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ワイヤロープ式防護柵の
性能向上に関する研究開発について
（国研）土木研究所 寒地土木研究所 寒地交通チーム ○平澤 匡介
佐藤 昌哉
鋼製防護柵協会
佐藤 義悟

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、車
両を跳ね返す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の開発と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。
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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。（国研）土木研究
所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）

写真-1 ワイヤロープ式防護柵（左）と性能確認試験（右）2)

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 cable 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-2）。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。
車両衝突によるワイヤロープのたわみ（対向車線への
はみ出し量）は、大きいほど衝撃を緩和する一方、防護
柵としての変形性能は小さいほうが良い。平成24年1月
の性能確認試験では、変形性能の基準である最大進入行
程がA種基準値の1.5m以下に対して、1.48mであった。ワ
イヤロープの張力が低下した時に、対向車線へのはみ出
し量が大きくなることが懸念されるので、はみ出し量を
低減させる技術を開発することとした。
本稿では、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
プ連結材の開発と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
する性能確認試験の結果について報告する。

2. 張力低下時における性能向上対策の検討
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
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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、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。そこで張力低下時における最大進入行程
を小さくする手法の開発に着手することとした。
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。

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）。

写真-5 連結材の取り付け

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
車両衝突時のワイヤロープ式防護柵の対向車線へのは
材の規格と張力を変更して、次の実験を行うことを繰り
み出し量を少なくするためには、車両下にロープが巻き
返した。平成26年度に3回行った大型車衝突実験の防護
込まれることを防ぐか、または、遅らせる仕組みが必要
柵諸元を表-1に示す。表-1に示すロープ連結材のロープ
と考えた。既存技術では、ガードケーブルに使用されて
水平方向の長さX(cm)は、最上段のワイヤロープに巻き
いる間隔保持材がある（写真-3）。間隔保持材は各ロー
付ける片側の長さを示し、長いほど、下方向引張力への
プの間隔を固定することにより、車両衝突時にロープが
抵抗力が大きくなる。ロープ垂直方向の長さY(cm)は、
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、 長いほど、最下段ロープが大型車のタイヤに巻き込まれ
る時間が遅くなり、最上段のロープが車体にくい込む時
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
間に余裕を与える。
てしまう構造であり、間隔保持材を用いた場合、前述の
大型車衝突実験は、性能確認試験と同様に走行速度
通り、下段のロープが車両下に引き込まれると上段のロ
52km/h、衝突角度15度、車両重量20tで行った。実験結
ープも車両下に巻き込まれ、防護柵としての機能が発揮
果を表-2に示す。
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
表-1 ロープ連結材を活用した大型車衝突実験の防護柵諸元
連結材 Xcm
ロープが下げられる力に対して、上段のロープと連結し
最上段
初期
支柱 支柱 支柱
ロープ ロープ
て抵抗するための部材を考案し、ロープ連結材と命名し
間隔 径 板厚
張力
Ycm
段数 高さ
(kN)
(m) (mm) (mm)
た（写真-4）。
(mm)
写真-2 大型車衝突時のワイヤロープ状況2)

CASE1
CASE2
CASE3

X(cm)
30
30
50

Y(cm)
62
46
46

20
20
12

5
5
5

970
970
970

3
3
3

φ89.1 4.2
φ89.1 4.2
φ89.1 4.2

表-2 ロープ連結材を活用した大型車衝突実験結果

写真-3 間隔保持材

仕様・実施年月
CASE1
CASE2
CASE3
項目
平成26年10月 平成26年11月 平成26年11月
ロープ張力 （kN）
20
20
12
車両重量 （t）
20.27
20.28
20.26
衝突速度 （km/h）
50.9
51.5
50.2
衝突角度 （度）
15.1
14.92
15.52
衝撃度 （kJ）※ 1
137.5
137.6
141.0
最大進入行程 （m）※ 2
0.67
0.96
1.50
離脱速度 （km/h）
38.1
44.0
39.0
※3
74.9
85.4
77.7
（％）
離脱角度 （度）
0.2
0
0
※4
1.3
0
0
（％）

写真-4 ロープ連結材

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イヤロ
ープに固定する（写真-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

防護柵設置基準規定値： ※1130kJ以上、※21.5m以下、※360％以上、
※4
60％以下
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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、CASE1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最下
段のロープが高速で下げられ、連結材が破断し、ロープ
の下方2段が車両下に巻き込まれた。すぐに上方3段も車
両下に巻き込まれ、全てのロープが車両下に巻き込まれ
た。ロープ連結材無使用の性能確認試験の最大進入行
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。

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-9）。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-10）。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-11）。
表-3 ロープ連結材を活用した大型車衝突実験の防護柵諸元
連結材 Xcm
Ycm
CASE4
CASE5
CASE6

X(cm)
30
30
30

Y(cm)
62
62
46

最上段
初期
支柱
ロープ ロープ
張力
間隔
段数
高さ
(kN)
(m)
(mm)
12
20
12

5
5
5

970
970
970

3
3
3

支柱
径
(mm)

支柱
板厚
(mm)

φ89.1
φ89.1
φ89.1

4.2
4.2
4.2

表-4 ロープ連結材を活用した大型車衝突実験結果
CASE4
仕様・実施年月
項目
平成27年7月
ロープ張力 （kN）
12
車両重量 （t）
20.18
衝突速度 （km/h）
53.7
衝突角度 （度）
16.6
衝撃度 （kJ）※ 1
183.2
※2
最大進入行程 （m）
1.47
離脱速度 （km/h）
45.1
※3
84.1
（％）
離脱角度 （度）
0
※4
0
（％）

CASE5
平成27年8月
20
20.32
51.3
14.9
136.4
0.92
38.6
75.2
3.2
21.5

CASE6
平成27年11月
12
20.58
52.8
13.9
127.7
0.95
41.3
78.2
0
0

防護柵設置基準規定値： ※1130kJ以上、※21.5m以下、※360％以上、
※4
60％以下

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-9 CASE4（左：衝突時の状況、右：衝突後の状況）

写真-8

CASE3（左：連結材、右:衝突時の状況）

写真-10 CASE5（左：防護柵設置状況、右：衝突時の状況）
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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
写真-11 CASE6（左：衝突時の状況、右：衝突後の状況）
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
ロープ連結材を使った大型車衝突実験を行った結果、
両の誘導性能においては、離脱速度が衝突速度の6割以
CASE1・CASE4の仕様では、張力20kN時の最大進入行程が
上 （ 大 型 車 65.7 ％ ： 34.6km/h /52.7km/h 、 乗 用 車
0.69mと小さいが、張力12kN時の最大進入行程は1.47mと
なり、張力低下時の性能劣化が見られ、支柱も飛散した。 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％：
CASE2・CASE6の仕様では、張力20kN時の最大進入行程が
5.1度/20.0度）となり規定値を満足した。飛散防止性能
0.96mであったが、張力12kN時の最大進入行程は0.95mと
においては、乗用車衝突時に主要部材の飛散が無かった
なり、張力低下時でも性能を保持した。これらの結果か
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、ロープ連結材の最終仕様はCASE2・CASE6の水平方向
ら引き抜かれ、飛散防止性能を満足しなかった（写真の長さX：30cm、垂直方向の長さY：46cmとした。
15）。
平成28年3月にロープ連結材を使ったワイヤロープ式
ロープ連結材を使った防護柵の性能確認試験ではほと
防護柵の性能確認試験を苫小牧寒地試験道路で行った。
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
防護柵はAm種の仕様（図-1）にCASE2（表-1）の連結材
能向上が確認されたので、連結材の仕様はCASE2が最適
を取り付けた（写真-12）。試験車両の乗用車は脱着可
であると明らかになったが、支柱引き抜き防止対策が必
能なRTK-GPS制御ロボットによる完全自動無人走行（写
要となった。
真-13）、大型車はテストドライバーによる操舵で性能
表-6 ロープ連結材を使用した性能確認試験結果
確認試験を行った（写真-14）。
性能確認項目

車両の
逸脱防
止性能

性能規定

A種性能確認試験結果（ロープ連結材有り）
大型車：平成28年3月11日
乗用車：平成28年3月9日

防護柵の 大型車が突破しない強度を 部材の切断等はなく，ケーブル，支柱などによ
強度性能 有すること
り防護柵が連続保持された。
防護柵の 大型車の最大進入行程
変形性能 ・A種：1.5m以下

乗員の安全性能

乗用車が受ける重心加速度
2
・A種：150m/s /10ms未満

大型車：0.945m
2

防護柵軸方向：79.0 m/s /10ms
2
防護柵横軸方向：78.7 m/s /10ms

乗用車は横転・転覆することなく誘導された。
車両は防護柵に衝突後、横
大型車は離脱し，横転・転覆することなく誘導
転などを生じないこと
された。

図-1 ロープ連結材を使ったワイヤロープ式防護柵構造図
車両の誘導性能

構成部材の
飛散防止性能

離脱速度：
衝突速度の6割以上

大型車：52.7km/hの65.7％（34.6km/h）
乗用車:101.4km/hの69.6％（70.6km/h）

離脱角度：
衝突角度の6割以下

大型車：1.5度（衝突角度14.9度の10.1％）
乗用車：5.1度（衝突角度 20.0度の25.5％）

車両衝突時に防護柵構成部 支柱P7がスリーブから抜けて飛散したため，飛
材が大きく飛散しないこと 散防止性能を満足していない

写真-12 防護柵（左：中間支柱、右:連結材）

写真-13 試験車両（左：RTK-GPS、右:自動操舵ロボ）
写真-15 性能確認試験後の状況（平成28年3月）

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、

写真-14 衝突状況（左：乗用車、右:大型車）
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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、写真-16）。
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。

表-7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/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。
表-7 ロープ連結材・下部切欠き付き支柱を使用した性能確認
試験結果
性能確認項目

図-2 切欠き付き支柱詳細図

写真-16 新旧支柱

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-19）、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-18）。
ストラップ

写真-17 防護柵（左：中間支柱、右:連結材とストラップ）

車両の
逸脱防
止性能

性能規定

A種性能確認試験結果
（ロープ連結材有り）
大型車：令和2年3月11日
乗用車：令和2年7月15日

部材の切断等はなく，ワイヤ，支柱などにより防
防護柵の 大型車が突破しない強度を有す
護柵が連続保持されており，大型車は突破しな
強度性能 ること
かった。
防護柵の 大型車の最大進入行程
大型車：0.604m
変形性能 ・A種：1.5m以下

乗員の安全性能

乗用車が受ける重心加速度
2
・A種：150m/s /10ms未満

2

防護柵軸方向：76.7 m/s /10ms
2
防護柵横軸方向：92.7 m/s /10ms

乗用車は横転・転覆することなく誘導された。
車両は防護柵に衝突後、横転な
大型車は離脱し，横転・転覆することなく誘導さ
どを生じないこと
れた。
車両の誘導性能

構成部材の
飛散防止性能

離脱速度：
衝突速度の6割以上

大型車：53.9km/hの83.5％（45.0km/h）
乗用車:100.0km/hの60.4％（60.4km/h）

離脱角度：
衝突角度の6割以下

大型車：6.6度（衝突角度15.0度の44.0％）
乗用車：8.5度（衝突角度20.3度の41.9％）

車両衝突時に防護柵構成部材が 付属品が飛散したが，主要部材ではなく，飛散防
大きく飛散しないこと
止性能を満足している。

ロープ連結材の効果については、乗用車衝突状況を平
成24年1月の性能確認試験と比較すると、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-20）。
大型車衝突状況では、平成24年の試験で、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-21）。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、車両の最大進入行程を1.48mから
0.604mに大きく低減させた（写真-22）。
最上段ロープ

最上段ロープ

写真-18 試験車両（左：無線操舵機器、右: 無線操舵車両）

写真-20 乗用車衝突状況（左：平成24年，右:令和2年）
写真-19 衝突状況（左：乗用車、右:大型車）
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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
写真-21 大型車衝突状況（左：平成24年，右:令和2年）
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2年3月末迄
に550km以上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。
写真-22 衝突時はみ出し状況（左：平成24年，右:令和2年）
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付き支
下部切欠き付き支柱の効果については、車両衝突時に
柱を開発した結果、大型車両衝突時に対向車線へのはみ
支柱が抜けることがなかった。また、回転することもな
だし量が1.48mから0.604mになり、約60%低減し、変形性
かく、概ね道路縦断方向に倒れていた（写真-23）。試
能を2.5倍向上させることに成功した。今後、正面衝突
験後に、折れた支柱を交換する時は、下部切欠き部も損
事故防止のために、ワイヤロープ式防護柵を2車線道路
傷を受けていたので、支柱を抜くことに少し時間を要し
の中央に設置することが有効な技術と考えられる。
たが、許容範囲内と思われる。また、ストラップの位置
今後は普及に向けて、4)
（国研）寒地土木研究所
をロープ1段上に変更したことにより、支柱がロープに
が既に発刊している「ワイヤロープ式防護柵整備ガイド
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、 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。
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。
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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
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