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高知型低コスト木製ガードレールの開発

Develop臨時も ofthe Low.cost Kochi Model of a Wooden Guardrail 
沖公友、東博文(高知県安芸林業事務所)、盛田貴雄

Kimitomo Oki， Hirohumi Higasi， Takao Morita 

概要:高知県の道路事情に適応した低コストな「高知型木製防護柵J(構造物舟 C種規格:設

計速度 50km/h以下)の開発を行った。本県も開発に参加した罰土交通省四国地方整備局の f盟

国木製防護櫛J(講造物用 B種規格:設計速度 60km/h以上)を基本構造とする、県産スギ材

と鏑製プレートからなる複合横梁を採用して、 C 種規格性能の確保を検討した。結果、 f高知

型木製防護措Jの構造は、初期段階における木材の曲げ抵抗と鏑製プレートの張力が有効に作

用し、変形に対する抵抗力も大きいことがわかった。実車簡突試験についても院議櫛設寵基準

に示されている性能規定を満足している事から、「高知型木製防護栂Jは車両用訪護柵の基本性

能を有している事がわかった。

キーワード:木製車両用防護冊、構造物用 C種、地域材利用

1.緒言

近年、活力ある地域を実現するうえで、景観に配慮した社会資本整備や髄性ある地域づくり

が重要視されている。このような社会的背景の中で、道路景観の構成要素である防護捕につい

ても、良好な景観形成と地域の特性を活かした材料、構造及び色彩について工夫が求められる

ようになった。このような要請に応え、平成 16年に霞土交通省から「景観に配慮した防護柵

の整備ガイドラインJが策定され、訪護櫛設置基準の見麗しにより、関護柵の設震にさ当たって

は原則景観に寵躍することとされ、従来の鋸製品に加え、木材などの地域の素材を活用した防

護捕の設震が可能となった 2)。また、高知県では、 f高知県産材利用推進方針(平成 16年度策

定)J、「県産材利用促進に向けた行動計画j に基づき、県自らが率先、実行して県産木材を公

共の建築物や土木工事に積極的に活用する取り組みを行っており、平成 17""18年度には盟土

交通省沼田地方整備局等による「四国木製防護柵Jの開発業務に参加するなど、公共土木工

において地域材を有効に利用できる製品(工法)を模索してきた。中でも f盟国木製紡護櫛j

は、ブロックアウト量(支柱から恵道{ltIJへの横梁の突出量)を鍛製ガードレーノレ以下に抑える

ことにより、これまで土中用木製車両用防護柵では不可能であった講造物への設置及び既設ガ

ードレール支柱への木製横梁交換も可能とするなど、汎用性に優れたものである 3)。しかし設

計速度 50km/h以下の道路が大半を占める本県では、 C種規格の区間が多く、 B種規格である

「祖国木製防護柵Jは C種のものに比べ高価であるなど、高知県の道路事情に適応した低コスト

な構造物用 C種規格の木製前護楠製品の開発が強く要望されていた。

そこで本研究では、 f四閤木製防護櫛J(構造物用 B種規格:設計速度 60km/h以上)を基本

とした低コストな「高知型木製防護櫛J(構造物思 C種規格:設計速度 50km/h以下)を静荷薫

試験等により検討開発し、 f肪護柵の設震基準jに基づき実車衝突試験により性能の確認を行っ

た。また、試験施工により施工性や酎久性の調査を行い、仕様や点検時期・点検方法を取りま

とめた「高知木製防護楠仕様及び維持管理マニュアルj の整備を行った。
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2.方法

本研究における「高知型木製防護栂iの開発は、国 1に示す手績で行った。

2. 1 構造設計

2. 1. 1 基本条件設定

f高知型木製防護櫛」の開発条件を表 1に示す条件により検討を行った。

既往の木製防護櫛における基本的な構

造のしくみとして、防護櫛全体の張力によ

り衝突祷重に抵抗する「たわみ性型J と、

部分的に各スパンの支柱、横梁の耐力によ

り衝突持重に抵抗する「半剛性型Jに分け

て考えることができる 2)。既往の土中用木

製防護柵においては、支柱間に単純に円柱

加工した木材を取り付ける「半剛性型j の

ものが大半で、構造的にシンプノレで、コス

ト的にも有利と思われる。しかし、既往の

土中用木製妨護婦を見ると、円柱加工した

木製横梁は、強度的に直径 180mm以上が

必要で、その構造上、横梁の径がそのまま

ブロックアウト量となり、本木製妨護柵の

条件である 84mm以下を満足させるには、

従来のシンプノレな構造では、困難なため、

「高知型木製防護柵」では f半剛性型」を採

用せず、「たわみ性型Jでの設計を行った。

基本構造を「たわみ性型Jで検討するに

あたり、張力により衝突荷重に抵抗するし

くみに対して、木材の強度特性上、軸方向

への大きな引張樹力は望めないため、横梁

は、 f呂田木製防護柵j同様に県藤スギ材

で銅製プレートを挟み込む護合梁による

ものとし、衝突荷重に対して、連結した

銅製プレート全体の張力と木材の曲げ耐

力で分担できるものとした。支柱につい

ても「四国木製防護禰 j伺様に施工性や既

設鏑製ガードレーノレへの木製横梁の交換

も想定し、 C種構造物用の銅製支柱を用い

るものとした。基本形式については、既存

の木製車両用訪護櫛の大半が上下 2段の

ビーム型抗議柵でもあり、既存土中用との

連続性も考慮して、上下 2段のどーム型と

した。また、鋼製ガードレールでは、支柱

START 

構造設計

基本条件設定

性能磁器

実車衝突試験

現場関査(施工盤・巌久性)

現地施工試験

仕様書・維持管浬マニュアル作成

END 

国 1 高知艶木製訪護柵の開発フロー

表 1 高知型木製防護棉の開発条件

Z察 毘 条 件

種 類 たわみ性防護柵

種 73IJ c (設計速度50km/h以下)

基本形式 ビーム型妨護櫛(上下2段)

設置条件 構造物上(コンクリート填め込み)

建築限界
ブロックアウト嚢(支柱から車道側への突出量)
84mm以下

支 柱 C穫ガードレール銅製支柱 (φ114.3mm)

機 梁 高知県産スギ材と銅製プレートの複合構造

スパン 2m 

ブラケット 使用しない。銅製支柱に直接ボルト国定

ワ山



高知蟻iL森林技術センター研究報告第37号平成24王手3月

と横梁を盟定するため使用されるブラケットは使用せず、横梁の鋼製プレート部を直接支柱に

ボルト閤定するものとした o

2.1.2 犠震の設計(蕗 iず性能)

横梁構造会衝突碕重の初期段階に対しては、横梁の尚げで抵抗するものとし、鋼製プレート

とスギ材の複合構造体の曲げ耐力を基準に検討した。本木製訪護揃構造は既存銅製ガードレー

ノレとは異なり、横梁が 2段(上下段)構造を採用するため、ガードレールの構造性能を上下段

横梁で分担する設計思想、が必要となる。よって、本横梁講造は、謹1突時の水平力と上下段横梁

に作用する持重分担率により検討した。衝突時の設計水平力は、本木製抗議柵に横梁形状が近

い、既往の C穣土中用木製防護柵 3タイプにおける試験結果 4)を参考に、 3タイプの最大水平

カデータの中で、最も大きい 26.9kNを基に検討を行った。荷重分担率も間接に、既往の木製

防護柵試験結果において衝突時によ段横梁が約 9割の水平荷重を負揺していたことから、横梁

1本で 26.9kNx 0.9= 24.2kNの水平荷重を負担する構造として検討を行った。

2. 1.3 横梁の設計(事15長性能)

衝突高霊に対して横梁の銅製プレート部の連結により防護禰全体で張力を負担する構造と

するものとし、鏑製プレートの引張耐力を曲げ性能関様、衝突時の張力と上下設横梁に作用す

る荷重分担率により検討した。設計水平力は、抗議柵設霞要綱にある C曜のビーム設計張力の

177kNl)を基に検討した。上下段の

張力分姐については、既設の f田園

木製紡護柵」の車両衝突試験結果 4)

(臨むから、最大張力持に上段と

250 

50 

民¥上下段合計強力

(241kN) 
200 

下段に上下段張力合計のそれぞれ

52.7%、59.3%程度発生しているこ

とから、安全側を見て、横梁 1本で

177kN x 0.593 = 105kNの張力を

負招ずる構造として検討を行った。

2. 2 性能確認

木製防護捕の構造を

根拠から検討した仕様について、

値と実験値の照合を間的と

して、静持重試験を実施し、強度性

Z 
~ 150 
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饗
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…一一下段棟梁

……上下段合計

O 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

時刻 (sec)

函 2 r四誼木製訪護掛jの張力分担

能の薙認を狩った。静荷重試験は、横梁を構成する材料の必要性能に応じて、的げ試験及び引

張試験について行い、横梁投能の確認を行った。その後、木製訪護措本体の試作を行い、後?突

?苛重を想定した静帯霊試験により木製防護柵としての強度特性の把握と性能確認を行った。ま

た、横梁の木材部の耐力負担を把握するために、横梁の木材部を取り外した状態で試験に供し、

既存鋼製ガードレール(Gr-C・2訟についても同様に静待重試験を行い、木製防護柵の試験結果

との比較により、強度特性の把握を行った。

静荷重試験による性能確認後、国土交通省 f居土技術政策総合研究所」内の衝突実験施設に

おいて「防護柵の設置基準国土交通省道路島長通達)に規定される試験方法 2)に準拠して

事衝突試験を行い、車両用院議柵としての性能を確認した。

3 
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2.2.1 横梁の曲げ試験

出げ試験は、鍛製プレートをスギ材で挟み込みボルトで締結した状態の横梁を試験体として、

臨 3、国 4に示すような方法で行った。損梁はスパン 2.0mとし、載帯位置はスパン中央で行

った。計課リ項自は載?苛祷重、載荷点の変位とした。試験体数は 3体とし、比較として鋼製防護

措 (Gr・c・2B)用横梁 1体を試験に供した。

鴎 3 犠張歯 iデ試験状況

2.2.2 舗援の事i強試験

号i張試験は、衝突荷重による軸方向の

張力を想定し、国 5、菌 6に示すような

方法で、ヲi張試験機(500kN) を用いて

行った o

試験体は、引張荷重に対する横梁継手

部を構成する各部品の挙動を把握する

ため、支柱に圏定された状態の継手部

1780mm を試験体とし、試験体数は 3

体とした。

測は、引張荷量を引張ジャッキ用ロ

ードセル(500kN)、継手部の変イ立を変

位計(100mm)で測定した。

園 5 横梁のきi張試験状況
-4 -

1000 1000 

臨 4 横張の曲げ試験臨

A-A'n霊

lAe 

正亙璽 鼠通JiEl

図 6 横梁の引張試験臨
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2.2.3 本体の静荷重試験

試験は、車両衝突時の状況を想定し、題 7に示すように、木製訪護措 3スパン (2mx 3= 6m) 

を試験体として、試験体中央スパンの上下段横梁中央部に載祷治具を設置し、油圧ジャッキ

(300kN、600mm) を用いて木製防護柵を楠背面倒iに引張荷重を作用させることにより行っ

た。本来防護柵は設置延長全てのスパンで張力を分担する構造であり、張力の分担を観察する

には、一定の延長が必要となるが、反力床の広さの関係上、延長の確保には眼界があったため、

設設可能な 3スパンの試験体の南端を反力台に間定する方法により、一定の長さの設置延長を

再現した。また、本木製院議櫛の支柱の設置条件である構造物用(コンクリート埋め込み)を

再現する為、支柱基礎用にコンクリートを打設した銅製架台を製作し、実験場の反力床上に間

した。載荷荷重はジャッキ用ロードセノレ (200kN)、裁荷位置の変位量及び支柱頭部の変位

をワイヤ一変位計(1000mm) により計測した。試験体数は、木製防護捕を 3体とし、摸梁

2000 
ヰ麗堕

6000 

正車産主

鴎 7 本体の静祷霊試験罰

の木部の耐力負担を把握するために、木材部を

取り外した鋼製プレートのみのもの l体を試験

に供した。また、銃存鋼製ガードレーノレ

(G1'-C-2B)3体についても静荷重試験を行い、木

製防護捕の試験結果との比較により、強度特性

の把握を行った。なお試験の終了時点の目安は、

講造物用における最大進入行程(変形量の摂界

f直) 300mm2)に大型車再のタイヤ幅 20011lm を

加えた鑓が 500mmであるため、裁荷点変位(絶

500 

箆窓主主鐙丞主主

図 8 最大進入行稜と変形

円

h
u
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立す変位)が 500mm程度に達した侍点とした(臨む C

2.2.4 喪車衝突試験

試験は、圏土交通省「富士技術

政策総合研究所j内の試験装震を

利用して実施した G

本木製賄護櫛は、コンクリート

埋め込み式であるため、試験体は、

両府間護柵標準仕様・問解

説 jに従い配筋したコンクリート

基礎(関 9) を埋設し、関 10に

示すとおり、衝突条件ごとに配

した。罷 11に試験体設置状況を

示す。

館 5 基躍コンク 1)ート断面図

2 試験条件

防護擦の穫llIl

A 
本緩防護議
C獲(構造務懸)

8 

衝突条件は、大型実物議による

A と、乗用車による試験条件 Bの 2つの

条件にて行い、それぞれ各一回試験を

施した。試験に使用した衝突車両を盤 12

間 10 試験体配霊園

図 11 試験体設蜜状況

関 12 密突憲商(試験条件 A)

臨 13 衝突翠両(試験条件 B)

ρhν 
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及び菌 13に示す。試験条件を表 2に示す。

計課.~ 内容は、「防護栂設置基準 j

で規定される車両用防護柵として

要求される f車両の逸脱防止性能J

「乗員の安全性能Jr車問の誘導性

能Jr構成部材の飛散性能 j2)を確認

するため、表 3に示すとおりとした。

2.2.5 施工性・酎久性額資

木製防護櫛の擁工性及び弼久性

調査のため、試験施工を行った。施

工地の選定は、設霞箇所の環境条件

の違いによる樹久性能を把握する

ために、表 4に示すように、環境の

異なる県内 3 地域について設置区

聞を設けた。また県内 3額所の試験

施工地に加え、木材保護塗料(色、

溶剤)の違いによる耐久性を把撞す

るため、木製防護措 lスパンごとに、

異なる韓類の塗料を使用して、当セ

ンター敷地内に試験的に施工した。

3. 結果と考察

3. 1 構造設計

木製防護柵の講造を検討した結果

を盟 14Iこ、各部材の詳細な仕様を表

51こ示す。鏑製プレートを半円形のス

ギ材で 4本12m配置の M12ボノレトで

挟み込む構造など、基本的な構造は、

「思霞木製抗議機Jを踏襲しているが、

C種規格への対応により、張力を負担

する鏑製部品(プレ}ト及びボルト

)のダウンサイジング等によりコス

トの削減に繋げている。銅製プレート

の材質については、市場性及びガード

レーノレと開一材という点から「困層

製防護措J同様 88400材を使用する

とした。横梁鏑製プレートの継ぎ手部

は、支柱部分で横梁を重ね合わせて 4

本の M16ボルトを用いて連結し、横

梁 1本につき M20ボノレト 1本で支柱

表 3 瀦定項自

A i 防霊童綴の霊童大進入行穆

B i 議商E童心加速度

E事碕の挙重油

量豊島免速度

蓄量総角度

吉田材の飛散状況

A i 致的挙動

A i翻 燃 の 強 力

表 4 試験施工箇所

条 件 総 ヱ 地 施工延長(m)

市街地域 高知駅前多毘的広場 (高知市)

山間地縁 林道平山公爵線 (香美市)

海声葬地縁 海の駅あしずり (土佐清水市)

害塁塁審

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑤ 

⑦ 

図 14

表 5

「高知木製防護擁」の構造

「議知木製院議繍j 部材一

支柱 114.3φx 11∞ STK400 

木製機梁(官官函) 180φ学叡 x1980 スギ

木製綴梁(著者蔚} 180φ半劉 x1840 スギ

銅製綴梁 PL3.2t x 170 x 2280 SS400 

支柱耳)Hす約Lト M20 x 160 (B刈2W.SW) 強度区分4.8

銭製機梁取fサボ}l，ト M16 x 35 (B，N，2W，SW) 強度18:分4.8

木製綴梁取{守中'I~ト M12 x 160 (B.N.2W) 強度区分4.8

-7 -

24.5 

16.0 

Z27 +塗装

防腐処理

防腐処環

HDZ55 

HDZ35 

HDZ35 

HDZ35 
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に締結する構造とした。

3.2. 1 横梁曲げ試験

横梁の曲げ試験結果を国 15に示す。木製防護柵の様梁全試験体において設計荷量 24.2kN

を上回る結果が得られ、横梁設計の妥当性を確認した。破壊形状は、全試験体において、閣

16に示すように、横梁中央付近の M12ボルト穴をきっかけとした木部の曲げ破壊であった。

載荷点側のスギ材も曲げ破壊が認められるため、銅製プレート両側の木製横梁は、それぞれの

部材断菌で曲げ帯重に抵抗していると思われる。特に変形挙動に異常は認められず、糊性もガ

ードレーノレ横梁を上田る結果が得られた。

50 

Z 30 
よ"

総|

~ 20 

函 16 横議曲げ試験の破壊形状

3.2.2 讃梁民強試験

横梁連結部のヲi張試験結果を国 17に示す。全試験体において設計張力である l05kNを上回

る結果が得られた。破壊形状は、全試験体において、国 18に示すように、連結用の M16ボル

トの長穴部を欠損とした鍛製プレート断面における引張破壊であった。破壊形状及び破壊位

も設計と同じであることから、設計の妥当性を確認した。

(
2
4
 

勝I150 

1寧

設計荷髪

一一一一ガードレール綴梁

40 

10 

O 60 90 120 150 

変位 (mm)

鴎 15 讃梁銅げ試験結果

30 

300 
一一一也高知木重量防護者響機梁

設計強力

250 

200 

100 

50 

O 10 20 30 40 50 60 70 

変 位 (mm)

閣 17 横梁連結部引張試験結果

図 18 犠梁連結部引張試験

の破壊形状

口。
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3.2.3 本体静荷重試験

本体静帯重試験に供した各種試験体の試験状況を図 19に、試験結果を額約に示す。試験結

果を荷重一変位曲線で比較すると、ガードレーノレの荷重一変位助線は載荷点変位が 500mmの

時点で 100kN程度の荷重が発生しているのに対して、木製防護捕は載荷荷重が 150kN程度ま

で発生している。また、荷重一変位曲線の勾配

も木製防護捕は、ガードレーノレよりも大きく、

変形に対する抵抗が大きいことが分かる。木製

防護柵の銅製プレートのみの試験体では、木材

による曲げ抵抗が期待できない事から載祷点

変位 100mm付近までの荷重が他の木製訪護櫛、

ガードレールに比べて低く、衝突産後の耐力が

期待出来ないことが分かる。この事から本木製

防護柵の構造において、木部材は景観用の装飾

部材の役割だけでなく、初期の曲げ抵抗を受け

持つ強度部材である事が分かった。

揚げ試験結果では、横梁が 30kN程度で破壊

に主ったが、同様iこ本静荷重試験でも 30kN付

近で M12ボルト穴をきっかけとした木部の曲

げ披壊が見られた(罷 21)。しかし曲げ試験時

のような荷重の低下は見られず、 30kN以降も

変形量とともに待藁が上昇し、試験終了の呂安

である載荷点変位 500mmの時点でも帯重のfE;

下は見られなかった。このことから、、本木製防

護措は、木部の曲げ破壊後でも銀製プレートの

張力が有効に作用している事が分かる。

150 

120 

( 

gz 90 

l極~
i寧
~ 60 
喜善

30 

問問岡高知*!護防護栂

時燃拘高知木重量防鐙機(銅製プレートのみ)

一一一ガードレール(Gr-Cω28)

o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

載稽点変位 (mm)

国 20 本体静荷量試験結果

-9 -

劉 19 各試験体の静荷重試験状況

図 21 静荷麓試験における木部破壊
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3.3薬草衝突試験

3.3.1大型貨物車衝突試験(試験条件 A)

試験結果を表 8に示す。

また簡突試験後の院議櫛変形状況を髄 22

iこ、車両破損状況を圏 23に、衝突連続写

真を臨 24に示す。

(1)車両の逸脱防止性能

防護柵の強度性能の性能規定は「防護

柵が突破されないこと」である。本防護

措は、衝突車両を進特方向へ誘導してお

り、突破されない強度を有していた。

抗議柵の変形性能の性能規定値 は「車

両の最大進入行程が 0.3m以下であるこ

と」である。防護栂への最大進入量は 175

mmであり、車輪幅が 215mmであること

から最大進入行程は-40mm(175-215) 

となる o この値は f性能規定値 j を満足

している。

(2)車両の誘導性能

表 8 鶴突試験結果(大型黄物車)

(20.00t) 
20.65t 

襲、、農

}F毎i主義主事銭

(防護椴が突E産されない強度を有すること)

突破されず、連続保持されている

(率尚進入行程が且3m以下であること)

車両進入行程 -O.04mm

(衝突後に機転などを生じないこと)

横転することなく誘導した

(衝突速度の60話以上であること)

衝突速度の65.3覧

(衝突速度の60覧以下であること)

傍突角度の 0.0覧

(構成部材が大きく飛散しないこと)

主要部材の飛散は見られなかった

車両の挙動の性能規定は「衝突車両は防護措衝突後に横転などを生じないこと j である。

衝突後、車両は防護櫛に添って平行に移動したが、挙動は安定しており、防護柵から離脱後

進行方向へ横転・転覆することなく丹滑に誘導され、「性能鏡定Jを満足していた。

離脱速度、離脱角度の性能規定はそれぞれ「衝突速度および衝突角度の 6割以上、 6割

以下であること j である。試験結果は、離説速度は笛突速度の 65.3%で離脱魚度は平行

に移動したため 0%であった。結果、この鑑は「性能規定値j を満足している。

(3)構成部材の飛散防止性能

性能規定は「車両衝突時に構成部材が大きく飛散しないこと j である o 主要構造の飛散は

見られず，その地部材の欠損および取り外れもなく一体構造を保持しており、飛散防止性能

を満足していた。

図 22 衝突試験後の防護楠変形状況 図 23 構突試験後の車両破損状況

-10 
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O. Os (密突時)

※1コマ=O. 03s 

図 24 大型貨物車(試験条件 A) の衝突連続写真
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(4)横梁張力

衝突時に発生した横梁張

力(上下段合計張力)の

時刻鐙変化を額 25に示す。

この闘から、 O.292sec時

には、衝突点に近い B6横 0.205ec 

梁で最大値を示し、一旦

0.2925ec 

6.2kN 6.8kN 24.0kN 6.2kN 4.9kN 3.7kN 

36.5kN 42.4kN 109.4kN 33町9kN 26.9kN 20.1kN 

一

27.3kN 26.5kN 46.6kN 54.3担N 13.1kN 10.4kN 

ゑ大i窓 t

49.7kN 54.8kN 82.7kN 135、4kね 41.9kN 31.9kN 
鱒留

24.1kN 22.9kN 35.5主持 57.2N 問 6.1kN 同 3.5kN

減少した後 O.537sec時に

は、 B7機梁で最大備を示

している。 O.537.sec時の

横梁の張力連続性を見る 0.405ec 

と、最大鑑を示した B7横

梁以外の横梁にも張力が

分散しており、横梁の鋼

製プレートが一体となっ

て抵抗していることが分

かった。

張力設計特に設定した張

力分担率について、最大張力

0.537sec 

0.605ec 

函 25 車両棲突詩の横梁強力

が発生した B7横梁に著回して照査を行ったoB7横梁の張力波形を醤 26に示す。この留から、

上下段に発生した最大張力は、時系列でズレがあるものの、下段で最大 79kN発生しており、

上下段合計張力の最大鑑 135.4kNの 58.3%であった。設計時に参考とした、既住の f盟国木

製防護措」の試験結果が 59.3%4)であったことから、設計時の強力分招率は、妥当であること

が分かった。

また、最大張力が発生した B7下段の応力は、 79kNであり設計張力の l05kNに対して十分

に余裕があることを確認した。

上下段合計で135.4kN

150 

づ強力135. 4 の 吋 最 大ーの
(60.4kN)¥/ (79.0kN) 

z ニ<

4ミ
総 50
案提
意事
喜葬
塁審 。

。

司 50

明一向87上段

一時的お7下段

叩叩叩87合計

時間(sec)

図 26 喪主事欝突実識における 87横梁!こ発生した張カ波形

円
/
ん
】

噌

3
4
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3.3.2小型車錆突試験(試験条件 B)

験結果を表?に示す。

また繍突試験後の訪護櫛変形状況を

盟 27に、車両破損状況を嬰 28Iこ、衝

突連続写真を躍 29に示す。

(1)乗員の安全性

性能規定値は[車両の重心加速度が

120m/s2/10ms未満であること Jであ

る。

両の受けた最大加速度値は X 方

向が 110.3m/s2/10ms、 Y 方 向 が

63.5m/s2/10msであり、「性能規定値j

を満足している。

(2) 車両の誘導性能

車両の挙動の性能規定は「簡突車

は防護楠衝突後に横転などを生じな

いこと Jである。衝突産後に前輪ホイ

ーノレが衝突位置の木材表面を制り横

表 7 欝突試験結果(小型乗用車)

(120m/s2l10ms未満であること)

X=110.3 mIs2/10ms(延長方向)

Yヱ 63.5m/l/10ms(穣角方向)

(衝突後に機転などを生じないこと)

横転することなく誘導した

(構成部材が大きく飛散しないこと)

主要部材の飛散は見られなかった

梁接合ボルトに接触し、水平方向に翻

転したが、車両は横転・能覆することなく誘導されたことから、「性能規定Jを満足してい

る。

離脱速度、離脱角度の性能規定はそれぞれ f密突速度および欝突角度の 6割以上、 6割

以下であること Jである。試験結果は、離脱速度は衝突速度の 62.7%で離脱角度は0%で

あった。結果、この値は f性能規定値J を満足している。

(3)構成部材の飛散防止性能

性能規定は f車両衝突時に講成部材が大きく飛散しないこと j である。主要構造の飛散は

見られず，その地部材の欠損および取り外れもなく一体構造を保持しており、飛散防止性能

を満足していた。

図 27 密突試験後の妨護柵変形状涜 図 28 密突試験後の車両破損状況

円。
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※1コマ口0.03s

圏 29 小型乗用車(試験条件 B) の衝突連続写真

A
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3.4施工性・輯久性調査

試験施工を行った試験

体(関 30) について、施

工後 1年を経過した時点

で劣化調査を行った。劣

化状況を圏 31に示す。木

製横梁は、接線方向への

収縮による変形があった

が、耐力に影響する重大

な藤朽、変形、害IJれは生

じていない。保護塗装は、

「市衝地Jrセンター内 j

に設置した油溶性塗料を

使用した試験体で若子の

退色や君事j離が確認、された。

鋼製プレートは、馬所的

なメッキ黍IJ離による錆の

発生のほか、木製横梁と

の接触部分での、錆が発

生していたが、ただちに

耐力に影響を及ぼす程度

ではなかった。結果を議 8

に示す。

また、木製横梁取付け

ボルトは、木製横梁の収

縮による緩みが大部分で

発生しており、施工後の

点検による増し締めの必

要性を確認した。

なお、試験施工及び劣

化調査の結果を反映させ、

点検時期や点検方法を取

りまとめた「高知木製防

捕仕楼及び維持管理マ

ニュアノレ j の整備を行っ

た。

今田の劣化謂査は、施

工後 1年経過時点のもの

で、耐久性の把握には、

な期間ではないため、

高知際立森林技術センター研究報告第37号平成24年3月

市街地域 山間土色竣

潟斧地域 センター内

陸 30 説験施工状況

木材i銀縁とボルトの緩み 銭製プレートの鏡 重量料の劣化

臨 31 劣免状況

表 s劣化謂査結果

なし
あり

なし
あり

(物王室約額i緩) (需主材査官顎j車整)

あり あザ あり あり
(収総による絞り} (収皇室による皮切 (収事選による皮切 (収綴による反り)

なし なし なし なし

あり あり あり あり
{主語審官耳室付ボルト) (ま護部取付ボルト) (綴梁取付ボルト) (磯部Iill付ボルト)

<，幹部材あ接り金量E華街)
あり あり あり

(メッキ事j聖堂部分) (求書官材接書室箆所) <;:f:昔B材後書室箆所)

なし なし なし なし

15 
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今後、実際の施工簡所を含め継続的に劣化諦査を行い、「維持管理マニュアノレ」の更新に反映

させていく予定である。

4.まとめ

高知県の道路事構に適応した低コストな「高知型木製防護柵J (構造物用 C 種規格:設計速

度 50km/h以下)の関発を行った結果、以下の点が明らかになった。

・「高知木製防護柵j は、高知県藤スギ材と鋼製プレートによる譲合構造の横梁を有する構

造物用 C 種競絡の車両用防護柵で、木部の曲げと鍛製プレートの張力により変形に対し

て抵抗する構造とした。

• r高知木製妨護橋Jの静荷重試験結果から、本木製抗議櫛はガードレールよりも有効に張

力が作用し、かっ、変形に対する抵抗力も大きい事が分かった。また鋼製プレートのみの

試験体との比較により、木部材は景観用の装飾部材の役割だけでなく、初期の曲げ抵抗を

受け持つ強度部材である事が分かった。

• r高知木製訪護柵 j の実家衝突試験結果から、衝突条件A、8ともに防護柵設置基準に示

されている性能規定を満足している事から、本木製抗議柵構造は f防護栂の基本性能 J

を有する事が分かった。

諜静

f高知木製防護柵j の開発にあたり、協力していただいた馬路村森林組合、 f毒消j林産興業株

式会社、有限会社袋藤鉄工所並びに、助言をいただいた国土交通省鴎国地方整備局四闘技術事

務所、車両欝突試験に協力していただいた財団法人土木研究センターの皆様に感謝の意を表し

ます。
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