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発展の系譜と今後の展望

第 38 回

視覚障害者
誘導用ブロック
はじめに

クは半世紀前に日本で誕生しまし

徐々に広まっていきましたが，やがて

た。岡山県の発明家三宅精一氏（図 2）

1970 年に 2 つの転機が訪れます。1 つ

視覚障害者誘導用ブロック（以下，ブ

が，視覚に障害をもつ友人と親交を深

は大阪府立盲学校の教職員の陳情を受

ロックと略します）は視覚障害者に向

める中で靴底で読み取るブロックを発

けて，旧国鉄が阪和線我孫子町駅のプ

けて歩行に必要な情報を提供するため，

想し，1965 年に丸い突起のついたコ

ラットホームにブロックを敷設したこ

床面や路面（歩行面）に敷設されます。

ンクリートブロックを考案して，
「点

とです（図 4）
。これが鉄道駅への初め

およそ日本に住んでいれば目にしたこ

字ブロック」と名付けました。これが

ての敷設となり，以後，国鉄の主要駅

とのない人はおそらくいないでしょう。

現在の点状ブロックの原型です。手で

にブロックが敷設されることになりま

それくらいブロックは広く普及してい

読む点字はそれ以前からありましたが，

ます。丸い突起の「点状ブロック」は警

歩行面に設置して足や白杖 で読み取

告や注意喚起を示し，細長い突起の「線

る発想は，いわばコロンブスの卵とも

状ブロック」は誘導や案内を示します

言える斬新なものでした。

じょう

（図1）
。
「点字ブロック」
「視覚障害者用

考 案 か ら2年 後 の1967年3月18日，

タイル」など呼び方はいろいろあります

ブロックは岡山県立盲学校の近くを走

が，1993年に公布された福祉用具法で

る旧国道2号線（現国道250号線）の横

「視覚障害者誘導用ブロック」の名称が

断歩道口に初めて敷設され，これがブ

使われ，これ以降，各種の法令や指針

ロックが初めて敷設された日になりま

類はこれを踏襲しています。

した。当時の写真には盲学校の生徒た
じょう

ちが興味津々と白杖 や足でブロックを

誕生から普及まで

確かめている様子が写っています（図3）
。
こうして世に出たブロックは，最

あまり知られていませんが，ブロッ

点状ブロック

（警告・注意喚起を表す）

図1
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初，岡山や大阪・京都などを中心に

図2

三宅精一氏

出典：
「白浪に向いて」1），
（財）安全交通
試験研究センター発行

線状ブロック

（誘導・案内を表す）

視覚障害者誘導用ブロック
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図3

ブロックが初めて敷設された当時の様子

出典：
「白浪に向いて」1），
（財）安全交通試験研究センター発行

ちなみに，これらの検討では点状ブ
ロックでも線状ブロックでもない第3
のブロックが検討された記録がありま
す。しかしいずれも実用化には至らず，
その後，点状ブロックと線状ブロック
の2種類だけの時代が長く続きました。
その後，
「公共交通ターミナルにおけ
る身体障害者用施設整備ガイドライン」
（1983年）
，ハートビル法（1994年）
，交
通バリアフリー法（2000年）などに採用
図4

ブロックがプラットホームに初めて敷設された当時の様子
出典：
「白浪に向いて」1），（財）安全交通試験研究センター発行

されてブロックは全国に広まり，現在
では全国の公共空間で見られます。

ブロックの形状
点状ブロック
ブロックが全国に普及する過程では，
並列配列
（正方配列，格子配列）

千鳥配列
（対角配列）

突起が大きい

線状ブロックの水はけが悪いとか，ハ
づえ

イヒールや松葉杖が滑るといった問題
が指摘されるようになり，そうした問
題に対処するため，統一規格がないま

線状ブロック

ま，突起の形や配列に改良が繰り返さ
れました。その結果，「点状ブロック
突起が５本

突起の断面形状

ドーム型
図5

突起が３本

小判型

ハーフドーム型

様々なブロックの形状の例

と線状ブロック」という大枠のもとで
形状の異なるブロックが多数生まれる
ことになり，1997 年の時点では点状
ブロックと線状ブロックを合わせて少
なくとも 44 種類が確認されたと報告
されています（図 5）。そうした個々の

した。もう1つは東京都道路局がブロッ

の線状ブロックの原型）が考案されま

試みは「改善」を意図したものであっ

クの導入を決めたことです。これによ

した。ここに，点状ブロックで警告や

たとはいえ，結果として様々な形状の

りブロックは東京都内に敷設され，や

注意喚起を示し，線状ブロックで誘導

ブロックが林立したことは利用者（視

がて全国へと広がっていく下地ができ

や案内を示すシステムが出来上がりま

覚障害者）にとって紛らわしさの原因

ました。また，弱視者に配慮して，こ

した。これとほぼ同じ頃，旧国鉄も旅

となり，新たな問題となりました。

の頃からブロックは黄色く色づけられ

客施設におけるブロックの敷設方法を

こうした事態を収拾するため，1990

るようになりました。

検討して，
「身体障害者の利用を考慮

年代の終わりに，旧通産省製品評価技

した旅客駅設備設計資料集」
（1977 年）

術センターがブロックの突起の大き

クの敷設方法が検討されるようになり

に盛り込み，また，旧建設省大臣官房

さ・形・配置と認識のしやすさの関係

ました。それまでは1種類だったブロッ

官庁営繕部は「身体障害者の利用を考

に関する綿密な検討を行い，その結果

クでしたが，1974 年に旧建設省建設

慮した設計資料」
（1975 年）を作成して， に基づいてブロックの「最適形状」を

技術研究所の補助金を受けて組織さ

その中にブロックの敷設方法を記載し

れた「道路における盲人の歩行誘導シ

ました。これらの検討成果はそれぞれ， 年に JIS T 92512）に採用され，これ以

ステム等に関する研究」委員会におい

後に，道路，旅客施設，建物分野の指

て，細長い突起のあるブロック（現在

針へと発展していく基礎となりました。 としてこの規格に準拠しています。た

その後，1970 年代半ばからはブロッ

提案しました。この研究成果は 2001
後，新たに生産されるブロックは原則
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だ，同規格の発行以前に敷設されてい

現在では隙間なく敷設されます。

した。しかし点状ブロックはどちらの

たブロックにまで遡って入れ替えるこ

写真からわかるもうひとつのこと

方向から見ても同じ形で，視覚障害者

とは求められていないため，同規格の

は，当時から縁端部に一定の空白領

がホームの内側と外側を区別する手掛

発行から 15 年近くが経過した今日に

域（セットバック）を設けてブロック

かりがありません。そこで，ホームの

おいても，まだ古い形状のブロックが

が敷設されていたことです。列車が駅

内側に線状ブロックと同じ突起を 1 本

残っている所があります。

を通過する際の旅客の安全を考慮して， だけ付加したブロック（図 6）が視覚障
プラットホームの縁端部には 80 cm の

害者の意見も取り入れて 2001 年に開

安全域が旧国鉄時代から設けられてい

発され，2002 年にガイドラインに採

ましたから，これに支障しないように

用されました。この新しいブロックは

ブロックの敷設方法は，道路，旅客

セットバックが設けられたものと思わ

ホーム縁端警告ブロック（正式名称は

施設，建物，船舶，公園など，空間領

れます。その後，敷設方法が指針化さ

鉄軌道駅プラットホーム縁端警告用

域ごとに国土交通省が所管する指針に

れた時にも同様の理由でセットバック

内方表示ブロック）と呼ばれ，現在で

示されています。鉄道駅の場合は「公

が設けられることになったのでしょう。 は全国の駅に普及しています。また，

共交通機関の旅客施設に関する移動等

ちなみに 2001 年までのガイドライン

2014年に行われたJIS T 9251の改訂 4）

円滑化整備ガイドライン
（バリアフリー

ではセットバックの寸法が「縁端から

により，同規格にも盛り込まれました。

整備ガイドライン（旅客施設編）
）
」3）が

80 cm 以上」とされていたため，駅に

「バリアフリー整備ガイドライン（旅

それに当たります。ブロックの敷設方

よってはセットバックが 120 cm もあ

客施設編）
」にはこれ以外にもプラット

法に関する検討は，上述のように1970

る例も見受けられました。しかし，駅

ホームへのブロックの敷設方法がいろ

年代から進められてきましたが，既存

によってセットバックの寸法に開きが

いろ記載されています（図 7）
。また近

の指針を拡充するための検討は今日も

大きいと視覚障害者の混乱や勘違いを

年では，都市部の駅を中心にホームド

なお続けられています。以下では「バ

引き起こしかねないため，2002 年か

アや可動式ホーム柵の導入が進んでい

リアフリー整備ガイドライン（旅客施

らは「80 cm 以上 100 cm 以内」とガイ

ますが，そうした状況に対応するため，

設編）
」
（以下，ガイドラインと略します）

ドラインが拡充されました。

2013年からはホームドアや可動式ホー

ブロックの敷設方法

また 2002 年頃までホームの縁端に

に記載されている敷設方法の一部を紹

敷設されていたものは点状ブロックで

介します。

ム柵が設置されたホームにおけるブ
ロックの敷設方法が掲載されています。

視覚障害者がプラットホーム
から踏み外してしまわないよう
に，プラットホームの縁端部には

ホーム縁端警告ブロックを
敷設する。

ブロックが敷設されます。プラッ

線状ブロックと点状ブロック
の接合部においては，点状ブ
ロックを2列に敷設する。

トホームにブロックが最初に敷設

ホーム縁端警告ブロックは
縁端から80cm〜100cm程
度離れた所に敷設する。

セットバック

された当時の写真（図4）を見れば，
ブロックとブロックの間に若干の
隙間があったことがわかります。

ホーム縁端に敷設
するブロックの幅
は40cm程度以上
とする（ホーム縁
端警告ブロックは
この要求に合致す
る）。

ホームの
内側

ブロックとブロックの間には最低60cm
以上の間隔を確保する（やむを得ない場
合は40cm以上確保する）。

線路側

図6
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ホーム縁端警告ブロック
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ホーム縁端警告ブロックに柱などの構造
物が干渉する場合はブロックをまっすぐ
敷設し，干渉する部分を切り取る。

（注）

図7

は点状ブロックを表す。

プラットホームにおけるブロックの敷設ルールの例

縁端
点状ブロック

図8

海外で用いられているブロックの例
（左：英国，右：スウェーデン）

海外への普及

国際標準化を求める機運が次

線状ブロック

第に高まり，2012 年にブロッ
日本で生まれたブロックは，その有

クに関する初めての ISO 規格

用性が海外にも認められ，現在では多

として ISO 235995）が発行さ

くの国々にブロックが普及しています。 れました。この ISO 規格はブ

図9

海外の鉄道駅プラットホームのブロック
敷設例（上：カナダ，下：スウェーデン）

ただ，海外諸国においてはその国固有

ロックの形状から運用まで広

の背景を反映して，独自の形をしたブ

く網羅していますが，各国の

ロックが生まれたり，独自の敷設ルー

現状に配慮して最大公約数的な内容に

だ，歩行面に敷設されたブロックの視

ルが生まれた例が少なくありません。

なっています。

認性はブロック自体の色だけではなく

例えば英国では路面電車の乗り場
の縁端部に独特の形をしたブロック

周囲の床の影響も受けます。したがっ

ブロックの行く末

が敷設されています（図 8 左）
。またス

てブロックの視認性は周囲の床の色を
含めて考える必要があります。

ウェーデンの道路では波形のブロック

街で見かけるブロックが今日の姿に

こうした課題を解決することで，ブ

が線状ブロックの代わりに使われてい

なるまでにはいろいろな経緯があった

ロックはさらに役立つ技術になってい

ます（図 8 右）
。スウェーデンのブロッ

ことがお分かり頂けたと思います。し

くと期待されます。

クは日本のブロックのように突起のあ

かし現在の形とて最終形ではなく，今

る格好ではなく地面より凹んだ格好に

後の発展に向けていくつかの課題があ

敷設されます。なんでも歩行面から出

ります。

た突起では除雪車に削り取られてしま

（大野央人／人間科学研究部
人間工学研究室）

例えば，プラットホーム上を除けば
ブロックは 2 種類しかありません。こ
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