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 緩衝型のワイヤーロープ式防護柵は、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。本稿ではたわみを少なくするために、 上段から

下段までのワイヤーロープを一体として作用する連結材の開発の他に、Bm種に対応した仕様の開発、

ワイヤーロープ式防護柵用のゴム製デリネーターの開発について報告する。 
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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。（独）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

ワイヤーロープ式防護柵の開発に成功した2)（写真-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイヤー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。

本稿では、さらなる普及のために、一般道路向けの仕様

であるBm種、車両衝突時のたわみを少なくする仕組み、

実用化に向けた視線誘導標や支柱構造等の技術開発につ

いて報告するものである。 

 

2.  ワイヤーロープ式防護柵の特徴 

ワイヤーロープ式防護柵は、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ーロープが容易に

外れる構造となっていることで、車両衝突時の衝撃をワ

イヤー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、

支柱とワイヤー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。ワイヤーロープ式防護柵に比べ、支柱の強

度が高いので、支柱への衝突時には車両に与える衝撃が

大きくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ガードケーブル（左）とワイヤーロープ式防護柵（右）
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ワイヤーロープ式防護柵が他の防護柵にはない特徴と

して、どの箇所でも支柱を取り外し、開放区間を設ける

ことができることが挙げられる。往復２車線区間の中央

に分離施設を設置した際の課題として、交通事故、故障

車等が発生した時の交通の確保がある。また、舗装等の

維持管理の修繕工事においても、通行止め等の交通規制

を伴うので、容易に設置することができない。結果的に、

駐停車があっても交通に支障とならないように中央分離

施設に側方余裕を加えることや広い路肩を採用しなけれ

ばならず、設置費用は高額となる。ワイヤーロープ式防

護柵では、200m～300m毎にあるターンバックルと呼ば

れる締め金具を外すことにより、支柱を抜き取り、ワイ

ヤーロープを路面に下ろすことができるので、どの箇所

でも開放区間を設けることができる（写真-3）。また、

ターンバックルの取り外し、及び、支柱の抜き取りは数

人の作業員と工具があれば可能であり、短時間で作業を

完了できることも大きなメリットである。 

 

3.  Bm種（一般道路）の仕様開発 

(1)   Bm種の仕様検討 

ワイヤーロープ式防護柵は、車両衝突時の衝撃をワイ

ヤーロープのたわみが吸収する反面、進入行程（対向車

線へのはみ出し量）が大きくなる。その対策として、大

型車の進入行程を抑えるためには、支柱の強度を高める

ことやワイヤーロープの設置高さを上げることが考えら

れるが、乗用車衝突時の離脱速度低下やワイヤーロープ

が車体を捕捉できないことが懸念される。また、他種の

防護柵同様、B種の仕様にはA種に比べ、基準値が下がる

が、廉価も求められる。このように、仕様を検討する際

にはトレードオフの関係にある必要条件が多く、バラン

スの取れた仕様が求められる。 

防護柵設置基準に定められた分離帯用Bm種（一般道

路）の基準に合致したワイヤーロープ式防護柵を開発す

るために、 鋼製防護柵協会が所有するCGシミュレーシ

ョンを活用して、仕様の検討を行った。A種仕様検討の

知見を踏まえ、 終的にロープ段数、支柱間隔、支柱板

厚を変えた4種類の仕様（表-1）をCGシミュレーション

の対象とした。CGシミュレーションでは、大型車を使っ

た性能確認試験と同じ条件（車両重量20t、衝突速度

35km/h、衝突角度15度）で計算を行った（図-1、表-2）。 

 

CGシミュレーションの結果では、全てのケースで防護

柵設置基準のBm種の基準を満足した。CASE1の 大進入

行程が も低く、次いでCASE3であった。CASE4ではロー

プ3本がホイール下部まで下がり、ロープの捕捉性能が

低いことが分かった。 終的な仕様を決めるために、

CASE１とCASE3に対して、大型車の衝突実験を行うこと

とした。 

 

(2)   Bm種仕様決定前の衝突実験 

性能確認試験のために2種類の仕様の防護柵を試作し、

苫小牧寒地試験道路においてテストドライバーによる実

車衝突実験を行って 終仕様を決定することとした。試

作したワイヤーロープ式防護柵の設置状況を写真-4に示

す。 

苫小牧寒地試験道路における実車衝突実験は、「防護

柵設置基準・同解説」のBm種に対応した防護柵性能確認

試験と同じ条件で行った。ただし、乗用車は危険が伴う

ため行わず、大型車の衝突条件のみとした。また、張力

について、同種のたわみ性防護柵であるガードケーブル

がA種で20kN、B種で9.8kNであることから、CASE1の衝突

実験は、ワイヤーロープの初期張力が20kNと10kNの条件

で行った。 

写真-3 ターンバックルの取り外しと開放区間の設置 

 

図-1 CGシミュレーションの一例 

写真-4 防護柵設置状況（左：CASE1、右:CASE3） 

表-1 CGシミュレーションの防護柵諸元 

ロープ
段数

最上段
ロープ
高さ
(mm)

支柱
間隔
(m)

支柱
径(mm)

支柱
板厚
(mm)

初期
張力
(N)

CASE1 5 970 4 φ89.1 4.2 10
CASE2 4 860 3 φ89.1 3.2 10
CASE3 4 860 3 φ89.1 4.2 10
CASE4 3 750 3 φ89.1 3.2 10

防護柵諸元

Bm種
構造案

 

表-2  CGシミュレーション結果 

最大進入
行程(m)

離脱速度
(km/h)

離脱角度
（度）

捕捉ロー
プ数

CASE1 0.72 28.5 1.22 上段1本
CASE2 0.96 27.1 2.68 上段1本
CASE3 0.87 26.6 1.75 上段1本
CASE4 0.86 29.1 0.34 0

シミュレーション結果
Bm種

構造案
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実験の結果、全てのケースで 大進入行程（1.1m以

下）と離脱角度（衝突角度の6割以下）の基準を満足し

た（表-3, 写真-5,6）。CASE1・20kNでは、一旦 下段の

ロープをまたぐが、前輪だけ離脱し、後輪はもう少しで

離脱できそうだった。主要部材の飛散は無く、取替えが

必要と判断した支柱は９本であった。CASE1・10kNでは、

ロープ下3本が後輪に踏みつけられ、タイヤが浮いたま

ま停止した。8番目の支柱が抜け、取替えが必要と判断

した支柱は12本であった。CASE3ではタイヤがロープを

またぐことなく離脱し、主要部材の飛散は無く、取替え

が必要と判断した支柱は10本であった。これらの結果を

検討した結果、 大進入行程が も低い値であり、A種

同じ支柱と広い支柱間隔からトータルコストが優位なの

で、CASE1・20kNの仕様にて性能確認試験を行うことと

した。 

(3)   Bm種仕様性能確認試験 

苫小牧寒地試験道路で行った大型車衝突実験の結果を

踏まえて、防護柵設置基準に定めるBm種の性能確認試験

を国土交通省国土技術政策総合研究所内の衝突試験施設

で行った。試験条件は、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、基礎種類：土中

用基礎（両端アンカー）である。車両が衝突する箇所の

中間支柱の地盤はアスファルト舗装とした。防護柵の設

置状況を写真-7、構造図を図-2、衝突条件を表-4に示す。 

試験の結果を表-5に示す。車両の逸脱防止性能は、大

型車が防護柵を突破されない強度を有しており、乗員の

安全性能については、乗用車が横転・転覆することなく

誘導された（写真-8～10）。防護柵の変形性能において

は、 大進入行程は0.65mと基準の1.1ｍ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66.9％、乗用車62.7％）、離脱

角度が衝突角度の6割以下（大型車0％、乗用車23.5％）

と規定を満足した。車両損傷については、前部が破損し

ているが、車室が保存され、 大加速度も82.0m/s2/10ms

となり、規定値（90m/s2/10ms）を満足した。これらの結

果、「防護柵設置基準・同解説」に定めるBｍ種の試験

項目に対し、全て基準値を満足することが明らかになっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 衝突実験の様子（左：CASE1・20kN、右:CASE3） 

写真-6 衝突後の防護柵（左：CASE1・20kN、右:CASE3） 

表-3 実車衝突実験結果 

CASE1 CASE1 CASE3

平成25年9月 平成25年11月 平成25年10月

ロープ張力 （kN） 20 10 20

車両重量 （t） 20.49 20.36 20.45

衝突速度 （km/h） 33.1 35.3 33.3

衝突角度 （度） 15 13 14.1

衝撃度 （kJ）
※1 58.02 49.45 51.90

最大進入行程 （m）
※2 0.670 0.797 0.502

離脱速度 （km/h） 19.7 23.3 23.6

（％）
※3 59.5 66.1 70.9

離脱角度 （度） 0 0 5.24

（％）
※4 0 0 37.2

仕様・実施年月

   項目

防護柵設置基準規定値：※160kJ以上、※21.1m以下、※360％以上、

                                ※460％以下

表-4 性能確認試験の衝突条件（Bm種） 

試験車両 衝突速度 衝突角度 車両重心
質量(t) (km/h) (度) 高さ(m)
20.0 35.0 15.0 1.4
(20.7) (35.0) (14.6) (車両総重量時)

試験車両 衝突速度 衝突角度
質量(t) (km/h) (度)

1.0 60.0 20.0
(1.01) (60.3) (20.4)

※（　）内の数値は試験結果を示す。

衝突条件B ・地盤条件：標準地盤上
（表層はアスファルト舗装：120mm）
・支柱基礎：土中埋込み
　（支柱を土中のサヤ管に埋込み）
・供試体長：68.0m
・施工方法：北海道開発局 道路・
　　　　　河川工事仕様書に準拠

＜試験日　平成26年3月6日(木)＞

衝突条件A
＜試験日　平成26年3月12日(水)＞

衝撃度
(KJ)
60.0
(62.0)

 

写真-7 防護柵設置状況 

図-2 ワイヤーロープ式防護柵構造図（B種：一般道路） 

表-5 性能確認試験結果 
条件区分 計測項目 試験結果（基準の合否）

・ 大型貨物車が突破しない強度を有すること。

○ 部材の切断等はなく，ワイヤー，支柱などにより防護柵が連続
保持されており，突破しない強度を有している。
・ 車両の進入行程が1.1m以下であること。

○ 最大進入行程は，0.65mであり，必要とする変形性能を有してい
る。

・ 10ms移動平均値が90m/s
2
/10ms未満であること。

○ Ｘ：82.0 m/s
2
/10ms（防護柵軸方向）

○ Ｙ：44.6 m/s
2
/10ms（防護柵横軸方向）

・車両は防護柵に衝突後、横転などを生じないこと。

○ 乗用車は横転・転覆することなく誘導された。

○ 大型車は防護柵から離れなかったが，離脱の方向に進行してお
り，横転・転覆することなく安定した姿勢で誘導された。
・離脱速度は衝突速度の6割以上であること。

○ 衝突条件A:衝突速度  35.0km/hの66.9％（23.4km/h）

○ 衝突条件B:衝突速度  60.3km/hの62.7％（37.8km/h）

・離脱角度は衝突角度の6割以下であること。

○ 衝突条件A:衝突角度 14.6度の  0％ （0度）

○ 衝突条件B:衝突角度 20.4度の23.5％（4.8度）

・車両衝突時に防護柵構成部材が大きく飛散しないこと。

○ 付属品が飛散したが，主要部材ではなく，飛散防止性能を満足
している。

測定項目

車両の逸
脱防止性

能

A
防護柵の
損傷

A
最大進入
行程

防護柵の
強度性能

防護柵の
変形性能

共通
部材の飛
散状況

構成部材の
飛散防止性能

乗員の安全性能 B
車両重心
加速度

車両の誘導性能

共通
車両の挙

動

共通 離脱速度

共通 離脱角度
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4.  張力低下時における性能向上対策の検討 

ワイヤーロープ式防護柵は、金属ロープの特性上、気

温が上がると張力が低下し、気温が下がると張力が上が

る。齊藤ら3)は道央自動車道大沼公園IC～森IC間に設置

されたワイヤー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予想され、前述の苫小

牧寒地試験道路で行ったBm種仕様決定前の衝突実験では、

20kNの張力で 大進入行程が0.670mに対して、10kNの張

力では0.797mであった。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。そこで張力低下時における 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。 

初に、A種性能確認試験2)と同じ仕様（ロープ段数：

5、 上段ロープ高さ：970mm、支柱間隔：3m、支柱径：

φ89.1mm、支柱板厚：4.2mm）で張力を20kNから15kNに変

更して、大型車の衝突実験を行うこととした。平成26年

9月30日に苫小牧寒地試験道路で実験を行った結果、

大進入行程は1.18mを記録し、平成23年に行った同じ仕

様（張力20kN）の衝突実験の 大進入行程1.18mと同じ

値になった4)。離脱速度は45.9km/hとなり、進入速度の

87.1%、車両は離脱できず、離脱角度は0度、進入角度の

0%であった。車両衝突時はワイヤーロープの下方4段が

車両下に巻き込まれた。なお、平成23年の実験では下方

3段であった。 大進入行程や離脱速度等の実験結果は、

20kNの衝突実験と概ね同様であったが、端末から8番目

と9番目の支柱が破断するという問題が生じた（写真-

11）。衝突時の映像を詳細に分析した結果、張力が低い

ので、タイヤがロープを下げる動作が速く、引き下げら

れたロープにより支柱を破断した可能性が高いことが明

らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 共同研究者の鋼製防護柵協会と対応策について協議し

た結果、大型車が衝突したときに、車両下にワイヤーロ

ープが巻き込まれることを防ぐ仕組みが必要と判断した。

既存技術ではガードレールに使用されている間隔保持材

がある（写真-12）。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、ワイヤーロ

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

構造のため、間隔保持材を用いた場合、下段のロープと

同時に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 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た。この

部材は連結材と命名され、既製品の巻付グリップを活用

し、一方を 上段のワイヤーロープに固定し、もう一方

を 下段のワイヤーロープの下を通した後に再び 上段

のワイヤーロープに固定する（写真-13）。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。連結材が間隔保持材と違う点は、車両衝突時

点で 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、連結材は 大進入

行程を小さくすることと張力低下時においても性能を確

保することの他に、ワイヤー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-

14）。 

 

 

 

 

 

 

 

写真-9 防護柵衝突後の大型車の軌跡 

写真-10 衝突後の車両の状況（左：大型車，右：乗用車） 

写真-8 車両衝突時の状況（左：大型車，右：乗用車） 

写真-11 衝突後の状況（左）と破断した支柱（右） 

 

写真-12 間隔保持材      写真-13 連結材 
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連結材を使用した衝突実験は3回行われ、各回終了後

に実験結果を検証し、より性能を向上させるための改良

を加えた。3回行った大型車衝突実験の防護柵諸元を表-

6に示す。実験結果を表-7に示す。 

CASE１では、ワイヤーロープが車体下に巻き込まれる

ことなく離脱し、 大進入行程は0.69mとなり、A種の大

型車衝突実験で過去 低値を記録した（写真-15）。し

かし、7番目の支柱のスリット左部分が破断し、飛散し

た。分析の結果、車両衝突時にストラップが残り、 下

段のロープが下げられた事が原因と推察した。支柱破断

の対策として連結材の長さを62cmから46cmに短くするこ

とにした。 

CASE2では、 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-

16）。全ての項目で防護柵設置基準を満足した。ただし、

連結材が外れ、ワイヤーロープの下方3段が車両下に巻

き込まれた。連結材の外れ対策として 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、

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-17）。張力が低いことの影響から

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。連結材無使用の張力15kNの実験では 大進入行程

が1.18mであったのに対して、大きな値となった。また、

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、連結材の使用は 大進入行程を大き

く低下させる可能性があるが、張力低下時においては、

増加させる可能性もあることが明らかになった。 

 

5.  実用化に向けた視線誘導方法の検討 

ワイヤーロープ式防護柵における視線誘導のあり方を

検討するために、規制標識、反射テープ、視線誘導標等

の種類や設置数を変えた視認性評価試験を行った。実験

は平成24年3月26日に国交省北海道開発局、ネクスコ東

日本(株)、(株)ネクスコ総研、(株)ネクスコメンテ・北

海道から計22名の方々に参加して頂き、苫小牧寒地試験

道路で行った。評価対象は、写真-18に示すように、端

末手前のラバーポールの有無と本数、規制標識のサイズ、

補助標識の有無、注意喚起標識と注意喚起反射体、支柱

に付ける視線誘導標の形と反射テープの有無とした。評

価試験は夜間に行い、評価対象を8パターンに組み合わ

せ、実験参加者がコースを8回走行し、アンケート項目

に夜間視認性の評価を回答した。（写真-19、表-8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-14 連結材の取り付け 

表-6 連結材を活用した大型車衝突実験の防護柵諸元 

X(cm) Y(cm)
CASE1 30 62 20 5 970 3 φ89.1 4.2
CASE2 30 46 20 5 970 3 φ89.1 4.2
CASE3 50 46 12 5 970 3 φ89.1 4.2

支柱
径

(mm)

支柱
板厚
(mm)

連結材

初期
張力
(kN)

ロープ
段数

最上段
ロープ
高さ
(mm)

支柱
間隔
(m)

Xcm

Ycm

 

表-7 連結材を活用した大型車衝突実験結果 

CASE1 CASE2 CASE3

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

仕様・実施年月

   項目

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

                                ※460％以下

写真-15 CASE1（左：連結材、右:衝突時の状況） 

写真-16  CASE2（左：連結材、右:衝突時の状況） 

写真-17  CASE3（左：連結材、右:衝突時の状況） 

 

写真-18 評価対象施設 写真-19 実験時の状況 
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夜間視認性評価試験で多かった回答項目は、防護柵手

前の指定方向外禁止標識の大きさについて「縮小した方

が良い」19人、補助標識について「あった方が良い」11

人、「無いほうが良い」11人、注意喚起反射板について

「あった方が良い」12人、標識手前のラバーポールにつ

いて「あった方が良い」12人、ラバーポールの本数につ

いて「1本が良い」7人、「2本が良い」6人であった。ま

た、支柱の視認性として、反射シートの有無について

「あった方が良い」22人、反射シートの間隔について

「2本置きに貼る」11人、「1本置きに貼る」10人、視線

誘導標の有無について「あったほうが良い」19人、視線

誘導標と反射シートの組み合わせについて「両方必要で

ある」14人、視線誘導標の形について「丸型の方が良

い」16人であった。 

ワイヤーロープ式防護柵に視線誘導標を設置するには

大きな問題がある。通常、防護柵に視線誘導標を取り付

ける場合は、支柱に取り付け金具を用いて設置する。ワ

イヤーロープ式防護柵は車両衝突時に支柱が倒されても

ロープの高さを保持させるために、支柱とロープは上手

く分離されなければならない。視線誘導標設置基準5)で

は、中央分離帯に設置する視線誘導標の高さは高速道路

の場合、90cmを標準としている。ワイヤーロープ式防護

柵において、90cmの高さに視線誘導標を取り付けること

は難しく、支柱の上に取り付けることになるが、支柱と

ロープの分離を妨げないことが求められる。そこで、新

たにワイヤーロープ式防護柵用の視線誘導標を開発する

こととした。求められる機能は、支柱とロープの分離を

妨げないこと、衝突時にできるだけ飛散しないこと、飛

散した場合でも第三者への人的被害を与えないことであ

る。検討の結果、これらの機能を満足するゴム製デリネ

ーターを試作した（写真-20）。ゴム製デリネーターは、

支柱の上から覆い被せて設置し、下部に設けられた２つ

の貫通孔を通して、樹脂バンドで 上段のロープに結束

する。支柱上部の変形に対して柔軟に追随し、支柱が倒

れる力が働いた時には支柱から外れ、樹脂バンドにより

できるだけ飛散することを防ぐ。また、飛散した場合で

も軽量、かつ、弾性に富む合成ゴム製なので、第三者へ

の人的被害が起きるリスクを低減させている。平成25年

9月に行ったBm種仕様決定前の大型車衝突実験では、飛

散せず、 上段のロープに留まることに成功した（写真

-21）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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。ワイヤーロープ式

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。 

本稿では広く普及させるためにBm種の仕様の開発、

車両衝突時のたわみを低減させる連結材の開発、夜間視

認性の向上のためにゴム製デリネーターの開発について

報告した。ワイヤーロープ式防護柵はA種とB種の仕様

が決まり、実用化の段階に入ったと言えるが、張力低下

時における進入行程の低減は難しく、技術開発は継続し

て行う必要がある。車両衝突時のワイヤーロープ式防護

柵の構造解析は複雑で、前述のCGシミュレーションで

も完全に再現するレベルに達していないが、今後は連結

材をどのよう形で付けることが望ましいのか、CGシミ

ュレーションのアルゴリズムを改良して、様々なケース

を検討する予定である。また、普及に向けて、ワイヤー

ロープ式防護柵の視線誘導のあり方の他、設置条件（道

路線形、構造物箇所等）に適した細部構造や効率的な施

工方法を検討し、ワイヤーロープ式防護柵の設置ガイド

ラインとして配置計画、施工、維持管理方法を取りまと

める次第である。 
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表-8 視認性評価試験 

規制
標識

補助
標識

注意
喚起

ポスト
コーン

規制
標識

補助
標識

注意
喚起

ポスト
コーン

1 ミニ なし 反射体 1本 なし なし 標準 あり 反射板 2本
2 ミニ なし 反射体 1本 なし 2本置き 標準 あり 反射板 2本
3 ミニ なし 反射体 1本 なし 1本置き 標準 あり 反射板 2本
4 ミニ なし 反射体 1本 なし 全支柱 標準 あり 反射板 2本
5 ミニ なし 反射体 1本 丸形（4個） なし 標準 あり 反射板 2本
6 ミニ なし 反射体 1本 丸形（2個） なし 標準 あり 反射板 2本
7 ミニ なし 反射体 1本 丸形（3個） 1本置き 標準 あり 反射板 2本
8 ミニ なし 反射体 1本 角形（3個） 1本置き 標準 あり 反射板 2本

端末２
試験

パターン

端末１
デリ

ニェーター
反射
シート

  

写真-20 ゴム製デリネーター   写真-21 衝突実験後の状況 


