は，熱特性を改善した新規の歩道舗装用ブロックを提案することを目的とし，基礎検討したも

のである。日射による入力エネルギーの減少の観点から，ブロック表面のマクロな形状とミクロな形状が再

帰反射率に及ぼす影響について検討した。そして，放熱速度増加の観点から，蓄積エネルギーの急速な移動

が可能となるブロックの裏面形状を考案し，室内照射試験により，ブロックおよび敷砂の温度変化，エネル

ギー移動について検討した。この結果，ブロックの投影面積に対する平坦部の面積の割合である平面率によ

り再帰反射率を設計できること，裏面表面積の増加に伴い放熱効率が向上することが明らかとなった。 
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1. はじめに 

近年，都市部において地表面被覆の人工化により，ア

スファルトコンクリートやセメントコンクリート等の蓄

熱体が増加し，夏季の気温上昇が，人間の生活や健康状

態に悪影響を及ぼす状態となっている。夏季日中の舗装

の温度は 50～60℃程度に至る。熱中症患者数は，日最高

気温 25℃程度から発生し，31℃を超えると急激に増加す

る。また，蓄熱された熱を夜間から朝方にかけて徐々に

放熱することにより，日最低気温が 25℃より下がらない

熱帯夜も頻発する。特に，熱帯夜の年間日数は，関東南

部で顕著に増加している。夜間の気温上昇は，睡眠障害

を引き起こすなど，人体の健康に直接悪影響を及ぼす問

題となる。 

気温上昇対策の一つとして，舗装材料への日射による

入力エネルギーの減少を目的とし，遮熱性塗料を用いて，

近赤外線領域の波長の光を反射させる遮熱性舗装の検討

が行われてきた。しかし，舗装表面で入射光を反射して

も，入射角と反射角が同じ正反射となる割合が多く，反

射光により近隣の構造物の壁面等を暖めると反射の効果

が少なくなる。そこで，熱源となる近赤外線を正反射や

様々な方向へ反射する乱反射ではなく，入射してきた方

向と近い方向へ反射する再帰反射の割合を増やすことが

可能となれば，周辺の熱環境を改善できると考えられる。

また，舗装材料内に蓄積されたエネルギーを放出させる

割合を増加させることで，夏季の舗装材料自体の熱特性

も改善できると考えられる。 

このようなことから，これまで筆者らは，表面形状と

材質に着目し，舗装ブロックの表面形状が再帰反射率へ

与える影響について検討してきた 1)，2)。この結果，試験

体の投影面積に対する平坦部の面積の割合を平面率と定

義すると，試験体表面の平面率によって再帰反射率が設

計できる可能性があることを示した。また，透水性を有

するブロックには，表面に細骨材粒子間のようなミクロ

な凹凸が多く存在しており，ミクロな凹凸が多いほど再

帰反射率が高くなることが明らかとなった。 

本研究は，熱特性に着目した新規の歩道舗装用ブロッ

クを提案することを目的とし，日射による入力エネルギ

ーの減少と反射角度に着目するとともに，蓄積したエネ

ルギーを放出する夜間の放熱速度の増加にも着目し，検

討を行った。入力エネルギーの減少の観点からは，再帰

反射を可能とする表面のマクロな形状とミクロな形状に

ついての検討を行った。放熱速度の増加の観点からは，

蓄積エネルギーの土壌への急速な移動が可能となるブロ

ックの裏面形状の検討を行った。 

 

2. 再帰反射特性に関する検討 

2.1 マクロな形状による再帰反射率への影響 

2.1.1 実験概要 

(1) 使用試験体 

ブロックの平面率は，式(1)のとおり定義した。投影面

積は，ブロック表面の凹凸を含まない面積であり，平坦

部の面積は，投影面積から凹部の面積を減じて算出した。 

 

  平面率 (%) =
投影面積−凹部の面積

投影面積
×100 (1) 

 

表面形状は，筆者らが，樹脂製のブロックを用いて再

帰反射率へ与える影響について検討してきた 1)表面形状
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と同様に，図－1 および表－1 に示すとおり，（a）およ

び（b）の 1 種類の口径の球状凹部を配置したものと，（c）

のより平面率が低くなるように 2 種類の口径の球状凹部

を配置したものを作製した。全ての球状凹部は，図－2

に示すようにブロック平坦面に対して 45°となるよう

に設計した。（c）最も低い平面率である 8.89%，（b）1

種類の球状凹部で表すことのできる最小の平面率である

21.5%，（a）口径と深さが平均的な 55.8%のもの 3 種類に

平面率 100%の平板を加えた 4 種類について試験を行っ

た。 

ブロックのモルタルの配合は，表－2 に示すとおりで

ある。材質をセメントコンクリートブロックの一般的な

構造である密なもの（以下，Dense）と，透水性を有する

構造である疎なもの（以下，Porous）の 2 水準とした。

セメントには密度 3.16g/cm3 の普通ポルトランドセメン

トを，骨材には表－3 に示す物性の細骨材を用いた。 

表面形状の施工では，図－1 および表－1 の表面形状

で樹脂製の凸状の版を，3D プリンタを用いて作製し，プ

レキャストコンクリート製品による舗装として，一般的

に多く用いられているインターロッキングブロックの作

製方法である高振動加圧即時脱型方式で，版を上からモ

ルタルにプレスした。養生後，全ての試験体表面に，近

赤外線の選択反射性を有する遮熱性塗料を塗布した。 

(2) 試験方法 

ブロック表面の反射率の測定では，図－3 に示すよう

な入射角および受光角を 10°ごとに変化させることの

できる分光光度計 3)を用いた。測定対象とした波長は，

主な熱源となる 900nm の近赤外線とした。投光角度は

150°，受光角度は 10°～170°の範囲で 10°ごとに変

化させた。 

反射率は，硫酸バリウム白色版の入射角 100°，受光

角 80°における反射光量を基準とした時の反射光量の

相対値とした。本研究では，入射角 90°で入射側と受光

側に分け，全反射角 10°～170°の反射率に対する入射

側の 90°～170°の反射率の割合を再帰反射率とした。 

2.1.2 試験結果および考察 

平面率と再帰反射率の関係を図－4 に示す。平面率が

減少するに伴い，再帰反射率が直線的に増加する傾向が

あることがわかる。すなわち，舗装表面のマクロな形状

を示す平面率によって，再帰反射率を設計できると考え

られる。また，マクロな平面率が同一であれば，細骨材

粒子間のようなミクロな凹部が存在することから，Dense

よりも Porous のブロックの方が，再帰反射率が高くなる

こともわかる。 

2.2 ミクロな凹凸の再帰反射率に対する感度評価 

2.2.1 実験概要 

2.1 の結果より，材質の差によりミクロな凹部が存在

吸水率
単位容
積質量

実積率 粗粒率

表乾 絶乾 (%) (kg/L) (%) F.M.

珪砂5号 S1 2.64 2.63 0.31 1.16 61.4 2.20

珪砂3号 S2 2.61 2.59 0.86 1.07 56.7 3.47

種類
密度(g/cm3)

水
W

セメント
C

珪砂5号
S1

珪砂3号
S2

Dense 30 150 500 1827 -
Porous 27 120 450 - 1917

単位量 (kg/m3)
材質

水セメン
ト比W/C

(%)

球と球球と辺

8.89 2.07 ,
0.83

6 0 0

10 , 4 0 0

深さ

(mm)
2 1

口径

(mm)
間隔 (mm) 平面率

(%)
6(a)

寸法 (mm）

98×198
×60

55.8

21.5(b)

(c)

1.24

表－1 表面形状の幾何学的情報 

図－1 歩道ブロックの表面形状図 

（a）      （b）       （c） 

図－2 球状凹部の断面図 

表－2 モルタルの配合 

表－3 細骨材の物性 

図－3 分光光度計の概略図 

入射部

受光部

ブロック表面（直径約３cm）

入射角

受光角
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し，これが再帰反射率に影響していることがわかった。

そこで，ミクロな凹部の定量的な評価を行うこととし，

2.1で用いた平面率 100%の PorousとDenseのブロック

の表面の画像解析を行った。画像解析には，アメリカ

合衆国国立衛生研究所（NIH）で開発された画像処理

ソフトウェア Image J を用い，明度の違いにより表面

の空隙構造を評価した。測定対象範囲は，ブロックの

中心付近 30mm×28mm とした。まず，3 次元光学式デ

ジタイザでブロック表面の撮影を行い，その後 Image J

にて，図－5（a），（b）に示すような 32bit のグレース

ケールの画像に変換した。Porous のブロックでは，特

に大きい凹部で明度の違いが少なかったため，凹部に

白いペーストを埋め込み，明度の差をつけた。輝度 0

～255 の中から，閾値設定を行い，Porous では 79～155，

Dense では 79～130 を凹部として黒色に，それ以外を

白色として，図－5（c），（d）に示すような白黒二値

化画像とした。さらに，黒色の凹部を楕円近似した画

像が図－5（e），（f）に示すとおりである。 

2.2.2 解析結果および考察 

画像解析により，白黒二値化画像から凹部の個数と

個々の面積，楕円近似画像から凹部楕円の長軸と短軸

を算出した結果が，表－4 となる。表－4 から，Porous

と Dense ともに，ミクロな凹部の数は同程度存在して

いるが，Porous の凹部の大きさの範囲が広いことがわ

かる。凹部の最小面積および楕円近似したときの長軸

と短軸は，両試験体で同等であるので，図－4 で示し

た，同一のマクロな平面率における再帰反射率の相違

は，ミクロな凹部の中でも比較的大きな凹部によって

生じているものと推察される。これらのミクロな凹部

をすべて考慮し，平面率を算出すると，表－4 のとお

り，マクロな平面率は 100%であったが，Porous は

79.5%，Dense は 87.4%となる。 

 

 
 

（c）二値化画像（Porous） （d）二値化画像（Dense） 

（a）32bit 画像（Porous）     （b）32bit 画像（Dense） 

（e）楕円近似画像（Porous） （f）楕円近似画像（Dense） 

図－5 画像解析図 

表－4 凹部の画像解析結果 

Porous Dense
30.08 30.08
27.70 27.70

833.216 833.216
総面積 170.848 105.180
個数 （個） 412 491

最大面積 （mm2
） 17.267 4.631

楕円近似の
長軸

5.333 3.730

短軸 4.122 1.581
最小面積 （mm2

） 0.029 0.030
楕円近似の

長軸
0.192 0.196

短軸 0.192 0.196
平均面積 （mm2

） 0.415 0.214
平均長軸 0.699 0.584
平均短軸 0.374 0.337

（%） 79.5 87.4平面率

（mm）

（mm2
）

（mm）

（mm）

（mm）

材質

高さ

幅

投影面積

凹部

 

y = -0.0702x + 64.082
R² = 0.8026

y = -0.0475x + 66.568
R² = 0.6022

54

56

58

60

62

64

66

68

0 20 40 60 80 100

再
帰

反
射

率
（

%
）

平面率（%）

Dense Porous

図－4 平面率と再帰反射率の関係 
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3. エネルギー移動に関する検討 

3.1 室内照射試験概要 

(1) 使用試験体 

本試験では，ブロック下面に設置される敷砂が完全に

接触可能な形状で，かつ，即時脱型方式による締固め，

脱型に耐えられる裏面形状で，表面積を変化させたマク

ロな形状について検討することとした。ブロック寸法は，

2.1 と同様に 98×198×60mm とした。材質は Dense の一定

とし，裏面形状は表－5 に示すとおり，平板も含め 6 水

準とした。凹部の深さは 5mm の一定とした。ダイヤ型，

4.8.8 型，4.6.12 型は，最小開口長さを 10mm，凹部の断

面を多角錘型に固定し，平面を隙間なく敷き詰められる

正多角形を組み合わせた形状とする理念により，選定し

た。これらに加え，より裏面の表面積が大きい形状とす

るために，凹部の断面を台形型とした星型，最小開口長

さを 5mm としたハニカム型のブロックを作製した。形

状の施工では，2.1 と同様に樹脂製の凸状の版を作製し，

そこにモルタルを流し込むことで裏面形状を形成した。

モルタルの配合は表－6 に示すとおりである。表－5 に

示す各ブロックの熱容量は，コンクリート標準示方書設

計編において，単位重量比熱の特性値として与えられる

1.05kJ/kg・℃と質量から算出した。 

(2) 試験方法 

本試験では，20℃，60%R.H の恒温恒湿室内にて室内

照射試験を実施した。光源には，100V-270W の散光型赤

外線ランプを用い，4 時間照射し，その後 20 時間放熱さ

せた。敷砂には，絶乾状態にし，その後室温に戻した粗

粒率 2.20 の 5 号珪砂を使用した。容量 120L のプラスチ

ック製容器に敷砂を約 80L 入れ，図－6 に示すようにブ

ロックおよび光源を設置した。温度の測定には，T 熱電

表－5 試験体の裏面形状 

平板 4，6，12型 4，8，8型 ダイヤ型 星型 ハニカム型

概略図

1単位の

凹部図

凹部
断面

表面積

（mm2
）

19404.0 23807.9 24325.5 29642.6 47310.4 48832.5

質量（g） 2648.2 2653.0 2361.5 2592.2 2300.0 2591.7
熱容量
（J/℃）

2780.61 2785.65 2479.58 2721.81 2415.00 2721.29

ブロック

珪砂

断
熱
材

断
熱
材

30 10
0

20
0

10

200mm

：温度測定点

図－6 実験断面図 

図－7 温度の経時変化（星型の例） 

水 セメント 砕砂
(%) W C S
50 253 506 1519

水セメント
比W/C

単位量(kg/m3)

表－6 モルタルの配合 

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0 4 8 12 16 20 24

温
度
（
℃

）

経過時間（h）

ブロック
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100mm

200m

容器底面

室温
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対を用い，図－6 に示すように，ブロックの温度はブロ

ック表面から深さ 10mm，敷砂の温度はブロック裏面か

ら 30mm，100mm，200mm と温度が一定となると思われ

る容器の底付近（250mm 付近）に熱電対を設置し，5 分

間隔で温度測定を行った。また放熱時には，ブロック上

面にも断熱材をかぶせ，敷砂への放熱を模した。 

3.2 試験結果および考察 

(1)温度挙動変化と熱伝達（敷砂）深さ 

星型の場合を例に，温度の経時変化を示すと図－7 の

ようになる。試験室の温度制御および熱電対の測定誤差

により測定温度には若干の変動があるものの，4 時間照

射し，ブロックの温度を 50～60℃とした後放熱させると，

敷砂深さ 30mm，100mm となるほど遅れて最高温度を記

録している。このことから，ブロック裏面から敷砂へと

順次熱が伝達していることがわかる。さらに，敷砂深さ

別の最高温度の関係を図－8 に示す。図－8 から，一定

温度である最深部の敷砂の温度に近づくのは，敷砂深さ

225mm 程度である。すなわち，ブロックの熱は敷砂深さ

200～250mm まで伝達していると考えられる。 

(2) 昇温時の温度変化と蓄積エネルギーの比較 

ブロックの裏面表面積と昇温温度の関係を図－9 に，

ブロックの裏面表面積と敷砂深さ 100mm，200mm の昇

温温度の関係を図－10 に示す。昇温温度は，最高温度か

ら試験開始時の温度を差し引いて算出した。図－9 より，

ブロックの温度は，ブロックの裏面表面積が大きくなる

ほど昇温温度が低くなる傾向にあるとわかる。また，

4.6.12型と 4.8.8型のブロックがより低い昇温温度となっ

ている。これは，これらブロックの裏面形状が，より敷

砂との接触がしやすかったためと考えられる。一方，図

－10 より，敷砂の温度は，平板と星型を比較した場合で

あっても，裏面表面積に対する温度の差は約 1℃程度に

留まっている。これは，ブロック 1 枚に対して十分な敷

砂があり，熱が拡散したことによると考えられる。 

各ブロックの熱容量から算出したブロック別の蓄積

エネルギーと裏面表面積の関係を，図－11 に示す。蓄積

エネルギーは，最高温度と試験開始前の昇温前温度から，

各エネルギーを算出し，これらの差としている。昇温温

度と同様に，裏面の表面積が大きくなるほど蓄積エネル

ギーが小さくなっている。これは，本実験では，蓄熱と

同時に放熱もしており，裏面の表面積が大きくなるほど

放熱量も大きくなるためと考えられる。また，星型とハ

ニカム型の蓄積エネルギーを比較すると，同程度の表面

積にもかかわらず蓄積エネルギーの差は約 15000J，ハニ

カム型の方が多くなっている。これは，ブロックの凹部

の開口長さの違いにより，ハニカム型での凹部への敷砂

の入りやすさによるものと考えられる。 

(3) 降温時の温度変化と放出エネルギーの比較 

ブロックの裏面表面積と降温温度の関係を図－12 に，

ブロック別の放出エネルギーを図－13 に示す。降温温度

は，最高温度から試験終了時（24 時間後）の温度を差し

引いて算出した。また，放出エネルギーは，最高温度と

試験終了時の温度から，各エネルギーを算出し，これら

の差としている。昇温時と同様に，降温温度と放出エネ

図－8 敷砂の深さ別最高温度（星型の例） 

図－9 裏面表面積とブロックの昇温温度 

図－10 裏面表面積と敷砂の昇温温度 

図－11 裏面表面積と蓄積エネルギー 
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ルギーもブロックの裏面表面積が大きくなるほど降温温

度が低くなり，放出エネルギーが小さくなる傾向にある。

これは，裏面の表面積が大きくなるほど，昇温した温度

が低く，蓄積したエネルギーも低かったため，降温する

温度と放出するエネルギーが少なくなると考えられる。 

55℃から 35℃までの降温速度と裏面面積の関係を図

－14 に示す。概ね，裏面表面積が大きくなるほど，降温

速度が速くなる傾向にあることがわかる。明確な理由は

不明であるが，4.8.8 型では裏面表面積が小さくても降温

速度が高くなっている。この結果には，ブロック 1 枚あ

たりの熱容量が他のブロックと比較して小さいことにも

影響していると推察される。 

 

4. まとめ 

4.1 再帰反射特性に関する検討 

球状凹部を配置し，ブロックの投影面積に対する平坦

部の面積の割合である平面率を変化させた歩道ブロック

で，反射率測定を行い，再帰反射率への影響を検討した。

本試験で得られた結果は以下のとおりである。 

(1) 舗装表面のマクロな形状を示す平面率によって，再

帰反射率を設計できると考えられる。また，Dense

よりも Porous のブロックの方が，ミクロな凹部の

存在により，再帰反射率が高くなる。 

 (2) マクロな平面率 100%のブロックでも，凹部面積と

しては 17～0.029mm2までのミクロな凹部が存在し，

これも再帰反射率に影響する。 

4.2 エネルギー移動に関する検討 

敷砂との接触可能な裏面形状で表面積を変化させた 6

種類のブロックで，室内照射試験を実施し，ブロックお

よび敷砂の温度変化を比較した。本試験で得られた結果

は以下のとおりである。 

(1) ブロックが最高温度を記録した後放熱させるとブ

ロック下面の敷砂へと順次，放熱していく。本実験

では，熱は敷砂深さ 200～250mm まで伝達・拡散す

る。 

(2) ブロックの裏面形状は，単一よりも複数の多角形を

組み合わせた形状の方が，より敷砂と接触しやすい。 

(3) ブロックの裏面表面積が増加すると，昇温および降

温温度，蓄積および放出エネルギーが減少する。こ

れは，昇温時にも放熱するためと考えられる。 

(4) 表面形状による反射角の効果と組み合わせること

で，歩道舗装用ブロックの効果的な温度低減が期待

できる。 
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図－12 裏面表面積とブロックの降温温度 

図－13 裏面表面積と放出エネルギー 
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