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２車線道路における緩衝分離構造の導入可能性の検討
Feasibility Study of Wire Rope Guardrail Systems on
Two Lane Roads in Japan
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中央分離帯がない２車線道路では、対向する車両との正面衝突が構造上発生しやすく、発生した際
は死亡事故に至る場合が多い。２車線道路における中央分離帯は、道路構造令では特例として設置が
認められているが、従来の分離帯施設は費用が高額であり、特に供用後に設置する場合は用地拡幅が
必要となるため、設置は限定される。一方、北欧などで採用されているワイヤーロープ式防護柵は、
緩衝機能に優れるとともに、比較的安価で施工も容易であり必要幅員も少ないなどの利点を有する。
本稿は、緩衝機能を有するワイヤーロープ式防護柵の性能や施工性について各種試験を実施して、
道路構造令や防護柵設置基準等の適用性を確認するなど、日本の２車線道路における緩衝分離構造の
導入可能性を検討した結果を報告するものである。
《キーワード：正面衝突；事故対策；中央分離帯；２車線道路》
On two-lane roads without median strips, fatal high-speed head-on collisions often occur in
limited spaces. While installation of median strips is permitted under the Road Construction
Ordinance, such installations are limited due to high costs. Wire rope guardrail systems use thin
posts, have a buffering function and require minimal width. This study examines the possibility of
introducing such wire rope guardrail systems to replace median strips on two-lane roads in Japan,
by using test construction and collision tests to confirm performance, and by determining the
applicability of the above ordinance, guard fence installation standards and other regulations.
《Keywords：head-on collision；countermeasure；median barrier；two lane road》
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とにより、センターラインを越えた時に発生する音と

１．はじめに

振動で注意を喚起する「ランブルストリップス」（写
北海道は、都市間距離が長く広域分散型社会を形成

真－１）の開発及び実用化を道路管理者と連携して推

している一方で、地方部の高速道路ネットワークは整

進してきた１）。これまでの導入実績により、ランブル

備途上にある。それらを背景に、地方部の国道では高

ストリップスは、正面衝突事故防止に対して大きな効

速道路の代替機能が期待されており、その走行速度は

果があることが確認された一方で、山間部の縦断勾配

概して高くなる傾向にある。また、北海道の国道は、

や平面線形などの道路線形が厳しい区間では、その効

延長の９割以上が往復非分離の２車線道路であり、対

果が減少することが明らかになっている。このため、

向する車両との正面衝突事故が構造上発生しやすく、

道路線形が厳しい区間では、中央分離帯を設置するな

発生した際は死亡事故等の重大事故に至る場合が多

ど物理的に車線逸脱を防ぐ対応が有効であるが、従来

い。２車線道路における中央分離帯の設置は、道路構

タイプの中央分離帯では、拡幅等を伴うなど費用が高

造令では、特例として認められているが、供用後に追

額になることから、設置箇所は限定されている。

加的に設置する場合は用地拡幅が必要となるため、設
置は限定される。
一方、道路幅員が狭い道路において中央分離施設を
検討する際、欧米の事例としていわゆる「２＋１」車
線道路が参考となる。２＋１車線道路とは、中央の車
線を追越車線として上下方向で交互に利用する方式で
ある。スウェーデンでは、２＋１車線道路に中央分離
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事故類型別死亡事故件数（H21）

施設を設置する場合は、最も安価なワイヤーロープ式
防護柵を採用している。ワイヤーロープ式防護柵は、
支柱が柔らかく緩衝機能があるとともに、必要幅員も
少ないなどの利点もある。
本稿は、ワイヤーロープ式防護柵の、苫小牧寒地試
験道路における試験施工や性能確認のための衝突試験
を通じて、道路構造令や防護柵設置基準等の適用性を

写真－１

ランブルストリップス（左：R237、右：R275）

確認するなど、日本における導入可能性を検討した結
果を報告する。

３．欧米における緩衝分離構造の導入事例

２．正面衝突事故防止への対策と課題

前節で述べた課題を検討するにあたり、狭幅員の道
路において中央分離施設を設置しているスウェーデン

北海道の交通事故対策は、道路管理者が交通管理者
等の関係者と連携して、道路整備等の必要な対策を進

の「２＋１」車線道路におけるワイヤーロープ式防護
柵が参考となる（写真－２）。

めてきた結果、平成４年から16年度まで13年間続いた
都道府県別交通事故死者数ワースト１を、平成17年か
ら平成21年までの５年間連続で返上することができ
た。しかしながら、平成22年の交通事故死者数は依然
として２百人を超え、東京都と並んで全国ワースト１
となり、致死率も全国平均の約1.8倍と未だに深刻な
状況が続いている。この交通死亡事故のうち、最も多
い事故類型は正面衝突であり、全体の19% を占めて
おり、その割合は全国に比べ1.8倍に及ぶ（図－１）。

写真－２

ワイヤーロープ式防護柵付きの２＋１車線
道路（スウェーデン）

ワイヤーロープ式防護柵は、たわみ性防護柵のうち、

このような状況下において、（独）土木研究所寒地土

ケーブル型防護柵に分類される。日本国内で普及して

木研究所では、新たな正面衝突事故対策手法として、

いるケーブル型防護柵（ガードケーブル）と大きく異な

２車線道路のセンターライン上に切削溝を配置するこ

る点は、車両が衝突した時に支柱が変形するとともに、
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衝撃はワイヤーロープが受け止めることで、車両への

では上下線分離の広幅員中央帯における防護柵の設置

衝撃を極力緩和する構造にある（写真－３）。一方、日

に対して、スウェーデンでは、上下線非分離の狭幅員

本のガードケーブルでは、ケーブルと支柱の間に一定

道路（約13ｍ）に設置されていることである。

間隔の空間を設けて支柱に直接衝突させない構造（ブ
ロックアウト構造。各支柱にブラケットと呼ばれる部

４．ワイヤーロープ式防護柵の利点

材が取り付け）が採用されている。これは、ワイヤー
ロープ式防護柵に比べて、支柱の強度が高いため、支
柱への衝突時における車両の衝撃が大きくなる。

スウェーデンでワイヤーロープ式防護柵が採用され
た理由の一つに設置コストが挙げられる。スウェーデ
ンにおける標準的な中央分離施設の設置コストは、ワ
イヤーロープ：ガードレール：コンクリートの設置コ
ストの比率で約１：２：３程度となる。また、衝撃吸
収能力では、ワイヤーロープは、ガードレール、コン
クリートに対して変形しやすい支柱を用いるため、衝
撃吸収能力に最も優れる（写真－４）。その結果、スウ

ワイヤーロープ式防護柵（左）とガードケー
ブル
（右）

ェーデンの２＋１車線道路では交通事故死者数・重傷

スウェーデンのワイヤーロープ式防護柵は、1991年

分離施設を設置することから、物損事故を含めると事

写真－３

から試験的導入が開始され、その後、設置延長が増加

者数が大幅に減少した。ただし、狭い道路幅員に中央
故件数自体は増加したことが報告されている５）。

した。この動きと並行して、スウェーデンでは追い越
し交通の需要に効果的に対応するために、広幅員（13
ｍ）の２車線道路の整備が進められた。しかし、1990
年代に重大事故が多発したことから、安いコストで車
両逸脱が防止できる対策としてワイヤーロープ式防護
柵を中央分離施設に設置した２＋１車線道路の検討が
始まった。その後2001年には、標準的な２＋１車線道

写真－４

ワイヤーロープ式防護柵の衝突実験状況６)

路の横断面構成が決定され、このワイヤーロープ式防

一般に、２車線区間に中央分離施設を導入する際の

護柵を設置した２＋１車線道路の整備延長は、1,800

課題は、交通事故、故障車等が発生した時の交通の確

２）

km に達している
（2008年現在） 。一方、スウェーデ

保にある。この対策として、交通事故等があっても交

ン以外の欧州各国では、中央分離帯にワイヤーロープ

通に支障とならないよう中央分離施設における側方余

式防護柵を採用している例は限定的であるが、米国で

裕や広い路肩を設ける場合、結果として設置コストは

は古くから実績がある。

高額となる。

米国において最初にワイヤーロープ式防護柵が正面

スウェーデンでは、除雪作業等の維持管理のために

衝突事故対策として設置されたのは、1968年にニュー

Ｕターンができる開放区間を一定間隔で設けるほか、

ヨーク州運輸省が低張力の３本ワイヤーロープを使っ

ワイヤーと支柱を人力で着脱可能な構造とすることに

た時に遡る。その後、2001年に英国の Brifen 社が高

より、必要な開放区間を容易に設けることで緊急時の

張力のワイヤーロープ式防護柵で連邦道路局
（FHWA）

対応を可能としている（写真－５）。この他に、
クィック・

の認可を受け、引き続きスウェーデンの Blue System

ロックと呼ばれる部品でワイヤーを分断する場合やカ

社、米国の Trinity 社、Gibraltar 社、Nucor 社の製品

ッターでワイヤーを切断する場合もあるが、防護柵を復

が認可されるなど導入を拡大していく環境の整備が進

元することに時間が掛かるので、使用機会は少ない。

んだ３）。このうち、米国ウィスコンシン州に設置され
た33km の高張力のワイヤーロープ式防護柵では「中
央帯突破事故が削減され、重大事故も減少した結果、
高い費用便益
（維持費を含む）が得られた」旨報告され
た４）。
なお、米国とスウェーデンでの大きな違いは、米国
4

写真－５

緊急時の開放例
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５．欧州と日本の防護柵設置基準の比較

は B 種（一般国道60km/h）対応の防護柵として適用で
きる可能性を検討することが妥当と考えられる。なお、

ワイヤーロープ式防護柵は、欧州では一定の採用実

衝撃度の算出式を図－２に示す７）。

績があるが、日本への導入を検討するにあたっては、
我が国の防護柵設置基準に示す性能を満足しなければ
ならない。防護柵に求められる性能は、強度性能、変

ここで

形性能、車両の誘導性能、構成部材の飛散防止性能で

衝撃度（kJ）

４つに分けられる。このうち、ワイヤーロープ式防護

車両質量（t）

柵にとって、最も厳しい基準は変形性能である。この

衝突速度（km/h）

変形性能は、日本では「最大進入行程」と呼ばれる基

衝突角度（度）

図－２

衝撃度の算定式７)

準値で評価されている。これは、車両が防護柵に衝突
した際に、前輪または後輪の内側が防護柵の柵面の原

６．ワイヤーロープ式防護柵の施工方法の検討

位置より路外方向に踏み出た距離の最大値のことを指
す
（表－１）
。一般国道の場合は主に B 種（衝突速度60
７）

我が国ではワイヤーロープ式防護柵の施工実績がな

km/h）
：1.1ｍが適用されている 。一方、スウェー

いため、その導入にあたっては、適当な製品タイプの

デンは欧州規格 EN 1317－2に準じており、２＋１車

選定と施工方法の適応性を検証する必要がある。その

線道路で採用している基準値は、衝突速度100km/h

ため、社団法人鋼製防護柵協会との共同研究により、

８）

相当で最大進入行程は1.7ｍである （表－２）。欧州

選定した製品を輸入し、苫小牧寒地試験道路において

の最大進入行程は、道路の区分に応じて細かく設定さ

試験施工を行うこととした。

れているが、日本では、最大で1.5m である。支柱が

製品の輸入にあたっては、まず、ワイヤーロープ式

変形して衝撃を吸収するワイヤーロープ式防護柵の特

防 護 柵 の 製 作 会 社 ６ 社 の 製 品 を 調 査 し た（ 英 国 の

徴が日本に導入されなかった一因と思われる。

Brifen 社、米国の Trinity 社、Gibraltar 社、Nucor 社、

両者の最大進入行程の違いは、衝突試験の条件が異

スウェーデンの Blue System 社、Gunnebo 社等）その

なるため、
単純に比較することはできない。そのため、

結果、会社毎に支柱の形状やワイヤーロープの添架方

改めて衝突試験の衝撃荷重を計算した結果、スウェー
デンで採用している条件は日本の B 種より大きく、A
種より小さい値であることが分かった（表－３）。正確
な最大進入行程は最終的には衝突試験を実施しなけれ
ば確認できないが、我が国への導入に際しては、まず
表－１ 日本における分離帯用防護柵の許容最大進入行程７)
⒳
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写真－６

各社のワイヤーロープ式防護柵；Brifen 社８)
（左上）
、Trinity 社
（右上）
、Gibraltar 社８)
８)
（左中）
、Nucor 社 （右中）
、Blue System
社８)（左下）
、Gunnebo 社８)（右下）
5

法に特徴があることが分かった（写真－６）
。

油圧ハンマーの先の特殊なアタッチメントにスリーブ

前述のように、人力でワイヤーと支柱が着脱可能な

管を装着して、アスファルトに直接打撃で挿入する施

製品は、Trinity 社と Blue System 社の製品であった。

工方法であることを確認した（写真－７）。装着から挿

両者の大きな違いは、支柱の形状が上から見て I 型

入完了までに掛かる時間は、20秒程度であった。支柱

（Blue System 社）か C 型（Trinity 社）の形状であるこ

は、打ち込まれたスリーブ管に直接差し込まれる。現

とである。C 型の支柱は、四隅が丸みを帯びており、

地の施工会社に施工速度を尋ねたところ、概ね１日で

二輪車の衝突を想定した場合、エッジが鋭利な I 型の

１km の施工が可能との回答があった。標準仕様の支

支柱よりも有利であること。また、輸入に掛かる費用

柱間隔は３m なので、これは約330本の支柱建込に相

と時間は、スウェーデンに比べ、米国の方が少なかっ

当する。日本国内では機械打込によるガードケーブル

たため Trinity 社の製品を採用し、試験施工や性能確

中間支柱建込の１日当たり施工量は、50本（国土交通

認試験を行うこととした。

省の標準歩掛）なので、ワイヤーロープ式防護柵の施

試験施工に用いたワイヤーロープ式防護柵の支柱
は、C －100×50×４－1200（C 型形状、縦×横×厚さ
－長さ、単位；mm）で、地上高さ800mm である。ス

工速度は、ガードケーブルの施工速度の約６倍に相当
することから、施工性に優れることがわかった。
苫小牧寒地試験道路における試験施工では、鋼製防

リーブ管は、□－76.2×127×2.9－686（角パイプ形状、

護柵協会の協力の下、スリーブ管をアスファルトに挿

縦×横×厚さ－長さ、単位；mm）である。ワイヤー

入するためのアタッチメントを作成し、直接打撃で施

ロープは、３段で、上段は地表から高さ75cm、同様

工した（写真－８）。スウェーデンの専用機と違い、高

に中段は64cm、下段は53cm に位置する。防護柵の端

速性や確実性に劣ったが、３日間延べ19時間で184本

末基礎は、コンクリート基礎に L 字型のアンカーブラ

のスリーブ管が施工できた（写真－９）。

ケットをアンカーボルトで留める構造である
（図－３）。
䉴䊕䊷䉰䊷
⚿᧤䊋䊮䊄
䉴䊕䊷䉰䊷
ᡰᩇ

䉝
䉝䊮䉦䊷䊑䊤䉬䉾䊃

写真－７ スリーブ管施工機械（左）と施工後の状況（右）
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図－３
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写真－８ 作成したアタッチメント（左）と施工状況（右）

ワイヤーロープ防護柵の支柱、スリーブ管
（左）
と端末基礎（右）の詳細図

ワイヤーロープ式防護柵をカーブ区間で設置する場
合は、内側への傾きや道路線形とワイヤーロープの位
置に差が生じることに注意しなければならない。その
ため、直線区間
（延長200ｍ）の試験施工に加え、曲線
半径が100ｍと200ｍのカーブ区間（延長共に100ｍ）に
も施工することとした。

写真－９

直線区間の支柱（左）と端末部施工状況（右）

直線区間の試験施工は、寒地試験道路内の試験走路
上に施工し、曲線半径が100m と200m のカーブ区間

施工方法については、筆者らは、平成20年11月にス
２）

は試験走路上に設置できる場所がないので、敷地内の

ウェーデンを訪問し、調査を行った 。その結果、ス

未舗装の条件でスリーブ管を土中に埋め込むこととし

リーブ管は角パイプの形状であるが、ドリルは使わず、

た（写真－10）。なお、土中埋め込みは、アスファルト
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舗装の場合に比べ、地盤の支持力が弱く、内側へ傾く

入し、スムーズな建込みができなかったため、土砂を

リスクがあるなど不利な条件であるため、この条件で

混入させない工夫が必要であること、③スウェーデン

傾きが少なければ、実道への施工条件としての制約が

の施工会社はスリーブ管の底に金属製キャップを付け

少ないことが確認できる。

て建込んでいたが、アスファルト舗装のひび割れを誘

カーブ区間に設置したワイヤーロープ式防護柵の傾

発していた（写真－７）ため、対応策の検討が必要であ

きは、曲線半径100m と200m の各々で、負荷する張

ること、④ワイヤーロープの張力を調節するターンバ

力を４段階で変化させ
（緊張前の0.7t から1.0t、1.5t、

ックルは全長370mm のうち調整余裕が約270mm しか

2.0t）
、中間支柱頭部の移程量
（曲線の中心が内側に移

ないため、施工延長が長い場合を想定したより長いタ

動する量）
、スリーブ管頭部の移程量を計測した（図－

ーンバックルが望ましいこと、また、⑤ターンバック

４, 図－５）
。その結果、全体的に中間支柱の移程量

ルの加工精度が悪く、ロープへの継ぎ手加工に時間が

の方が、
スリーブ管の移程量より大きな値となったが、

かかり、結果的に施工に時間がかかったこと、⑥アン

張力が2.0t の場合でも中間支柱が倒れ込むことはな

カーブラケットについては、ワイヤーロープの３本が

く、また、曲線半径の違いによる移程量の大きな差異

並列に接続されているので、１本目の中間支柱までの

もなかった。なお、曲線半径200m に設置したスリー

３m の区間は中間支柱の幅の10cm よりも幅広となる

ブ管においては、横方向のみ最大張力2.0t で移程量

ため、部分的ではあるが道路構造令上の建築限界を侵

11.7mm となり、全体で最も大きな値を示した。

すことになり、この区間の中央帯はより広い幅が必要
となること（写真－11）、などが挙げられる。

写真－10 カーブ区間の施工中（左）と施工後（右）の状況
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Trinity 社の製品を使用した。諸元を表－４、設置状
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写真－11
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況を写真－12に示す。
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図－５ カーブ区間におけるスリーブ管の変位測定結果

ワイヤーロープ式防護柵の供試体諸元
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これら試験施工の結果、明らかになった課題を以下
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ਅᲑ㧦 OO

に列記すると。①スリーブ管の打設に関しては、短時

ᡰᩇߩ㜞ߐ

間で垂直に建込むために専用の打込機械が必要である
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こと、②アタッチメントとスリーブ管の間に土砂が混
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また、③乗員の安全性能については、乗用車の車両
重心位置の最大加速度が38.1m/s2/10ms となり、規定
値の90m/s2/10ms を下回った。
④車両の誘導性能については、車両の挙動が横転な
どしなかったこと、離脱速度は衝突速度の６割以上（大
型車71.2％：25.0km/h/35.1km/h、乗用車65.9％：39.7
km/h/60.2km/h）、離脱角度は、衝突角度の６割以下
（大型車24.8％：3.8度 /15.3度、乗用車０％：０度 /21.1
度）となり、規定値を満足した。
写真－12

ワイヤーロープ式防護柵の供試体設置状況

試験条件は、一般国道に設置することを想定して、

最後に⑤構成部材の飛散防止性能については、ケー
ブルと支柱が取り外せる構造となっているものの、主
要部材の飛散は見られなかった。このように、いずれ
の項目でも規定値を満たした。

以下の通りとした。

なお、修繕コストに関連して、衝突後のワイヤーロ

・防護柵種別：Bm 種
・防護柵形式：ケーブル型たわみ性車両用防護柵

ープ式防護柵は、支柱の破損にかかわらず、ワイヤー

・基礎種類

：土中用基礎（両端アンカー）

は大きな損傷が無ければ再利用可能なので、修繕は一

なお、衝突試験は大型車
（衝突条件 A）と乗用車（衝

般に安価で短期間で実施できる（写真－14）。ただし、

突条件 B）の各々２回行うことが決められている
（表－
７）

柔らかな支柱は軽微な接触でもダメージを受けること

５） 。主な試験項目は、①車両の逸脱防止性能、②

から、支柱の取り換え頻度を考慮した上で、最終的な

変形性能、③乗員の安全性、④車両の誘導性能、⑤構

維持管理コストについては、さらに検討が必要である。

成部材の飛散防止性能で５項目である。
表－５

衝突条件
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一方、車両の破損状況については、衝突試験に使用
した大型車が、バンパーと左前輪のホイールが僅かに
破損した程度であったことに対して、乗用車の場合は、
バンパーが外れ、左前輪を損傷し左前部はワイヤーロ
ープにめり込む形で停止したが、車室内の損傷はなか
った（写真－15）。
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㪧㪈㪇
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衝突試験を行った結果（写真－13）、まず①車両の逸
脱防止性能については、防護柵を突破されない強度を
有していた。②変形性能は、大型車の最大進入行程が
0.585m、乗用車が0.635m となり、規定値の1.1m 以下
を満たした。

写真－13
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衝突時の状況（左：大型車、右：乗用車）
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写真－14

衝突後の状況と損傷した支柱（上段：大型
車、下段：乗用車）

写真－15

衝突車両の破損状況（左：大型車、右：乗
用車）
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落ちこぼれ幅との間に相関を確認できなかった（図－

８．冬期維持管理上の課題と対策検討

８、図－９）。なお、今回の試験結果では、除雪ブレ
（１）
除雪作業による防護柵への影響等

ード位置が堆雪形状に明確な影響を与えなかったが、

積雪寒冷地である北海道での実用化にあたっては、
除雪等の冬期維持管理の適応性を確認することが重要

その原因として、雪質が水を含んだべた雪であったこ
とも考慮する必要があると思われる。

である。例えば、除雪作業を効果的に行うためには、

ᡰᩇઃ
ઃㄭ䈱㔐ႇ㜞䈘䋨L1㧕

しかしながら、支柱が柔らかいため、除雪作業による
折損等の影響が懸念される。そのため、除雪作業によ
る支柱への影響と除雪作業後の堆雪の形状を測定する
試験を苫小牧寒地試験道路で行った。試験は、平成21

㔐ႇ㜞䈘䋨cm䋩

除雪車は防護柵にできるだけ近づくことが望ましい。

年２月16日13時～ 14時に行い、気温は－3.0℃、路温

図－８

ブレード位置上の雪堤高さ
（L ２）
、雪堤から落ちこぼ
れた雪の幅を測定した（図－７）。なお、除雪作業の試
験は、一定量の雪が必要なため、試験道路内にある雪
を回収し、毎回50cm 程度の高さに敷き均してから試
験を行った。
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支柱までの離れを５段階に変化させ（10cm，20cm，

業後に、各支柱付近の堆雪した雪堤高さ
（L １）と除雪
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防護柵に沿って除雪車を走行させ、除雪ブレードから

行い、支柱の変位を計測した（図－６）。また、除雪作

10

0

は－1.0℃であった。試験方法は、ワイヤーロープ式

30cm，40cm，50cm）各々約10m の延長で除雪作業を
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図－６

除雪位置の雪堤高さと落ちこぼれ幅

（２）注水による凍結試験（支柱引き抜き時の影響）
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図－９

ワイヤーロープ防護柵の利点の一つには、交通事故
40
0cm

等の緊急時において、支柱を引き抜き、交通を確保で

10
0cm

きることが挙げられる。冬期間には凍結により支柱が

䊷䊨䊷䊒ᑼ㒐⼔ᩋ
䊪䉟䊟䊷

除雪作業試験と試験方法

引き抜けない恐れが考えられる。そのため、支柱の基
礎部であるスリーブ管内に注水し、貯留水による結氷
状況を計測した（写真－16）。

ਛ㑆
ᡰᩇ

㔐ႇ㜞䈘
L1 cm
㔐
⥩ⵝ㕙

図－７

㔐ႇ㜞䈘
L2 cm
⪭䈤䈖䈿䉏
⪭
X cm

堆雪状況（左）と測定項目（右）

写真－16

スリーブ管内の浸水試験状況

試験は、平成21年２月17日７時～ 11時に行い、注

試験の結果、支柱に変位は見られず、ワイヤーロー

水は、６本のスリーブ管に行った。気温は、－5.0 ～

プへの雪の付着もなかった。また、防護柵に最も接近

－16.0℃、路温は、－1.0 ～－9.2℃であった。注水の

した場合
（10cm）でも、除雪作業の効率性の低下は確

結果、いずれの場合もスリーブ管内部の結氷は確認さ

認できなかった。また、除雪ブレードの位置に対する

れず、満水にした水は、15分ほどで全て浸透した。ま

支柱付近の雪堤高さ（L1）、雪堤高さ（L2）、ならびに

た、注水時の気温が－５℃と－７℃以下の場合に分け
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て、比較したが、有意な差は確認できなかった（図－

周囲に設置した雪堤の規模や支柱から離れとの相関は

10）
。これは底蓋のないスリーブ管先端が凍結抑制層

確認されなかった（図－12）。

まで到達しているため、貯留水が容易に浸透できた結
果と考えられる。

管内に供給された水分が凍結し、支柱の引き抜きの支
障になることはないと考えられる。なお、スリーブ管

㪇

への浸水に対して、底蓋を設けないことは水分の浸透

᳇᷷㪄㪌ᐲ
᳇᷷㪄㪎ᐲએਅ

㪄㪈㪇㪇

を促す効果がある一方、路盤や路床への悪影響も懸念

㪄㪉㪇㪇

される。このため、冬期の維持管理については、様々

㪄㪊㪇㪇

な気象条件下でどのような課題があるか等、さらに調

㪄㪋㪇㪇

査検討を行う必要があると思われる。

㪄㪌㪇㪇

㪇

図－10

㪉

㪋

㪍

㪏
㪈㪇 㪈㪉 㪈㪋
⚻ㆊᤨ㑆䋨ಽ䋩

㪈㪍
㪍

㪈㪏

㪉㪇

スリーブ管内の浸水試験測定結果

（３）
融雪水による影響（スリーブ管内の水位変化）
注水ではスリーブ管内の凍結は発生しなかったが、
融雪水のように徐々に侵入する水分の影響も確認する

᳓䋨䋽ో䈩⚿᳖䋩䋨㪺㫄䋩

㪊

㪄㪍㪇㪇

᳓䋨䋽ో䈩⚿᳖䋩䋨㪺㫄䋩

䉴䊥䊷䊑▤ౝ䈱᳓䋨㫄㫄䋩

これらの試験結果からは、冬期間においてスリーブ

㪉
㪉㪅㪌
㪉
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㪇
㪇㪅㪌
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図－12
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㪇

㪋㪇㪇

融雪水によるスリーブ管内の水位測定結果

必要がある。支柱周辺や支柱から離れた位置に雪堤を
設置し、この融雪水による支柱基礎部のスリーブ管内

９．ワイヤーロープ式防護柵導入時の幅員構成

の水位状況、およびこれに伴う結氷状況を測定した。
雪堤は、支柱の周りに大きさや高さが異なる８種類と
支柱から離れた位置に２種類を作成した（図－11）。

ワイヤーロープ式防護柵を採用した際の中央帯の幅
員構成を検討する際、これを凸型の縁石に変わる道路
付属物として位置づけられるならば、マウントアップ
は不要となる。この場合、建築限界を侵さない必要最
小限度の幅員構成として、中央帯の必要幅は側帯＋側
方余裕ｃ＋防護柵幅＝２@（0.25+0.25）＋0.10＝1.10m
となる。この幅員を第３種２級完成２車線の完全分離
の一般国道に適用した場合、総幅員12.0m が11.6m と
なり、道路幅員を40cm 縮小することができる（図－
13）。なお、道路構造令では、0.25ｍ刻みの数値設定
をしており、1.25ｍで設定される可能性はある。

図－11

融雪水による凍結試験の堆雪状況

㪈㪅㪎㪌

㪊㪅㪌㪇
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㪌

㪊㪅㪌㪇

㪈㪅㪎㪌

ゞ䇭䇭

〝⢋

䌃

試験は、平成21年２月17日に雪堤を作成し、２月18
日、19日、20日に各日14時、17時、20時の３回計測し
た。雪堤を作成した平成21年２月17日の気温は作成し
始めた時点は－8.0℃で終了時には０℃まで上昇した。

㪈㪅㪎㪌

㪊㪅㪌㪇

㪈㪈㪅㪍㪇㪇
㪈㪅㪈㪇

㪊㪅㪌㪇

㪈㪅㪎㪌

〝⢋
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ਛ㩷ᄩ㩷Ꮺ
Ꮺ
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〝⢋

䌃

翌日の18日の計測時の気温は、０℃から－９℃、２日

න㧦O



目の19日の計測時の気温は、０℃から－９℃、３日目
の20日は、気温が１℃から－４℃の範囲であった。
計測の結果、
スリーブ管内の水位が確認できたのは、
462回中の64回であった。また、水位は最大でスリー

図－13

ワイヤーロープ式防護柵設置を考慮した幅員
構成

（※第３種２級の主要幹線を想定して車線幅員3.50m を採用）

ブ管底から27mm と僅かであった。また、気温や支柱
10
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一方、高規格幹線道路および地域高規格道路におけ

ての導入は可能と考えられる。設置箇所としては、正

る自動車専用道路のうち、暫定２車線で供用されてい

面衝突事故対策として通常の中央帯設置では拡幅等の

る区間における設置適合性について、主に幅員構成上

用地的制約が大きい区間、付加追越車線（避譲車線含

の観点から検討した。対象とする道路（第１種２級）の

む）の設置区間、沿道出入りが少ない郊外部の区間や

基本断面構成は、幅員：Ｗ＝2.50＋3.50＋3.50＋2.50＝

比較的線形が緩やかな峠部等の区間、郊外部における

12.00m である。この場合、中央分離帯は設置されて

往復分離がされていない４車線以上の区間が適当と考

いないが、簡易分離構造として基本的にラバーポール

えられ、その導入による効果は大いに期待される。

等のレーンディバイダーが設置されている。道路構造

また、暫定２車線区間の高規格道路においても効果

令では分離片側１車線道路の第１種の左側路肩幅員は

的に安全性を向上させるための分離施設として、ワイ

規定値2.50ｍから特例値1.75ｍまで縮小できるとして

ヤーロープ式防護柵を応用することが期待される。そ

いるので、断面総幅を変更しない場合の幅員構成とし

のためには今後、高規格幹線道路の設計速度（A 種。

ては、1.5m の中央分離帯にワイヤーロープ式防護柵

100km/h）に対応した、防護柵設置基準の性能確認試

を設置し、幅員：Ｗ＝1.75＋3.50＋1.50＋3.50＋1.75＝

験の実施を行う必要があると考えられる。

12.00m に変更することが考えられる（図－14）。この
際、
「高規格幹線道路等の幾何構造
（案）
」10）では、路

11．あとがき

肩幅員が2.5m 未満の区間は、標準で500ｍ間隔に非常
駐車帯を設置することとしているが、ワイヤーロープ

北海道の２車線道路における正面衝突事故対策とし

式防護柵自体の必要幅は10cm 以下なので、1.5m の中

て、これまで実施してきたランブルストリップスの整

央帯でも、片側0.7m（=（1.5m －0.1m）/2）の右側側

備効果については一定の評価を得てきた一方、線形不

方余裕を確保できることから、左側路肩に駐車車両が

良箇所など効果が低減される箇所においては、新たな

発生しても、ラバーポール等のレーンディバイダーが

対策が求められている。今回報告したワイヤーロープ

設置されている状況と比較してほぼ同様の側方余裕が

式防護柵はその効果的な対策として期待される。

確保できると考えられる。

実用化に向けてはさらに詳細に検討すべき課題が残
されているが、今後は、高規格道路の暫定２車線区間

㪈㪉㪅㪇㪇
㪉㪅㪌㪇

㪊㪅㪌㪇

〝⢋

ゞ䇭䇭

㪊㪅㪌㪇

㪉㪅㪌㪇

ゞ䇭䇭

〝⢋

や地域高規格道路等への適応も視野に入れた性能確認
試験を実施していく予定である。

䌃
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