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 高速道路暫定2車線区間は大半がラバーポールと縁石による簡易分離構造なので、正面衝突事故が起き

た場合は重大事故に至りやすい。本稿は、ワイヤロープ式防護柵を暫定2車線区間にレーンディバイダー

として試行導入するために、シミュレーションや実車衝突実験を行い、土工部、及び、橋梁部に設置する

ための仕様の研究開発の検討結果を報告する。 
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1.  はじめに 

北海道は、積雪寒冷地でかつ、広域分散型社会を形成

し、郊外部の国道は走行速度が高くなりやすく、一度交

通事故が起きると死亡事故に至ることもある。郊外部の

国道は、大部分が往復非分離の2車線道路なので、正面

衝突事故が構造上発生しやすく、発生した場合は死亡事

故等の重大事故に至る場合が多い。道路構造令では、特

例として中央分離帯の設置が認められているが、事故時

の対応等のために車道を拡幅しなければならず、設置は

限定される。(国研)土木研究所寒地土木研究所では、平

成20年から比較的幅員が狭い道路の上下線を分離するこ

とに適した防護柵の開発に着手1)し、鋼製防護柵協会と

共同研究を締結し、CGシミュレーションや実車衝突実

験から防護柵の仕様を決定し、平成24年1月の性能確認

試験おいて防護柵設置基準に定める分離帯用Am種（高

速道路）の基準を満足したワイヤロープ式防護柵の開発

に成功した2)（写真-1）。 

ワイヤロープ式防護柵は支柱が細く、車両が衝突した

時の衝撃を緩和し、設置のための必要幅員も少ない。平

成24年秋以降、道央自動車道、一般国道275号、磐越自

動車道、紀勢自動車道、一般国道238号、帯広広尾自動

車道の6箇所に試行導入された（写真-2）。平成28年ま

でに試行導入された箇所は中央帯の幅員を確保した上で、

防護柵として設置されており、暫定2車線区間に設置さ

れた箇所は無かった。平成28年からは㈱高速道路総合技

術研究所も共同研究に参加し、東・中・西日本高速道路

（株）の3社の協力の下、暫定2車線区間でレーンディバ

イダーとして試行設置するための研究開発を行った。 

本稿は、高速道路暫定2車線区間にワイヤロープ式防

護柵が導入するために、苫小牧寒地試験道路において行

った走行試験や実車衝突試験等について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ワイヤロープ式防護柵の特徴 

ワイヤロープ式防護柵は、欧米で普及している 

“high-tension cable barrier”や “wire rope barrier

“と呼ばれているケーブル型防護柵である。日本国内で

普及しているケーブル型防護柵（ガードケーブル）と大

きく異なる点は中間支柱が細く、車両が衝突した時に中

間支柱が変形し、さらに中間支柱からワイヤロープが容

易に外れる構造となっていることで、車両衝突時の衝撃

をワイヤロープの引張りだけで受け止め、車両内の乗員

への衝撃を大幅に緩和できることである（写真-3）。ま

た、支柱とワイヤロープが一体的な構造となっており、

表裏がなく、支柱が設置できる空間があれば、容易に設

置、撤去が可能なため、既存道路への設置や、狭い幅員

の分離帯用として使用することが有利である。一方、ガ

写真-1 ワイヤーロープ式防護柵（左）と性能確認試験（右）

写真-2 一般国道275号（左）と帯広広尾道（右） 
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ードケーブルは、支柱に直接衝突させないというブロッ

クアウト構造のため、各支柱にブラケットと呼ばれる部

材が取り付けられ、ケーブルと支柱の間に一定間隔の空

間を設けている。ただし、車両衝突時の衝撃が大きい場

合は、ブラケットだけでは吸収できず、支柱の強度が大

きいので、車両に与える衝撃も大きくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全幅員が13mの狭幅員でも中央分離施設としてワイヤ

ロープ式防護柵を設置している例として、スウェーデン

で普及している2＋1車線道路がある。2＋1車線道路とは、

全線を3車線として整備し、中央の車線を交互に追越車

線として利用する方式である（写真-4）。 

スウェーデンでは追い越し需要に対応するために、

13mの広幅員2車線道路を整備したが、1990年代に重大事

故の多発から、対策としてコストが安いワイヤロープ式

防護柵を中央分離施設として設置した2＋1車線道路を導

入し、2008年6月で1,800kmに達している3)。オーストラ

リアとニュージーランドでは、1990年代から導入され、

2000年代になると郊外部の非分離2車線道路の分離施設

として試行導入された4)。設置箇所の事前事後分析の結

果、正面衝突事故防止効果と費用便益の優位性から、正

面衝突リスクの高い箇所では継続的、かつ、利用拡大が

指示された4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  暫定2車線区間への導入検討 

日本国内の高速道路建設は1987年に策定された第四次

全国総合開発計画で明示された総延長約14,000kmの高規

格幹線道路網の計画に沿って進められた結果、2012年4

月末の供用延長では10,218km、整備率72％に達した。

1990年以降は限られた期間や費用で整備を進めるために、

交通量が少ない区間は4車線で計画された道路のうちの2

車線のみを暫定的に供用する方法を採用したため、未だ

に大半がラバーポールと縁石による簡易分離による暫定

2車線区間である。暫定2車線区間の道路は一般道に比べ

事故率は低いが、車両走行速度が高いため、正面衝突事

故が起きた場合は重大事故に至りやすい。 

暫定2車線区間にワイヤロープ式防護柵を導入するに

は以下の3つの方法が考えられる。 

[1] 幅員全体を拡幅し、中央帯幅員を確保 

[2] 路肩幅員を縮小し、中央帯を確保 

[3] 現行のラバーポール＋縁石と同じ区画線扱いで設置 

ワイヤロープ式防護柵を導入する場合、防護柵として

位置づけると中央帯設置が必要5)となる。往復の通行を

区分する簡易分離構造として位置づけると、現行の横断

面構成で設置可能となる。「道路構造令の解説と運用」

では、暫定供用時の道路構造は、必ずしも道路構造令の

規定に合致する必要はないが、道路構造令を基本としつ

つ、当面必要な機能を満足する道路構造でなければなら

ないとしている5)。幅員全体を拡幅するのであれば、導

入費用は高額になり、設置箇所は限られ、路肩幅員を縮

小するのであれば、路肩の機能が損なわれる可能性もあ

り、従前において暫定2車線区間に中央分離柵は設置さ

れて来なかった。このような状況下で、平成27年11月に

会計検査院から、暫定２車線の高速道路で死傷事故が多

発していることに対して、国土交通省や高速道路各社に

分離帯設置など安全対策検討の提言が出された。これを

受けて、平成28年12月に国土交通省は、高速道路（有料）

で暫定2車線区間の死亡事故が4車線区間に比べ多いこと

から、緊急対策として、平成29年春から全国の暫定二車

線100km区間において、幅員構成を変えず、ラバーポー

ルに代えてワイヤロープを設置することによる安全対策

の検証を行うと発表した。道央自動車道、磐越自動車道

の中央帯に設置されたワイヤロープ式防護柵は、平成24

年から平成28年末までに接触事故が3件起きただけで、

反対車線への飛び出しや死傷者も無く、暫定2車線区間

の正面衝突事故対策として期待された。 

 

(1) 暫定2車線区間に適した仕様の検討 

 平成28年から、鋼製防護柵協会に㈱高速道路総合技術

研究所を加えた３者で共同研究を締結し、東・中・西日

本高速道路（株）の3社の協力の下、暫定2車線区間でワ

イヤロープ式防護柵をレーンディバイダーとして試行設

置するための研究開発を開始した。 

暫定2車線区間に適したワイヤロープの仕様を検討す

るために、防護柵設置基準に定められた性能確認試験の

Am種衝突条件を見直した。性能確認試験の衝突角度は、

片側２車線道路の追越車線中央を走行する車両が路肩防

護柵に衝突する条件で大型車15度、小型車20度と定めら

れている。暫定２車線区間に限定して、80km/hで走行す

る車両が中央分離柵に衝突する時の衝突角度を算出した

結果、大型車6 度、小型車8 度となった6)。暫定２車線

区間に適したワイヤロープの仕様として、低コストや維

持管理の容易さを考慮し、ロープ本数削減、支柱間隔増

大、施工張力減少を検討したが、Am種の仕様を開発した

過程から支柱構造を変更した場合、短期間で開発するの

写真-3 ガードケーブル（左）とワイヤロープ式防護柵（右）

 

写真-4 スウェーデンの2＋1車線道路 
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は困難であると判断し、支柱間隔増大と施工張力減少を

開発目標とした。 

仕様の検討には車両衝突シミュレーションを使用した。

車両衝突シミュレーションは、PAM-CRASHという動的陽

解法を用いた有限要素法構造解析プログラムを使用し、

鋼製防護柵協会が作成したモデルである。シミュレーシ

ョンを行う条件は、大型車：車両重量20t、衝突速度：

52㎞/h、衝突角度：6度とし、ワイヤロープの仕様は基

本的にAm種と同じで、支柱間隔と張力を変えて5ケース

を検討した（表-1）。なお、ワイヤロープ式防護柵の研

究開発において、乗用車を使った性能確認試験では常に

良い結果を得られていたので、シミュレーションの検討、

及び、実車を使った性能確認試験は大型車を対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASE1は、支柱間隔3mで張力10kNでシミュレーション

を行った結果、ワイヤロープ上部2本で車体、下部3本で

タイヤを捕捉し、車両を誘導した（図-1左）。最大進入

行程は0.325mで、平成24年に行った性能確認試験（Am種）

の最大進入行程1.480mよりも大幅に小さな値となった。

CASE2は、CASE1から張力を5kNに変更した条件でシミュ

レーションを行った結果、衝突時の状況は同様で、最大

進入行程が0.3999mとわずかに大きくなった。CASE3は、

支柱間隔4mで張力15kNでシミュレーションを行った結果、

ワイヤロープ上部3本で車体、下部2本でタイヤを捕捉し、

車両を誘導した（図-1右）。最大進入行程は0.393mで、

CASE2と同程度であった。。CASE4は、CASE3から張力を

10kNに変更した条件でシミュレーションを行った結果、

衝突時の状況は同様で、最大進入行程が0.485mと大きく

なった。CASE5は、さらに張力を5kNにした条件とした結

果、衝突時の状況は同様で、最大進入行程が0.531mと大

きくなった。シミュレーション結果から、支柱間隔4m、

張力10kNであっても最大進入行程はそれほどおおきくな

らず、幅員が狭い暫定2車線区間であっても飛び出し事

故が起きる可能性は低いと考え、大型車による性能確認

試験を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

(2) 大型車性能確認試験の実施 

 車両衝突シミュレーションを行ったCASE4とCASE5の条

件で、大型車を使った性能確認試験を苫小牧寒地試験道

路で行った。ワイヤロープの設置状況と諸元を表-2と写

真-5に示す。試験結果を表-3と写真-6,7に示す。張力

10kNでは最大進入行程が0.350mになり、張力5kNでも最

大進入行程が0.440mになり、どちらもシミュレーション

よりも低い数値となった。どちらのケースも車両衝突時

に車体下に巻き込まれたロープは1本であったので、最

大進入行程が小さくなり、衝突後の車両損傷も小さく、

車両は自走可能であった。この結果、暫定2車線区間に

設置するワイヤロープはAm種の仕様を支柱間隔4m、張力

10kNに変更した仕様とし、張力が5kNに低下した場合で

も対応できることが明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1 車両衝突シミュレーションの条件と結果(1) 

支柱間隔 張力 最大進入行程※ 離脱速度 離脱角度

(m) (kN) (m) (km/h) （度）

CASE1 3 10 0.325 40.2 0.02

CASE2 3 5 0.399 42.9 0.03

CASE3 4 15 0.393 45.3 2.20

CASE4 4 10 0.485 45.9 2.59

CASE5 4 5 0.531 44.8 1.57

※最大進入行程は、車両が防護柵に衝突した時の車輪内側が
防護柵前面から路外方向に移動したときの最大距離

 

図-1 シミュレーション結果1（左：CASE1、右：CASE3） 

表-2 試験にワイヤロープの諸元 

 

項　　目 仕様

支柱サイズ（材質） φ89.1×4.2 (STK400)

支柱板厚 4.2mm

支柱ピッチ 4.0m

ワイヤロープ 3×7φ18，5段

ワイヤロープの高さ
1段：970mm 2段：860mm,3段：750mm,

4段：640mm, 5段：530mm

支柱の高さ 1030mm

スリーブ（材質） φ114.3×4.5 (STK400)

スリーブ土中埋め込み長 710mm(支柱はスリーブに400mm埋込み)

 

写真-5 ワイヤロープ設置状況（左：CASE4、右：CASE5） 

 

写真-6 車両衝突時の状況（左：CASE4、右：CASE5） 

表-3 大型車性能確認試験の結果 

 

 

支柱間隔 張力 車両重量 走行速度 衝突角度 衝撃度

(m) (kN) （ｔ） (km/h) （度） (kJ)

CASE4
H28.12.15

4 10 20.12 52.9 6.0 23.7

CASE5
H29.3.8

4 5 20.16 54.5 6.2 26.9

下段は試
験実施日

最大進入行程 離脱速度 離脱角度

(m) (km/h) （度）

CASE4 0.350
42.9

81.1％
3.8

63.3％

CASE5 0.440
37.5

68.8％
0

0％

 

写真-7 車両衝突後の状況（左：CASE4、右：CASE5） 
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4.  既設橋梁部への設置仕様の検討 

ワイヤロープ式防護柵を土工部に設置する場合は、深

さ70cmのスリーブを打ち込み、143cmの支柱の内、40cm

をスリーブに挿入する構造である。新設橋梁部において

は、ベースポスト方式の支柱をアンカープレートとアン

カーボルトにより、最薄8cmのコンクリート基礎に固定

することができる構造（図-2）で、帯広広尾道のサンド

イッチ頂版のボックスカルバートで実績がある（写真-

8）。供用済みの区間の既設橋梁部に設置する場合、橋

梁床版に影響を及ぼさない方法が必要となり、検討対象

の橋梁を50m以下の中小橋として、[1]支柱を設置しない

方法、[2]簡易支柱、[3]既設橋梁用支柱を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 支柱を設置しない方法の検討 

 50m以下の距離であれば、支柱が無くてもワイヤロー

プだけで衝突車両を跳ね返すことができる可能性がある

と考え、車両衝突シミュレーションを使って検討した。

シミュレーションを行う条件は、大型車：車両重量20t、

衝突速度：52㎞/h、衝突角度：6度とした。 

 支柱を設置しない方法は全部で4ケースを検討した

（表-4）。CASE6は橋長50mに伸縮装置等を考慮し、68m

に支柱を設置しない条件で張力を10kNとして車両衝突シ

ミュレーションを行った。その結果、上部ロープ1本で

車体を捕捉し、下部ロープ4本はタイヤで下げられて車

体の下に入り、突破はしなかったが、最大進入行程が

2.316mと大きくなった（図-3左）。CASE7は24mに支柱を

設置しない条件で張力を10kNとしてシミュレーションを

行った。その結果、上部ロープ3本で車体を捕捉し、下

部ロープ2本はタイヤで下げられて車体の下に入り、最

大進入行程は1.226mと約半減した（図-3右）。CASE8と

CASE9は50mに支柱を設置しない条件で張力を20kNと30kN

に上げて、シミュレーションを行った。その結果、最大

進入行程はCASE8で1.758m、CASE9で1.418mとなった。た

だし、張力30kNという値は、事故復旧時に締め金具であ

るターンバックルの取り扱いが容易ではなくなるので、

導入は難しい。また、支柱が無いとワイヤロープは自重

でたわむので、車両衝突時のワイヤロープの高さがより

低くなり、最大進入行程も大きくなることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)簡易支柱の検討 

 支柱が無い状態ではワイヤロープは自重でたわむこと

から、ワイヤロープの高さを維持することを目的とした

簡易支柱を考案した。簡易支柱はシミュレーション結果

を検討する過程で、3種類を考案した（図-4）。簡易支

柱の特徴は、支柱基部をアスファルト舗装に固定するこ

となく、さらに車両衝突時にはワイヤロープの高さを維

持しながら舗装上を衝突車両と共に移動することである。

また、土工部に設置された中間支柱と異なり、車両衝突

時にワイヤロープと支柱が分離しない構造である。 

簡易支柱を設置する方法は全部で4ケースを検討し、

シミュレーションを行う条件は、大型車：車両重量20t、

衝突速度：52㎞/h、衝突角度：6度とした（表-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASE10は50mの延長に3m間隔の簡易支柱1を設置し、張

力は30kNとして車両衝突シミュレーションを行った。そ

の結果、簡易支柱を引きずりながら、ワイヤロープ5本

で車体を捕捉し、最大進入行程は1.176mとなった（図-5

左）。CASE11はCASE10の条件とほぼ同じで、張力を20kN

に変更した結果、車両衝突時に支柱が中折れし、最大進

入行程が1.408mと約23cm大きくなった（図-5右）。

CASE12は簡易支柱2とし、最上段のワイヤロープが支柱

から外れるように上部に切欠きを設けた仕様である。こ

れは下段のワイヤロープがタイヤで引き下げられるのに

伴って、上段のワイヤロープまで車体下に巻き込まれる

ことを防ぐためである。また、CASE11の支柱が車両衝突

時に中折れしていたので、CASE12は支柱と車両の接触を

減らすことを目的に支柱間隔を6mに拡大した。その結果、

簡易支柱とワイヤロープ4本が車体下に巻き込まれ、最

上段1本のワイヤロープで車体を捕捉し、最大進入行程

  

図-2 新設橋梁用支柱   写真-8 BOXカルバート設置例 

表-4 車両衝突シミュレーションの条件と結果(2) 

支柱間隔 張力 最大進入行程 離脱速度 離脱角度
(m) (kN) (m) (km/h) （度）

CASE6 68 10 2.316 49.0 0.55
CASE7 24 10 1.226 45.7 1.12
CASE8 50 20 1.758 47.4 0.32
CASE9 50 30 1.418 47.8 0.08

 

図-3 シミュレーション結果2（左：CASE6、右：CASE7） 

表-5 車両衝突シミュレーションの条件と結果(3) 

 

支柱間隔 張力 最大進入行程 離脱速度 離脱角度
(m) (kN) (m) (km/h) （度）

CASE10
50

簡易支柱1@3m
30 1.176 43.0 0.89

CASE11
50

簡易支柱1@3m
20 1.408 39.7 0.44

CASE12
50

簡易支柱2@6m
20 1.761 39.9 5.44

CASE13
50

簡易支柱3@3m
20 1.673 37.6 10.38

 
図-4 簡易支柱（左から簡易支柱1、簡易支柱2、右簡易支柱3）
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は1.761mとなり、CASE11に比べ大きくなった（図-6左）。

CASE13は簡易支柱3とし、上下分割構造で、上部はワイ

ヤロープ2本、下部は3本が添架される。シミュレーショ

ンは、CASE12の条件から支柱間隔6mを3mに変更した。そ

の結果、簡易支柱の下部とワイヤロープ3本が車体下に

巻き込まれ、支柱上部とワイヤロープ２本で車体捕捉し

誘導し、最大進入行程は1.673mとなった（図-6右）。 

簡易支柱の構造を検討する過程で、解決できない課題

として、曲線区間では設置できない、強風の時には柱が

揺れる、基部に耐雪がある場合は柱が滑動できない等が

挙げられ、設置できる橋梁が限られることから、支柱を

固定する方法を検討することになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 既設橋梁用支柱の検討 

供用済みの区間の既設橋梁部にワイヤロープ式防護柵

を設置する場合、橋梁床版に影響を及ぼさない方法が必

要となり、既に橋梁部に設置されている高さが約5cmの

ラバーポール基礎アンカー金具を使って、支柱をアスフ

ァルト舗装に固定する方法を検討した（写真-9）。アス

ファルト舗装に埋め込まれたアンカー金具の引き抜き強

度は、それほど期待できないので、アンカー金具は4個、

8個、12個と複数使用する方法を考案した。また、支柱

強度を低下させる方法として、ベースポスト方式の他に

基部プレート方式（ロングタイプ・ショートタイプ）の

3種類を考案した（図-7）。基部プレート方式の狙いは、

道路横断方向に強軸、車両進行方向に弱軸の特性を持た

せ、対向車線へのはみ出しを少なくしながら、支柱を固

定している舗装へのダメージを軽減することである。 

アンカー金具のアスファルト舗装引抜き剪断力に対し

て知見が無いことから、車両衝突シミュレーションモデ

ルを使うことができず、既設橋梁用支柱の評価は、クレ

ーンで重量が2,665kgの重錘を吊り下げ、3ｍの高さから

重錘を振り子のように落とし、支柱に衝突させ、支柱や

アスファルト舗装の損傷度合いを測定した（写真-10）。 

その結果、ベースポスト方式ではアンカーが舗装から

引き抜かれ、舗装も損傷した。基部プレート方式（ショ

ートタイプ）は横断方向の衝突に対して、基部プレート

が破断した。基部プレート方式（ロングタイプ）はどの

方向の衝突に対しても、基部プレートが折れて、良好な

結果となった（写真-11）。支柱基礎のプレート方式

（アンカー8個、アンカー12個）のタイプはどちらも舗

装から引き抜かれることが無かったが、施工に時間を要

し、実用化に向けて課題が残った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 実車衝突実験の実施 

重錘による支柱衝突実験で良好な結果であった基部プ

レート方式（ロングタイプ）の支柱を使って、平成29年

5月18日に苫小牧寒地試験道路で実車衝突実験を行った

（写真-12）。実験条件は、大型車20ｔ、衝突速度

52km/h、衝突角度6度、ロープ張力10kNとした。実験の

結果、最大進入行程は0.435mを記録し、表-3に示す平成

28年12月に行った土工部設置仕様の性能確認試験よりわ

ずかに8.5cm大きな値であった。離脱速度は進入速度の

96%、離脱角度は0度であった。ただし、支柱2本が舗装

から剥離、飛散し、課題が残った（写真-13）。剥離し

た舗装の大きさは、ほぼベースプレートと同じであった。

それ以外の支柱は、ほぼ車両進行方向に倒れ、スリット

も開くことなく、良好な結果であった。この事件結果か

ら既設橋梁用支柱のシミュレーションモデルを作成し、

車両衝突シミュレーションを行い、舗装が剥離しない仕

様の開発を進めることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

    

写真-9 アンカー金具   写真-10 支柱衝突実験 

 

図-7 既設橋梁用試作支柱と試作基礎一覧 

写真-11 支柱衝突実験結果（左：ベースポスト方式、中：基部 
プレート方式（ショート）、左：基部プレート方式（ロング）

 

図-5 シミュレーション結果3（左：CASE10、右：CASE11） 

 

図-6 シミュレーション結果4（左：CASE12、右：CASE13）

 

写真-12 既設橋梁用支柱   写真-13 実車衝突実験後の状況 
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車両衝突シミュレーションでは最大進入行程等の他、

各支柱のアンカー金具に掛かる引抜力を算出した。舗装

が剥離しないように基部プレートの板厚とくびれ部の仕

様を変更して、強度を弱くしながらも、最大進入行程を

大きくしないように、シミュレーションは実験スペック

の他に3ケースを行った（表-5）。CASE14は、実車衝突

実験と同じ仕様で、舗装から剥離した8番支柱と9番支柱

の引抜力は約17kNであった。CASE14以外は全てアンカー

金具に掛かる引抜力が17kNを下回った。3ケース中で、

引抜力が小さいのに、最大進入行程も小さいCASE17の仕

様で再実験を行うことになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 実車衝突再実験の実施 

基部プレートの仕様は、板厚を12mmから9mm、くびれ

部の幅を60mmから50mmに変更し、前回同様の条件で、平

成29年10月4日に苫小牧寒地試験道路で実車衝突再実験

を行った（写真-14）。その結果、最大進入行程は

0.470m、離脱速度は39.8km/hで進入速度の75.2%、離脱角

度は1.84度で衝突角度の27.4%であった。舗装剥離を起

こす支柱は無く、概ね車両進行方向に倒れ、良好な実験

結果が得られた（写真-15）。 

既設橋梁用支柱は、土工部と接続することも考えて、

張力5kNの条件で平成29年11月15日に苫小牧寒地試験道

路で実車衝突実験を行った。その結果、最大進入行程は

0.565m、離脱速度は42.9km/hで進入速度の78.7％、離脱

角度は2.1度で衝突角度の35.0%であった。最大進入行程

が約10cm大きくなった以外、舗装剥離を起こす支柱も無

く、張力が低下しても、10kNと同様の結果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

5.  暫定2車線区間への試行設置とその効果 

東・中・西日本高速道路の3社は、関係機関等と協議

した結果、平成29年4月から8月までに12路線で約

113.3kmの暫定2車線区間にラバーポールをワイヤロープ

に代えて、試行設置を行った（写真-16）。平成29年11

月に国交省で「高速道路の正面衝突事故防止対策に関す

る技術検討委員会」が開催され、ワイヤロープ試行設置

113kmの効果検証結果が報告された7)。事故防止効果とし

て、対向車線への飛び出しが平成28年に45件あったもの

が、設置後3ヶ月～6ヶ月で1件になったこと、死亡事故

は7件が0件、負傷事故は6件が0件になったことが報告さ

れ、正面衝突事故防止効果が確認できた。その一方でワ

イヤロープに接触した件数が112件発生し、今後の課題

となった。また、設置したカメラで正面衝突事故防止事

例が確認できた（写真-17）7)。 

 

 

 

 

 

 

6.  おわりに 

暫定2車線区間において、正面衝突事故の対策として

ワイヤロープの有効性が確認され、拡幅を伴う中央分離

施設整備に比べ大幅なコスト縮減とラバーポールに比べ

飛躍的な安全性の向上が期待される。その一方でロープ

に接触件数が多発し、通行止め回数や補修時間の問題が

明らかになった。今後は接触件数の低減や補修時間の短

縮等を目指しながら、中小橋以外の橋梁やトンネル等の

設置可能性を検討する次第である。 
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表-5 車両衝突シミュレーションの結果(4) 

実車実験 CASE14 CASE15 CASE16 CASE17

幅(mm) 60 60 60 50 50

厚さ(mm) 12 12 9 12 9

結果
最大進
入行程(m)

0.435 0.510 0.642 0.763 0.579

支柱番号 5 やや変形 8.65 10.9 10.7 7.88

6 斜め倒れ 11.2 12.7 13.4 10.3

最大引抜力 7 斜め倒れ 10.6 12.2 12.1 10.7

8 剥離 17.4 12.5 12.3 8.64

9 剥離 17.1 12.1 12.4 8.11

(kN/本) 10 進行倒れ 10.5 12.5 12.0 8.31

11 進行倒れ 11.2 13.0 13.3 8.29

アンカー1本
あたり

基部プレー
ト仕様

 

写真-14 橋梁用支柱衝突状況 写真-15 実車衝突再実験後の状況

    

写真-16 浜田自動車道設置状況 写真-17 正面衝突事故防止事例7)


