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　緩衝型のワイヤロープ式防護柵は、支柱が細いので必要幅が少なく、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。しかし、車両衝突時にたわむことで衝撃を吸収する構
造上の特性から、車両衝突に対する変形性能を向上させることが困難であった。本研究ではワイヤロ
ープ式防護柵の性能向上のために、車両衝突時の対向車線へのはみ出し量を少なくするロープ連結材
を開発し、大型車衝突試験から、最適な仕様を決定した。さらに、車両衝突時に支柱が飛散しないよ
うにする下部切欠き付き支柱を開発し、高速道路A種に対応する性能確認試験を行った。その結果、
大型車両衝突時に対向車線へのはみだし量が約60％低減し、変形性能が2.5倍向上した。
《キーワード：交通安全；事故防止；事故対策；防護柵；正面衝突》

　Buffer-type wire rope barriers are useful for installation on existing roads and narrow median 
strips as they have thin posts and require only a narrow width for installation. However, due to 
their structural property of absorbing the impact of collisions with vehicles by warping, it was 
difficult to improve their deformation performance in case of vehicle collisions. In this study, a rope 
interlocking member that reduces the amount of protrusion into the opposite lane in case of vehicle 
collisions was developed to improve the performance of wire rope barriers, and the optimal 
specifications were determined by conducting a large vehicle collision test. A post with a notch at 
the bottom was also developed to prevent scattering of posts during vehicle collisions, and a test to 
confirm its performance for a Type A expressway was conducted. As a result, the amount of 
protrusion into the opposite lane in case of collisions with large vehicles was reduced by 
approximately 60％ and the deformation performance was improved 2.5 times.
《Keywords: Road Safety; Accident Prevention; Accident Prevention Measures; Barriers; Head-on 
Collision》
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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、2車線道路であっても、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。
寒地土木研究所では、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を目指し、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月の性能確認試験において防護柵設置基準1）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、金属ロープの特性上、気
温が上がると「伸びる」ことにより張力が低下し、気
温が下がると「縮む」ことにより張力が上がる。齊藤
ら3）は道央自動車道大沼公園IC～森IC間に設置された
ワイヤロープ式防護柵の張力が1年間に17.9kNの変動
があることを確認した。張力が低下すると車両衝突時
のたわみが大きくなることが懸念され、平成24年1月の
性能確認試験結果の最大進入行程が、基準値1.5mに対
し、1.48ｍであったこともあり、道央道では高い張力
で維持管理を行っていた。また幅員の狭い2車線道路
の分離構造として使うためには、張力低下時において
も車両衝突時の進入行程（対向車線へのはみ出し量）
が少ないことが望ましい。ワイヤロープ式防護柵は、
Am種の仕様で、平成24年から平成26年までに、道央
道、磐越道、紀勢道、帯広広尾道の約4.2kmに施工さ
れたが、普及につながらなかった。そこで、ワイヤロ
ープ式防護柵の変形性能を向上させることを目的に、
張力低下時における最大進入行程を小さくする手法と
して、ロープ連結材の開発と支柱の改良を行った。

写真－1　ワイヤロープ式防護柵と性能確認試験

写真－2　大型車衝突時のワイヤロープの状況2）

 写真－3　間隔保持材 　　　写真－4　ロープ連結材

２．張力低下時における変形性能向上対策の検討

　平成24年の性能確認試験では、大型車が衝突したと
きに、直ぐに下3段のロープがタイヤで車体下に巻き
込まれ、上2段のロープで車両を誘導する状況が確認
された（写真－2）。平成24年以降、一般道路（B
種）用の仕様開発において、何度か行った大型車衝突
実験でも、車両下にロープが巻き込まれる現象が確認
された。

　車両衝突時のワイヤロープ式防護柵の対向車線への
はみ出し量を少なくするためには、車両下にロープが
巻き込まれることを防ぐか、または、遅らせる仕組み
が必要と考えた。既存技術では、ガードケーブルに使
用されている間隔保持材がある（写真－3）。間隔保
持材は各ロープの間隔を固定することにより、車両衝
突時にロープがバラバラに動くのを防ぎ、衝突車両に
対して面として働き、反対側へのはみ出し量を低下さ
せる。しかしながら、ワイヤロープ式防護柵では車両
衝突時に中間支柱が折れてしまう構造であり、間隔保
持材を用いた場合、前述の通り、下段のロープが車両
下に引き込まれると上段のロープも車両下に巻き込ま
れ、防護柵としての機能が発揮されないことが予想さ
れる。そこで、大型車両衝突時に最上段のロープが車
体にくい込むことを利用し、下段のロープが下げられ
る力に対して、上段のロープと連結して抵抗するため
の部材を考案し、ロープ連結材と命名した（写真－4）。

　ロープ連結材は、既製品の巻付グリップを活用し、
一方を最上段のワイヤロープに固定し、もう一方を最
下段のワイヤロープの下を通した後に再び最上段のワ
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表－1　大型車衝突実験の防護柵諸元（CASE1～3）

表－2　大型車衝突実験結果（CASE1～CASE3）

写真－5　連結材の取り付け

イヤロープに固定する（図－5）。巻付グリップとは
スパイラル状に成形した鋼線を数本撚り合わせ、内側
に摩擦力を増加するため、グリッド材が塗布されたも
ので、落石防護網等の留め具として使用されているも
のである。ロープ連結材が間隔保持材と違う点は、車
両衝突時点で最上段のロープが他のロープと連動せ
ず、車体にくい込む時間があることである。
　なお、ロープ連結材は最大進入行程を小さくするこ
とと張力低下時においても変形性能を確保することの
他に、ワイヤロープ式防護柵の特徴でもある緊急時の
開放区間の設置の際に容易に取り外せることや既に設
置している区間に容易に後付ができることも考慮され
ている。連結材の取り付けは支柱間に1カ所で、1カ所
当たりの取り付け時間は約1分であった（写真－5）。

ことが懸念されるので、張力も変更して、ロープ連結
材の効果を確認することにした。
　大型車衝突実験は、性能確認試験と同様に走行速度
52km/h、衝突角度15度、車両重量20tで行った。実験
結果を表－2に示す。

　ロープ連結材の開発には、苫小牧寒地試験道路にお
いて6回の大型車衝突実験を実施した。実験終了後に
は結果を検証し、より性能を向上させるために、ロー
プ連結材の規格と張力を変更して、次の実験を行うこ
とを繰り返した。平成26年度に3回行った大型車衝突
実験の防護柵諸元を表－1に示す。
　表－1に示すロープ連結材のロープ水平方向の長さ
X（cm）は、最上段のワイヤロープに巻き付ける片側
の長さを示し、長いほど、下方向引張力への抵抗力が
大きくなり、衝突時に前輪タイヤが車体下に下段ロー
プを巻き込む作用（写真－2）に対して抵抗すること
になる。ロープ垂直方向の長さY（cm）は、長いほ
ど、最下段ロープが大型車のタイヤに巻き込まれる時
間が掛かるので、最上段のロープが車体にくい込む時
間に余裕を与える。短い場合は、前輪タイヤで下段ロ
ープが下げられると同時に最上段ロープも下げられて
しまうので、下段ロープが巻き込まれることに抵抗で
きない可能性があり、最悪の場合は、最上段ロープも
一緒に車体下に巻き込まれるので、車両がロープを乗
り越えて、突破する事態も考えられる。
　ワイヤロープ式防護柵は、施工時から徐々に張力が
低下することや気温が高くなる時も張力が低下するこ
とが明らかになっている。張力が低いほど車両衝突時
にたわむ量が大きくなり、下段ロープが車体下に巻き
込まれる速度も速くなり、最大進入行程が大きくなる

　CASE1では、ワイヤロープが車体下に巻き込まれる
ことなく離脱し、最大進入行程は0.69mとなり、平成24
年性能確認試験の1.48mの半減となった（写真－6）。
しかし、端末から7番目の支柱のスリット左側（車両進
行方向左側）が破断し、飛散した。動画を分析した結
果、車両衝突時にストラップが残り、最下段のロープ
が下げられた事が原因と推察し、対策として連結材の
下方向の長さを62cmから46cmに短くすることにした。
　CASE2では、最大進入行程が0.96mとなり、CASE
1よりも大きな値となったが、支柱の破断は無かった
（写真－7）。全ての項目で防護柵設置基準を満足し
た。ただし、ロープ連結材が外れ、ワイヤロープの下
方3段が車両下に巻き込まれた。連結材の外れ対策と
して最上段への巻き付き長さを30cmから50cmに変更
した。
　CASE3では張力を12kNに変更して実験を行った結
果、最大進入行程が1.50mとなり、CASE2よりもさら
に大きな値となった（写真－8）。張力が低いことの
影響から下方2段のロープが高速で下げられ、連結材
は破断したが、最上段に巻き付けた部分が外れず、す
ぐに連結材と共に、上方3段も車両下に巻き込まれた
結果、全てのロープが車両下に巻き込まれた（写真－
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表－3　大型車衝突実験の防護柵諸元（CASE4～6）

表－4　大型車衝突実験結果（CASE4～6）

写真－9　車両衝突状況（CASE3） 写真－10　CASE4（左：衝突時、右：衝突後の状況）

写真－11　CASE5（左：連結材、右：衝突時の状況）

写真－6　CASE1（左：連結材、右：衝突時の状況）

写真－7　CASE2（左：連結材、右：衝突時の状況）

写真－8　CASE3（左：連結材、右：衝突時の状況）

9）。ロープ連結材無使用の性能確認試験の最大進入
行程1.48m以上の値となった。また、端末から12番目
の支柱のスリット右側が破断した。
　3回の実験から、ロープ連結材は最大進入行程を大
きく低下させる可能性があるが、水平方向の長さXが
大きいと内側の摩擦力も大きくなり、外れづらくなる
ので、張力低下時においては、最下段ロープの引っ張
りに連動し、最上段のロープも下げられ、結果的に最
大進入行程を増加させてしまう可能性もあることが明
らかになった。

なかったが、ロープに接した状態で停止し、ロープが
車両下に巻き込まれることは無かった（写真－10）。
しかし、端末から11番目の支柱のスリット左部分が破
断し、飛散した。
　CASE5では、最大進入行程が最小であったCASE1
の仕様に対してストラップの位置を1段上に変更し、
実験を行った結果、最大進入行程は0.92m、ロープも
車両下に巻き込まれる事無く、車両が離脱した（写真

－11）。しかし、離脱する直前に端末から14番目の支
柱のスリット左部分が破断し、飛散した。
　CASE6では、全ての項目で防護柵設置基準を満足し
たCASE2と同じ仕様で、張力を12kNに変更して実験
を行った結果、最大進入行程が0.95mとなり、CASE2
とほぼ同じ値となった。ロープ下2段が車両下に巻き
込まれ、離脱出来なかった。（写真－12）。

　平成27年度に3回行った大型車衝突実験の防護柵諸
元を表－3、実験結果を表－4に示す。
　CASE4では、CASE1と同じ仕様で、張力を12kNに
変更して実験を行った結果、最大進入行程が1.47mと
なり、CASE1の最大進入行程0.69mの約2倍となった
が、設置基準の1.5m以下であった。また車両は離脱し

寒地土木研究所月報　№828　2022年３月  5



　6回の衝突実験結果から、ロープ連結材が有効に働
くと、最大進入行程が小さくなることが明らかになっ
た。衝突時に前輪タイヤとロープの挙動を高速撮影し
た動画を解析した結果、わずかな時間ではあるが、前
輪タイヤが下段ロープを車体下に巻き込む動作をロー
プ連結材が防いでいて、この瞬間に前輪タイヤの向き
を変える力が働き、結果的に最大進入行程が小さくな
ると推察される。ロープ連結材は、最下段のロープが
前輪タイヤ下に巻き込まれるタイミングで外れる場合
が多いが、CASE3のように外れるタイミングが遅い
と最上段のロープまで前輪タイヤ下方に下ろされてし
まい、最大進入行程が大きくなることも明らかになっ
た（写真－9）。
　CASE1・CASE4の仕様では、張力20kN時の最大進
入行程が0.67mと小さいが、張力12kN時の最大進入行
程は1.47mとなり、張力低下時の性能低下が見られ、
支柱も飛散した。CASE2・CASE6の仕様では、張力
20kN時の最大進入行程が0.96mであったが、張力12
kN時の最大進入行程は0.95mとなり、張力低下時でも
性能を保持した。これらの結果から、ロープ連結材の
最終仕様はCASE2・CASE6の水平方向の長さX：30
cm、垂直方向の長さY：46cmとした。
　平成28年3月にロープ連結材を使ったワイヤロープ
式防護柵の性能確認試験を苫小牧寒地試験道路で行っ
た。防護柵はAm種の仕様で表－1に示すCASE2の連
結材を取り付けた（図－1、写真－13）。試験車両の
乗用車は脱着可能なRTK-GPS制御ロボットによる完
全自動無人走行（写真－14）、大型車はテストドライ
バーによる操舵で性能確認試験を行った（写真－

15）。

　表－5に試験結果を示す。車両の逸脱防止性能は、
大型車の衝突に対して、防護柵を突破されない強度を
有しており、乗員の安全性能は、乗用車が横転・転覆
することなく誘導され、車両損傷は前部が破損してい
るが、車室が保存され、最大加速度も79.0m/s2/10ms
と小さく、規定値の150m/s2/10msを満足しており、
緩衝能力が確認された。防護柵の変形性能において
も、最大進入行程は大型車：0.945mと基準の1.5ｍ以
下という値を満足した。車両の誘導性能においては、
離脱速度が衝突速度の6割以上（大型車65.7％：34.6
km/h/52.7km/h、乗用車69.6％：70.6km/h/101.4km/
h）、離脱角度が衝突角度の6割以下（大型車10.1％：
1.5度/14.9度、乗用車25.5％：5.1度/20.0度）となり規
定値を満足した。飛散防止性能においては、乗用車衝
突時に主要部材の飛散が無かったが、大型車衝突時に
端末から7本目の支柱がスリーブから引き抜かれ、飛
散防止性能を満足しなかった（写真－16）。
　ロープ連結材を使った防護柵の性能確認試験ではほ
とんどの項目において平成24年1月の性能確認試験よ
り性能向上が確認されたので、連結材の仕様はCASE
2が最適であると明らかになったが、支柱引き抜き防
止対策が必要となった。

図－1　ワイヤロープ式防護柵構造図

写真－13　防護柵外観（左：中間支柱、右：連結材）写真－12　CASE6（左：衝突時、右：衝突後の状況）

写真－14　試験車両（左：RTK-GPS、右：自動操舵ﾛﾎﾞ）

写真－15　衝突状況（左：乗用車、右：大型車）
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３．支柱引き抜き防止対策の検討

　ワイヤロープ式防護柵の支柱は、スリーブに挿入さ
れた後に、5本のワイヤロープと間隔材が支柱スリッ
ト内に取り付けられる。車両衝突時に支柱は折れてし
まうが、人力で抜くことができるので、短時間で補修
できるメリットがある。しかしながら、車両衝突時に
支柱が抜けてしまっては、防護柵設置基準の構成部材
の飛散防止性能を満足することができない。平成28年
3月の性能確認試験で確認された支柱引き抜き防止対
策として、支柱下部に切欠きを設ける形状を考案した
（図－2、図－3）。切欠き付き支柱は、スリーブに挿
入した後に、切欠きをスリーブ内の鉄筋に掛かるよう
に回転して設置する。
　令和2年3月と7月にロープ連結材、切欠き付き支柱を
使ったワイヤロープ式防護柵の性能確認試験を苫小牧
寒地試験道路で行った。なお、ロープ連結材の開発過
程の大型車衝突実験で支柱スリットの片側が破断する
事象があったので、ストラップの取付をワイヤロープ
2段目と3段目の間から、1段目と2段目の間に変更した
（図－1、写真－17）。試験車両の乗用車は、追従車
両の無線操舵による完全自動無人走行（写真－18）、
大型車はテストドライバーの操舵で性能確認試験を行
った（写真－19）。

　表－6に試験結果を示す。車両の逸脱防止性能は、
大型車の衝突に対して、防護柵を突破されない強度を
有しており、乗員の安全性能は、乗用車が横転・転覆
することなく誘導され、車両損傷は前部が破損してい
るが、車室が保存され、最大加速度も92.7m/s2/10ms
と小さく、規定値の150m/s2/10msを満足しており、
緩衝能力が確認された。防護柵の変形性能において
も、最大進入行程は大型車：0.604mと基準の1.5ｍ以下
という値を満足した。車両の誘導性能においては、離
脱速度が衝突速度の6割以上（大型車83.5％：45.0km/

写真－17　防護柵（左：外観、右：連結材とストラップ）

図－2　切欠き付き支柱詳細図　　　図－3　新旧支柱

表－5　性能確認試験結果（平成28年）

写真－18　試験車両（左：無線操舵機器、右：外観）

写真－19　衝突状況（左：乗用車、右：大型車）

写真－16　性能確認試験後の状況（平成28年3月）
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h/53.9km/h、乗用車60.4％：60.4km/h/100.0km/
h）、離脱角度が衝突角度の6割以下（大型車44.0％：
6.6度/15.0度、乗用車41.9％：8.5度/20.3度）となり規
定値を満足した。飛散防止性能においても、主要部材
の飛散が無かった。

　下部切欠き付き支柱の効果については、車両衝突時
に支柱が抜けることがなかった。また、回転すること
もなく、概ね道路縦断方向に倒れていた（写真－

27）。試験後に、折れた支柱を交換する時は、下部切
欠き部も損傷を受けていたので、支柱を抜くことに少
し時間を要したが、許容範囲内と思われる。また、ス
トラップの位置をロープ1段上に変更したことによ
り、支柱がロープによって切断される事象が起きなか
った。車両衝突によって支柱が折れる時に、支柱から
ロープが抜けやすくなり、支柱分岐部に作用する下方
向加重が小さくなったと推察される。

表－6　性能確認試験結果（令和2年）

写真－23　大型車衝突状況

（左：平成24年，右：令和2年）

　大型車衝突状況では、平成24年1月の性能確認試験
で、下段ロープ（3～5段目）の3本が前輪タイヤに押
し下げられ、前輪タイヤの内側に入り、上段ロープ
（1～2段目）の2本みで車両を誘導していたが、令和2
年の試験ではロープが1本も押し下げられず、5本が有
効に働き、大型車を誘導した（写真－23，写真－24）。
ロープ連結材が前輪タイヤの押し下げ防止に有効に働
いた結果、下段ロープの3本が前輪ホイール下側で留
まり、前輪の向きを変える状況が見られ、車両の最大
進入行程を平成24年の試験の1.48mから0.604mに大き
く低減させたと思われる（写真－25）。
　乗用車衝突時のロープ連結材の効果については、平
成24年の試験と比較すると、上段ロープ（1～2段目）
の2本が乗用車のルーフに乗り上げたが、令和2年7月
の試験では連結材が上段ロープの押上げ防止に効果を
発揮した（写真－26）。

写真－24　衝突時はみ出し状況

（左：平成24年，右：令和2年）

写真－25　衝突時のワイヤロープの状況（令和2年）

写真－26　乗用車衝突状況

（左：平成24年，右：令和2年）

写真－27　性能確認試験後の状況（令和2年3月）
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４．おわりに

　2車線道路において、正面衝突事故を確実に防ぐた
め，中央に防護柵を設置することは、地形的な制約や
予算の確保が難しいため、限定的であった。ワイヤロ
ープ式防護柵は従来の中央分離施設よりも少ない幅員
で設置でき、整備コスト縮減と安全性の向上が期待で
きる。
　ワイヤロープ式防護柵は、平成20年から開発に着手
し、平成24年1月の性能確認試験において、日本の防
護柵設置基準高速道路用Am種の性能を満足する仕様
の開発に成功した。その後、道央道、磐越道、紀勢道
に試験設置され、安全性の他に、施工性や維持管理上
の課題等が確認された。
　平成27年には、会計検査院が国交省・高速道路各社
に高速道路暫定2車線区間の安全対策検討を提言し、
国交省は、高速道路暫定2車線区間にワイヤロープ式
防護柵をレーンディバイダーとして、平成29年に12路
線で計約113kmの区間に試行設置した。その結果、正
面衝突事故防止の効果が確認できたとして、高速道路
や高規格道路の暫定2車線区間土工部のレーンディバ
イダーとして、令和3年3月末迄に約986kmの区間に整
備された。一方で、防護柵としての普及はあまり進ん
でいない。
　本研究では、車両衝突時に対向車線へのはみ出し量
を低減させ、かつ、張力低下時でも性能を保持するロ
ープ連結材、支柱引き抜き防止対策として下部切欠き
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付き支柱を開発した結果、大型車両衝突時に対向車線
へのはみだし量が1.48mから0.604mになり、約60％低
減し、変形性能を2.5倍向上させることに成功した。
今後、正面衝突事故防止のために、ワイヤロープ式防
護柵を2車線道路の中央に設置することが有効な技術
と考えられる。
　今後は普及に向けて、寒地土木研究所が既に発刊し
ている「ワイヤロープ式防護柵整備ガイドライン
（案）4）」の高速道路用Am種の仕様を改訂する予定
である。
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