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第１章 序論 

 

 

1-1. 本研究の背景 

バリアフリー整備の動向 

 わが国は，諸外国に例をみないほどの急速な高齢化の進展により，超高齢化社会になりつつある．

障害者についても社会参画の機会を確保することが求められている．このため，高齢者，障害者が自

立して生活していける環境を整備することが急務である． 

 そのような中，平成 6年には建築物において「ハートビル法」が，平成 12 年には公共交通機関と道

路において「交通バリアフリー歩道」が制定された．平成 18 年には，一体的・連続的なバリアフリー

施策の推進を目的として，ハートビル法と交通バリアフリー法が統合・拡充された「高齢者，障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下，バリアフリー新法）」が制定されている． 

 これらの法律の制定に伴い，バリアフリー事業の実施主体は着実に整備を進めてきた．一方で，あ

る特定の障害者を対象としてその移動制約を除去するためのバリアフリー整備には，多様な人々の利

用を念頭においたとき課題があがることもある．バリアフリー新法には，新たに「対象者の拡大」，「当

事者の参画で利用者の視点を反映」，「スパイラルアップ注１の導入」といった内容が盛り込まれている．

つまり，今後のバリアフリー整備は，実施主体はもとより，利用者である障害者，高齢者等の多様な

参加の下，整備内容について検討・検証し，その結果にもとづいて新たな措置を講じることによって，

段階的，継続的な発展を図っていくことが重要である． 

 

長崎市栄上為石線拡幅事業における面誘導方式バリアフリー歩道の開発 

 2005-2007 年の間，長崎市栄上為石線拡幅事業内において，筆者が所属する九州大学景観研究室は，

車いす利用者，視覚障害者，地元住民とともに，検討チームをつくり，バリアフリー歩道の開発に取

り組んだ．検討チームの問題意識は，視覚障害者誘導用ブロック（いわゆる点字ブロック，以下誘導

用ブロック）を用いた既存のバリアフリー歩道には問題が多いため，郊外住宅地に適したバリアフリ

ー歩道をつくりたい，というものだった． 

 検討チームが考えた既存のバリアフリー歩道の問題点は，大きく２つあった． 

問題１：車いす利用者等にとって誘導用ブロックの突起がバリアになる．（突起のマイナス面） 

問題２：視覚障害者自身にとっても，幅の狭い線による誘導ではラインから逸れる，見失う場合があ

る．（線による誘導の限界） 

 このような問題に対して，検討チームは，「従来の線による誘導ではなく隣り合う２つの舗装面の違

いで視覚障害者を誘導して，車いす利用者は誘導用ブロックの突起がなくなることで走行しやすくな

る」というバリアフリー歩道を考案した．検討チームは，実際に試設計し，試験舗装をつくり，検討

チームのメンバーで歩き改善するというサイクルを３回繰り返した．以上のプロセスを経て，2011 年，

検討チームの考案したバリアフリー歩道は，２種類の歩道として完成した．上記のバリアフリー歩道

を「面誘導方式バリアフリー歩道」と呼び，詳細については２章に後述する． 

 現在，完成した歩道は，検討チームが考えた性能を発揮しているのか，どのように利用されている

のか，明らかになっていない． 
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1-2. 本研究の目的 

 本研究は，2005-2007 年に検討チームが考え試験舗装で試し，2011 年に完成した２種類の面誘導方

式バリアフリー歩道は，一般の障害者にはどう受け止められるのかについて実地歩行試験により検証

することを目的とする．つまり，一般の障害者による面誘導方式バリアフリー歩道の事後検証である． 
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1-3. 本論文の構成 

 第１章は，本研究の序論であり，研究の背景と目的，本研究の方法と本論文の構成を述べた．背景

では，面誘導方式バリアフリー歩道について概説した． 

 第２章では，面誘導方式バリアフリー歩道のこれまでの取り組みと完成した２種類の歩道の設計意

図について詳細に述べる． 

 第３章では，以下の３つを目的として，既往のバリアフリー研究・事例を整理する．①面誘導方式

バリアフリー歩道の取り組みが既往の研究事例にどう位置付けられるか示す．②本研究の位置付けを

示す．③本研究の検証方法の検討，検証結果の分析・考察に参考となる既往の知見を整理しておく． 

 第４章以降が実地歩行試験による検証内容である． 

 第４章では，２種類の歩道（Type A  Type B ）のうち，Type A の検証内容について述べる． 

 第５章では， Type B の検証内容について述べる． 

 第６章は，本研究の結論であり，本研究の成果として Type A，Type B の検証結果（４章，５章）を

述べて，面誘導方式バリアフリー歩道の可能性と今後の課題を示す． 
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注釈 

注１）スパイラルアップ・・・「バリアフリー社会」の実現のためには、スパイラルアップの考え方が

重要と考えられています。スパイラルアップとは、物事に取り組むにあたって、事前の検討段階から

事後の評価の段階に至るまで当事者が積極的に参加しながら、取り組みの段階的かつ 改善（ＰＤＣＡ

［＝計画（Plan）→実行（Do）→検証（Check）→改善（Action）の流れを、次の計画に活かしていく

プロセス］）を行うこと。 
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第２章 面誘導方式バリアフリー歩道のこれまでの取り組み 

 

 

 本章では，2005-2007 年の面誘導方式バリアフリー歩道の取り組み，2011 年に完成した２種類の歩

道とその設計意図，について述べる． 

 

2-1. 2005-2007 年 栄上為石線拡幅事業でのバリアフリー歩道の開発 

2-1-1. 栄上為石線拡幅事業 

 図 2-1 に示す栄上為石線は，長崎市の中心部へ向かう通勤通学者による交通量の多い幹線道路であ

る．沿道には，郊外住宅地，市役所，中学校，福祉施設，スーパーが隣接しており，本線と平行して

２級河川大川が流れている．本線は，地元住民にとって日常的に利用する生活道路や散策路である． 

 1991 年，長崎県は本線を都市計画道路に設定して，道路線形の改善と歩道の幅員の確保を目的とし

た事業を計画した．2004 年，県はその事業を「長崎県公共事業等デザイン評価制度のモデル事業」に

指定して，市民参加型のワークショップ形式で歩道の設計を開始した．栄上為石線デザイン検討委員

会（以下，デザイン検討委員会）は，長崎県，地元住民，視覚障害者，車いす利用者，設計会社，当

研究室（道路設計のアドバイザーとして参加）で構成され，歩道の詳細設計まで検討した．2005 年〜

2007 年の間，デザイン検討委員会は，計 23 回に及ぶワークショップ，３回の試験施工，社会実験を

行った．その結果，「ユニバーサルデザイン注１」「自然を活かしたまち」「住みよい安全なまち」とい

う３つのまちづくり構想を定めて，それらの構想に基づき歩道の詳細設計まで行った．施工段階にお

いて用地買収の問題による事業の遅れ等もあったが，2011 年 3 月歩道は完成した． 

 市民参加で設計した歩道においては注目すべきは以下である．視覚障害者や車いす利用者も参加す

ることで，世間に広く普及している誘導用ブロックにも問題が多く残されていることを把握した．そ

して，地元住民が日常利用する歩道という条件のもと，誘導用ブロックを用いない新たなバリアフリ

ー歩道の開発に挑戦して，そのバリアフリー歩道が竣工まで至った．本研究は，栄上為石線拡幅事業

において，視覚障害者，車いす利用者，地元住民，当研究室の検討チームで考案したこのバリアフリ

ー歩道（面誘導方式バリアフリー歩道）に着目する． 

 

 

図 2-1 長崎市旧三和町栄上為石線 
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2-1-2. 検討チームの設計のポイント：既存のバリアフリー歩道のジレンマと新たな考え「面誘導方式」 

 検討チームが考えた，既存のバリアフリー歩道の問題点とジレンマ，そのジレンマに対応する新た

な考え「面誘導方式」について説明する（図 2-2）． 

 視覚障害者には，全く目が見えず足裏感覚や白杖を頼りに歩く「全盲者」と目が見えにくい「弱視

者」がいる．弱視者（ロービジョン）に明確な定義は無く，その見え方は，原因疾患（緑内障，網膜

色素変性症，糖尿病生網膜症）によって，視力，視野欠損，コントラスト感度，色覚など様々な違い

が生じている１）２）． 

 検討チームには，車いす利用者メンバー，全盲者メンバー，弱視者メンバーが１人ずつおり，本研

究の対象者はこの３者とする． 

 

①既存のバリアフリー歩道の問題点 

 車いす利用者は，誘導用ブロックのわずか 5mm の突起が障害となる．すり足歩行の高齢者にも同様

の問題点がある．全盲者は，幅 30cm のライン状の誘導用ブロックは逸れやすく，一度逸れると復帰も

しにくい．弱視者は，幅 30cm の黄色のラインは見失いやすい．また，背景色（舗装の色）と誘導用ブ

ロックの輝度比が充分とられていない場所が多い． 

②既存のバリアフリー歩道のジレンマ 

 車いす利用者は突起をできるだけ小さくしたいが，全盲者が認知できなくなる恐れがある．視覚障

害者は幅を広くしたいが，車いす利用者にとってのバリアが増大する． 

③新たな考え「面誘導方式」 

 そのようなジレンマに対して，全盲者メンバーから「歩道の右と左で粗さの違いが分かれば，それ

を頼りに歩ける」というアイデアが示され，検討チームで新たに考えたのが「面誘導方式」である．

線状の突起をなくし，歩道全体で面的に粗さの違いを確保することで全盲者と車いす利用者が共存で

きると考えた．弱視者に対しては，明るい色と暗い色の面と面の境界で輝度比を確保することで１本

のラインよりも分かりやすいと考えた．以上のように，面誘導方式であれば，車いす利用者，全盲者，

弱視者の３者が共存することが可能であると考えた． 

 なお，この新たな誘導方法について，本線は郊外住宅地であるため，ここを初めて歩く視覚障害者

が使うのではなく，地元の視覚障害者が買い物などの日常利用として使うことを想定している． 
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図 2-2 既存のバリアフリー歩道のジレンマと新たな考え「面誘導方式」 
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2-1-3. 検討チームによる実地歩行テスト 

 面誘導方式の考え方について，検討チームは，実際に試設計を行い，試験舗装をつくり，検討チー

ムのメンバーで歩き，改善するというサイクルを３回繰り返して３）４），2011 年 3 月に２種類の歩道と

して完成した（図 2-3）． 

 

 

図 2-3 検討チームによる実地歩行テスト 
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2-2. 2011 年 完成した２種類の歩道（Type A・Type B） 

 完成した２種類の歩道（以下，Type A・Type B ）について述べる．栄上為石線内の Type A，Type B

の位置を図 2-4 に示す．総延長約 2.4km のうち，2.2km は Type A で，河川と隣接する一部区間に Type 

B がある．Type A はインターロッキングブロックとコンクリートの組み合わせ，Type B はウッドデ

ッキとコンクリートの組み合わせである． 

 道路拡幅事業は公共事業であるため，どのような舗装を用いても良いのではなく，基本的には安価

であり維持補修も容易であることが求められる．また，検討チームは，本線だけでなく他地域への普

及も見据えて，面誘導方式バリアフリー歩道の開発に取り組んでいた．そのため，検討チームは，面

誘導方式バリアフリー歩道の考え方を汎用舗装（アスファルト，コンクリート，ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ等）

の組み合わせにより実現することを目指した．Type A は，汎用舗装という条件のもと実現した歩道で

あるため，本線のほとんどは Type A で構成されている．  

 Type B はウッドデッキを用いており，汎用舗装と比較すると高価だが，デザイン検討委員会で定め

た「自然を感じられる町」というコンセプトのもと，河川が隣接する一部区間に実現した． 

 

 現在，完成した歩道は，検討チームが考えた性能を発揮しているのか，どのように利用されている

のか，明らかになっていない． 

 

 

 

図 2-4 栄上為石線内の Type A・Type B の位置 

 

 

  



 7 

2-3. Type A・Type B の構造と設計意図 

 Type A・Type B の設計意図を説明する（表 2-1）． 

 

Type A：インターロッキングブロック＋コンクリート（ピンコロ石） 

 現地歩道の写真，平面図，立面図を示す（写真 2-1，図 2-5，図 2-6）． 

 全盲者に対する粗さの違いは、「コンクリート二次製品特有の表面，ブロック間の目地」と「現場施

工のコンクリート（表面仕上げは木ゴテ仕上げ）」で確保する．粗さの違いの定量的な基準値はないた

め，検討チームの全盲者メンバー，弱視者メンバーの意見をもとに，舗装の選定，コンクリート表面

仕上げ等を決めた．コンクリート表面仕上げの詳細は，4-2-2 に後述する． 

 弱視者に対する色の違いは，「インターロッキングブロックの茶色」と「コンクリートの白色」で確

保する．色の違いは，国土技術研究センターの発行する「道路の移動等円滑化整備ガイドライン（以

下，道路の整備ガイドライン）」５）の基準値（輝度比注２1.5〜2.5）を参考にした． 

 もし全盲者が車道へ飛び出しても粗さの違いに気づいて歩道に戻れるように，車道のアスファルト

とは異なる汎用舗装として，インターロッキングブロックとコンクリートを用いた．また，弱視者に

対して，車道（アスファルトの黒色）と歩道の区別をつけるために，白色のコンクリートを車道側に

配置した． 

 

Type B：ウッドデッキ＋コンクリート（ピンコロ石） 

 Type B も Type A と同様に全盲者に対して「粗さの違い」，弱視者に対して「色の違い」を確保する．

現地歩道の写真，平面図，立面図を示す（写真 2-2，図 2-7，図 2-8）． 

 全盲者に対する粗さの違いは、「木目とデッキ材間の目地」と「現場施工のコンクリート（表面仕上

げは木ゴテ）」で確保する． 

 弱視者に対する色の違いは，「ウッドデッキの茶色」と「コンクリートの白色」で確保する．色の違

いは Type A と同様に，ガイドラインの基準値（輝度比 1.5〜2.5）を参考にした． 

 

ピンコロ石 

 中央のピンコロ石について，弱視者メンバーから「２つの面の間に突起物があった方が安心する」

という意見があったので，ピンコロ石を入れることにした．車いす利用者に配慮して，高さ 5mm 以下，

幅 20cm にしている． 

 

 

 本研究では，面誘導方式バリアフリー歩道の Type A と Type B は，一般の障害者にはどう受け止め

られるのかについて実地歩行試験により検証する． 
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表 2-1 Type A・Type B の設計意図 

 

 

 

  

Type Type

写真・

平面図

写真・

平面図

概要 概要

　　　　　　　　・２次製品特有の表面

　　　　　　　　・ブロックの目地
・現場施工（木ゴテ仕上げ）

　　　　　　　　　　　・木目

　　　　　　　　　　　・木の目地
現場施工（木ゴテ仕上げ）

茶 白 茶 白

Type A ：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ＋コンクリート（ピンコロ石） Type B ：ウッドデッキ＋コンクリート（ピンコロ石）

・汎用舗装を用いて，安価で維持補修も容易．

・総延長約2.2km

「自然を活かしたまち」というコンセプトのもと，河川沿いの一部区間にウッドデッキを用いた．

・総延長0.2km

粗度差には参考値がない

粗さ 粗さ

粗度差には参考値がない

ガイドラインの輝度比1.5〜2.5を参考ガイドラインの輝度比1.5〜2.5を参考

色 色
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写真 2-1 Type A 歩道の状況 

 

 

図 2-5 Type A 平面図 

 

 

図 2-6 Type A 立面図 
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写真 2-2  Type B 歩道の状況 

 

 

図 2-7  Type B 平面図 

 

 

図 2-8  Type B 立面図  
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注釈 

注１）ユニバーサルデザイン・・・あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず 多様

な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。(障害者基本計画【平成 14 年 12

月 24 日 閣議決定】より)  

バリアフリー・・・高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを 除去(フ

リー)すること。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報面で障壁などすべての障壁を除去する

という考え方。(障害者基本計画【平成 14 年 12 月 24 日 閣議決定】より)  

注２）輝度・・・ものの明るさを表現したものであり、単位面積当たり、単位立体角当たりの放射エ

ネルギー（発散する光の量）を比視感度（電磁波の波長毎に異なる感度）で計測したものである。輝

度は輝度計により測定することができる。(JIS Z 9111) 

輝度比 ＝ 誘導用ブロックの輝度／舗装路面の輝度（輝度が大きい方を除算するので、ブロックと舗

装の輝度比を逆として算出する場合もある。） 

 

参考文献 

1) 柳原崇男，斉藤圭亮：個人属性と室内空間の環境条件がロービジョン者の歩行に与える影響の分析，

土木学会論文集D3（土木計画学），Vol.67，No.5（土木計画学研究・論文集第28巻），pp.I_1139-I_1147，

2011 

2) 松田雄二，原利明，柏瀬光寿，西出和彦：ロービジョン者の注視傾向に関する研究，日本建築学会

計画系論文集，第 74 巻，第 641 号，pp.1531-1538，2009 

3) 行徳拓宏：汎用建設資材を用いたユニバーサルデザイン歩道の開発研究，九州大学工学部卒業論文，

2013 

4) 高尾忠志，榎本碧，樋口明彦：汎用建設資材を用いた、維持修繕が容易で安全・安心なバリアフリ

ー歩道の実用化に向けた研究開発，平成 24 年度建設技術研究開発助成，2013 

5) 国土技術研究センター：増補改訂版道路の移動等円滑化整備ガイドライン, 2011 
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第３章 既往のバリアフリー研究・事例 

 

 

3-1. はじめに 

 本章では，以下の３つを目的として既往のバリアフリー研究・事例・基準を整理した内容を述べる． 

①既往のバリアフリー研究・事例において，面誘導方式バリアフリー歩道の位置付けを明らかにする． 

②既往研究や面誘導方式バリアフリー研究の先行研究をもとに，本研究の位置付けを述べる． 

③本論文の４章以降で述べる，本研究の検証に参考となる既往の知見を整理しておく． 

 

 既往の研究・事例・基準の流れを整理した表 3-1 を示す．1-1 背景で述べた通り，先に建築物のバ

リアフリー法（ハートビル法）が制定されて，バリアフリー新法により，建築物，公共交通機関，道

路も一体的・連続的にその整備が進められている．このような背景もあり，バリアフリー研究の特徴

として，屋内で先行して行われているものが多い．本研究の対象は屋外の歩道にあたるが，先行して

研究されている屋内の知見も参考になるため一緒に整理した．以下，既往研究の流れを概説する． 

 

 誘導用ブロックは，1965 年に開発され，建築物，公共交通機関，道路に広く普及していった．普及

に伴いパターン，形状，色など多種多様な誘導用ブロックが登場して，利用者である視覚障害者自身

の混乱を招くようになり規格化が求められた．誘導用ブロックの規格化に向けた研究は，「弱視者への

輝度比」と「全盲者への突起・形状」の２つに大きく分かれて進められている．そして，これらの研

究成果は JIS 規格や国土技術研究センターが定めるガイドラインに反映されている．現在，道路管理

者等は，ガイドラインを参考に誘導用ブロックの敷設を進めている． 

 一方，誘導用ブロックの突起の規格化に伴い，車いす利用者，高齢者等にとってバリアになること

が指摘されている．そのため，誘導用ブロックの非利用者へのバリアを軽減する研究が進められてお

り，様々な事例も見られる．研究としては，「誘導用ブロックの突起のバリア軽減」と「異なる床・舗

装を用いた視覚障害者誘導」と大きく２つある．解決方法としては，計画・設計段階からの視覚障害

者，車いす利用者等の参画事例が見られる．面誘導方式バリアフリー歩道は，異なる舗装を用いた視

覚障害者の誘導であり，計画段階からの視覚障害者，車いす利用者の参画により誘導用ブロックを用

いないバリアフリー歩道の開発に至った． 

 本研究では，上記の異なる床・舗装を用いた視覚障害者誘導の研究成果や，弱視者，車いす利用者，

床・舗装の滑りやすさなど個別の研究成果を参考にする． 
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表 3-1 既往研究の流れ 

 

  

対象 視覚障がい者
車いす利用者、杖使用
者、高齢者、ベビーカー

対策 エスコートゾーン 突起のバリア軽減
異なる床材を用いた視覚障
がい者誘導路

異なる舗装材を用いた視覚
障がい者誘導路

計画段階からの障がい者の参画

テーマ

分類
弱視者の誘導 輝度比の研究 全般・ガイドライン 突起・形状の研究 横断歩道部

誘導用ブロックの突起が
バリア

屋内 屋内 屋外

65

70

77

78

79

80

81

82

83

84

85 　◎設置指針

86

87

88

89 ●輝度比

90 　◯鷹巣ら

91

92

93 　◯岩崎ら

94 ◎建築BF法

95 　◯坂口（輝度比1.5〜2.5）

96 　◯パターンの系列・標準化研究

97 　◯田中ら（輝度比確保されていない事例）

98

99 　◯高井ら（輝度比確保の工夫） ●床

00 ◎交通BF法 　◯高井ら（〃） 　◯岩田

01 　◎JIS規格化 　❏歩導くん　2001〜2004??

02 ◯小宮

　❏静岡県沼津駅北口駅前広場

　❏熊谷ブロック

03 　◎道路整備ガイドライン ◯小林ら 　❏ビックアイ??

04 ●エスコートゾーン 　❏神奈川センター?? ●舗装

05 ◎UD政策大綱

　◯大倉ら

　❏エスコートゾーン 　◯太田ら（ゴムブロック）

　❏福岡県地下鉄七隈線

　❏新宿区駅周辺（設計、施工

後）

06 ◎BF新法 ◯小林ら

07 ●誘導用ブロックのバリア軽減 　◯横山ら（白杖認知）

08 ●弱視者の誘導 　◎道路整備ガイドライン改定 　◯中村ら 　◯小林ら（弾性差）

09 　◯松田ら（注視傾向） 　◯中村ら

　◯原ら（摩擦差）

　◯小林ら（？）

　❏様々な事例

10

11 　◯柳原（輝度比による誘導） 　◎整備整備ガイドライン改定 　◯柳原ら 　◯淺井ら（定量化）

12 　◯太田ら（〃）

13 　◯国交省（弱視者の誘導） 　◯柳原ら 　

14

現状

UDを踏まえた

BF整備を推進

建築、屋外の

統合・拡充

蓄積が全盲者ほど多くない。

国交省はこれから知見を蓄

積して、ガイドライン等に反映

比較的安全な屋内という条件。

誘導用ブロックの突起高さを低

くする。

計画・設計段階からの視覚障害

者と車いす利用者の参加により、

共存策がとられている。施工後の

チェックも実施されている。

視覚障がい者（全盲者）と車いす利用者の共存弱視者

視覚障害者誘導用ブロック

全盲者

今後もバリアフリー整備として、誘導用ブロックの設置が推進される。 床材では事例が多く、定量化の研究も進んでいる。舗装材で

は、太田らと面誘導方式バリアフリー歩道の研究しか見受けら

れない。

年

背景

・

法律

凡例 
→線：研究の流
れ 
●内容 
❏事物、事例 
◯研究 
◎ガイドライン 
■法律、政策 

面誘導方式バリアフリー歩道 

普及 

多種多様なブロックによ
る視覚障害者の混乱 

規格化への動き 

突起・形状 
車いす利用者・高齢者

にバリア 

異なる床・舗装を用いた視覚障害者の誘導 誘導用ブロックの 
突起のバリア軽減 

計画段階からの障害者 
の参画事例 

誘導用ブロックの誕生 
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3-2. 視覚障害者誘導用ブロック 

 まず，誘導用ブロックについて整理する． 

 

3-2-1. 誘導用ブロックの概要 

 道路の整備ガイドライン１）を引用して，誘導用ブロックの（1）概説，（2）種類，形状・寸法，（3）

材質，（4）色彩，を述べる．（5）設置状況について，国土交通省の定める「移動等円滑化のために必

要な道路の構造に関する基準を定める省令（以下，道路移動等円滑化基準）」をもとに述べる． 

 

(１)概説 

 視覚障害者には全盲の方と弱視の方がおり，視覚障害者のうち弱視者の割合は６割を超えている．  

 視覚障害者は，歩行にあたり，事前に記憶した道順（メンタルマップ）や路面状況，周囲の音など

様々な情報を利用するほか，誘導用ブロックを歩行の手助けとしており，誘導用ブロックを直接足で

踏むことや白杖で触れることにより認識している．また，弱視者は，誘導用ブロックの色と周囲の路

面の色のコントラストにより認識している場合もある． 

 視覚障害者の移動円滑化を図るためには，安全かつ円滑に歩行できるよう誘導し，かつ，視覚障害

者が段差等の存在を認識し又は障害物を回避できるよう，誘導用ブロックを設ける必要がある． 

 

(２)種類・形状・寸法等 

 誘導用ブロックの種類・形状・寸法等について，表 3-2 に示す． 

①線状ブロック 

 視覚障害者に移動方向を示すために路面に敷設されるブロックであって，平行する線状の突起をそ

の表面につけたブロックで線状の突起の長手方向が移動方向を示す． 

②点状ブロック 

 視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意を喚起する位置を住めすために敷設されるブロック

であって，点状の突起をその表面につけたブロックをいう． 

 形状・寸法については JIS T 9251２)に合わせたものとする．なお，道路空間において一般的に使用

されているブロック１枚の大きさは，300mm 四方である． 
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表 3-2 誘導用ブロックの形状・寸法（文献 3）より転載） 

①線状ブロック ②点状ブロック 

  

 

 

              

(３)材料 

 誘導用ブロックの材料としては充分な強度を有し，歩行性，耐久性，耐摩耗性に優れたものを用い

るものとする． 

 誘導用ブロックは，現在種々の材質のものが市販され，実用化されているが，その選択にあたって

は，歩行性，耐久性，耐摩耗性，耐候性，経済性，維持管理等を十分考慮しなければならない．特に，

滑りやすさは歩行性と密接な関連を持ち，路面が滑りやすいと歩幅が狭くなり必要以上に筋肉を使っ

て疲労しやすい． 

 基準策定の際に実施したパブリックコメントにおいて，滑りやすいもの，破損しやすいもの，つま

ずきの原因となるもの等が問題のあるブロックとしてあげられている．このことから，視覚障害者誘

導用ブロックの材質は，歩行性を考慮して，雨天時においても滑りにくく，つまずきにくいものを選

択する． 

 特に経年使用により頂上部が削られてしまうことがあるため，維持管理を含め，材質，敷設方法を

あわせて考慮する必要がある． 

 

(４)色彩 

 誘導用ブロックの色は黄色を基本とする．しかし，色彩に配慮した舗装を施した歩道等において，

黄色いブロックを適用することでその対比効果が十分に発揮できなくなる場合は，設置面との輝度比

や明度差が確保できる黄色以外の色とするものとする． 

 輝度比については，晴天時において，1.5〜2.5 の組み合わせが，弱視者，晴眼者双方にとって問題

ない範囲であるという既往研究４）等から輝度比 2.0 程度とした．ただし，天候・明るさ・色の組み合
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わせ等によっては認識しづらい場合も想定されるため，沿道住民・利用者の意見が反映されるように

留意して決定するものとする． 

 

(５)設置場所 

 道路における誘導用ブロックの設置場所は，「道路移動等円滑化基準」で以下のように定められてい

る． 

 歩道等，立体横断施設の通路，乗合自動車停留所，路面電車停留場の乗降場及び自動車駐車場の通

路には，視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に，視覚障害者誘導用ブロ

ックを敷設するものとする． 

 現状として，屋外歩道では，公共交通施設や公共建築物を結ぶ特定経路において法律で定められる

低限の部分に設置されている．特定経路とは，地方自治体が定める「バリアフリー基本構想」に基

づき，移動等円滑化に向けた道路のバリアフリー整備を推進する事業計画で定められた経路である．

誘導用ブロックの設置が必要 低限の設置に留まっている理由の一つとして，誘導用ブロックを必要

としない利用者にとってはその突起がバリアになることが挙げられる 5）． 

 

3-2-2. 誕生から標準化までの流れ 

 末田の研究 6）を参考に，誘導用ブロックの誕生から標準化までの流れを述べる． 

 誘導用ブロックは，1965 年，三宅精一氏と岩橋秀行により考案・開発された．その後，道路，公共

交通施設，建築物に広く普及した．普及にともない，パターン(その突起の形状や・寸法およびその配

列)，色，材質などについては多種多様なものが敷設された．その中には十分な効果が疑問視されてい

るものもあることから，視覚障害者の安全確保の観点，敷設者である国，地方公共団体等による社会

的環境整備の観点等からその標準化が求められた 2) ．標準化に向けた研究は，全盲者への突起・形状

に関する研究，弱視者への輝度比に関する研究と大きく２つに分類できる．以下にその概要を述べる． 

  

①突起・形状の標準化 

 通商産業省（現経済産業省）は 1996 年から，パターン（突起や形状）の標準化を目指し，誘導用ブ

ロックを足裏で検知する実験 7) 8)を行い，2001 年に日本工業規格 JIS T 9251「視覚障害者誘導用ブロ

ック等の突起の形状・寸法およびその配列」2)が制定された．JIS 制定時に今後の課題として，以下の

２点が挙げられた． 

課題１：誘導用ブロックの標準化 

 パターン（突起や形状）だけでなく，今後の標準化として，色彩，材質，敷設方法などが挙げられ

た．これらの課題については，いずれも標準化のためには実際に利用する視覚障害者による認知・識

別試験を行い，必要な基礎的データの収集・蓄積，解析・体系化や試験方法の確立が必要である． 

課題２：誘導用ブロックを必要としない人への配慮 

 車いす利用者，自転車利用者，一般の歩行者などの通行の妨げになることがないような配慮や建築

構造物，道路等との景観的マッチングを考慮することも必要である． 

 

②輝度比の標準化 

 輝度比は，鷹巣 9)や坂口ら 10)によって研究が始まった．坂口らは，弱視者が認識することができて

健常者が違和感を感じない輝度比を1.5〜2.5(晴天時)として，ガイドライン 1)の基準値に採用された． 
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 高井ら 11) 12)は，周囲の舗装の色が変わっても輝度比を保つことができるように，誘導用ブロックと

周囲の舗装の間に約 5〜10cm の境界ラインを引くことを提案している（写真 3-1）．境界ラインは，2007

年のガイドライン改定時に工夫事例として取り上げられている． 

 

 

写真 3-1 境界ライン 

 

3-2-3. 誘導用ブロックの課題 

 誘導用ブロックは，視覚障害者にとって重要な情報源である．一方で，JIS 規格制定時にも課題と

してあげられたように，誘導用ブロックを必要としない人たちにとってはその突起が障害になること

がある．また，2-1-2 で述べたように面誘導方式バリアフリー歩道の設計の考えで述べたように，視

覚障害者にとっての課題も残されている． 

 

 小宮，小林らは，誘導用ブロックの突起が車いす利用者，高齢者の転倒の一因となっていることを

指摘しており，誘導用ブロックが請願者の歩行に与える影響についても定量的に評価している．13) 14) 

15)これらの課題は，突起に関する全盲者と車いす利用者・高齢者等のニーズが重なることによって生

じている． 

 誘導用ブロックの輝度比・色について，弱視者と健常者・景観へのニーズが重なる．ガイドライン

の基準輝度比 2.0 程度は，弱視者は視認できて健常者は違和感を感じない値として設定されている．

倉敷市美観地区では，歴史的な建造物やその街並が重要な観光資源になっているため，誘導用ブロッ

クを敷設できないというバリアフリー整備の課題がある．16)誘導用ブロックの色について，ガイドラ

インでは黄色を基本とするとしている．田中らは，誘導用ブロックの敷設側である地方自治体の建設

部局と使用者側である全盲者・弱視者へアンケート調査を行っている 17）．その結果として，敷設者は

基準で定めたとおり黄色を採用する傾向があるが，景観上の問題を感じて周囲と馴染む色を希望して

いる．これに対し，弱視者は目立つ色を希望している．しかし，視覚障害者は必ずしも黄色に限定せ

ず，黄色でなくとも周囲の色との対比を考慮することを強く希望している，と報告している．これは

ガイドライン制定以前の研究ではあるが，弱視者は黄色という色ではなく，周辺路面との輝度比が確
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保されることを望んでいることが分かる．岡村らは，誘導用ブロックと周辺環境との景観上の調和に

関する基礎的研究として，健常者に対してデジタル画像による誘導用ブロックの景観評価を実施して

いる．18） 

  

 また，視覚障害者自身にとっての課題も残されている．１つ目は，全盲者が誘導用ブロックを見失

った際の復帰に関する課題である．歩行訓練を受けた視覚障害者は，一般的に白杖を右手に持ち，白

杖で視覚障害者誘導用ブロックの縁を確認しながら進む方法を学ぶが，白杖の使い方に習熟していな

い場合，視覚障害者誘導用ブロックを見失うこともある．復帰方法として，建物を白杖で確認する．

そのために，歩道中央へ誘導用ブロックを敷設すると復帰が難しくなり，民地境界から 60cm 程度離し

て敷設することが推奨されている．19)しかし，現実問題として，民地境界付近には，看板や放置自転

車等があることが多く，それらにぶつかる例も少なくない．20) 

 視野狭窄の弱視者にとっての課題もある．国土交通省の調査 21)では，「視野が狭い場合，少し目を

離すと対象物を見失ってしまうため，点字ブロックでの誘導はかなり難しい」というバリアフリー研

究の学識経験者の意見も挙げられている． 

 

3-2-4. 課題への対応策 

 誘導用ブロックの突起が車いす利用者や高齢者へのバリアになるという課題には，２つの「対応策」

と１つの「解決手法」がある．これらの対応策や解決手法をもとに，視覚障害者の誘導機能を保持し

つつ，それ以外の歩行者のバリアとしての側面を軽減している研究・事例が多数見られる． 

 

対応策１：誘導用ブロックの突起・形状を変える 

 中村ら 22)  23)・柳原ら 24) 25)は，誘導用ブロックの突起を低くしたり，形状を変えることで，誘導用

ブロックの非利用者へのバリアを軽減する研究を進めている．JIS 規格型は多様な屋外空間において

も，視覚障害者が認識しやすいように，凹凸の高さ等がやや大きめに設計されており，これらの研究

は，屋外に比べて比較的安全な屋内という条件のもとで進められている． 

 

対応策２：異なる床・舗装を用いた視覚障害者の誘導 

 素材や表面仕上げの異なる床・舗装を用いることで，「弾性差」，「摩擦差」，「凹凸」を確保して，視

覚障害者を誘導する事例や研究が見られる．面誘導方式バリアフリー歩道の開発はここに位置付けら

れる．これらの研究・事例は，2-3 で述べる．  

 

解決手法：障害者の計画段階からの参加 

 1-1 で述べた通り，バリアフリー事業の計画段階から障害者が参加により，誘導用ブロックの課題

を解決する研究・事例が見られる．面誘導方式バリアフリー歩道の開発は，視覚障害者と車いす利用

者の参加により誘導用ブロックの課題の解決策を検討している．これらの研究・事例は，2-4 で述べ

る． 

 

3-3. 課題への対応策：異なる床・舗装を用いた視覚障害者の誘導 

 誘導用ブロックの突起が車いす利用者や高齢者とってバリアになるという課題に対して，異なる

床・舗装を用いた視覚障害者の誘導という対応策がある．素材や表面仕上げの異なる床・舗装を用い
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ることで，「弾性差」，「摩擦差」，「凹凸」を確保して，視覚障害者を誘導する事例や研究が見られる．

ここでの視覚障害者は，主に全盲者のことである．異なる床・舗装を用いて「弾性差」「摩擦差」「凹

凸」を確保し，全盲者に足裏や白杖で認識してもらうことで誘導する，という点が研究のテーマにな

る．これらの研究を，床（屋内建築），舗装（屋外歩道）に分類して説明する． 

 

3-3-1. 床（屋内建築） 

 現在，屋内建築空間において，異なる床を用いた視覚障害者の誘導は，多数の実施例がみられる（栃

木県柏瀬眼科，大阪府の国際障害者交流センタービックアイ，神奈川県神奈川工科大学など（写真 3-2，

3-3）．錦城護謨株式会社は，写真 3-4 に示す「歩導くん 27）（視覚障害者歩行誘導ソフトマット）」を

2001 年頃から発売しており，多数の施工例がある．またこれらは，弱視者が視認できるように色彩も

考慮されている． 

 

写真 3-2 国際障害者交流センタービッグアイ（文献 26）より転載） 

 

 

写真 3-3 神奈川工科大学（文献 26）より転載） 
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写真 3-4 歩導くん（文献 27）より転載） 

 

 異なる床を用いた視覚障害者誘導の研究については，表 3-3 に整理した 26）28）29）30）31）32）33）．研究初

期段階においては，異なる床の組み合わせで提示される全盲者の手掛かりが研究され，『弾性差』『摩

擦差』『凹凸の変化』の３つが示された．多数の実施例が見られるようになった現在は，それらの手掛

かりの定量化や，足裏や白杖による認知の特性に関する研究が進められている．以下，表 2-3 の丸数

字に従い，研究の概要を述べる． 

 

 ①岩田 28）は，健常者 10 名を対象として，床材７種類の組み合わせを，通常歩行，すり足歩行，白

杖使用の３パターンにより認知する歩行試験を行った．その結果，『摩擦差』と『弾性差』による誘導

の可能性を示唆した． 

 ②③小林・原ら 29）30)は，異なる床材健常者 10 名を対象として，『弾性差』『摩擦差』の異なる床材

の組み合わせを，足裏により認知する歩行試験を行った．床材は，カーペット，ゴムチップタイル，

御影石ミガキ仕上げ，御影石バーナー仕上げ，などである．定量試験として，弾性差はゴルフボール

の反発係数を，摩擦差は摩擦係数を測定した．その結果は以下である．『弾性差』は，充分な弾性差が

あれば識別可能であり，ゴルフボール係数 0.3 以上を推奨する．『摩擦差』は，踵をすりながら歩行す

る人ほど摩擦差のある床材の識別率が高いことを明らかにした． 

 さらに④小林・原ら 31）は②③を踏まえて，実際に全盲者 10 名を対象として，「足裏のみ」「足裏と

白杖」の２パターンで歩行試験を行った．その結果，全盲者は，『弾性差』『摩擦差』が充分提示され

れば，従来の誘導用ブロックと同等に識別できることを明らかにした．今後の課題としては以下の 2

点あげた．任意の床仕上げ材の組み合わせる際の設計の基準を示すために，弾性差・摩擦差を定量化

する．②③④の試験方法は，異なる床材の境界に直角に侵入する条件で検証していたので，今後は境

界に沿って歩行する条件で試験する． 

 

 ⑤⑥⑦は，境界に沿って歩行する（本研究ではこれを誘導機能と呼ぶ）条件で行われた研究である．

⑤⑥は横山らによる一連の研究である． 

 ⑤横山ら 32）は，白杖と足裏による認知の特性を明らかにするために，健常者 10 名を対象として，

床材７種類の組み合わせを，足裏のみ，白杖のみ，の２パターンにより認知する試験を行った．全盲

者への手掛かりとしては，新たに『凹凸』が示され，『凹凸の変化』『すべり（＝摩擦差）』『かたさ（＝



 10

弾性差）』の異なる７種類の床材による試験が行われた．その結果，認知のしやすさを白杖と足裏で比

較して，『凹凸の違い』は白杖の方が認知しやすい．『弾性差』は同程度の認知．『摩擦差』は足裏の方

が認知しやすい場合が多々あることを示した．また，白杖による認知の寄与比は，凹凸の変化：摩擦

差：弾性差＝４:１:１，足裏による認知の寄与比は，：凹凸の変化：摩擦差：弾性差＝１:１:１である

ことを示した．これらの結果より，健常者の足裏に意識させずに全盲者の白杖に情報を伝える手段と

して，『凹凸の変化』を利用する可能性を示した． 

 また，⑥横山ら 33）は，『凹凸の変化』に着目して，白杖に加速度を取付けた測定器による定量試験

と全盲者による官能評価の相関関係を検証した．その結果，全盲者は『凹凸の変化』を白杖から伝わ

る振動により認知することを示唆した． 

 

 ⑦淺井ら 26）は，白杖による認知の定量化を目的として，「加速度計による振動計測」，「滑り抵抗値

C.S.R 計測（足裏の滑りやすさの性能値）」，「レーザー計による表面凹凸形状の計測」，の３つの定量

試験を実施した．そして，定量試験結果と全盲者による官能評価の相関関係を検証した．その結果は

以下である．⑥で示された結果と同様に，白杖による認知は，白杖から伝わる振動と相関することを

明らかにした．そして，白杖の上下動の差が 1.4mm 以上ある床の組み合わせを基準として示した． 

 一方，滑り抵抗値 C.S.R は，白杖による認知と相関しないことを示した．その理由は，C.S.R 計測

時の荷重量は 20kg であり白杖の床面への荷重量は 0.2-0.3kg と大きく異なるため，C.S.R 値では，白

杖の滑りやすさを表現することはできなかったと推測している． 
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表 3-3 異なる床を用いた視覚障害者誘導の整理 
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3-3-2. 舗装（屋外歩道） 

 屋外歩道における異なる舗装を用いた視覚障害者の誘導は，屋内建築空間ほど進んでいない．実施

例は見られず，研究は 2005 年より太田らの一連の研究が報告されている 34)  35)  36)  37)  38)．太田らの

研究成果を表 3-4 に整理した． 

 太田らは，①研究の初めに『弾性差』『摩擦差』『凹凸の変化』の３パターンそれぞれの試験舗装を

もとに歩行試験を行った．その結果，『弾性差』を確保するためにゴムブロックを使用した試験舗装の

評価が も高かった．そのため，②以降は「ゴムブロック」の改良を進めている．②③④⑤全盲者，

弱視者，車いす利用者を対象とした歩行試験を繰り返し，「ゴムブロック」の改良を繰り返し進めた．

⑤現在，改良を進めたゴムブロックは従来の誘導用ブロックと同程度認知されることを報告している

が，実用化には至っていない． 

 太田らの研究では，『弾性差』による全盲者の誘導を主な手掛かりとしながらも，新たに『音の違い』

が取り上げられている．①では被験者から「試験舗装で音の違いが異なる」という意見があり，太田

は②以降の研究で音響試験を取り入れている．それらの音響試験結果として，周波数の違いは確認で

きるものの，どの程度の音の違いがあれば全盲者を誘導できるかという基準は明らかになっていない． 

 また設置場所について，①②③では「横断歩道部」に設置することを想定して研究を進めていたが，

④⑤では「キャッチブロック」として利用することを想定して研究を進めている．キャッチブロック

とは，歩道から公共施設（バス停）などへ誘導するために延ばした誘導用ブロックのことである（図

3-1，写真 3-5）．歩道を歩く人々の動線に対して垂直に配置されていることが多い．このため，車椅

子利用者にとっては避けることが難しく，通行の妨げになることも多い． 

 

図 3-1 キャッチブロックのイメージ 

 

 

写真 3-5 キャッチブロック 
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3-3-3. 全盲者の誘導機能（弾性差・摩擦差・凹凸の変化・音の違い） 

 以上，異なる床・舗装を用いた視覚障害者の誘導の事例・研究を整理した．これらの知見をもとに，

全盲者の誘導の手掛かりに関する知見を整理した（表 3-4）．異なる床・舗装の組み合わせにより確保

できる全盲者への手掛かりは，『弾性差』『摩擦差』『凹凸の違い』『音の違い』の４つを確認した．屋

外歩道においては，太田らのゴムブロックしか確認できなかった． 

 

表 3-4 全盲者への誘導機能 
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3-4. 課題の解決手法：計画段階からの障害者の参加事例 

 ここでは，バリアフリー事業の計画段階から障害者が参加することでバリアフリーの課題を解決し

た事例を述べる．ここで紹介する３つの事例は，視覚障害者と車いす利用者が参加して互いのニーズ

を調整することでその課題を解決したものである．近年，このような事例は多く見られるようになり，

国土交通省のホームページにも紹介されている．39） 

 

①静岡県沼津駅の事例（2002 年完成） 

 国内でいち早くユニバーサルデザインの考え方を導入した例として，2002 年に完成した静岡県沼津

駅の北口駅前広場が挙げられる 40) ．利用者の視点に立ったその整備計画と事業プロセスはいまも高

く評価されている．整備にあたっては，市内に住む視覚障害者や車いす使用者，高齢者，主婦などの

意見を広く取り入れて随時計画が改善された．加えて，「ユニバーサルデザイン会議」を設け，事業者

と計画者，設計者，施工者などの事業関係者が頻繁に意見交換し，ユニバーサルデザインに対する意

識の共有化が図られた．誘導用ブロックについては，視覚障害者の主導線を明確にしながらも，車い

す利用者や一般利用者の歩行の妨げにならないよう必要 低限で設置された．また，弱視者の輝度比

を保つために先述した境界ラインが採用されている． 

 

②福岡県地下鉄七隈線（2005 年開業） 

 2005 年に開業した福岡県地下鉄七隈線では，企画段階に視覚障害者団体や車いす利用者の団体も参

加している．写真 3-6 に示すように，誘導用ブロックに車いすの車輪の幅だけ 2箇所の切り込みを入

れることで，視覚障害者と車いす利用者との共存を図るというデザインが施されている．41) 

 

 

写真 3-6 誘導用ブロックへの切り込み （文献 41）より転載） 

 

 

③熊谷 UD（ユニバーサルデザイン）ブロック（2002 年） 

 歩車道境界に設置されている縁石は，誘導用ブロックの突起がバリアになる問題と同じような課題

がある．標準的な縁石は，視覚障害者が歩車道境界を認識できるように 2cm の段差が設けられており，



 16

その段差が車いす利用者にとってバリアになることが指摘されている 42) ． 

 埼玉県熊谷市では，2002 年 3 月から市と障害者，製造業者の共同作業により，熊谷 UD ブロックを

開発し，現在市内を中心に普及させている 43) （写真 3-7）．この製品は，車いすのタイヤが通る部分

に 2箇所溝を設け，段差 0cm と段差 2cm を 1 つのスロープにして，白杖で境界を認識できて，車いす

利用者が走行しやすいように設計された．この溝の寸法は，視覚障害者が持つ白杖の振り幅と，車い

すの前後輪の車幅，そして実験に携わった方々の意見や検証結果を基に決定されている． 

 熊谷市は，2004 年に県内では初めてとなる「熊谷市交通バリアフリー基本構想」を，2014 年に「熊

谷市バリアフリー基本構想」を策定し，バリアフリー整備を進めている．現在では，重点的にバリア

フリー化を実施している路線の約 58 交差点に熊谷 UD ブロックを設置している． 

 

 

写真 3-7 熊谷 UD ブロック（文献 43）より転載） 

 

 

  



 17

3-5. 面誘導方式バリアフリー歩道の取り組みの位置付け 

 既往の研究・事例の整理より，面誘導方式バリアフリー歩道の位置付けを確認する．以下，①異な

る舗装を用いた視覚障害者，②計画段階からの障害者の参加，③地元の歩道・使いこなしという条件，

④全盲者の誘導機能，の４点について述べる． 

 

①異なる舗装を用いた視覚障害者の誘導 

 面誘導方式バリアフリー歩道は，2-3-3 で述べた「異なる舗装を用いた視覚障害者の誘導」に位置

付けられる．屋外歩道では，太田らの一連の研究しか行われておらず，実施例は管見の限り見受けら

れない．このため，面誘導バリアフリー歩道の開発研究を進めることで，屋外空間におけるバリアフ

リー整備に対する有益な知見が得られる． 

 

②計画段階からの障害者の参加 

 面誘導方式バリアフリー歩道は，2-4 で述べた「計画段階からの障害者の参加」により誘導用ブロ

ックの課題を把握して，その解決に向けて取り組んだ事例として位置付けられる．視覚障害者と車い

す利用者が参加することで，全盲者と車いす利用者のニーズが重なることによる課題，視覚障害者自

体にも課題が残されていることを把握して，その解決策を検討・検証した． 

 

③地元の歩道・使いこなしという条件 

 2-1-2 で述べたように，面誘導方式バリアフリー歩道は，地元の歩道という条件で視覚障害者はそ

の誘導機能を習熟していると想定している．既往の知見を参考に，誘導用ブロックやその他のバリア

フリー対策，面誘導方式バリアフリー歩道の住み分けを整理した（表 3-5）． 

 誘導用ブロックは，屋内外限定せず足裏で検知する試験により，その突起・形状が JIS 規定されて

いる．屋内建築空間においては，屋外よりも比較的安全という理由から，先行して研究が行われてお

り，実施例も多く確認できた．屋内での実施例として具体的には，視覚障害者，車いす利用者，高齢

者がともに利用する福祉施設などが挙げられる． 

 屋外歩道においては，太田らのゴムブロックの開発研究が挙げられる．太田らは，当初ゴムブロッ

クの設置場所を横断歩道としていた．しかし，研究の途中からキャッチブロックとしての利用を想定

した研究に切り替えている．この要因の１つとして，屋外歩道において も危険だと考えられる横断

歩道は，充分な誘導性能がなければ重大な事故に繋がる危険があるからだと予測する． 

 3-2-1 で述べた通り，誘導用ブロックの屋外における設置状況は，特定経路への設置が推進されて

いるが必要 低限に留まっている．その一因に誘導用ブロックを必要としない人にとってバリアにな

ることが挙げられる．特定経路は主に市街地を中心に設定されることが多く，地元の歩道という条件

の面誘導方式バリアフリー歩道は，誘導用ブロックの補完的なバリアフリー対策としても検討可能だ

と考える． 
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表 3-5 地元の歩道 

 

 

 

④全盲者の誘導機能『粗度差』 

 2-3-3 で述べた通り，異なる床・舗装を用いた視覚障害者の誘導では，全盲者への手掛かりとして

『弾性差』『摩擦差』『凹凸の変化』『音の違い』の４つの考え方が挙げられた． 

 面誘導方式バリアフリー歩道の『粗度差』について，既往の知見をもとに分析してみると， 

『摩擦差』：「二次製品特有の表面」と「現場施工の木ゴテ仕上げ」 

『凹凸の変化』：「インターロッキングブロックの目地」と「目地無しのコンクリート」 

が関係していると考えられる．つまり，『摩擦差』と『凹凸の変化』を総称したものが『粗度差』であ

ると捉えられる． 

  

環境

設置場所 病院・福祉施設 屋外〜受付まで 公共交通施設 歩道一般部（地元の歩道） 歩道一般部（市街地） 境界部 横断歩道

現状

誘導用ブロックの設置

により、必要としない人

にとってはバリアになる

誘導用ブロックの設置 誘導用ブロックの設置 地方自治体の定めるバ

リアフリー重点整備地区

の特定経路に設置を推

進

点状ブロック エスコートゾーン

想定される

利用者

視覚障害者、車いす利

用者、すり足の高齢者

など

多様な利用者

初めての視覚障害者な

ども

地元の障害者

使いこなしが想定される

多様な利用者

初めての視覚障害者な

ども

安全性
ホーム等は大変危険 車道と歩道の切り替え

を

車が通るため大変危険

屋内建築物（床） 屋外歩行空間（舗装）
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3-6. 粗度差の定量化 

 本研究では，面誘導方式バリアフリー歩道のこれまでの取り組みで定量化していなかった『粗度差』

の定量化について検討した．既往研究や基準を整理したところ，道路の整備ガイドライン 1）の基準値

（輝度比 1.5〜2.5）のように，「数値としてこれだけ粗さの違いがあれば全盲者は歩ける」という基

準値は無いことが分かったため，既往の知見や滑り抵抗値測定業者へのヒアリング結果をもとに可能

な限り定量化した．粗度差の計測結果は 4-7 で述べるため，ここでは，既往の知見を整理しておく． 

 

3-6-1. 床・舗装の性能評価方法 

 定量化にあたってまず，建築分野で床のすべりに関する研究を約30年行ってきた小野，横山ら 44)  45)  

46)  47)  48)の研究を取りまとめた建築防災での記事 49)を参考にして，床・舗装の性能評価方法について，

以下に説明する．この性能評価方法を考慮して，『粗度差』の定量化を行う． 

 

 まず，ある測定方法の結果が，床・舗装の「物性値」か，使用者の評価と関係する「性能値」か，

区別しなければならない．性能値とは，使用者にとってのモノの良し悪しを定量的に表すものである． 

 例えば材料の強度や，コンクリートのスランプなどは，性能ではないということになる．使ってい

る材料の強度や，施工のしやすさなどは，使用者にとってさほど重要なことではない．それらを使い，

所定の労力を投入した結果，完成するモノの良し悪しが，使用者にとって重要なのである．これら使

用者にとっての良し悪しとは直接関係しないものを「物性」と称し，「性能」とは明確に区別する．性

能に基づいた床の選択は，当然の事ながら，物性を表す「物性値」ではなく，性能を表す「性能値」

に基づいて実践されることとなる． 

 性能評価方法と物性試験方法では，その目的はや具備すべき条件が大きく異なっており，物性値が

開発者のための指標と位置付けられ，性能値が使用者のための指標と位置付けられ，両者の関係を把

握することが開発者にとって必要なノウハウとみなすことができる． 

 性能に基づく床の選択，設計を実践するためには，性能ごとに，妥当な性能評価方法が整備されて

いる必要があり，性能評価方法が具備すべき要件の 3点は以下である．． 

Ⅰ．エンドユーザーにとっての良し悪しを定量的に表せなければならない． 

Ⅱ．材料，構法のいかんに関わらず，共通に適用できなければならない． 

Ⅲ．実際に使用に供される状態，すなわち有り姿での評価ができなければならない． 

I．性能の定義そのものである．Ⅱ．性能評価方法は，一般的な物性試験方法のように，特定の材料，

構法のみにしか適用できない方法では意味がないということである．Ⅲ．床などの建築部位は通常複

数の材料の組み合わせで構成されているが，部位を構成する物性から，それらを組み合わせた性能を

予測するのはほとんど困難だということである． 

 異なる床・舗装を用いた視覚障害者誘導の既往研究における定量化では，床単体では無く，床と床

の組み合わせを定量化するべく研究が進められており，それらは使用者である全盲者が認識できるか

できないかという性能値に関する定量化である．「粗度差◯◯以上あれば全盲者は認識できる」という

性能値があれば，その性能値を満たす床の組み合わせを選択すれば良いということになる．  

 

 妥当な性能評価方法は，図 3-2 に示すように，性能値を測定するための「測定方法」と，測定され

た性能値を照合して評価するための「評価指標」から構成されている． 

 視覚障害者のセンサー（視覚・足裏・白杖）と床・舗装には様々な関係がある．その様々な関係と
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視覚障害者の官能評価を結びつけるのが性能値であり，視覚障害者の官能評価と性能値の定量関係を

提示したものが，評価指標である． 

 例として，輝度比の測定方法と評価指標について述べる．弱視者が色の違いを認識する「センサー」

は視覚であり，視覚を標準化したものが輝度比計となる．その輝度比計で舗装の輝度比を測定する．

測定した輝度比に対して，①弱視者が視認できる（輝度比が大きくなるほど弱視者の官能評価は良く

なる），②健常者にとって違和感が無い（輝度比が大きくなりすぎると健常者の官能評価は悪くなる）

という２つの官能評価を同時に満足する範囲が輝度比 1.5〜2.5 であるという「評価指標」が確立され

ている．そのため，輝度比の測定結果（性能値）を評価指標に照らして，輝度比（色の違い）につい

ての評価ができる．  

 

 

図 3-2 性能評価方法の概念図（文献 50）を参考に筆者作成） 
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3-6-2. 床・舗装の滑りやすさ 

 次に床・舗装の滑りやすさの性能値（以下，滑り抵抗値）に関わる研究・事例・基準を整理する．

床・歩道の表面が平滑すぎる場合滑って転倒する危険があり，安全性を考える上で滑りやすさの性能

評価方法に関する研究が行われている 50）51）52）． 

 土木学会舗装工学委員会歩行者系舗装小委員会 50）51）は，「滑り抵抗性に関する既往研究の調査結果」

と「世界各国のすべり抵抗性試験方法の調査結果」，「（独）都市再生機構 戸頭住宅構内に施工された，

各種の舗装におけるすべり抵抗性測定結果と歩行者アンケートの調査結果との関係性」ならびに「歩

行者系舗装のける各種すべり抵抗値の基準値の目安に関する考察」を報告している 50) 51）．世界中に

様々な基準や測定器があり，この報告の中でも 11 個の試験器が紹介されている．現在，設計を行うた

めの指標および目標値が必ずしも明らかになっていない． 

 本研究では，それらの中でも屋内床・屋外舗装の代表的な２つのすべり抵抗値（C.S.R と BPN）を測

定する試験器の研究・基準を整理した（表 3-6）．現在の日本のガイドラインや基準について，屋内床

では C.S.R が採用され，屋外舗装では主に BPN が採用されている場合が多い． 

 

①BPN（滑り抵抗性） 

 舗装道路で車輌がブレーキをかけたとき適切な距離内で停止できるように，十分な摩擦を与える混

合物の表面能力のことで，アスファルト量が多すぎると急激にすべりやすくなる．アスファルト混合

物やセメントコンクリートで舗装した路面のすべり抵抗性を測定するために，「振子式スキッドレジス

タンステスタ"Portable Skid Resistance Tester"」が用いられる． 

 振子式スキッドレジスタンステスタはイギリスで開発された方法で，この方法で測定された値を

BPN(British Pendulum Number)と呼ぶ．この値は摩擦係数の約 100 倍に当たるが，路面温度や使用ゴ

ムの材質によって測定値が大きく左右されるため，温度補正をする必要がある．測定は振り子の原理

を応用した方法で，振り子形の重錐を路面に滑走するように振り下ろした時に生ずるエネルギーの損

失を測定する． 

 BPN は，走行車両の安全性を担保する性能値であり，一般には自動車の走行速度 30 マイル(約

50km)/h の横滑り摩擦係数と相関があるといわれている（路面は湿潤状態）．BPN 測定器は，携帯性や

汎用性が高く人の足裏による滑りやすさともある程度の相関性はあるため，日本道路協会の「舗装設

計施工指針」53）や神戸市の「バリアフリー道路整備マニュアル」54）では，歩道において「BPN40 以上

（湿潤状態）」としている． 

 

②C.S.R（滑り抵抗係数） 

 すべりを測定するための試験機（O-Y・PSM/ONO・PPSM）は，東京工業大学の小野・横山らにより研

究開発されたもので，人の歩行開始時に蹴り出す状況を測定器で再現しているため，他の試験方法に

比べ，人が歩いた時の感覚を も忠実に数値化できるといわれている．東京都の「福祉のまちづくり

条例 施設整備マニュアル」55）に，すべり抵抗係数（C.S.R）値が採用されたことに続き，国土交通省

の発行する「高齢者，障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（以下，建築設計標準）」56）

でも推奨 C.S.R が記された．例えば，下足を履く建築空間では「C.S.R0.4 以上」が滑り抵抗性の基準

値である． 

 

③床の滑りやすさの性能評価方法 



 22

 3-6-1.で述べた通り，すべり抵抗値 C.S.R に関する研究は，小野・横山によって約 30 年前から行わ

れており，その「性能評価方法」も示されている．横山は，床のすべりを測定できる試験機は現在世

界中に 100 種類存在すると述べた上で，滑りに関する研究として，すべると感じる床をすべる床，す

べらないと感じる床をすべらない床と定量に評価できる方法，つまり，すべりの性能評価方法を確立

した例は，小野の研究成果以外見当たらないと述べている 49)． 

 また，横山は，すべりの性能値を測定するための試験機の開発において考慮した事項について以下

のように記述している． 

 すべりには，材料間の摩擦の他に，床と履物底（あるいは足裏）の変形や食い込み，ひっかかりな

どが大きく影響する．したがって，妥当な試験機を開発するためには，物理の教科書では摩擦係数位

に影響しないとされている，床の履物底の接触面積や，両者の接触面に作用する直交方向の荷重など，

様々な荷重条件を使用者の動作時と近似させる必要がある． 

 すべりの性能評価方法の「測定方法」と「評価指標」について述べる． 

 すべりの測定方法としては，小野 44)  45)  46)  47)により，試験機の開発にあたって考慮すべき条件と

近似した状況をつくり，すべりの性能値を測定する試験機 O-Y・PSM を開発した．そして，すべりの程

度が異なる 13 種類の試料床を用い，官能検査を実施して各試料のすべりやすさ（にくさ）の度合を表

す“すべり感覚尺度”を構成するとともに，O-Y･PSM を用いてすべり抵抗値 C.S.R（すべりの性能値）

を測定し，C.S.R とすべり感覚尺度が良い対応を示していることを確認し，O-Y･PSM の有効性を確認し

た．現在，使用者のすべり感覚と対応することが学術的に証明されている試験機は，O-Y･PSM とその

携帯型試験機 ONO･PPSM のみである． 

 すべりの評価指標としては，すべりの異なるいくつかの試料床を用い，官能検査を実施して各試料

床の安全⇔危険を７段階評価で評価した「評価尺度」を構成するとともに，C.S.R を測定して，その

対応を示している．すべりの推奨値（案）48）は，７段階評価の中間である「（安全・危険の）どちら

ともいえない」を許容基準として C.S.R の基準をそれぞれの床材や用途毎に提案している． 

 滑り試験機（O-Y・PSM/ONO・PPSM）により出力される数値が C.S.R（すべり抵抗係数）と呼ばれ，実

際の人の歩行動作に伴う“すべり”を も適切に表現できる評価指標として考えられている． 

 

④屋外における C.S.R の測定実績 

 C.S.R は足裏による滑りやすさの感覚を示すことから，近年では屋外歩道でも測定されるようにな

り 57），BPN と C.S.R との相関関係を調べる研究も行われている 50）52）．久下らは，屋外舗装の滑りやす

さの基準として「C.S.R0.5 以上」を示している 52）． 

 

 粗度差の定量化の話題から少し逸れるが，本研究では Type B のウッドデッキについて雨天時の滑り

やすさに不安があったため，BPN と C.S.R を計測して，それぞれの基準値（BPN40 以上，C.S.R0.5 以

上）を満たしているかも確認した（5-1-3 で後述）． 
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表 3-6 BPN と C.S.R の整理 

 

 

 

  

振り子式スキッドレジスタンステスタ BPN 東工大式すべり試験器(O-Y･PSM,ONO･PPSM)

BPN C.S.R

湿潤状態における車の滑りの性能評価方法 人のすべりやすさに関する性能評価方法

車の湿潤状態におけるすべりを測定する

1960年代からで屋内外使用。道路協会等も保持。 1982年から研究開始。2008年建築学会として推奨値が

取りまとめられ、2014年、国交省の屋内におけるガイド

ラインとして採用。

2013年から、防滑協会による測定開始（駅コンコース、

屋外タイル舗装）

国交省ガイド

ライン：数値

【2014年改訂】

C.S.R0.4以上（履物着用で敷地内）

その他：基準
【2009　東京都バリアフリー条例】

研究
【2008 建築学会推奨値（案）】

C.S.R0.4以上（履物着用で敷地内）

国交省ガイド

ライン：基準

その他：基準
【自治体】BPN40以上（歩道・湿潤状態）

　　　　　　BPN60以上（車道・湿潤状態）

研究
【2000　久下ら】

C.S.R0.5以上

湿潤 × ◯

乾燥 ◯ ◯

車 ◯　本来の目的　 ✕

人 △　本来の目的ではない ◯

床（建築） △　 ◯　各種床材メーカーが計測

舗装（土木） ◯　1980年から △　近年に屋外歩道でも測定が始まった。

・本来の目的は、湿潤状態における車の滑りやすさの性

能値の測定方法。

・携帯性や汎用性も高く、人の滑りやすさとの相関もある

程度あり、歩道においても数値基準が設けられた。（国

土交通省のガイドラインの参考値として採用されてはい

ない。）

・人のすべりやすさの官能評価との相関は、

　BPN＜C.S.R

・元々、建築床における人の足裏のすべりやすさを定量

的に評価するために開発されたすべりに関する性能評

価方法。

・近年、建築床のみなでなく、屋外歩道の測定も行われ

始めた。

・人の滑りやすさの官能評価との相関は，

　BPN＜C.S.R

屋内

床

屋外

舗装

測定条件

性能評価

使用実績

総括

試験器

滑り抵抗値

写真

概要

本来の目的

歴史
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3-6-3. 粗度差の性能評価方法 

 3-3-3 で示した表 3-4 全盲者の誘導機能，3-6-1 で示した図 3-2 性能評価方法の概念図，小野の研究

成果のグラフ 48），の３つの既往の知見を並べた表 3-7 と，それらの既往の知見を補完するために行っ

たヒアリング結果をもとに，粗度差の性能評価方法（測定方法と評価指標）について述べる． 

 

①粗度差の測定方法 

 異なる床・舗装の研究において，全盲者への誘導の手掛かりは『摩擦差』『凹凸の変化』『弾性差』

『音の違い』の４つあった．2-5.で述べた通り，『粗度差』は，『摩擦差』と『凹凸の変化』を総称し

たものであると捉えられる． 

 『凹凸の変化』は，足裏と白杖で官能評価を比較した場合，白杖の方が認識しやすいため 32），白杖

の方が認識しやすいと考えられる．性能評価方法について，測定方法は加速度計による白杖の振動計

測であり，評価指標は白杖の上下動の差 1.4mm 以上が推奨されている 26）． 

 『摩擦差』は，足裏と白杖で官能評価を比較した場合，白杖より足裏の方が認知しやすいことが多々

あるため 32），どちらかというと足裏の方が摩擦差を認識しやすいと考えられる．性能評価手法につい

て，表3-7の③摩擦の異なる床仕上げ材間の識別容易性に関する研究 30）では，摩擦係数が測定された．

研究者である小林氏に，測定方法の選定理由についてヒアリングしたところ，「（2009 年）当初 C.S.R

の使用も考えたが，C.S.R は滑りによる転倒しやすさなどを表すものであり，この研究で着目してい

る足裏による識別とは異なると考えて摩擦係数を用いた．」とのことだった．また，⑦感触の異なる摩

擦仕上げ材による視覚障害者の誘導性能に関する研究-誘導性能に関わる要因の定量化-26）では（2011

年），白杖による認知の測定方法を検討するために C.S.R を計測した理由についてヒアリングしたとこ

ろ，「③の検証結果より，C.S.R でも床材の評価が可能であると考えた．」とのことだった． 

 しかし⑦の検証結果では，白杖による認知と滑り抵抗係数 C.S.R の相関は見られないことが確認さ

れた．その理由は，C.S.R は足裏と舗装の関係を表す性能値であり，荷重が 0.2-0.3kg の白杖と舗装

の関係を表す性能値では無かったからである．このことより，「白杖による認知」と「足裏による認知」

の測定方法は別々に考える必要があると示唆される． 

 ⅰ.「白杖による認知」と「足裏による認知」の測定方法は別々に考える必要があるⅱ.摩擦差は白

杖より足裏の方が認知しやすいことが多々ある，ⅲ．足裏の滑りやすさの性能値は C.S.R 値であり，

近年屋外舗装においても C.S.R の測定実績がある，という３つの理由より，『摩擦差』の測定方法とし

て，C.S.R の差を計測するのが妥当ではないかと推測する． 

 

 以上を踏まえて，『粗度差』の定量評価の測定方法として，主に白杖と凹凸の変化には「加速度計に

よる白杖の振動計測」，主に足裏と摩擦差には「C.S.R の差の計測」が妥当ではないかと推測する． 

 

②粗度差の評価指標 

 粗度差の評価指標について述べる． 

 表 3-7 の上段に緑色の文字で示しているように，主に白杖と凹凸の変化に関する「加速度計による

白杖の振動計測結果」として，白杖の上下動の差 1.4mm 以上を推奨している 26）．白杖の上下動の差（床

と床の特性の差）が大きくなるほど，誘導性能は良くなる． 

 次に主に足裏と摩擦差に関する「C.S.R の差の評価指標」について述べる．表 3-7 中の２つのグラ

フのうち左側は，小野の研究成果 48）のグラフを載せている．横が C.S.R で縦が安全⇔危険を表してい
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る．このグラフは，評価指標を検討するために右のグラフのように読み替えることができ，C.S.R の

差が大きくなるほど，誘導性能も良くなると考えられる．そして，C.S.R の差がどの程度あれば良い

のかという参考値について，東京都の福祉のまちづくり条例と C.S.R 測定業者（国土交通省認可協同

組合防滑業振興協会）へのヒアリング結果をもとに述べる． 

 東京都の福祉のまちづくり条例には，「突然滑り抵抗が変化すると，滑ったりつまづいたりする危険

が大きい」と記されており，H25 年改定前には，「同一の床において，滑り抵抗に大きな差（C.S.R の

差で 0.2 以上）がある材料の複合使用は避ける」という C.S.R の差の具体的数値に関する記載もあっ

た．これらの事情に詳しい C.S.R の測定業者に，この条例の変更と「どの程度 C.S.R の差があれば，

人は床や舗装の違いを足裏で認識できるのか」伺った． 

 C.S.R 測定業者からは，「C.S.R の差 0.1 では，足裏で分かるか分からないかくらい．0.2 になると

分かる．ただし，C.S.R の差 0.2 といっても，「0.2-0.4 の場合」，「0.4-0.6 の場合」は違う．床の滑

りやすさの基準「C.S.R0.4 以上」は，多くの回答者から「（安全，危険）どちらともいえない」とい

う答えをもらった性能値で，その半分である 0.2 の感覚は 0.4 よりも倍の滑りやすさに感じる．逆に

0.6 の感覚は，0.4 よりも 1.5 倍程度の滑りにくさになる．「0.6-0.8 の場合」は同じ C.S.R の差 0.2

と言ってもより違いが分かりにくいだろう．」とのことだった．東京都のバリアフリー条例から「C.S.R

の差 0.2」という数値的な記載が消えたように，同じ C.S.R の差 0.2 でも「0.2−0.4 の場合」「0.4−0.6

の場合」「0.6−0.8 の場合」で官能評価が異なる（このことは，小野の研究成果のグラフにも当てはま

る）．そのため，C.S.R の差は，小野の研究成果のグラフと C.S.R の差 0.2 以上という一応の参考値の

２つを評価指標として用いる． 

 

 以上，①粗度差の測定方法，②粗度差の評価指標で述べたように内容を整理する，本研究では、主

に白杖と関係する凹凸の変化について，測定方法は「加速度計による白杖の振動計測」，評価指標は，

「白杖の上下動の差 1.4mm 以上」とする．主に足裏と関係する摩擦差について，測定方法は「C.S.R

の差の計測」，評価指標は「小野の研究成果のグラフ」と「C.S.R の差 0.2 以上という一応の参考値」

とする． 
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3-7. インターロッキングブロックの目地による車いす利用者への影響 

 面誘導方式バリアフリー歩道は，インターロッキングブロックやウッドデッキを用いているため，

ブロックやデッキ材間の目地に生じる．これらの目地は，車椅子利用者の乗り心地に大きな影響を与

えるため，目地が車椅子利用者の走行に与える影響や数値基準・既往研究・事例について整理する． 

 

①基準や既往研究 

 道路の整備ガイドラインでは，目地に関して数値基準は示されていない．「舗装性能評価法別冊」58）

では，「路面段差：ブロック等を使用した舗装の目地部の段差（高低差）」について，インターロッキ

ング舗装の場合には歩道の施工管理の出来高基準として 3mm，補修の基準として 大 5mm を示してい

る．その他目地幅などについては言及されていない． 

 

 既往研究について述べる．ブロック系舗装の目地が車いすの振動に及ぼす影響については，牧ら 59）

や藤原ら 60），坂口・秋山 61）によって検討が行われている．また，久下ら 62）は歩行者に及ぼす影響に

ついて，高齢者の歩行解析とブロック系舗装の段差実態の調査結果を行って，目地部分が高齢者のつ

まづきの原因となることを明らかにし，目地部段差の許容値を示している． 

 牧ら 59）は，目地幅，目地間隔，目地部段差の異なる試験路について，車いす前輪の軸上に垂直方向

と水平方向の加速度計を取付けて走行時の応答を測定した．そして，周波数分析と振幅積分値を用い

て路面凹凸の評価を行ない，振幅積分値は目地幅に影響され，目地幅が大きく，段差が大きいと振幅

積分値が大きくなること等を明らかにしている．また，体重と走行速度の影響についても検討し，体

重の影響はほとんどないこと，走行速度が一定であれば凹凸の相対的な評価が可能であることを示し

た． 

 藤原ら 60）は，ブロック舗装を通行する車いすの振動について，振動加速度の測定および車いす一人

体系の振動モデルを用いた数値解析を行い，ブロック幅が小さく目地幅の大きいブロック舗装ほど車

いす利用者にとって不快な振動を生じさせる傾向があることを示している． 

 坂口・秋山 61）は，車いす後輪の車軸に鉛直方向の振動センサーを取付け，各種舗装材料の歩道を走

行した時の車いすの振動レベルを求め，インターロッキングや透水性舗装を通行した時の車いすの振

動を評価している． 

  

 以上の研究では，ブロック系舗装の目地と車いす振動の関係を概ね明らかにしてはいるものの，車

いすの挙動については解明されておらず，車いすの乗り心地に配慮したブロック寸法や目地幅に関す

る具体的な言及もない． 

 岡村ら 63）は，①車いすの挙動と②乗員の乗り心地に着目した研究を行っている．あるタイル舗装の

走行試験を行い，①車いすの挙動について，歩道走行時の車いすの前輪と後輪付近の３軸方向振動加

速度を測定し，車いす振動の基本特性を明らかにした．②乗員の乗り心地として，測定した車いすの

振動加速度を用いて，車いすの加速度レベルと人体の振動感覚補正特性を考慮した振動レベルを算出

し，「振動規制法等」で人体に有意な生理的影響が生じるとされている上下方向の振動レベル 90dB を

基準値として，路面凹凸の評価を試みている． 

 その後，ブロック寸法，目地幅，目地深さの異なる８種類のタイル舗装を走行した時の振動加速度

を測定し，タイルの目地部分を通過する時の車いすの挙動と乗り心地について考察した．結果として，

目地が小さく，目地間隔が大きいタイル舗装のほうが振動レベルは小さくなり，車いすの乗り心地も
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よくなると指摘している．また，任意のタイル舗装における車いすの振動レベルの推定法を提案し，

その有効性を確認した．提案した手法を用いてタイル舗装の目地幅及び目地間隔と振動レベルの関係

を検討することにより，車いすの乗り心とに配慮したタイル舗装の目地幅と目地間隔の数値に具体的

に言及している 64）． 

 その後，「路面段差」の目地幅や目地間隔だけでなく，目地部の段差（高低差）や「平坦性」の異な

る試験路６種類の試験舗装を用いた試験を行った．結果として，「路面段差」に関して，「舗装路面性

能指標別冊」に記されている目地部の段差（高低差）だけでなく，目地幅やブロック寸法も性能指標

として検討すべきであることを指摘している．また，ブロック表面の面取りによる凹凸がある場合に

は，それらの幅や間隔についても検討する必要があることを指摘している． 

 

 以上のように既往研究について，定量試験は充分に行われているものの，乗り心地の評価は規制で

示される基準値のみにとどまっている．実際に車いす利用者による歩行試験も見られず，目地幅や目

地間隔が乗員にとってどの程度影響を与えるのか明確にはなっているとは言えず，今後の研究課題で

ある． 

 

②溝切インターロッキングブロック 

 上記のように，インターロッキングブロックの目地が車いす利用者の走行に影響を与えることが指

摘される中，近年では，目地幅がより小さくなったインターロッキングブロックの販売が進んでいる．

また，目地を小さくするだけでなく，表面に細い溝切を施したインターロッキングブロック（以下，

溝切インターロッキングブロック）の販売も進んでいる． 

 

 溝切インターロッキングブロックとは，車いす走行の振動を低減するために開発されたインターロ

ッキングブロックである（写真 3-8）．目地幅の大きい普通インターロッキングブロック舗装の場合，

目地によって発生する一定周期毎の不快な振動が車いす走行にとって不快である．溝切インターロッ

キングブロックは，ブロック間の目地幅をできる限り小さくし，ブロック表面にも同じ細かな幅の擬

似的な目地を設けている．その結果，車いすに伝わる振動が走行に気にならない程度の小さな連続し

た微振動になり，車いすの走行性が向上する．また，健常者に対しては，歩行中にスリットの効果で

摩擦抵抗が増し，滑りにくくなるという効果もある 65）66）．溝切インターロッキングブロックは，2000

年に日本興業のバリアフリーペイブが販売されたのを皮切りに，現在コンクリート２次製品メーカー

各社から販売されている． 

 本研究では，Type Aの試験舗装において溝切インターロッキングブロックを用いた（4-2-2で後述）． 

 

写真 3-8 溝切インターロッキングブロック（太平洋プレコン工業） 
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3-8. 先行研究と本研究の位置付け 

 面誘導方式バリアフリー歩道のこれまでの取り組みについて，当景観研究室はバリアフリーの専門

外ながらも，検討チームの全盲者，弱視者，車いす利用者メンバーとともに議論を重ね実際に試験舗

装をつくり，実地歩行テストを中心に進めてきた 67）68）69）70）．そのため，バリアフリー研究や事例の

レビューはあまりされていなかった． 

 筆者は 2012 年に当研究室に所属してから，Type A，Type B の事後検証に携わっており，同時に面

誘導方式バリアフリー歩道の開発に関係する既往の研究・事例のレビューも行ってきた 65）．本研究は，

既往の知見を整理し，それらの知見を踏まえながら進めた Type A ・Type B の事後検証が一段落つい

た時点までをまとめたものである． 

 既往研究を整理した結果，全盲者，弱視者，車いす利用者と個別の障害者を対象とした研究は進め

られているが，それぞれの障害者の共存を探る研究は少なく，検証の方法も確立されていない．その

ため本研究の検証は，結果のみではなくその方法についても反省し改善しながら進めた． 
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第４章 Type A （ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ＋コンクリート）の検証 

 

 

 本章から本研究の検証の中身について述べる．ここでは，Type A の検証方法と結果について述べる． 

 

4-1. Type A の検証の概要 

 本研究では，検討チームが中心的に議論してきた汎用舗装を用いた Type A の検証から行った． Type 

A の検証の流れは複雑であるため，その概要を述べる．まず，検討チームと完成した歩道を歩く予備

調査を行ったところ，歩道が検討チームの設計通りに施工されていない問題が判明した 1)．そこで，

試験舗装を作成して（4-2），その試験舗装にて一般の障害者による歩行試験を行った（4-4，4-5，4-6）．

試験舗装の定量試験としては，これまで検討段階でも計測してきた輝度比を歩行試験前に計測した

（4-3）．歩行試験後には粗度差の定量試験として，3-6 粗度差の定量化で述べた C.S.R の差を計測し

た（4-7）．弱視者のみ，見通しのきく条件下で輝度比の評価をしてもらうために，距離の短い試験舗

装だけでなく現地歩道でも歩行試験を行った（4-8）． 

 

 Type A の検証の実施日時と参加者を表 4-1 に示す．歩行試験の被験者数は，「JIS Z 9080:2004 官能

評価分析-方法」2）や３章で述べた既往研究を参考にして，対象者毎にそれぞれ５名程度確保するよう

に配慮した． 

 JIS Z 9080:2004 官能評価分析-方法によると，官能試験の評価者を 低でも 5 名としている．「異

なる床・舗装を用いた視覚障害者誘導の既往研究」や「車いす走行による官能評価試験の既往研究」

の被験者数を表 4-2 に整理した．まず，全盲者，弱視者，車いす利用者の３者同時に歩行試験を行っ

たのは，太田らの研究のみである．その被験者数は，全盲者 14 名，弱視者 5名，車いす利用者 3名で

あった．全盲者と弱視者，全盲者のみ，弱視者のみ，を対象とした試験では 10 名程度の被験者数が多

かった．車いす利用者については、実際に車いす利用者が走行して官能評価する既往研究は少ない． 

 以上のように，障害者に歩行してもらう既往研究の被験者数は少ない．障害者の方々に参加しても

らう試験では，１人１人に対して安全に配慮する必要があるため，この程度の人数規模で歩行試験を

行っている．本研究では 1回の歩行試験につき，全盲者 5名，弱視者 5名，車いす利用者 5名程度の

被験者を基本としつつ，検証の目的に合わせて被験者数を調整した． 
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表 4-1 Type A の検証の実施日時 

 

 

 

表 4-2 既往研究の被験者数 

 

 

 

  

内容 参加者 日時 場所

2012.11.16 14:00-16:00
2012.11.29 15:00-17:00 栄上為石線

2013.1.8    14:00-16:00 長崎市ハートセンター

一般の障害者による歩行試験 車いす利用者５名，弱視者８名，全盲者６名 2013.11.7  13:30-17:30
試験舗装
（長崎市クリーンセンターグラウンド）

現地歩道での弱視者の歩行試験 弱視者４名
2014.11.6  14:00-14:30
2014.11.29 13:00-14:00

栄上為石線

全盲者メンバー１名，弱視者メンバー１名，
車いす利用者メンバー１名，九大景観研

検討チームとの予備調査と協議

全盲者 弱視者 車いす利用者

2009小林ら(10名) 1995坂口ら4名

1999高井ら１５名

2000高井ら１２名

2008北川ら健常者4名

試験舗装を実際に歩行する試験

2005太田ら　視覚障害者11名　歩行後の話し合い

2006太田ら　全盲8弱視1 計9名

2011太田ら　全盲6弱視4計10名

白杖による検知試験

2011淺井ら　視覚障害者7名

2008太田ら　全盲14弱視5車いす3　3者の話し合い　ガイドヘルパー等の晴眼者11名
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4-2. 現地歩道の問題点と試験舗装の作成 

 検討チームと完成した歩道を歩く予備調査を行った結果，全盲者への粗さの違いが分かりにくいこ

とが判明した．その原因は，当初の設計通りに施工されていなかっためである．そこで，試験舗装を

作成して，一般の障害者による歩行試験を行うことにした．更に，粗度をより大きくするために検討

チームと協議して，インターロッキングブロックは溝切インターロッキングブロックに変更した．こ

こでは，予備調査で見つかった問題と試験舗装の作成について述べる． 

 

4-2-1. 現地歩道での検討チームとの予備調査 

 2012 年 11 月 26，29 日に，検討チームの車いす利用者メンバー１名，全盲者メンバー１名，弱視者

メンバー１名と当研究室で，完成した歩道を歩く予備調査を行った 1）． 

 予備調査では，全盲者メンバーから「インターロッキングブロックとコンクリートの粗度差が分か

りにくく，ピンコロ石を頼りに歩行している．これでは，従来の線による誘導と同じである．」という

意見があがり，粗度差が分かりにくいことが判明した．その原因は，当初の設計では現場施工のコン

クリートの表面仕上げを滑らかな「木ゴテ仕上げ」にしていたが，実際の施工では粗い「箒引き仕上

げ」になっていたことが原因であることが明らかになった． 

 その後，検討チームと当研究室メンバーでの協議を行い，全盲者への粗度差の改善策として以下の

２点を踏まえて，試験舗装を作成することにした． 

改善策１：コンクリート表面仕上げは，設計通り「木ゴテ仕上げ」で施工をする． 

改善策２：更に粗度差をより大きくするためインターロッキングブロックを溝切型に変更する． 

3-7 で述べたように溝切インターロッキングブロックは，コンクリート２次製品メーカー各社から販

売されているため，全盲者メンバー，弱視者メンバーと相談しながら選択することにした． 

 改善策１・２を講じた試験舗装にて，一般の障害者を対象にした歩行試験を行う．改善策１・２の

詳細は，4-2-2 で述べる． 

 

4-2-2. 改善策 

 ここでは，改善策１・２の詳細を述べる.  

（1）改善策１：コンクリート木ゴテ仕上げ 

 コンクリート表面仕上げについて，写真 4-1 および写真 4-2 に木ゴテ仕上げの舗装面と箒引き仕上

げの舗装面の状況を示す． 

 当初の設計案では，コンクリート舗装部分は屋外のコンクリート舗装面の仕上げで一般に採用され

ている「木ゴテ仕上げ（比較的平滑な表面になるが滑りやすいことは無く，屋外の仕上げ面として一

般に用いられている）」とする予定だった．しかし，歩道整備事業が数年間工期延長するなかで県担当

者が替わり，その際に新担当者がスリップ等で転倒する事故を避けるため「箒引き仕上げ（微細な無

数の縞模様が表面に入るため，木ゴテ仕上げよりもかなり粗い仕上がりとなる）」に設計変更していた

ためであったことが後に判明した．新担当者が過去の経緯を知らなかったとはいえスリップ等で転倒

する事故を避けるために箒引き仕上げを選択したことは，歩道整備事業における行政組織の慎重な姿

勢の現れであり，それはそれで合理的な判断であったとも考えられる．しかし，木ゴテ仕上げで転倒

事故が多発するという報告は聞いたことが無く，試験舗装では当初の設計通り「木ゴテ仕上げ」とす

ることにした． 
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写真 4-1 木ゴテ仕上げの舗装面 

 

 

 

写真 4-2 箒引き仕上げの舗装面 
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（2）改善策２：溝切インターロッキングブロックの使用 

 インターロッキングブロック部の粗さをより大きくするために，普通インターロッキングブロック

の代わりに，3-7 で述べた「溝切インターロッキングブロック」を用いることにした（表 4-2）．表面

の細かい溝切により，歩行中の摩擦抵抗が増し滑りにくくなる効果，車いす利用者の目地部の振動を

低減する効果がある．ここでは，溝切インターロッキングブロックの選定について述べる． 

 

表 4-2 普通インターロッキングブロックと溝切インターロッキングブロック 

 

 

(ⅰ)溝切インターロッキングブロックの調査 

 溝切りインターロッキングブロックは，コンクリート２次製品メーカー各社から販売されている．

まず，インターネット検索やコンクリート二次製品メーカーへの電話ヒアリングによる市場調査を行

い，一般に流通している入手可能な８種類の溝切インターロッキングブロックが見つかり，５種類の

サンプルを取り寄せた． 

◯バリアフリーペイブ（日本興業） 

 ハートランドペイブ（久保田工業） 

◯アートスルー（太平洋プレコン工業）， 

◯オーシャンスリット（太平洋プレコン工業）， 

◯コルゲートシリーズ（太陽セメント工業株式会社）， 

◯セフティーペイブ（ユニソン）， 

 セフティベガス（ユニソン）， 

 テンダーペイブ（高見澤） 

※◯は取り寄せた溝切インターロッキングブロック 

 これらの溝切インターロッキングブロックは，「溝幅」「溝の深さ」，「溝のパターン」がそれぞれ異

なる．視覚障害者の認知に関係すると考えられる「溝幅」に着目すると，これらのブロックの溝幅は

３〜５mm 程度であったことから，溝幅の異なる以下の３種類を抽出した(表 4-3)．この３種類の中か

ら，検討チームの全盲者メンバー，弱視者メンバーとともに試験舗装に用いる溝切インターロッキン

グブロックを選定した． 

普通インターロッキングブロック

 200×100×60mm

（東洋工業）

溝切インターロッキングブロック

300×300×60mm

（太平洋プレコン工業）
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表 4-3 抽出した３種類の溝切インターロッキングブロック 

 

 

(ⅱ)試験舗装に用いる溝切インターロッキングブロックの選定  

 2013 年 9 月 4 日と 9月 11 日，検討チームの全盲者メンバー，弱視者メンバーに３種類の溝切イン

ターロッキングブロックのサンプルから試験舗装に用いるものを選定してもらった（写真 4-3）．その

方法は，溝切インターロッキングブロックとコンクリート平板を並べて足裏・白杖で粗さの違いを確

かめてもらい， も粗さの違いが分かりやすいサンプルを選定するというものである．また，その設

置の向きについても意見を伺った． 

 選定作業の結果，溝幅の大きい（4〜5mm）アートスルーの評価が も高く，「白杖では分かるが足裏

では分かりにくい．」という意見であった．溝の向きは，「進行方向と平行にすると白杖をスライドさ

せて溝を認識しやすい．進行方向と垂直にすると白状が溝にひっかかり歩きにくい可能性がある．」と

いう意見であった． 

１．アートスルー（溝幅4〜5mm，太平洋プレコン工業）

２．バリアフリーペイブ（溝幅4mm　日本工業）

３．オーシャンスリット（溝幅約3mm，太平洋プレコン工業）

図面無し 
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 以上より，溝切インターロッキングブロックとして「アートスルー」を用いることにして，設置の

向きについて，白杖をスライドさせて認識しやすいように，溝を進行方向と平行にすることにした． 

 

 

写真 4-3 検討チームによる溝切インターロッキングブロック選定の様子 

  

(ⅲ)車いす利用者５名による走行調査 

 溝切インターロッキングブロックは，車いす走行の振動を低減する舗装である．しかし，振動の低

減は溝の向きが進行方向と垂直に設置された場合に有効であるため，車いす利用者にとって問題がな

いか 終確認した． 

 2013 年 10 月 12 日，溝切インターロッキングブロックによる車いす利用者の走行への支障を確認す

るため，車いす利用者５名による走行調査を行った（写真 4-4）．本来なら検討チームの車いす利用者

メンバーと調査を行うところだが，体調を崩されており検討チームへの参加が難しくなった．そのた

め，糸島市社会福祉協議会あごらに協力いただき，車いす利用者５名による走行調査を行った． 

 調査方法は，車いす利用者に溝切インターロッキングブロック上（1.2×0.9m）を走行してもらい，

走行に支障がないか意見を伺うものである．溝の向きは，進行方向と a.平行の場合，b.垂直の場合ど

ちらも試した．走行中には，①溝に平行に走行している状態から曲がる際に，車輪が溝に引っかかり

曲りづらいことはないか．②溝に垂直に走行する際に，振動は不快ではないか．の２点を確認した． 

 走行調査の結果，５名全員から走行に支障がないことが確認された． 
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写真 4-4 車いす利用者によるアートスルーの走行調査の様子 

 

 以上の(ⅰ)溝切インターロッキングブロックの調査，(ⅱ)検討チームメンバーによる試験舗装に用

いる溝切インターロッキングブロックの選定，(ⅲ)車いす利用者５名による走行調査を踏まえて，溝

切インターロッキングブロックは，太平洋プレコン工業のアートスルーを使用することとした．設置

の向きについて，白杖をスライドさせて認識しやすいように，溝を進行方向と平行にすることにした． 

 

 

4-2-3. 試験舗装の構造・施工 

 ここでは，試験舗装の構造・施工と，改善策１・２がそれぞれどのように実現したのか，を述べる．

現地歩道から試験舗装への改善策は，以下の２点である． 

改善策１：コンクリート表面仕上げは，設計通り「木ゴテ仕上げ」で施工する． 

改善策２：インターロッキングブロックを溝切インターロッキングブロック（アートスルー）に変更

する．設置方向は，白杖を滑らせて溝を認識できるように，進行方向に対して溝が平行に

なるようにする． 

 

 試験舗装は延長 5.3m，幅 4.0m である（図 4-2）．民地側に溝切インターロッキングブロック，車道

側にコンクリート木ゴテ仕上げを設置する．試験舗装の構造は，現実の歩道と同じ状況を再現できる

ように出来る限り配慮した． 

 延長は，後述する歩行試験を実施できる距離を確保するため 5.3m にした．幅員は，道路構造令を参

考に，現在新しく歩道が施工される場合を想定して 4.0m にした（自転車歩行者道の交通量が多い道路

を想定）． 

 歩車道境界も実際の歩道に近い状況を再現するために配慮した．面誘導方式バリアフリー歩道では，

視覚障害者の車道への飛び出しを防ぐため，歩道にはアスファルト以外の舗装を用いている．試験舗

装では，車道のアスファルトの代わりとして，歩道の舗装とは感触の異なるコンクリート型枠用合板

を設置した．歩車道境界の段差について，一般的に選択されることの多いセミフラット型を想定して，

高さ 20mm 設けた（図 4-3）． 
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図 4-2 試験舗装平面図 

 

図 4-3 試験舗装断面図 

 

 試験舗装の施工場所として，歩行・走行試験の被験者を募りやすいように，長崎市内の障害福祉セ

ンター横にあるクリーンセンターのグラウンドを借用した（写真 4-5）．施工は，筆者の叔父にあたる

造園業者に協力してもらい，2014 年 10 月 29〜31 日の３日間で施工した．施工中の様子を写真 4-6 に

示す．施工手順の大まかな流れは，①周囲の縁石，②ピンコロ石，③コンクリート，④溝切インター

ロッキングブロック，である． 

 施工完了した試験舗装を写真 4-7 に示す．改善点１コンクリート木ゴテ仕上げは，写真 4-8 の仕上

がりになった．改善点２溝切インターロッキングブロックは，進行方向に対して溝が平行になるよう

に設置した（写真 4-9）． 
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写真 4-5 試験舗装の位置 

 

   

 

   

写真 4-6 試験舗装の施工の様子 

（左上①周囲の縁石，右上②ピンコロ石，左下③コンクリート，右下④溝切インターロッキングブロ

ック） 
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写真 4-7 施工した試験舗装 

 

 

 

写真 4-8 コンクリート木ゴテ仕上げ 

 

 

 

写真 4-9 試験舗装の舗装表面 

溝切インターロッキングブロック（左），ピンコロ石（中央），コンクリート木ゴテ仕上げ（右） 
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4-3. 輝度比の計測 

(１)輝度比計測の概要 

 道路の整備ガイドラインでは，誘導用ブロックの輝度比を 2.0 程度（1.5〜2.5）としている 3）．輝

度比計測では，溝切インターロッキングブロックとコンクリートの輝度比が，2.0 程度(1.5〜2.5)を

満たしているか確認する． 

 輝度比は，以下の数式で算出する．溝切インターロッキングブロックとコンクリートそれぞれの輝

度を測定した後，溝切インターロッキングブロックの輝度をコンクリートの輝度で除する． 

 

輝度比＝
溝切インターロッキングブロックの輝度 ��/�

コンクリートの輝度 ��/�  

 

(２)輝度測定の方法 

 道路の整備ガイドラインに示される JIS Z 9111-1988 道路証明基準 付属書 路面輝度測定方法に

従う．輝度計として，通常輝度計（コニカミノルタ LS-110）を使用するため，図 4-4 に示す方法で測

定する．それぞれ５回ずつ測定して，一番大きな値と小さな値をのぞいた３回分の測定値を平均して

各舗装の輝度とする．測定は，試験舗装での歩行試験当日の開始１時間前に行った． 

  

 

図 4-4 輝度比測定方法 

 

(３)輝度比の計測結果 

 輝度比計測結果を表 4-4 に示す．溝切インターロッキングブロックとコンクリートの輝度比は，日

向で 2.43，日陰で 2.88 であった．日向では，ガイドラインの基準を満たしており，日陰では基準を

少しはみ出しているものの，弱視者に対する輝度比は充分に確保できていると考えられる． 

 日陰の方で輝度比が大きかった理由は，２つの舗装とも輝度は小さくなるが輝度の減少割合が溝切

インターロッキングブロックの方が大きかったためである． 

 

表 4-4 溝切インターロッキングブロックとコンクリートの輝度比 

 

  

路面

輝度比

溝切インターロッキング
ブロック

コンクリート 溝切インターロッキング
ブロック

コンクリート

測定１ 2715 6139 1277 3508

測定２ 2562 7096 1197 3618

測定３ 2900 6609 1200 3449

平　均 2726 6615 1225 3525

2.43 2.88

日向 日陰
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4-4. 歩行試験の方法 

 2014 年 11 月 7 日 13:30〜17:30，一般の障害者（車いす利用者５名，弱視者８名，全盲者５名）を

対象とした試験舗装での歩行試験を実施した．  

 

4-4-1. 車いす利用者の方法 

 被験者には，①ピンコロ石を横断する，②溝切に平行して走行している状態から曲がる，③溝切に

垂直に走行する，④気になる場所を自由に走行する，という４種類のルートを走行してもらった．（図

4-8）被験者 1 人に対して，ヒアリング担当者 1 人がつき，走行してもらいながらヒアリング調査を随

時実施した．写真 4-10 に歩行試験の状況を示す． 

 ヒアリング項目として，「ピンコロ石は走行に問題はないか，誘導用ブロックと比べてどうか，溝切

インターロッキングブロックは走行に問題はないか」について尋ねた．また，被験者にはそれ以外に

気になった点は随時自由に発言してもらった． 

 所要時間は，走行時間とヒアリング調査合わせて１人当たり 10 分程度だった． 

 

    

 

図 4-8 車椅子利用者の走行ルート 
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写真 4-10 車椅子走行試験の状況 

 

 

4-4-2. 全盲者，弱視者の方法 

 試験手順として，(ⅰ)誘導機能の習熟，(ⅱ)単純歩行試験，(ⅲ)障害物歩行試験，と３段階で実施

して，(ⅳ)ヒアリング調査，(ⅴ)ビデオ撮影，と２つの調査を実施した．主なスタッフは，「介助者（被

験者１名に対して１名）」，「歩行試験の説明者１名」，「ヒアリング担当者１名」である． 

 

(ⅰ)誘導機能の習熟 

 被験者全員，面誘導方式バリアフリー歩道を歩行するのは初めてである．2-1-2 で述べたように，

面誘導方式バリアフリー歩道は地元の障害者が日常利用する歩道であり，全盲者はその誘導機能につ

いて習熟していると想定している．そのため，試験の 初に誘導機能について習熟してもらう時間を

設けた．具体的には，①口頭による説明と②介助者ありの歩行練習を行った． 

 ①口頭による説明では，介助者から面誘導方式バリアフリー歩道の開発経緯と設計意図について説

明する．②歩行練習は，設計意図の説明を受けた被験者に試験舗装を歩行してもらい，慣れてもらう

時間である．介助者とともに試験舗装を歩行してもらいながら，設計意図への理解を深めてもらう．  

 所要時間は，①口頭による説明は 5分程度，②歩行練習は 5 分程度であった． 

 

  



 62

(ⅱ)単純歩行試験 

 単純歩行試験は，自宅から出発して Type A を頼りに歩けるか確認する試験である．被験者には図

4-6 に示すルートを歩行してもらう． 

 単純歩行試験の手順は，①説明，②歩行開始，③終了という流れである．以下に詳細を述べる． 

①スタッフが，単純歩行試験の内容について被験者に説明する． 

②被験者がスタート地点から歩行を開始して，Type A に沿って歩く． 

③被験者が試験舗装の端に着いた時点で試験終了となる． 

 単純歩行試験の状況を写真 4-11，4-12，4-13，4-14，4-15，に示す． 

 

               

図 4-6 単純歩行試験のルート 
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写真 4-11 誘導機能の説明 

 

 

写真 4-12 介助者ありの歩行練習 
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写真 4-13 単純歩行試験の様子（①説明） 

 

写真 4-14 単純歩行試験の様子（②歩行中） 
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写真 4-15 ヒアリングの様子 
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（ⅲ）障害物歩行試験 

 3-2-3 で述べたように，歩道上には，自転車，車などの障害物がある．障害物歩行試験は，「歩道上

に障害物がある場合でも，Type A を頼りに歩けるか確認する」試験である．被験者には図 4-7に示す

ルートを歩行してもらう．障害物歩行試験の手順は，①説明，②歩行開始，③障害物を避ける，④ル

ート復帰，⑤終了という流れである．以下に詳細を述べる． 

①説明者が，「先ほどと同じように家から出発して歩道に沿って歩いてください．ただし，今回の試験

では障害物があるので，障害物を避けて元のルートに戻ってください．試験舗装が終わったところで，

止まってください．」と被験者に説明する． 

②被験者がスタート地点から歩行を開始して，歩道に沿って歩く． 

③被験者が障害物を避けて， 

④ルートに復帰する． 

⑤被験者が試験舗装の端に着いた時点で試験終了． 

 障害物歩行試験の状況を写真 4-16 に示す． 

 

 

図 4-7 復帰歩行試験のルート 
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写真 4-16 復帰歩行試験の様子 
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（ⅳ）ヒアリング調査 

 試験終了後に，Type A に関するヒアリング調査を行った．ヒアリング内容は，弱視者と全盲者で異

なる． 

 弱視者に対して，(ⅱ)単純歩行試験では「誘導性能は，誘導用ブロックと比較してどうだったか？」

「コンクリートと溝切りインターロッキングブロックの面的な色の違い（輝度比）はどうだったか？」

の２点を尋ねた．（ⅲ）障害物歩行試験では，「誘導性能は，誘導用ブロックと比較して復帰しやすか

ったか」尋ねた．被験者には、上記の質問をもとに試験舗装に対する感想や意見を自由に発言しても

らった．なお，ヒアリング 中に，ほとんど視力を便りに歩行していないと分かった全盲に近い弱視

者２名は，粗さの違いに関する質問もした． 

 全盲者に対して，(ⅱ)単純歩行試験では「誘導性能は，誘導用ブロックと比較してどうだったか？」

「コンクリートと溝切りインターロッキングブロックの面的な粗さの違い（粗度差）はどうだったか？」

の２点を尋ねた．（ⅲ）障害物歩行試験では，「誘導性能は，誘導用ブロックと比較して復帰しやすか

ったか」尋ねた．被験者には，上記の質問をもとに試験舗装に対する感想や意見を自由に発言しても

らった．  

 

（ⅴ）ビデオ撮影 

 被験者がどのように歩行しているのか判断することを目的に，(ⅱ)単純歩行試験，(ⅲ)障害物歩行

試験の様子をビデオで撮影した．撮影方法は，試験舗装と被験者が写る位置で定点固定して撮影した． 

 

4-4-3. 歩行試験の３者間の意見交換会 

 歩行試験後には、車いす利用者，全盲者，弱視者，３者間でそれぞれのニーズを把握してもらった

上で意見交換する場を設けた（写真 4-17）．車いす利用者５名，全盲者１名，弱視者２名が参加した． 

 

 

写真 4-17 試験後の意見交換会 
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4-5. 歩行試験の結果 

4-5-1. 車いす利用者の結果 

(１)被験者属性 

 被験者属性を以下に示す（表 4-5）．男性 3名，女性 2名で，60 代が 3 名，70 代が１名，推定 30 代

が１名である．車いすの利用年数は 6〜35 年で，原因疾患は全員異なる．５名全員，屋外歩道で車い

すを利用されており，３名が日常的に車いすを利用されている． 

 

表 4-5 被験者属性 

 

 

(２)ヒアリング結果 

 車いす利用者のヒアリング結果を表 4-6 に示す． 

①ピンコロ石について 

 ピンコロ石の横断について，誘導用ブロックと比較した場合，5名中 4名が「走行しやすい」，1名

が「同程度」という意見であった．走行しやすい理由として，「ピンコロ石の凹凸のほうが誘導用ブロ

ックの突起よりも走行しやすい」「誘導用ブロックは濡れている場合に滑るが，ピンコロ石であれば滑

らない」という意見であった． 

 また，ピンコロ石の有無について「ピンコロ石は誘導用ブロックよりすごく走行しやすいものの，

無ければより良い」「インターロッキングブロックとコンクリートの粗度差が視覚障害者に充分な手掛

かりになるのであれば，ピンコロ石を無くすか，平坦にしてほしい」という意見もあがった． 

②溝切インターロッキングブロック舗装について 

 溝切インターロッキングブロック舗装は，5 名全員が「走行に支障はない」という意見であった．

また，1 名から「雨天時滑り止めになり走行しやすい．」という意見があった． 

③コンクリート舗装について 

 コンクリート舗装に関するコメントをした 3名全員が，「普通の舗装」という意見だった． 

④雨天時の滑りについて 

 自由意見より，５名中４名が「誘導用ブロックが滑る」ことに対して不安を感じていることが分か

った．その上で，「ピンコロ石であれば濡れていても滑らないだろう」，「杖でも歩行しやすいだろう」，

という意見があがった．杖を使用される方は体重を杖に預けて歩行しているため，誘導用ブロックや

舗装が滑ることは直接転倒に繫がり危険である．突起による振動だけでなく，雨天時の滑りについて

被験者 性別 年齢 利用年数 原因疾患 日常の車いす利用

車A 男72 35年 小児麻痺
日常的には松葉杖を利用。美術
館、大きな公園、スポーツ等をす
る際に車いすを利用する。

車B 男65 30年
ビルガー病による両
下肢下腿の1/2以上
で欠くもの

単独の時もあり介護があるとき
もある。野外、屋内で利用されて
いる。

車C 女 64 約20年 脊髄性小児麻痺
家の中で使用。屋外は買い物等
で利用する。手が悪いので坂道
等が走行しにくい。

車D 男62 6年
脳梗塞による右片
麻痺

単独走行。野外で利用されてい
る。

車E 女
推定30
代

未回答
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も考慮する必要があることが確認できた． 
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4-5-2. 弱視者の結果 

(１)被験者属性 

 被験者属性を以下に示す（表 4-7）．男性 4名，女性 4名で，20 代 2 名，40 代 1 名，50 代 3 名，60

代 2 名である．全員，日常的に単独歩行されている． 

 

表 4-7 被験者属性 

 

 

 被験者属性として「普段の誘導用ブロックの使用の仕方」について尋ねたところ，同じ弱視者でも

歩行時に頼る感覚が異なることが分かった．そのため，被験者を以下の３つに分類する． 

①視覚中心 

②視覚＋足裏・白状 

③足裏・白杖中心 

 被験者を集める際に「弱視者５名程度」ということで，長崎県立盲学校，長崎市視覚障害者情報セ

ンターに歩行試験への協力を依頼していた．歩行試験後に，被験者の募集に協力して頂いた方に同じ

弱視者でも歩行の状況が異なることについて尋ねたところ，「普段，全盲者と弱視者はあまり区別して

おらず，墨字の活用の有無を全盲者と弱視者の区別にした」とのことだった．2-1-2 でも述べた通り，

弱視者に明確な定義があるわけではないため，本研究における弱視者と全盲者は，歩行時の状況で区

別する．弱視者は，①視覚中心，②視覚＋足裏・白杖の方とする．③足裏・白杖中心の全盲に近い弱

視の方は，全盲者として試験を行う． 

 ③足裏・白杖中心はほとんど輝度比を頼りに歩いていないため，弱視者への輝度比の評価としては，

①視覚中心，②視覚＋足裏・白杖の結果を扱う．つまり，溝切ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸとコンクリートの色の

被験者 性別年齢原因疾病
手帳
級数

日常の歩行につい
て（単独歩行、ヘル
パー等）

色の見え方や視野について

普段の誘導用ブロッ
クの利用の仕方（視
覚、足裏、白状の使
い方と理由）

弱A 男64 網膜はく離 ２級 単独歩行 視野狭窄 視覚のみ（白状無）

弱B 女 60 先天性白内障 1級 慣れている場所は
単独歩行

・濃い色、白、赤等は分か
る。紺、茶色等中間色は白
に見える。
・視野は10度以内。

視覚のみ（白状無）

弱C 男52 黄斑変性症 単独歩行 薄い黄色に見える。黒、紺
色など見分けがつきにくい。

視覚のみ（白状無）

弱D 男52 視神経萎縮 ２級 単独歩行 ・色弱
・中心に暗点

視覚中心（コントラス
ト）、足裏、白杖

弱E 女 52 網膜色素変性症1級

・ヘルパーさんと歩
行
・慣れている場所は
単独歩行

・ぼやーっと見える。
・視野は中心のみ。

視覚、足裏、白状

弱F 男42 網膜色素変性症1級 ・単独歩行

・左目は光角、右目は内側
の下だけ見える。
・色は判断しにくくなってい
る。

視覚、足裏、白杖

弱G 女 20 網膜色素変性症２級 単独歩行 視野は5円玉の穴から先を
覗いた程度

足裏・白状（視覚は
見えるときだけ使っ
ている。）

弱H 女 20 網膜色素変性症２級 単独歩行 視野は5円玉の穴から先を
除いた程度

足裏・白状（視覚は
利用していない。）
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違いは，①視覚中心４名，②視覚＋白杖・足裏２名，の合計６名の結果をもとに評価する．  

 

(２)試験の結果 

 (ⅱ)通常歩行試験，(ⅲ)障害物歩行試験それぞれの，(ⅳ)ヒアリング結果，(ⅴ)ビデオ映像につい

て以下に述べる（表 4-8）．結果の分析の仕方として，まず，「Type A を頼りに歩けたか」(ⅴ)ビデオ

映像をもとに評価する．次に，「誘導用ブロックと比較した場合の誘導性能」について，(ⅳ)ヒアリン

グ結果をもとに評価する． 

 

(ⅱ)通常歩行試験の結果 

(ⅴ)ビデオ映像 

 定点撮影していたビデオにより通常歩行試験の様子を確認した．全盲者の歩行の様子も合わせて，

「a．歩けた」，「b．歩道中央を通り過ぎた後すぐに引き返して歩けた」，「c．注意深く探りながら歩い

た」，「d．歩道中央を何度も通りすぎた」，の４段階に分類した．判断基準として，「b」は通りすぎた

後すぐに引き返して歩けたことから，「a」と「b」までは Type A を頼りに歩けたと評価する． 

 ビデオ映像では，①視覚中心，②視覚＋足裏・白杖の計６名全員が「a.歩けた」．③足裏・白杖中心

２名は，１名が「a.歩けた」，もう１名が「b.歩道中央を通りすぎた後すぐに引き返して歩けた」．判

断基準をもとに，①視覚中心，②視覚＋足裏・白杖の６名全員が Type A を頼りに歩けたことから，溝

切インターロッキングブロックとコンクリートの輝度比を頼りに歩けると考えられる． 

 ①視覚中心，②視覚＋足裏・白杖の方は視覚的に歩道を確認できるため全員「a」だったが，③足裏・

白杖中心の弱 Hは，色の違いを視覚的に確認しにくいため，「一度通りすぎて，すぐに引き返して歩い

た」と考えられる． 

(ⅳ)ヒアリング結果 

 「溝切インターロッキングブロックとコンクリートの面的な輝度比」について，誘導用ブロックと

比較した場合の誘導性能を①視覚中心と②視覚＋足裏・白杖の６名の意見から評価する．６名中４名

が「もう少し濃い方が良い」，１名が「同じくらい分かりやすい．」，１名が「誘導用ブロックは場所に

よって，歩道の右，左，真ん中にあったりする．この歩道だと視野の狭い自分にとっても分かりやす

い」という意見であった．以上のように誘導用ブロックと比較した場合には，色の違いをもう少し大

きくする必要があるという意見が多かった． 

 色の違い以外には，「症状による違い」に関する意見が確認された．弱 Bは色盲で，「中間色は分か

りにくい．反対色の方が良い」という意見であった．また，弱 Fは視野狭窄で，「誘導用ブロックは場

所によって，歩道の右，左，真ん中にあったりする．この歩道だと視野の狭い自分にとっても分かり

やすい」という意見であった．このように，「色弱」「視野狭窄」など症状により輝度比の認識が異な

る可能性が確認された． 

 「面による誘導」について，弱 Dから「点字ブロックは線の上を歩くが，今回のように歩道の中心

を歩くには違和感がある．」という意見や，先ほど述べた視野狭窄の弱 Fの意見は面による誘導のメリ

ットに関する意見があった． 

 「ピンコロ石の凹凸」について，①視覚中心の方でも，ピンコロ石に関する意見があがった．ピン

コロ石があることで，ピンコロ石の凹凸も頼りにしながら歩行していたと考えられる．②視覚＋足裏・

白杖の方は，輝度比とピンコロ石の凹凸を頼りに歩行されていたと考えられる．ピンコロ石について

は，３名から「幅が狭い」，２名から「誘導用ブロックの突起の上は歩きにくいが，ピンコロ石であれ
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ば歩きやすい」といった意見があがった． 

 

(ⅴ)障害物歩行試験の結果 

 障害物歩行試験は，①視覚中心３名，②視覚＋足裏・白杖２名，③足裏・白杖中心２名の合計７名

で行った． 

(ⅳ)ビデオ映像 

 定点撮影していたビデオにより障害物歩行試験の様子を確認した．歩行の様子は，「a．障害物を避

けて元のルートに復帰した」，「b． 障害物を避けられたが，元のルートには復帰できなかった」，と分

類した．ビデオ判定の結果，７名全員「a」だった． 

(ⅴ)ヒアリング結果 

 「視覚的に障害物が分かった」という意見が概ねであったように，①視覚中心，②視覚＋足裏・白

杖の方５名中４名は，視覚的に障害物を確認して歩行していた． 

 ③足裏・白杖中心の２名について述べる．弱 G，弱 F ともに視覚を頼りに歩行していないことがヒ

アリング結果より確認された．弱 Gは，「点字ブロックの上に自転車などが停められていたら全く歩け

ないのが，Type A の方は移動できるので良かった．」という，全盲者に対する面誘導のメリットに関

する意見もあがった． 

 

(３)試験全体を通して 

 普段の誘導用ブロックの利用の仕方やヒアリング結果から，①視覚中心，②視覚＋足裏・白杖，③

足裏・白杖中心は，同じ弱視者でもその結果を分けて扱う必要があることが確認された．特に，③足

裏・白杖中心について，全盲者と同じような内容の発言も多く見られ，以降では「全盲に近い弱視者」

として扱う． 
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4-5-3. 全盲者の結果 

(１)被験者属性 

 被験者属性を以下に示す（表 4-9）．男性３名，女性３名で，50 代 2 名，40 代 2 名，30 代 1 名，20

代 1 名である．全盲歴は，先天性を含む全盲歴 10 年以上の長い４名と，10 年以内の比較的全盲歴の

短い２名である．全 Fはヘルパーとの歩行が主だが，ゴミ出し時に単独歩行する．その他の被験者は，

日常的に単独歩行している． 

 

表 4-9 被験者属性 

 

 

(２)試験の結果 

 (ⅱ)通常歩行試験，(ⅲ)障害物歩行試験，それぞれに対して，(ⅳ)ヒアリング結果，(ⅴ)ビデオ映

像について示す（表 4-7）．(ⅱ)通常歩行試験，(ⅲ)障害物歩行試験それぞれの，(ⅳ)ヒアリング結果，

(ⅴ)ビデオ映像について以下に述べる（表 4-10）． 

 試験結果の評価は以下の２段階で行う． 

Step１．「Type A を歩けたか」(ⅴ)ビデオ映像をもとに評価する． 

Step２．Type A を歩けた場合には，「溝切インターロッキングブロックとコンクリート木ゴテ仕上げ

の粗度差」と「ピンコロ石の凹凸」をどのように認識して歩いていたのか，(ⅳ)ヒアリング結果をも

とに判断する． 

 

(ⅱ)通常歩行試験の結果 

(ⅳ)ビデオ映像 

 弱視者と同様に，定点撮影していたビデオにより通常歩行試験の様子を確認した．全盲者の歩行の

様子も合わせて，「a．歩けた」，「b．歩道中央を通り過ぎた後すぐに引き返して歩けた」，「c．注意深

く探りながら歩いた」，「d．歩道中央を何度も通りすぎた」，の４段階に分類した．判断基準として，

「b」は通りすぎた後すぐに引き返して歩けたことから，「a」と「b」までは Type A を頼りに歩けたと

評価する． 

 全盲者６名のうち，２名が「a」，２名が「b」，１名が「c」，１名が「d」だった．よって，「a」，「b」

の４名は，Type A を頼りに歩けたと評価する．「c」，「d」の全 Eと全 Fは，Type A を頼りに歩くのは

被験者 性別 年齢 障害歴 原因疾病
手帳
級数

日常の歩行につい
て（単独歩行、ヘル
パー等）

普段の誘導用ブロックの利用の仕
方（視覚、足裏、白状の使い方と理
由）

全A 男46 ４６年 風疹による両目失眼 １級 単独歩行
足裏でブロックを認識して、白杖は
障害物を感知するために使う。

全B 女 39 ３９年 網膜色素変性症１級 どちらも。 足裏・白杖

全C 男49 約３０年 緑内障 １級 どちらも。
・足裏・白杖
・ブロックの上には乗ったり乗らな
かったりする。

全D 男59 約２０年 網膜色素変性症２級 単独歩行 ・白杖のみで確認している。

全E 女 22 ８年 視神経萎縮 1級 どちらも。 足裏・白杖

全F 女 55 ３年 光角弁 １級
・基本ヘルパー
・ゴミ出しくらいは単
独で行う

・白杖をブロックに当てる。
・ブロックの上は通らない。ブロック
の上は足をひねる等歩きにくい。
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難しかった． 

 上記の結果について全盲歴を確認してみると，歩けた方は全盲歴が 20-46 年で，歩くのが難しかっ

た方（全 Eと全 F）は，全盲歴が 3 年，8 年と短かった．全盲歴が短く，足裏や特に白杖を使って歩く

ことに慣れていない方にとって，粗さの違いやピンコロ石の凹凸の手掛かりを頼りに歩くのは難しか

ったと考えられる． 

(ⅴ)ヒアリング結果 

 Type A を歩けた４名は，「溝切インターロッキングブロックとコンクリートの粗度差」と「ピンコ

ロ石の凹凸」をどのように認識していたのか，ヒアリング結果から判断する． 

 ４名中３名は「粗度差」と「ピンコロ石の凹凸」の両方を頼りに歩いていた．しかし，「粗度差」に

ついては「集中する必要がある」，「白杖の使い方によっては分かりにくい」，といった意見があがり，

その評価は低い傾向が確認された．４名中１名は「ピンコロ石の凹凸」のみを頼りに歩行していた． 

 次に，Type A を頼りに歩くのは難しかった全盲歴の短い２名について述べる．「粗度差」について，

「区別はつく」，「白杖を滑らせると違和感が少しある」という意見であった．「ピンコロ石の凹凸」に

ついての評価も低い．「粗度差」，「ピンコロ石の凹凸」ともに歩行する手掛かりとしては分かりにくか

ったと考えられる． 

 

(ⅲ)障害物歩行試験の結果 

 全盲者４名を対象にして障害物歩行試験を行った． 

(ⅳ)ビデオ映像 

 弱視者と同様に定点撮影していたビデオにより障害物歩行試験の様子を確認した．歩行の様子は，

「a．障害物を避けて元のルートに復帰した」，「b． 障害物を避けられたが，元のルートには復帰でき

なかった」，と分けることができた．４名中３名が「a」，１名が「b」だった． 

(ⅴ)ヒアリング結果 

 「溝切インターロッキングブロックとコンクリートの粗度差」「ピンコロ石の凹凸」をどのように認

識していたのか，ヒアリング結果より判断する． 

 Type A に障害物がある場合でも歩くことができた３名から述べる．３名中２名が「ピンコロ石の凹

凸」のみを頼りに歩行していた．3 名中１名が「粗度差」，「ピンコロ石の凹凸」の両方を頼りに復帰

できた．「粗度差」については「溝を認識できる幅が広いという点では，誘導用ブロックよりも復帰し

やすい」という意見であった．Type A に障害物がある場合には歩くのは難しい１名は，「もう少しピ

ンコロ石の凹凸があると良い」という意見であった． 

 以上のように障害物歩行試験においても，「粗度差」より「ピンコロ石の凹凸」を頼りに歩行してい

る傾向が見られる． 

 

(３)試験全体を通して 

 (ⅱ)通常歩行試験，(ⅲ)障害物歩行試験の全体を通して，被験者から伺った意見について述べる．

６名中３名から「慣れないと難しい」，「練習すればもう少し歩きやすくなる」，といった「Type A へ

の慣れ」に関する意見があった．歩行試験では，地元の障害者が利用する歩道として，誘導機能の習

熟時間を設けていた．それでも，被験者の半数からこのような意見があったため，次の試験では習熟

方法を改善する必要がある．習熟できていない状態での試験は，粗度差やピンコロ石の評価が低かっ

たことに影響している可能性も考えられる． 
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 「直径 40m のパームチップ型の白杖では，粗度差の区別がつかない」「白杖の使い方がスライドテク

ニックだと分かるが，タッチテクニックでは分からない」という白杖の種類や使い方に関する意見や，

「捻挫などの怪我を防止するために分厚い靴を履いており凹凸は分かりにくい」という意見もあがっ

た．このように，舗装自体だけでなく，全盲者側の要因についても白杖や足裏にも注意する必要があ

る． 
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4-6. 歩行試験の結果まとめ 

 車いす利用者，弱視者，全盲者の歩行試験の結果をまとめる． 

 

(１)試験の方法 

①弱視者の分類 

 同じ弱視者でも歩行時の状況は，①視覚中心，②視覚と足裏・白杖，③足裏・白杖中心，と別々に

分けて考える必要があること確認された．特に③足裏・白杖中心の弱視者については，全盲に近い弱

視として，今後は全盲者を対象とする歩行試験を行う方が妥当だと考える．以降の検証では，弱視者

の分類に注意して進めた． 

②全盲者の誘導機能の習熟 

 面誘導方式バリアフリー歩道は，郊外住宅地等において地元の視覚障害者が日常的に利用する歩道

と想定しており，歩行試験前には誘導機能の習熟時間を設けた．（口頭による歩道の説明 5分と介助者

ありの歩行練習５分）．しかし，被験者６名中３名から歩道への慣れに関する意見があがり，Type A

の評価が低くなる一因になった可能性もある．以降の検証では，全盲者の誘導機能の習熟方法を改善

した． 

 

(２)車いす利用者，弱視者，全盲者の結果まとめ 

 歩行試験の結果のまとめを図 4-7 に示す． 

①車いす利用者 

 車いす利用者への検証のポイントは，視覚障害者の面誘導の補助として設置した「ピンコロ石は走

行に支障はないか」という点である．歩行試験の結果，「ピンコロ石は走行に支障がない」「誘導用ブ

ロックよりも走行しやすい」という意見が概ねであったことから，車いす利用者は走行に支障はない

と考えられる． 

②弱視者 

 弱視者への検証のポイントは，「色の違いを頼りに歩けるか」という点である．歩行試験の結果，弱

視者全員が歩けたため，色の違いを頼りに歩けると考えられる．誘導用ブロックと比較した場合には，

「色の違いがもう少し濃い方が良い」という意見が多くあがったことから，色の違いがもう少し濃く

なるように改善の余地がある． 

③全盲者 

 全盲者への検証のポイントは，「粗さの違いを頼りに歩けるか」という点である．歩行試験の結果，

全盲者６名中４名が歩けたが，２名は歩くのが難しかった．全盲歴を確認してみると，歩けた方は全

盲歴が長く（20 年以上）で，歩くのが難しかった方は，全盲歴が短かった（10 年以内）．全盲歴が短

く，足裏や特に白杖を使って歩くことに慣れていない方にとっては，粗さの違いやピンコロ石の凹凸

の手掛かりを頼りに歩くのは，難しかったと考えられる． 

 粗さの違いについては，ガイドライン等で明確な基準が設けられておらず，これまで検討チームの

全盲者メンバー（先天性で 50 年以上の全盲歴）の意見を主な根拠として検討してきた．そのため，全

盲歴が 10 年以内の短い方にとっては充分な手掛かりにはならなかったと考えられる．以降の検証では，

全盲歴も考慮し，「特に全盲歴の短い方も歩けるか」という点も検証のポイントとした． 

 また，全盲歴の長い４名のヒアリング結果から，粗さの違いよりもピンコロ石の凹凸を頼りに歩行

している傾向も見られ，粗さの違いの評価は全体としてもあまり良くなかった． 
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④歩行試験の結果まとめ 

 車いす利用者，弱視者については，検討チームの当初の考えを概ね達成しているが，全盲者につい

ては課題が残り，総合すると３者の共存を実現できていなかった． 

 

(３)ピンコロ石の有無 

 車いす利用者２名から，「ピンコロ石は誘導用ブロックより走行しやすいものの，無ければより良い」

という意見があがった．また意見交換会では，ピンコロ石があることでインターロッキングブロック

とコンクリートの境界がぼやける可能性も指摘された．しかし，全盲者は粗さの違いよりもピンコロ

石の凹凸を頼りに歩行している傾向が見られた． 

 ピンコロ石は，視覚障害者，特に足裏・白杖のみを頼りに歩く全盲者に配慮して設置した．しかし，

全盲者が左右の違いのみで歩けるのであれば，ピンコロ石を無くした方が車いす利用者，弱視者にと

ってより良い歩道になると考えられる．Type B の検証では，ピンコロ石の有無についても確認した． 
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図 4-7 Type A の歩行試験の結果 
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4-7. 粗度差の計測 

4-7-1. 滑り抵抗係数 C.S.R の差の計測 

 4-6 で述べたとおり，粗さの違いの評価は低かった．その原因の検討と改善策の可能性を探るため，

溝切インターロッキングブロックとコンクリート木ゴテ仕上げの粗度差の定量試験を行った．3-6 粗

度差の定量化の表 3-7 で述べた通り，『粗度差』は，主に白杖での認知と関係する『凹凸の変化』と主

に足裏での認知と関係する『摩擦差』に分けて考える． 

 まず，主に白杖での認知と関係する『凹凸の変化』について述べる．4-2-2 で述べた通り，溝切イ

ンターロッキングブロックの選定では，検討チームメンバーの「白杖では分かるが足裏では分かりに

くい．」という意見をもとに，溝幅の も大きな（約 4-5mm）溝切インターロッキングブロックを選定

した．つまり，試験舗装では溝切インターロッキングブロックを用いることで，白杖で認知しやすく

なるように粗さの違いを大きくしていた．しかし，歩行試験の結果，粗さの違いの評価は低かった．

既成品ではこれ以上大きな溝幅を確保するのは難しいため，「白杖で認知できる凹凸の変化を既成品で

確保するのは難しい」と予測された． 

 主に足裏の認知と関係する『摩擦差』については，木ゴテ仕上げが当初想定していたほど粗くなか

ったか可能性があるという懸念や，改善の余地が残されていると考えられるため，C.S.R の差を計測

することにした．評価指標として，小野らの研究成果のグラフと C.S.R の差が 0.2 以上という一応の

参考値をもとに溝切インターロッキングブロックとコンクリート木ゴテ仕上げの粗度差はどの程度あ

るのか，評価する． 

 

(１)C.S.R 測定 

(ⅰ)方法 

 C.S.R 測定には，測定機器 ONO-PYSM が必要であるため，協同組合防滑業振興協会に委託した．試験

舗装に用いたコンクリート木ゴテ仕上げと溝切インターロッキングブロックの２つの舗装(約 300×

300mm)を，ONO-PYSM を用いて５回測定した値を平均した値を採用する．C.S.R は乾燥状態，湿潤状態

ともに測定する．測定方向について，溝切インターロッキングブロックは試験舗装の施工通り，溝に

対して平行にして測定した． 

(ⅱ) C.S.R の差の計測結果 

 C.S.R 値の計測結果を表 4-11 に示す． 

 溝切インターロッキングブロックは乾燥0.83，湿潤0.84，コンクリート木ゴテ仕上げは，乾燥0.77，

湿潤 0.77 である．C.S.R の差は，乾燥状態で 0.06，湿潤状態で 0.07 であった．どちらも概ね同じ値

であるが，歩行時の状況と照らしあわせて乾燥状態の C.S.R の差をもと粗度差を評価する． 

 C.S.R の差は 0.06 であり，既往の知見をもとにした一応の参考値 C.S.R の差 0.2 以上を満たしてい

なかった．C.S.R は足裏感覚での滑りやすさの性能値であることから，「足裏での滑りやすさの違いは

あまり感じられない」ということが数値的に示唆された． 

表 4-11 C.S.R 測定結果 

 

状態 平均

乾燥 0.76 0.76 0.77 0.79 0.78 0.77

湿潤 0.77 0.77 0.77 0.78 0.77 0.77

乾燥 0.84 0.83 0.83 0.82 0.83 0.83

湿潤 0.83 0.83 0.83 0.86 0.86 0.84

CSR値

溝切インターロッキング
ブロック

コンクリート
木ゴテ仕上げ
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4-7-2. コンクリート木ゴテ仕上げの施工 

 4-6-1 で，C.S.R の差 0.06 で一応の参考値 C.S.R の差 0.2 を満たしていなかったため，「足裏での滑

りやすさの違いはあまり感じられない」ということが数値的に示唆された．次に，試験舗装自体が，

検討チームが当初想定していた粗さの違い（主に足裏による摩擦差）を確保できていなかったのでは

ないかという懸念について述べる． 

 検討チームは粗さの違いについて，「インターロッキングブロックは二次製品特有の表面とブロック

間の目地」と「コンクリート表面仕上げは滑らかな木ゴテ仕上げ」としていたが，C.S.R 値自体を見

てみると，溝切インターロッキングブロックが(0.77)，コンクリート木ゴテ仕上げが(0.83)と若干コ

ンクリートの方が低い．試験舗装の打ち合わせにおいて，筆者から施工業者に，箒引き仕上げよりも

滑らかな木ゴテ仕上げにしてほしいと写真でイメージも伝え依頼したものの，数値的な指定は難しく，

今回お願いした業者によるコンクリート木ゴテ仕上げでは，C.S.R0.83 であった． 

 次に写真で木ゴテ仕上げを比較してみる．どちらも試験舗装であるため実物は残っておらず，

2005-2007 年の試験舗装と 2014 年の試験舗装の写真を再度示す．また，参考として当初の設計通りに

施工されなかった栄上為石線の「ほうき引き仕上げ」の写真も再度示す．それぞれ角度や距離，画質

も異なるため比較は難しいものの，2005-2007 年の「木ゴテ仕上げ」と 2014 年の「木ゴテ仕上げ」の

写真を見比べてみると，筆者が見る限りでは若干前者の方が滑らかに見えなくもない． 

 以上述べたように，これまでの検討では粗さの違いを足裏・白杖に分けて考えていなかった．そし

て，足裏の摩擦差については，試験舗装自体の摩擦差が当初考えていたものを実現できていなかった

可能性があるという懸念が残った． 

 

 

 

写真 4-1 2005-2007 年 試験舗装の「木ゴテ仕上げ」 
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写真 4-9 2014 年 試験舗装の「木ゴテ仕上げ」 

 

 

写真 4-2 栄上為石線の「ほうき引き仕上げ」 
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4-7-3. 汎用舗装の組み合わせによる滑り抵抗係数 C.S.R の差 

 4-6-2 で述べた試験舗装自体に足裏で分かる摩擦差が足りなかったのではないかという懸念も踏ま

えた上で，今後粗さの違い（主に足裏の摩擦差）の改善の余地があるのか検討した．その方法として，

既往研究における汎用舗装の C.S.R の測定値の組み合わせにより，必要な C.S.R 値の差を確保するこ

とができるのか推測した．必要な C.S.R の差は，3-6 で述べたように，「小野らの研究成果のグラフ（図

4-8）」と「一応の参考値 C.S.R の差 0.2 以上」により判断する． 

 

 路面条件は，乾燥状態で計測したものとする．汎用舗装として，アスファルト，コンクリート，イ

ンターロッキングブロック，コンクリート平板から選択した．コンクリート舗装は，どのような表面

仕上げか確認できなかった． 

歩道舗装材料の滑り抵抗性に関する研究４） 

・コンクリート平板 0.76 

・密粒度アスファルト 0.85 

歩行者計舗装路面のすべり抵抗に関する評価 5） 

・ポーラスアスファルト 0.60 

・密粒度アスファルト 0.72 

歩行者計舗装のすべり抵抗性に関する研究（その２）6） 

・平板ブロック 0.70 

・インターロッキングブロック 0.78 

 

 C.S.R 値は 0.6〜0.85 であり本研究の測定データとも一致する．C.S.R が も小さい密粒度アスファ

ルト 0.60 と も大きいポーラスアスファルト 0.85 で，C.S.R の差は 0.25 ある．しかし，床の滑りや

すさを安全⇔危険で７段階評価したグラフ（小野らの研究成果）の中で 0.6-0.85 は，７段階中１段階

も変わらなかった．また，防滑協会のヒアリング結果でも，同じ C.S.R0.2 の違いでも 0.6-0.8 の場合

はより分かりにくいだろうとのことだった． 

 以上の結果より，既往研究の C.S.R 値測定データは少ないものの，汎用建設資材の組み合わせによ

り足裏感覚で違いを感じられる摩擦差を確保するのは難しいと推測する． 

 

図 4-8 小野らの研究成果 
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 以上，4-6-1，4-6-2，4-6-3 で述べたように，『粗度差』を「主に白杖に関係する凹凸の変化」「主

に足裏に関係する摩擦差」と分けて考えた．その結果，汎用舗装を用いて全盲者が認識できる粗度差

を確保するのは難しい可能性が示唆された． 
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4-8. 現地歩道での弱視者の歩行試験 

 弱視者のみ，見通しのきく条件下で輝度比の評価をしてもらうために，距離の短い試験舗装だけで

なく栄上為石線の現地歩道での歩行試験を行った．試験は，2014 年 11 月 6 日 14:00-14:30（曇り）に

１名，11 月 29 日 13:00-14:00（晴れ）に３名の弱視者を対象に現地歩道での歩行試験を行った．被験

者は，①視覚中心に歩行される弱視者４名で，全員試験舗装での歩行試験に参加された方である． 

 

4-8-1. 輝度比の計測 

（1）輝度比計測の概要 

 4-3 試験舗装の輝度比の計測と同様に，それぞれの舗装の輝度を計測してその比（輝度比）がガイ

ドラインの基準 1.5〜2.5 を満たしているか確認する． 

 現地歩道では歩行距離が長いため，歩行区間 60m を 3 分割してそれぞれの地点で計測した輝度比の

平均を採用した．3 分割の方法として，11 月 6 日には，ポイント①を歩道の始まり，ポイント②を歩

道の中心，ポイント③を歩道の終わりとしたが，11 月 29 日には，変更した．歩行区間 60m の輝度比

としては，60m を３分割した 20m 区間毎に中心の輝度を測定する方が妥当だと判断し直し，ポイント

①を歩道の始まりから 10m 地点，ポイント②を歩道の始まりから 30m 地点（歩道の中心），ポイント③

を歩道の始まりから 50m 地点に変更している． 

 

（2）輝度比計測結果 

 11月6日の測定結果を表4-12に，11月29日の測定結果を表4-13に示す．11月6日は輝度比が2.28，

11 月 29 日は輝度比が 1.52 で基準は満たしていた．6 日よりも 29 日の方が，日差しは強くコンクリー

ト舗装，インターロッキングブロック舗装ともに輝度が大きかったが，輝度が大きくなる割合はコン

クリートよりもインターロッキングブロックの方が大きく，輝度比としては小さくなった． 
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表 4-12 11 月 6 日輝度比計測 

 

 

表 4-13 11 月 29 日輝度比計測 

 

 

4-8-2. 歩行試験の方法 

 試験は，スタッフから(ⅰ)歩行試験の説明をしたあと，現地歩道を(ⅱ)歩行してもらい， 後に(ⅲ)

ヒアリング調査を実施した．以下に詳細を述べる． 

(ⅰ)歩行試験の説明 

 スタッフ１名から，被験者４名に設計意図や歩行試験について説明を行った． 

 被験者は試験舗装での歩行試験に参加した４名である．しかし，前回の試験から１年経過しており，

Type A の設計意図など忘れている可能性があるので改めて説明した． 

(ⅱ)歩行 

 スタート地点から，介助者とともに 60m 歩行してもらった後に，色の違いによる誘導についてヒア

リングを行った．弱視者は，普段から色の違いを頼りに歩行されているので，全盲者ほど訓練時間は

設けなかった． 

(ⅲ)ヒアリング調査 

 ヒアリング調査は，以下の調査表(表 4-14)を用いて行った．ヒアリング担当者１名が，歩行し終わ

った被験者に対して随時ヒアリングを行った． 
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表 4-14 ヒアリング表 

 

 

4-8-3. 歩行試験の結果 

(１)被験者属性 

 被験者属性を表 4-15 に示す．被験者は，試験舗装での歩行試験に参加した被験者弱 A，弱 B，弱 C，

弱 Dである．試験舗装での歩行試験から１年経過しており，症状の進行について尋ねた．また，障害

の程度を確認するために，視覚，足裏，白杖をどのような割合で利用して歩行しているかについても

尋ねた． 

 ①視覚中心と分類した方は，視覚を 9〜10 割頼りに歩行していた． 

 

表 4-15 被験者属性 

 

 

(２)試験の結果 

 検証のポイントは、①色の違いを頼りに歩けたか，確認することである．②色の違いを頼り歩けた

場合，その誘導性能を誘導用ブロックと比較してもらった．ヒアリング結果を表 4-16 に示す． 

色の違いで歩けますか？

　　a　はい　　　　b　いいえ

質問１で bいいえと答えた方

色の違い（輝度比）を改善したら歩くことができますか？

　　a　はい　　　　b　いいえ

普段、誘導用ブロックを歩くときは何を頼りに歩いていますか？

　　a　色の違い（輝度比）　　　　b　突起　　　　　c　その他

誘導用ブロックの歩道と今回の歩道どちらが歩きやすいですか？

　　a　誘導用ブロック歩道　　　　　　　b　今回の歩道

　　c　どちらも歩きやすい　　　　　　　d　どちらも歩きにくい

それはなぜですか？

どのような改善が必要ですか？

1

4

2

3

6

5
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①インターロッキングブロックとコンクリートの色の違いによる誘導 

 4 名全員が「色の違いを頼りに歩ける」という意見であった．よって，色の違いを頼りに歩けるこ

とが確認された． 

②誘導用ブロックと比較した場合の誘導性能 

 4 名全員が「誘導用ブロック歩道が良い」という意見だった．その理由として，４名とも「輝度比

が足りない」という意見だった．その理由として，①輝度比が足りなかったこと，②症状による見え

方（色弱）の２点が考えられる．弱 A，弱 C，弱 D の輝度比計測結果は，基準値(1.5〜2.5)の下限付近

であり，そもそもインターロッキングブロックとコンクリートの輝度比が小さかった．弱 Bは色弱で，

「茶色などの中間色が見えにくい．」「アスファルトと白線の違いははっきり分かる」という意見もあ

った．インターロッキングブロックは濃い茶色であるため，輝度比だけでなく色の種類も評価に影響

した可能性がある． 
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第５章 Type B（ウッドデッキ＋コンクリート）の検証 

 

 

 本章では，Type A 検証の結果を踏まえ，Type B の検証内容について述べる． 

 

5-1. はじめに 

 5-1-1 では，Type B の検証の概要を述べる．5-1-2 では，歩道の基本性能である「滑りやすさ」が

不安なウッドデッキのイペ材について，滑り抵抗値を計測した結果を述べる．5-1-3 では，ウッドデ

ッキとコンクリートの輝度比を測定した結果を述べる． 

 

5-1-1. Type B の検証の概要 

 ４章で述べた通り，Type A の歩行試験の結果より，全盲者への粗さの違いの評価が低いことが課題

としてあがった．Type B の歩行試験で新たに着目したのが「ウッドデッキとコンクリートによる音の

違い」である．まず，検討チームによる予備調査を行い，全盲者メンバー，弱視者メンバーから良い

評価が得られた．（5-2）そのため，次に一般の障害者による歩行試験を行った．（5-3，5-4） 

 Type B の検証の実施日時を表 5-1 に示す． 

 

表 5-1 Type B の検証 

 

 

5-1-2. ウッドデッキの滑り抵抗性（C.S.R,BPN）の計測 

(１)滑り抵抗性測定の概要 

 ウッドデッキの基本性能として滑りやすさを定量試験した結果を述べる. 

 視覚障害者,車いす利用者,高齢者など全ての歩行者にとって,舗装が滑りやすいことは転倒に繫が

り大変危険である.本研究の一環として,栄上為石線を日常利用されている健常者の方々へヒアリング

も実施している.その結果,ウッドデッキは雨天時に滑るという意見があがった.そのため,3-6-2 床・

舗装の滑りやすさで述べた C.S.R，BPN を用いて,ウッドデッキの滑りやすさを確認した. 

 

(２)C.S.R 測定 

(ⅰ)測定方法 

 C.S.R 測定には測定機器 ONO-PYSM が必要であるため，国土交通省防滑協会に委託した．ウッドデッ

キに用いられているイペ材の試料（150✕100mm 程度）を，ONO-PYSM を用いて５回測定した値を平均し

た値を採用する．C.S.R は，乾燥状態，湿潤状態ともに測定した．測定方向は，現地歩道と同じよう

に，木目に対して垂直に測定した． 

 C.S.R の評価は，久下らが示す「屋外歩道で C.S.R0.5 以上」により行う． 

 

内容 参加者 日時 場所

検討チームとの予備調査
全盲者メンバー１名、弱視者メンバー１名，
車いす利用者１名

2014.9.16  10:30-11:00
               13:00-13:30

栄上為石線

歩行試験 全盲者６名，弱視者４名

2014.11.6   14:00-14:30
2014.11.29 13:00-14:00
2014.12.24 13:00-14:00
2015.2.27   14:00-15:00

栄上為石線
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(ⅱ)測定結果 

 C.S.R は,乾燥状態 0.80,湿潤状態 0.73 であった．久下らの示す屋外歩道の滑りやすさの基準

「C.S.R0.5 以上」を満たしていた. 

 

表 5-2 C.S.R 測定結果 

 

 

(３)BPN 測定 

(ⅰ)測定方法 

 BPN 測定には測定器振子式スキッドレジスタンステスタが必要であるため，西日本高速道路（株）

に協力していただいた．C.S.R 測定と同様にウッドデッキに用いられているイペ材の試料 (約 300×

300mm)を，ONO-PYSM を用いて５回測定した値を平均した値を採用する．BPN は湿潤状態での測定を想

定しているものだが,参考のために乾燥状態も測定した.３回測定した値を平均,温度補正して,イペ材

の BPN とする. 

 3-6-2 で述べたように BPN の評価は，神戸市のバリアフリー道路整備マニュアル，日本道路協会の

舗装設計施工指針の示す「BPN40 以上（湿潤状態）」により行う. 

 (ⅱ)測定結果 

 BPN は,湿潤状態で 32.1 であった.「湿潤状態 BPN40 以上」を満たしていなかった. 

 

表 5-3 BPN 測定結果 

 

 

(４)ウッドデッキの滑りやすさ 

 ウッドデッキの滑りやすさについて,C.S.R では基準を大きく超えて満たしていたものの,BPN では

基準を満たしていなかった.今回の試験はイペ材試料を用いた測定であり,屋外に曝露されている歩道

では多少値が異なる可能性もある.しかし,BPN では基準を満たしていなかったため,滑りやすさを改

善するための検討が今後必要になると考えられる.現在，Type B に使用されているウッドデッキのイ

ペ材は,表面に加工がされていない.そこで,滑りやすさの改善策としては,表面に溝切加工をする,滑

り抵抗性の大きい木材を選択するなど考えられる. 

 雨天時におけるウッドデッキの滑りやすさは今後の課題となるが,本研究で行う晴天時の歩行試験

には影響が無いため,歩行試験は予定通り実施した. 

 

5-1-3. 輝度比の計測 

(１)測定方法 

 輝度比計測の方法は，4-8-1 と同様の方法であり重複するため省略する．測定箇所の 3 分割につい

ても, 4-8-1 で述べた方法と同様で,１日目と２日目で若干変更した. 

状態 平均

乾燥 0.78 0.78 0.79 0.81 0.82 0.80

湿潤 0.73 0.73 0.73 0.72 0.74 0.73
イペ材

CSR値

状態 平均 路面温度（℃） 温度補正BPN

乾燥 98 101 97 98.7 13 93.8

湿潤 39 37 37 37.7 12 32.1
イペ材

BPN値
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(２)測定結果 

 11月6日の測定結果を表5-4に,11月29日の測定結果を表5-5に示す.11月6日は輝度比が1.83,11

月 29日は輝度比が1.54で,ともにガイドラインの基準を満たしていた.6日よりも 29日の方が日差し

は強かったため,コンクリート舗装,ウッドデッキ舗装ともに輝度は大きな値になっている.しかし,輝

度が大きくなる割合はコンクリートよりもウッドデッキの方が大きいため,輝度比としては小さな値

になっている. 

 

表 5-4 11 月 6 日輝度比計測 

 

 

表 5-5 11 月 29 日輝度比計測 
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5-2. 音の違いに着目 

 Type A の歩行試験の結果より，全盲者への粗さの違いの評価が低いことが課題としてあがった．Type 

B はまだ歩行試験をしていないものの，Type A と同じ「粗さの違い」という考え方であるため，Type A

と同じ結果になると予想され，当研究室としては，大変悩ましい状況であった．そのような中，当研

究室内で新たに着目したのが「ウッドデッキとコンクリートによる音の違い」である． 

 Type A の歩行試験でのヒアリング結果や，Type B の歩行試験を検討するために行った福岡視力障害

センターの歩行訓練士のヒアリングより，「全盲者の中には，誘導用ブロックの無い歩道でコンクリー

トの側溝蓋を白杖で叩いたときの音を頼りに歩いている人がいる」ということが分かった．図 5-1 に

示すように，ウッドデッキの下には空洞があるため，白杖でたたくと木琴のように音が響き，コンク

リートの方は音が響かないため，「音の違いを頼りに全盲者は歩けるのではないだろうか」という仮説

を当研究室内でたてた．そして，この仮説を確かめるためにまず検討チームとの予備調査を行った． 

 

 

図 5-1 ウッドデッキの断面イメージ 

 

 2014年 9月 16日,検討チームのメンバーである全盲者１名と弱視者１名,車いす利用者１名,当研究

室メンバーは，栄上為石線で予備調査を行った. 「ウッドデッキとコンクリートの音の違いを頼りに

全盲者は歩けるのではないだろうか」という点を確認することを主な目的として，検討チームと一緒

に Type B を歩き,様々な意見を伺った（写真 5-1）. なお，車いす利用者１名について,Type A の歩行

試験に参加された車いす利用者に参加してもらった. 

 

 全盲者メンバーから，「白杖で叩いた際の音の違い,反発具合で分かる.車の騒音があっても舗装の音

を聞き分けられる.注意して確認するならば足裏で分かるが,普通の歩行だと音の方がわかりやすい.

この舗装であればピンコロ石が無くても良い.」という意見があがった．また，弱視者メンバーからも,

「白杖で叩いた音や反発具合で分かる.この舗装であればピンコロ石が無くても良い」という意見があ

がった．以上のように検討チームの全盲者，弱視者メンバーからの評価は良好であった． 

 車いす利用者は,「ピンコロ石は誘導用ブロックよりも段差が少なく振動もそれほどない」という意

見であった. 

 以上の結果を踏まえて，一般の障害者に栄上為石線に来てもらい，歩行試験を実施することにした. 
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写真 5-1 予備調査の様子 
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5-3. 歩行試験の方法 

 2014 年 11 月６日 14:00-15:00,11 月 29 日 13:00-14:30,12 月 24 日 13:00-14:00，2015 年 2 月 28 日

の３日間で，計全盲者５名，弱視者４名に参加してもらい歩行試験を実施した．Type B と Type A の

比較も行いたかったため，被験者は Type A の歩行試験に参加していただいた方を中心に募った． 

 Type B の検証は，「Type A では粗さの違いに対する評価が悪かった全盲者が音の違いを頼りに歩け

るか確かめること」が検証の主なポイントである．そのため，全盲者５名，弱視者４名で歩行試験を

行った．車いす利用者については,Type A の検証,Type B の予備調査で走行に支障がなかったため,歩

行試験を実施しなかった. また，4-6Type A の歩行試験の結果まとめで述べた通り，誘導機能の習熟

方法の改善，ピンコロ石の有無の確認，も行った． 

 

5-3-1. 全盲者の方法 

 スタッフ側は,被験者１名につき介助者１名,ヒアリング係１名,ビデオ係１名,カメラ係１名とした.

被験者には,Type B の 136m の区間（図 2-4 に示した Type B の２区間のうち左側）を以下に示す①〜

⑤の手順を踏んで歩行してもらった．試験の様子を写真 5-1，5-2，5-3，5-4 に示す． 

①口頭による誘導機能の説明 

②介助者ありでの歩行 

③被験者が歩道に慣れたと判断した時点で単独歩行開始 

④単独歩行 

⑤(ⅱ)ヒアリング調査に移る 

 

  

   ①口頭による試験の説明          ②介助者ありでの歩行練習 
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③被験者が慣れたと判断→④単独歩行          (ⅱ)ヒアリング調査 

写真 5-1 歩行試験の様子 

 

 試験の方法の,(ⅰ)誘導機能の習熟,(ⅱ)ヒアリング調査,(ⅲ)スタッフ観察とビデオ撮影,について

以下に詳細に述べる. 

(ⅰ)誘導機能の習熟 

 Type A の試験方法の課題（4-6）にあがった誘導機能の習熟の改善点について述べる.Type A の習熟

方法は，スタッフからの口頭による説明（５分），介助者ありでの歩行練習（5 分）であった.試験結

果では,誘導機能の習熟が足りず粗さの違いに対する評価が悪くなった可能性があること，全盲歴の違

いにより歩道に慣れるまで個人差があること，が確認された．また，福岡障害者センターの歩行訓練

士へのヒアリングより，介助者ありでの歩行練習のあとに単独での歩行時間が必要であると考えた．

そこで今回の試験では,被験者側から歩道に慣れたと判断してもらった後に単独歩行してもらい,ヒア

リング調査を実施するように試験方法を改善した. 

(ⅱ)ヒアリング調査 

 被験者が歩道に慣れたと判断し単独歩行をしてもらった後に,ヒアリング調査に移った.被験者に改

めて20m程度歩行してもらい,ヒアリング係１名が表5-6に示す質問項目を尋ねた.それぞれの質問は，

以下の①〜④を確認するために設定した．ピンコロ石の有無について，被験者に Type B の設計意図を

伝えただけでは,ピンコロ石の凹凸も頼りに歩行することが予想された.そのため，④単独歩行の途中

から「ピンコロ石に頼らず音や材質の違いのみで歩行できるか」を意識して歩行してもらうように被

験者に伝えた. 

①歩行時の手掛かりと認識方法      ：質問１,質問２＋５, 

②左右の舗装による誘導の可否      ：質問３,質問４ 

③誘導用ブロックと比較した場合の誘導性能：質問６,質問７ 

④Type B の今後の検討材料         ：質問８,質問９ 
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表 5-6 全盲者への質問表 
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 (ⅲ) スタッフ観察，ビデオ撮影 

 ヒアリング結果の内容を補足する手段として,試験中に行ったビデオやスタッフが観察した事実を

用いる.スタッフ観察について,被験者１人につき１人の介助者がつき試験を行ったので,介助者が見

た事実を述べる. 

 

5-3-2. 弱視者の方法 

 歩行試験の方法は全盲者と同様である．ヒアリング調査の質問項目を表 5-7 に示す． 

 

表 5-7 弱視者への質問表 

 

 

5-3-3. 歩行試験後の意見交換会 

 歩行試験後には，試験の振り返りと今後の開発に向けた意見交換を目的として，意見交換会を設け

た．歩行試験を行った 2014 年 11 月 6 日，11 月 29 日，12 月 24 日，2015 年 2 月 27 日の計４回，当日

参加してもらった全盲者，弱視者とともに意見交換した（写真 5-2）． 

色の違いで歩けますか？

　　a　はい　　　　b　いいえ

質問１で bいいえと答えた方

色の違い（輝度比）を改善したら歩くことができますか？

　　a　はい　　　　b　いいえ

普段、誘導用ブロックを歩くときは何を頼りに歩いていますか？

　　a　色の違い（輝度比）　　　　b　突起　　　　　c　その他

誘導用ブロックの歩道と今回の歩道どちらが歩きやすいですか？

　　a　誘導用ブロック歩道　　　　　　　b　今回の歩道

　　c　どちらも歩きやすい　　　　　　　d　どちらも歩きにくい

それはなぜですか？

どのような改善が必要ですか？

1

4

2

3

6

5
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写真 5-2 意見交換会の様子 
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5-4. 歩行試験の結果 

 

5-4-1. 全盲者の結果  

(１)被験者属性 

 被験者の属性を表 5-8 に示す.全 A,C,F,H，I は Type A の歩行試験の参加者である.男女比は,男性３

名,女性３名で,年齢は,20 代が１名、40 代が 2 名,50 代が３名である.全盲歴は,10 年以内の方３名,20

年以上の方 3 名である.障害の程度は異なるが,全員足裏と白杖を頼りに歩行されている.５名は日常

的に単独歩行しており,全 F はゴミ出し等を単独で行う.全 H と全 I は，Type A の試験では弱 F、弱 G

として参加してもらったが,症状が進行したこと，歩行時の状況は全盲者に近かったことから，「全盲

に近い弱視」として全盲者の歩行試験を行った． 

 

表 5-8 被験者属性 

 

 

(２)結果 

 表 5-9 に示すヒアリング結果やフタッフ観察を,図 5-2 に示すように整理した．①歩行時の手掛かり

と認識方法，②音の違いによる歩行の可否・ピンコロ石の有無，③誘導用ブロックと比較した場合の

誘導性能，④誘導機能の習熟・地元の歩道という条件，の４点について以下に述べる.  

 

①歩行時の手掛かりと認識方法 

 まず，「ウッドデッキとコンクリートの音や材質の違い」,「ピンコロ石の凹凸」のそれぞれをどの

ように頼りにしながら歩行しているのか確認した.「何を頼りに歩きましたか」「どのように歩きまし

たか」という質問に対して，６名全員が,「ウッドデッキとコンクリートの違い」と「ピンコロ石」の

両方を頼りに歩行していることが確認された。 

 「ウッドデッキとコンクリートの違い」については,６名中３名が「白杖でウッドデッキとコンクリ

ートを交互に叩く，あるいはウッドデッキ面のみを叩くことによる音の違い」，３名が「白杖を交互に

滑らせることによる,音の違い」を頼りに歩くという意見であった.よって，６名全員が音の違いを手
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掛かりに歩行していると考えられる．白杖での音の違いの認識方法は，当初想定していたタッチテク

ニックだけでなく,白杖を滑らせるスライドテクニックでも認識できることが新たに分かった. 

 また音の違いだけでなく,感触の違いも頼りに歩行している方を４名確認できた.感触の違いは，検

討チームが想定していた粗さの違いや弾性差が関係していると考えられる．「ピンコロ石の凹凸」につ

いては,「足裏や白杖で認識できる」という意見であった. 

 

②音の違いによる誘導の可否，ピンコロ石の有無 

 「ウッドデッキとコンクリートによる音の違いや材質の違いだけで歩けたか」という質問に対して,

６名全員が「すぐに歩けた」という意見であった.その理由として,「ウッドデッキの下に空洞がある

ので音が響きやすく分かりやすい」という意見があがった.また，「ピンコロ石がなくても歩けました

か」という質問に対して,全員が「はい」という意見だった. 

 但し,「ピンコロ石が無くても真ん中を認識できる手掛かりが必要」試験の条件として,「歩道が真

っ直ぐだから,曲り角がある場合には分からない.」という意見も一部あがった． 

  

 以上①と②の結果の通り，ピンコロ石が無いと想定しても歩ける程度の音や感触の違いがあると被

験者は評価しており，Type A で課題があがった全盲歴が 10 年以内の比較的短い３名も音の違いを頼

りに歩けていた．よって，ウッドデッキとコンクリートによる音の違いで全盲者を誘導できると考え

られる．ただし,歩道が大きく曲がる条件,ピンコロ石が無い場合に対する不安の声も一部あり,今後よ

り詳細に検証する必要がある. 

 

③誘導用ブロックと比較した場合の誘導性能 

 次に，誘導用ブロックと比較した場合の誘導性能について尋ねた.６名中３名が「今回の歩道の方が

歩きやすい」という意見であった.理由として,「ウッドデッキの音や材質の違いが分かりやすい」「ウ

ッドデッキを歩いている時の心地よさ」というウッドデッキ舗装の良い点に関する意見があがった.

また,「誘導用ブロックの突起はでこぼこしていて歩きにくい.」という誘導用ブロックの課題に関す

る意見があがった.６名中３名が「誘導用ブロックの方が歩きやすい」という意見であった.理由とし

て,「誘導用ブロックに慣れている」「ピンコロ石に慣れていない」という慣れに関する意見があがっ

た. 

 以上のように，個人によりその評価は分かれるが誘導用ブロックと比較しても遜色の無い誘導性能

がある可能性も確認された． 

 

④誘導機能の習熟，地元の歩道という条件 

 面誘導方式バリアフリー歩道は,地元の方が日常利用する歩道であり誘導機能について理解してい

る視覚障害者が利用することを前提条件として想定している. 後に，誘導機能の習熟や地元の歩道と

いう条件について述べる． 

 「普段使い慣れた道でよく知った道であることを前提として,訓練期間を十分に設けた場合にピンコ

ロ石無しでも今回の歩道を歩けるようになると思うか」尋ねた.その結果,６名全員が「はい」という

意見であった．スタッフ観察では，全員が介助者ありの歩行から１人で歩けると判断するまで１〜２

往復程度（135〜540m）で歩けた.以上より，Type B の音の違いのように白杖や足裏感覚で認識できる

充分な手掛かりがあれば誘導機能への習熟時間はそれほど必要としない可能性がある. 
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 今回の試験である程度真っ直ぐの歩道を歩けるかという点は確認できたが，「曲がり角のしるしがあ

ること」「目的地まで続いており安全だと分かっていること」という意見などは，今後の課題である． 
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図 5-2 ヒアリング結果の整理 
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5-4-2. 弱視者の結果 

(１)被験者属性 

 被験者は,試験舗装での歩行試験に参加した被験者弱 A,弱 B,弱 C,弱 D である.試験舗装での歩行試

験から１年経過しており,症状の進行について尋ねた.また,障害の程度を確認するために,視覚,足裏,

白杖をどのような割合で利用して歩行しているかについても尋ねた. 

 ①視覚中心と分類した方は,視覚を 9〜10 割頼りに歩行していた. 

 

表 5-10 被験者属性 

 

(２)結果 

 ヒアリング結果は,①色の違いによる誘導の可否,②誘導用ブロックと比較した場合の誘導性能,と

分けて整理した（図 5-3）.結果を表 5-11 に示す. 

 

①輝度比による誘導の可否 

 ウッドデッキとコンクリートの輝度比について,４名全員が「色の違いで歩ける」という意見であっ

た.よって,輝度比により誘導できると確認された. 

 色弱の方から「遠いところは茶色が白っぽくしか見えず違いが分からない」「紺と黒が同じように見

える」という意見があがった.色弱の方は,輝度比だけでなく色の種類も認知に関係する可能性がある. 

②誘導用ブロックと比較した場合の誘導性能 

 誘導機能が発揮されていることを確認できたので,誘導用ブロックと比較した場合の誘導性能につ

いてヒアリングした.その結果,４名全員が「誘導用ブロック歩道の方が歩きやすい」という意見であ

った.その理由について,輝度比に関して,「誘導用ブロック歩道の方が Type B よりもコントラストが

はっきりしている」という意見があがった.材質に関して,「ウッドデッキは柔らかく不安低」という

意見があがった. 
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図 5-3 ヒアリング結果の整理 
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5-5. 歩行試験の結果まとめ 

 

 Type B の歩行試験の結果をまとめる（図 5-4）． 

 

①全盲者 

 「ウッドデッキとコンクリートの音の違いを頼りに全盲者は歩けるのではないだろうか」という仮

説のもと，一般の全盲者６名に歩行してもらったところ，全員が「音の違いを頼りに歩ける」という

意見であった．また，Type A では歩くのが難しかった全盲歴の短い方（10 年以内）の方も，Type B

のウッドデッキとコンクリートの音の違いを頼りに歩くことができた．また，ピンコロ石が無く音や

感触の違いだけを頼りに歩けるかという点についても，全員が「歩ける」という意見であった． 

 

②弱視者 

 ４名全員「色の違いを頼りに歩ける」という意見であったため，ウッドデッキとコンクリートの色

の違いを頼りに歩けると考えられる．誘導用ブロック歩道と比較した場合，全員「色の違いが足りな

い」という意見であったことや，輝度比が道路の移動整備ガイドラインの下限付近であったことから，

もう少し色の濃い木材を使用するという点が改善点として挙げられる． 

 

③歩行試験の結果まとめ 

 Type A の歩行試験の結果も踏まえ，Type B は，今後改善を進めていくことで，地元の歩道において

車いす利用者，全盲者，弱視者の３者が共存する歩道を実現できる可能性が確認された． 
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図 5-4 歩行試験の結果まとめ 
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5-6. Type B の今後の検討材料 

 主に意見交換会であがった話題や歩行試験のヒアリング内容から，今後の Type B の検討の参考にな

るに内容ついて述べる．意見交換会の概要については，表 5-12 に示す． 

 

①ウッドデッキの印象 

 誘導機能と関係する「音の違いが分かりやすい」という意見以外には，「足裏で心地よい」「柔らか

くて不安定な印象」という，良い印象，悪い印象それぞれの意見が見られた．被験者は足裏でウッド

デッキの柔らかさを感じており，その柔らかさに対して個人の解釈が関係したと考えられる． 

 

②ピンコロ石の有無 

 ヒアリング結果では，「ピンコロ石が無くても音の違いを頼りに歩ける」という意見が概ねであった.

一方で,蛇行することなく真っ直ぐ歩くという「歩きやすさ」の視点から考えると,ウッドデッキとコ

ンクリートの境界には足裏や白杖で分かる何かしらの手掛かりがある方が良いという話題も意見交換

会であがった．今回の試験では，ピンコロ石の有無について想定の話であり今後の検討課題である． 

 

③音の違いが分かる騒音の少ない場所 

 三和町の栄上為石線は,比較的車の交通量が少ない県道である.この場所では音の違いが認識できた

が,街なかなど騒音の多い場所では音の違いが分かりにくいかもしれないという意見があがり,騒音が

比較的少ない場所は Type B の条件となる可能性がある. 

 

④面誘導・ウッドデッキとコンクリートの割合と配置 

 現在,ウッドデッキとコンクリートの割合は半々になっている.全面ウッドデッキの場合と半々の場

合,半々の方が分かりやすいだろうという意見がほとんどであった.また,車道側から,コンクリート,

ウッドデッキと配置することでウッドデッキから外れてもすぐに車道に出ずに安全であるという意見

であった. 

 

⑤歩道の状況が直線から変わる時の誘導機能（カーブ,注意喚起） 

 歩行試験では,被験者に大きな曲りのない歩道を歩行してもらい，「歩道が真っ直ぐだから分かった」

「誘導用ブロックは曲がる時に目印がある」という意見があがっていた. 

 誘導用ブロックは,大きく曲がる場合には線状ブロックから点状ブロックに切り替え,歩道の状況が

変わる事を知らせ,次の線状ブロックに繋がっている.横断歩道への注意喚起も点状ブロックが用いら

れている.今後,Type B はカーブや注意喚起についても検証する必要があると考えられる. 

 

⑥普段単独歩行されていない全盲者 

 面誘導方式バリアフリー歩道や誘導用ブロックは、主として単独で歩行される方が歩行の際の目印

として利用するため単独歩行される方を対象者として歩行試験を行った．今回の歩行試験には，本研

究で述べた全盲者 6 名以外にも「普段単独歩行をされない全盲者２名」にも歩行してもらった．普段

から単独で歩かれていないため，音の違いを頼りに歩くことはできないものの，２名とも「音の違い」

は分かるという意見であった．Type B の歩行試験では全盲歴の短い方でも歩けたことも踏まえると，

「ウッドデッキを利用した音の違いは分かりやすく，誘導機能の習熟までそれほど時間がかかわらな
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い」可能性が考えられる． 
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表 5-12 意見交換会での話題 

 

 

 

 

日 11月6日の意見交換会 11月29日の意見交換会 12月2４日の意見交換会

参加者 全盲者２名,弱視者１名 全盲２名,弱視３名 全盲者１名,単独歩行をされない全盲者２名

内容

３名ともウッドデッキを叩いて音の違いを認識しなが

ら歩く事に好印象で,ピンコロ石が無くても音の違いで

歩けるという意見であった.

　誘導用ブロックと比較した意見としては,誘導用ブ

ロックの凹凸で足が左右にふれて撚る場合があるこ

と,ウッドデッキの幅が広く今回の歩道の方が歩きや

すいという意見があがった.

　ウッドデッキとコンクリートの音について,ウッドデッ

キは“カンッ”コンクリートは“コツッ”.ウッドデッキは

“高い音”コンクリートは“低い音”.コンクリートは“重た

い音”という意見があがった.

　全てウッドデッキの場合どうか聞いたところ,３名とも

半々が分かりやすいという意見であった.

　弱視者からコントラストが足りない,A-type試験舗装

のコントラストの方が分かりやすかったという意見が

あがった.誘導用ブロックの凹凸について全盲者に

とって必要ではあるものの歩きにくいためもう少し低く

ても良いという意見があがった.

　全盲者１名からは,白杖でウッドデッキとコンクリート

を叩いて歩く場合に境界からどの程度ずれているか

分からないため真っ直ぐ歩きにくいという意見があが

り,全盲者１名からは,白杖を滑らせて歩く場合にもウッ

ドデッキ舗装とコンクリート舗装の違いが分かり,白杖

を滑らせることでその境界が分かるので,自分が歩道

のどの位置にいるか分かり真っ直ぐ歩くことができる

という意見があがった.ウッドデッキとコンクリートの音

の違いは白杖の使い方がタッチ式,スライド式でも認

識できるが,真っ直ぐ歩きやすいかどうかは次の課題

として残っていることが分かった.

　ピンコロ石について無くても左右の違いが分かるが,

真っ直ぐ歩くためにウッドデッキとコンクリートの境界

を確認できる何らかの手掛かりを工夫する必要があ

るという意見があがった.

　ウッドデッキ舗装に対する不安な点として,「濡れた

際に滑らないか」「木への足裏感覚はコンクリートより

も精神的に安定しない.」という意見もあがった.

　地元の障害者が利用する歩道として今後研究を進

めていいかという質問に対して,３名が良いと思う.１名

がウッドデッキとコンクリートの境界部分に工夫が必

要.１名が凹凸（誘導用ブロック）を無くす判断材料に

はしてほしくない.という意見であった.

12月24日は,日常生活で単独歩行をされる官能試験

でヒアリング結果を扱った被験者（全G）と単独歩行を

ほとんどされない全盲者2名とスタッフで歩いてもらっ

た後の意見交換を行った.普段単独歩行をほとんどさ

れない方2名にも官能試験を行い,歩道になれてもらう

時間を設け,可能な限り単独で歩いてもらいヒアリング

を行っている.

　単独歩行を普段されていない2名も,「ウッドデッキと

コンクリートの音の違いや足裏感覚でウッドデッキ舗

装を認識することができた」という意見であった.

　単独歩行されている方は,「ピンコロ石のあり無しに

関わらず材質が違うので分かると思う」という意見で

あった.また,「中央からそれても音で復帰できる」とい

う意見があがり,設計意図にあげていた面誘導のメ

リットに関する意見もあがった.

　3名とも今回のウッドデッキ舗装の評価は良かった.

配置については,今のまま車道,コンクリート,ウッドデッ

キが良いとのことであった.
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第６章 結論 
 

 

 ここでは，結論として，本研究の成果と今後の課題について述べる． 

 

6-1. 本研究の成果 

 本研究は，今日広く普及しており課題も残されている誘導用ブロックを用いず,左右に異なる舗装を

用いて視覚障害者を誘導し，車いす利用者等にも優しい面誘導方式バリアフリー歩道の開発研究であ

る．2005-2007 年，長崎県の栄上為石線拡幅事業において，視覚障害者，車いす利用者，地元住民，

当研究室の検討チームで検討・試験施工して，2011 年２種類の歩道が完成した．２種類の歩道とは，

Type A がインターロッキングブロックとコンクリートの組み合わせ，Type B がウッドデッキとコンク

リートの組み合わせである．本研究では，検討チームが考え実際に試した面誘導方式バリアフリー歩

道は，一般の障害者にはどう受け止められるのかについて実地歩行試験により検証した．なお，本線

は地域の幹線道路であるため，誘導機能を習熟した地元の視覚障害者が日常利用する歩道として想定

している．本研究の成果として，以下の５点が挙げられる． 

 

(１)面誘導方式バリアフリー歩道の開発 

 既往の研究・事例の整理により，異なる床・舗装を用いた視覚障害者誘導は屋外歩道においてほと

んど進んでいない状況であることが明らかになった．そのため，面誘導方式バリアフリー歩道の開発

研究を進めることで，視覚障害者や車いす利用者等が共存できる屋外歩道空間の実現に寄与すると考

えられる． 

 また，異なる床・舗装による全盲者への誘導機能は，「弾性差」「摩擦差」「凹凸の変化」「音の違い」

の大きく４種類に整理された． 

 

(２)車いす利用者の走行への支障 

 誘導用ブロックの一番の課題は,車いす利用者が誘導用ブロックを横断する際にその突起が障害に

なることである．面誘導方式バリアフリー歩道では,左右に異なる舗装を用いることで誘導用ブロック

の突起が無くなり走行に支障はないという考え方である．検討段階には，全盲者に対して，左右の異

なる舗装だけでなく誘導補助としてピンコロ石を設置することにし，車いす利用者に配慮してピンコ

ロ石の高さは最低限にした．そのため，車いす利用者に対する検証では，ピンコロ石の凹凸は走行に

支障はないか確認することが検証のポイントであった． 

 Type A の検証,Type B の予備調査により,ピンコロ石は走行に支障が無いことが確認された.また,

ピンコロ石は無ければより良いという意見も少数あり,全盲者の歩行試験では，ピンコロ石の有無につ

いても確認した. 

 

(３)全盲者の誘導機能 

 検討チームが考えていた全盲者への誘導機能は，Type A，Type B ともに粗さの違いである．全盲者

にインターロッキングブロックとコンクリートやウッドデッキとコンクリートの粗さの違いを足裏や

白杖で認識してもらうことで誘導する. 

 検証は，汎用舗装を用いた Type A から先に行った．Type A の検証では,検討チームとの予備調査の
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結果を踏まえ，溝切インターロッキングブロックとコンクリート木ゴテ仕上げの組み合わせの試験舗

装で歩行試験を行った.歩行試験の結果，その粗さの違いでは,特に全盲歴が 10 年以下と短く，足裏や

特に白杖を使って歩くことに慣れていない全盲者には歩くのは難しいことが確認された．検討チーム

の全盲メンバーは先天性で全盲歴 50 年以上であり，その全盲者メンバーの意見をもとに確保した粗さ

の違いでは，全盲歴の短い方には歩くのが難しい場合があることが分かった． 

 粗度差の定量試験として，足裏の滑りやすさと相関の高い滑り抵抗性（C.S.R）の差を計測した.そ

の計測結果は，既往研究や C.S.R 測定業者へのヒアリングで得られた仮の基準値を満たしていないこ

とが確認された．更に，既往の知見で測定された汎用舗装の C.S.R の組み合わせでも充分な粗度差を

確保するのは難しいことが推測された． 

 また，全盲者側の要因として，白杖の種類（幅 20〜40mm）や使い方（タッチテクニック・スライド

テクニック），靴や歩き方なども誘導機能に影響することも確認された． 

 以上，歩行試験の結果やその他の理由を踏まえると，インターロッキングブロックとコンクリート

の粗さの違いでは, 特に全盲歴の短い全盲者を誘導するのは難しいと推測された． 

 Type B の検証を検討している期間に歩行訓練士へのヒアリング等から，新たに「ウッドデッキとコ

ンクリートを叩いた時の音の違い」に着目して歩行試験を行うことにした．ウッドデッキの下には空

洞があるため白杖で叩いた時に音が異なるという仮説を当研究室内でたてた．検討チームとの予備調

査を行った結果，評価は良好であったため，次に一般の障害者による歩行試験を行った． 

 その結果，一般の障害者による評価も良好であった． Type A では歩くのが難しかった全盲歴の短

い方も Type B の音の違いを頼りに歩けた．白杖の使い方は，ウッドデッキを叩く（タッチテクニック）

だけでなく，滑らせる（スライドテクニック）場合，でも音の違いを利用できることが確認された．  

 誘導補助であるピンコロ石は,「音の違いが分かるので無くても良い」という意見が概ねであった.

一方で,蛇行することなく真っ直ぐ歩くという“歩きやすさ”の視点から考えると，ウッドデッキとコ

ンクリートの境界には何かしらの手掛かりがある方が良いという意見もあり,境界部分の検証は今後

の課題として挙げられる． 

 

(４)弱視者の誘導機能 

 弱視者への誘導機能の考え方は，Type A・Type B ともに色の違い（輝度比）であり,弱視者には視

覚的に色の違いを認識してもらうことで誘導する.Type A では,茶色のインターロッキングブロックと

白色のコンクリートで,Type B では,茶色のウッドデッキと白石のコンクリートで色の違いを確保して

いる． 

 Type A の検証・Type B の検証ともに,弱視者をその色の違いにより誘導できることが確認された.

誘導用ブロックと比較した場合の誘導性能には,「色の違いが足りない」という意見が多かった.特に

Type B の輝度比は基準を満たしているものの下限付近の値であった. そのため，色の違いをより大き

くする改善が今後必要である． 

 

(５)面誘導方式バリアフリー歩道の Type B の可能性 

 研究の成果(２)(３)(４)より,面誘導方式バリアフリー歩道の Type B（ウッドデッキ＋コンクリー

ト）であれば,車いす利用者の走行に支障がなく,全盲者は音の違い，弱視者は色の違いで誘導できる

可能性が確認された． 

 研究の成果(１)で述べた通り，異なる床・舗装を用いた視覚障害者の誘導の既往研究は屋外歩道で
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はほとんど進んでいない．そのため，面誘導方式バリアフリー歩道の Type B の開発研究を進めること

で，視覚障害者や車いす利用者等が共存できる歩道空間の実現に寄与すると考えられる．また，本研

究では「ウッドデッキの音による全盲者の誘導」という視点を新たに示した． 

 面誘導方式バリアフリー歩道の前提条件である地元の歩道や誘導機能の習熟について述べる． Type 

B の歩行試験では，全盲者が介助者ありの練習歩行から１人で歩けると判断するまでの歩行距離は，

全員１〜2往復程度（135m〜540m）であった．よって，Type B のように足裏や白杖で認識できる充分

な「音の違い」があれば,習熟時間はそれほど必要ない可能性が確認された． 
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6-2. 今後の課題 

 本来，面誘導方式の「色」や「粗さ」の違いについて一般の障害者はどう感じるのか検証する研究

であったが，Type B の検証において新たに「音」による誘導の可能性が見つかった．そのため，面誘

導方式バリアフリー歩道の Type B(ウッドデッキ＋コンクリート)については今後より詳しく検討して

行く必要がある．今後検討して行くべき項目として，特に以下の４つの項目が考えられる． 

①高さ，大きさ，響きといったウッドデッキを叩いたときの音の性質 

②ウッドデッキにイペ材という南洋材ではなく，安価な国産材の使用 

③施工性・耐久性・音に関係する構造 

④その他 

 以上４つの項目を総合的に検討しながら，Type B が効果的なバリアフリー歩道として成立するのか

検証していく必要がある． 

 

 




