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多室ホロー断面を持つアルミニウム合金押出形材を支柱に用いた新たな橋梁用ビーム型車輌防護柵が，
防護柵設置基準・同解説に基づいて開発された．支柱の静的曲げ実験が行われ，得られた支柱の極限支持
力を部材選定域グラフにプロットして所定の範囲に入ることが確認された．この防護柵支柱は多室ホロー
断面の上部支柱と下部支柱の 2 つのアルミニウム合金押出形材を，嵌合とステンレスボルトを用いて接合
した新しい形式であるので，本研究では衝撃荷重下の動的な挙動を重錘衝突実験と数値解析により求めた．
また，この支柱を用いた橋梁用防護柵の車輌衝突シミュレーションを行い，その結果，新たに開発された本
防護柵は十分な性能を有していることを明らかにした．
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現するため，著者らは，図‑1 に示す景観に配慮した

1．はじめに

多室ホロー断面を持つアルミニウム合金押出形材を

防護柵設置基準は，平成 10 年 11 月に仕様規定か

支柱に用いた防護柵を開発した．新たに開発したア

ら性能規定へと改訂され，続く平成 16 年 3 月の改訂

ルミニウム合金押出形材を用いた防護柵は，多室ホ

では道路上の景観形成へ配慮することが盛り込まれ

ロー断面を持つ支柱の使用によって透過性を高める

た ．また，防護柵を設置する上での景観への配慮

ことで遠景が望めるような景観性に優れたものとし

についての考え方として「景観に配慮した防護柵の

ている．これまでに，静荷重実験と静的数値解析を

整備ガイドライン」 も策定された．この改訂に沿

行い，静的荷重下における新型防護柵の挙動を明ら

う よ う に，（社）全 国 高 欄 協 会 が 共 同 で 開 発 し た

かにした13）．

1）

2）

MODEST（モデスト）など，鋼製の橋梁用防護柵が

アルミニウム合金押出形材は，図‑2（a）に示すよ

開発され，関連した研究成果も発表されている3）, 4）．

うに，Al‑Mg‑Si 系のアルミニウム合金（A6061S‑T6）

一方，従来のアルミニウム合金防護柵の検討は，

のビレットを加熱して，プレスでダイスから押し出

1980 年代後半から土木研究所などで行われてきた

し，長尺の多室ホロー断面をもつ部材を製作し，防

が，これはアルミニウム合金の高強度化と耐久性に

護柵種別ごとの必要な幅に図‑2（b）のようにメタル

優れた性質を活かそうというもので，種々の研究が

ソーで切断して支柱部材を製作するものである．こ

行われた5）‑10）．その後，アルミニウム合金防護柵の

の支柱製作方法は，従来の鋳型製作より経済的な有

景観デザインも，設置基準改訂に対応するために検
討された

意性も持っている．防護柵設置基準・同解説による

．

と，防護柵の性能は原則車両衝突実験1）, 14）により確

11）
, 12）

景観性の向上をアルミニウム合金製の防護柵で実

認するが，橋梁用ビーム型防護柵は所定の要件を満
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図‑3 実験概要

を行い基準に示されている部材選定域グラフに基づ
いて開発された．しかし，本防護柵支柱は，図‑1（b）
と図‑2 に示すように上部支柱と下部支柱の 2 つのア
ルミニウム合金押出形材を，嵌合とステンレスボル
トを用いて接合しており13），静荷重実験に加え，重
錘衝突実験を行い，衝撃荷重作用下での性能を確認
すると良いと考えた．
そこで本研究では，新型アルミニウム合金押出形
材防護柵用に開発された，多室ホロー断面を持つ押
出形材支柱に対して重錘衝突実験を行った．文献
13）で示したように，多室ホロー断面形状を決定す

図‑1 アルミニウム合金押出形材の防護柵

るために，最初に板厚 70mm のアルミニウム合金板
材からワイヤカットで支柱幅 70mm のモデル供試体
を製作して，静荷重実験だけでなく本研究で扱う重
錘衝突実験も行った．これは，押出形材用のダイス
の製作には多くの費用が必要であり，形状を変えた
試行錯誤が容易にはできないので，支柱の形状を板
材から切り出したモデル供試体を用いて，その性能
を明らかにして支柱形状を決定した後，実用化レベ
ルのダイスを製作したためである．
また，支柱の有限要素モデルを開発し，衝突シミュ
レーション解析を行うことにより，衝撃荷重下での
動的性能を詳細に明らかにした．さらに本論文で
は，アルミニウム合金押出形材を支柱に用いた防護
柵の車両衝突シミュレーションを行い，防護柵全体
の性能も明らかにした．

2．アルミニウム合金支柱の重錘衝突実験方法
図‑2

アルミニウム合金押出形材の支柱制作

（1）実験概要
重錘衝突実験は，衝撃下での支柱の変形性能およ

たすことで静荷重実験に置き換えることができると

び強度特性を確認することを目的として行った．重

している．本防護柵もその範疇であり，静荷重実験

錘衝突実験の模式図を図‑3 に示す．重錘を支柱に衝
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で水平に取り付け，460kg の鋼球を所定の高さから
自由落下させ，防護柵支柱に衝突させた．
衝突位置は，主要横梁中心高さである定着部より
約 700mm の 位 置 と し，落 下 高 さ H に つ い て は，
300mm まで変位させた支柱の静荷重実験より得られ
た荷重‑変位曲線から吸収エネルギーを算出し，それ
と等しい位置エネルギーとなるように重錘の落下高
さを求めて，重錘衝突実験で支柱変位が 300mm 以上
になるように順次調整して決めた．
支柱の実験供試体は静荷重実験13）と同様に，支柱
ベースと架台をアンカーボルトで固定した．重錘の
鋼球は，クレーンで持ち上げ，アルミニウム合金板
材から製作した板材供試体の実験では，クレーンの
ブレーキ解放によって自由落下させ，押出形材から
製作した形材供試体実験のときは，クレーンにその
機能がついていなかったのでワイヤー切断によって
自由落下させた．落下点がずれないように，装置の
周辺には，図‑4 と図‑5 の実験写真に示すように鋼管
パイプとそれにボルトで位置調整を可能としたアン
グル材を付けた誘導柵を設けた．
実験は，図‑3 に示すように各供試体に対して，鋼
球 460kg を高さ H [ m] から落下させ，支柱供試体先
端に付けたダミー横梁に衝突させた．ダミー横梁に
は厚さ 10mm の緩衝ゴムを設置した．実際の防護柵
では，車輌はパイプ状の横梁に衝突して，支柱に力
を伝えるが，パイプの変形による緩衝効果を考えて
緩衝ゴムを設置した．最適なゴム厚については今後
の検討課題である．なお，実験において規定されて
いる衝撃度（エネルギー）は満足しており，後で示す
ように荷重―変形などについても解析と実験はよい
一致をしている．
実験は，次の手順によって行った．
1） 支柱を水平にして，架台と支柱ベースを，アン
カーボルトを使って図‑4（a），図‑5（a）のよう
に設置する．
2） ボルト締結前にひずみゲージの初期値設定を
し，トルクレンチによりアンカーボルトを締め
付ける（締め付けトルク 160Nm）．
3）衝突位置を判別しやすくするために，鋼球最下

図‑4 アルミニウム合金板材から製作した板材供試体実
験（S‑1）

部にカラーマーキングをし，所定の高さにセッ
トする．

突させる手法は，1）振り子型

，2）円弧滑り台型お

4）鋼球を自由落下させ，衝突実験を行う．計測の

15）

よび 3）自由落下型の 3 つがある．1）と 2）の方法

トリガーは鋼球の加速度とする．

は，支柱を垂直に立てて行うが，3）は構造物を水平
に取り付ける必要がある．今回の実験は支柱単体の （2）供試体
実験であり，正確な位置に重錘を衝突させる必要が

重錘衝突実験は，静荷重実験と同様に多室ホロー

あるので，衝突位置を制御しやすい 3）の手法を採用

断面形状の支柱をアルミニウム合金板材から製作し

した．アルミニウム合金防護柵支柱を架台にボルト

た 70mm 幅のモデル供試体（以後，板材供試体と呼
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表‑1 アルミニウム合金板材から製作した板材供試体

表‑2 アルミニウム合金押出形材を用いた供試体一覧

とした．
一方，形材供試体は，実際の防護柵支柱に使用す
るものであり，これも静荷重実験の時に用いた供試
体と同じ形状であり，表‑2 に示すように，A 種防護
柵（衝突速度 45km/ h 以上，衝撃度 130kJ 以上）を想
定した 145mm 幅の供試体 3 体（D‑A1，D‑A2，D‑A3）
と，B 種防護柵（衝突速度 30km/ h 以上，衝撃度 60kJ
以上）を想定した 120mm 幅の供試体 2 体（D‑B1，
D‑B2）を製作した．表‑2 には，最終的に実験で用い
た落下高さも示す．
（3）測定項目
計測項目は，以下の a）~ d）の 4 項目である．
a）重錘の加速度
重錘の鋼球上端に，1 軸の圧電型加速度計（リオン
株式会社，PV‑90B，最大測定加速度 100g，応答周波
数 10kHz）を接着して，加速度を計測した．ただし，
板材供試体の場合は，測定値を検証した結果，圧電

図‑5 アルミニウム合金押出形材から製作した形材供試
体実験（D‑A2）

型加速度計の接着が十分でなく，S‑4 供試体以外は
うまく計測できなかった．

ぶ）と，アルミニウム合金押出形材から製作した供

b）支柱ひずみ

試体（以後，形材供試体と呼ぶ）の 2 シリーズを行っ

重錘衝突時の供試体の動ひずみを測定するため，

た．板材供試体は，表‑1 に示すように同一形状のも

アルミニウム合金板材から製作した板材供試体につ

のを 4 体（S‑1, S‑2, S‑3, S‑4）製作した．表‑1 には，

いては合計 29 枚のひずみゲージを貼付した．弾性

実 験 時 に 用 い た 落 下 高 さ H も 示 す．S‑4 の み，
300mm の想定変位を超える支柱の挙動を見るため，
400mm を超える変位を考えて落下高さを H=1104mm

挙 動 を す る と 思 わ れ る 上 部 支 柱（左 上 端 か ら
58. 5mm，右上端から 54. 5mm）の外側フランジ面に
各 2 枚，合計 4 枚の弾性ゲージ（東京測器研究所，
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FLA‑2‑23‑5LT，ゲージ長さ=2mm，ゲージファクター

アルミニウム合金押出形材から製作した形材供試

K=2. 16，測定限界 8%）を貼付し，塑性変形が予測さ

体では，支柱の変位が大きくなったとき下部支柱の

れる下部支柱には，23 枚の塑性ゲージ（東京測器研

フランジがまず座屈し，斜材に接触後，押されるよ

究所，YFLA‑2‑5LT，ゲージ長さ=2mm，ゲージファ

うにして斜材の変形が大きくなり，図‑15（c）に示す

クター K=2. 10，測定限界 20%）を貼付した．また，

ように斜材下端が破断した．引張フランジは嵌合部

前面の 2 本の引張アンカーボルトにも 2 枚の同一の

が変形してずれたが，破断はしなかった．そのため，

塑性ゲージを貼付し，アンカーボルト軸力を測定し

部材などの飛散は無かった．これは，静荷重実験と

た．

同じ性状であった．

アルミニウム合金押出形材を用いた形材供試体の

なお，いずれの供試体についても，実験後のベー

場合は，アンカーボルトと弾塑性変形をする部分に

スプレートの滑りは無く，また，ベースプレート端

塑性ゲージ各 2 枚を貼付した．

の浮き上がり量も小さく約 2mm であった．

c）支柱変位

支柱の動的変位は，高速度カメラ（カシオ計算機 （2）変位の時刻歴曲線

株式会社，EX‑FH25，最大 1000fps）を使い，支柱高

アルミニウム合金板材から製作した 4 体の板材供

さ 800mm の位置の時刻歴変位を求めた．図‑4 と図

試体の支柱先端の変位の時刻歴曲線を図‑6 に示す．

‑5 の実験写真に示すように，実験装置の背後にス

また，最大変位量を表‑3 に示す．S‑4 は落下高さを

ケールを置き，高速度カメラによって撮影した画像

大きくしたので，最大変位は 400mm を超え，引張フ

から，実験後にコマ送りで重錘の動きと支柱の時刻

ランジが破断した．

歴変位を求めた．

また，図‑7（a）に，アルミニウム合金押出形材か
ら製作した形材供試体の A 種供試体 3 体

d）残留変形など
実験終了後に支柱の残留変形を測定した．重錘の

（D‑A1, D‑A2, D‑A3）と 図 ‑7（b）に B 種 供 試 体

カラーマーキングから衝突位置を確認して，支柱

（D‑B1）の変位の時刻歴曲線を示す．A 種供試体の

ベースの移動や浮き上がりを含む供試体の残留変位

変位の時刻歴曲線は，3 体ともほぼ一致している．

と破断などの損傷状況を確認した．

最大変位量は，後で示す最大加速度とともに表‑4 に
示す．いずれの供試体も，0. 1 秒を過ぎた時点で最
大変位を示し，その後変位が少し戻っている．なお，
D‑B2 については，ビデオ撮影がうまくできなかっ

3．アルミニウム合金支柱の重錘衝突実験結果

たので示していない．

（1）重錘衝突状況と供試体の変形性状
図 ‑4 に，ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 板 材 か ら 製 作 し た （3）重錘の加速度
70mm 幅の板材供試体（S‑1）の重錘落下実験の写真

図‑8（a）
，
（c）に，形材供試体実験の重錘の加速度

を示す．また，図‑5 に，アルミニウム押出形材を用

波形の例（D‑A1 と D‑B1）を示す．図中に示したよ

いた 145mm 幅の A 種防護柵用の形材供試体（D‑A2）

うに，実際に測定した波形には高周波成分が含まれ

の実験の写真を示す．

ているので，これを除去するため 2000Hz，1000Hz，

重錘の衝突位置のずれの値は，板材供試体では支

500Hz，200Hz とローパスフィルターを小さくして，

柱直角方向で平均 1. 0mm，支柱軸方向で 9. 25mm で

最終的に 100Hz のローパスフィルターを適用したも

あ っ た．ま た，形 材 供 試 体 で は 支 柱 直 角 方 向 で

のである．表‑4 に，測定した最大加速度と最大変位

3. 2mm，支柱軸方向で 8. 2mm であった．

を示す．

S‑1~S‑3 のアルミニウム合金板材から製作した板

また，この加速度波形と図‑7 で示した変位の時刻

材供試体の変形は，静荷重実験の結果とよく似た形

歴曲線を使って作成した加速度‑支柱変位曲線を，図

状を示した．すなわち，支柱の変形が大きくなった

‑8（b）
，（d）に示す．

ときに，下部の圧縮側のフランジがまず座屈し，斜
材に接触してさらに変形している．ただし，下部支 （4）支柱に作用した衝撃荷重の推定値
柱の斜材の下端は静荷重実験のようには破断せず，
わずかなクラックが観察されただけであった．落下

実験より得られた各種の計測データより，以下の
a）~ c）の 3 つの算出方法にて最大衝撃荷重 F を推

高さ H を大きくして 420mm まで変形させた S‑4 供

定した．

ランジが破断した．

a）鋼球加速度からの推定値 F1
実測した鋼球加速度の値を用いて以下の式から最

試体では，図‑15（a）に示すように下部支柱の引張フ
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図‑6 板材モデル供試体の変位の時刻歴曲線
表‑3 板材供試体の最大の加速度，最大変位量，最大衝撃
荷重

大衝撃荷重の推定値 F1を求めた．

F=M ∙a∙

h
800

図‑7 形材供試体の変位の時刻歴曲線

（1）

の板材供試体の最大衝撃荷重の推定値を示す．
c）アンカーボルト軸力からの推定値 F3

ここで，M：鋼球質量（460kg）
，a：鋼球最大加速
度，h：重錘衝突位置（mm）である．800（mm）は変

F=T ε∙

位測定位置で，静荷重実験から極限支持力を求める

J
800

（3）

ここで，T（ε）
：ひずみゲージの値から求めた前面

時の標準高さである．
表‑4 に，重錘加速度から推定した，アルニウム合

のアンカー引張力，J：ベースの圧縮中心からアン

金押出形材支柱の A 種供試体と B 種供試体の最大

カーまでの距離（静荷重実験結果より，板材：J =

衝撃荷重を示す．比較のためアルミニウム合金板材

121mm，形材：J = 100mm と推定），h：定着部から衝

からの供試体で S‑4 のみ値が得られているので表‑3

突位置までの距離である．
アルミニウム合金板材から製作した 70mm 幅の板

に示す．

材供試体について，アンカーボルト軸力から推定し

b）支柱上部の弾性域のひずみ測定値からの推定値

た最大衝撃荷重を表‑5 に示す．弾性ひずみ測定値か

F2

静荷重実験で得られた荷重‑ひずみ曲線 F =f εを

らの推定値とほぼ一致を示している．ちなみに，以

使用して，重錘衝突実験より得られた同一位置のひ

前行った同じ形状の供試体を使って行った静荷重実

ずみデータから板材供試体の衝撃荷重を推定した．

験の最大荷重の平均値は，21. 7kN であった．

これは，動的応答のモードは静荷重実験と同一で，
振動成分は無視する仮定をしたものである．

F=f ε∙

h
800

図‑9 に形材供試体 D‑A1 のアンカーボルト軸力と

支柱変位の関係を示す．また，表‑6 に B 種と A 種
の形材供試体の前面の引張アンカーボルトの最大軸

（2）

力とその値から推定した最大衝撃荷重の一覧を示
す．A 種の平均は，38. 0kN であり，B 種では 32. 6kN

ここで，εは支柱上端から 58. 5mm の位置に貼付し
たひずみゲージの値である．表‑5 に，3 体（S‑1~S‑3）
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表‑4 形材供試体の最大の加速度，最大変位量，最大衝撃
荷重

大衝撃荷重と静荷重実験の最大荷重と 10〜15％の違
いがあるが，式（3）で J の値を安全側に取っている
ことも 1 つの理由であると考えられる．

4．重錘衝突数値シミュレーション
（1）防護柵支柱の数値解析モデルの作成
a）解析条件
重錘衝突数値シミュレーションの計算には汎用性
有限要素解析プログラム LS‑DYNA16）, 17）を用いた．
図‑10 に示す防護柵支柱モデルは，静荷重実験供試

体の数値シミュレーションで使用した解析モデル13）
の形状データを Abaqus より Inport し，上部支柱，ダ
ミー横梁，および接合部のボルトを 1 点積分 1 次ソ
リッド要素，下部支柱については，完全積分 2 次ソ
リッド要素としてモデル化した．重錘についても 1
点積分 1 次ソリッド要素としてモデル化した．支柱
の 解 析 モ デ ル の 要 素 数 は 8666 で あ り，節 点 数 は
12537 となった．また，実験で用いた重錘の落下高
さ H より，支柱と重錘の衝突時の速度を算出し，重
錘に初速度として与え，重錘衝突のシミュレーショ
ン解析を行った．なお，数値シミュレーションは名
古屋大学情報基盤センターのスーパーコンピュータ
CX400（富士通社製，計算速度 460 テラフロップス）
を用いた．
防護柵支柱の材料定数については，LS‑DYNA の
多直線近似等方弾塑性体モデルを用い，静荷重実験
の解析と同様に，アルミニウム合金に関しては，板
材供試体と形材供試体から切り出された引張試験よ
り得られた公称応力‑公称ひずみ関係を，図‑11 に示

図‑8 重錘の加速度波形と支柱変位

すように真応力‑真ひずみに換算して用いた．重錘
（ヤ ン グ 率 E=205GPa）と 緩 衝 ゴ ム（ヤ ン グ 率

重実験の最大荷重の平均値は，A 種の供試体では

E=1. 0GPa）は弾性体としている．アンカーボルトは

44. 5kN であり，B 種の供試体では 36. 5kN であった．

梁要素でモデル化し，基部を再現するために，支柱

重錘衝突実験のアンカーボルト軸力から推定した最

底部の下に剛体のプレートを設置し，完全固定とし
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表‑5 最大衝撃荷重の推定（kN）

図‑10 解析モデル

張実験を行い，図‑12 に示すようなひずみ速度と降
伏応力（耐力）の動的応答倍率の関係から，式（4）
に示す動的応答倍率の回帰式を提案している10）．
⋅
σ
=0.00365×ln ε +1.0265
σ

図‑9 ひずみゲージの値から得られた左右のアンカーボ
ルトと軸力と支柱変位の関係（D‑A1）

（4）

ここで，σd：動的降伏応力（MPa），σs：静的降伏応
⋅

力（MPa），ε：ひずみ速度である．

表‑6 アンカーボルト軸力から推定した最大衝撃荷重

図‑12 に示すように A6061S‑T6 の耐力のひずみ速
度効果は最大 3% 程度であり，鋼材に比べてかなり
小さく，防護柵に関する車両衝突数値シミュレー
ションにおいてひずみ速度効果を考慮しても解析結
果にはあまり影響を与えないことがこれまでの研究
で示されている10）．しかし，今回対象とした防護柵
支柱は，特殊な構造形式と変形特性を有しており，
下部支柱の斜材が破断するまでに発生ひずみが大き
くなるので，ひずみ速度効果の影響を再検討した．
LS‑DYNA の多直線近似等方弾塑性体モデルには，
動的応答倍率を任意の多直線近似関数として定義
し，静的な応力‑ひずみ曲線に乗じる機能があり，本

た．その他の接触条件等についても静荷重実験シ

研究では，式（4）の回帰式をもとにひずみ速度効果

ミュレーション13）と同様とした．

を考慮した解析を行うため，これを用いた．

b）ひずみ速度効果

図‑13 に，形材供試体（D‑A1）について，ひずみ速

一般に，金属材料やコンクリート材料の動的負荷

度効果を考慮した場合と考慮しない場合の，支柱変

時には，応力‑ひずみ関係は静的負荷時のものと異な

位の時刻歴曲線の比較を示す．ひずみ速度効果の影

ることが知られている．これはひずみ速度効果と呼

響は小さいが，実験で得られた曲線と比較すると，

ばれ，ひずみ速度と降伏応力の動的応答倍率の関係

ひずみ速度を考慮した解析の方が，最大変位はわず

は指数関数として与えられることが多い．特に鋼製

かではあるがよい一致を示している．そこで，今後

防護柵などへの車両衝突の衝突現象では，このひず

の検討では，ひずみ速度効果を考慮することにした．

み速度効果が大きく影響し，ひずみ速度効果を考慮

c）要素の削除

する必要性があることが分かっている18）．

LS‑DYNA では，相当塑性ひずみや主応力に関し

本研究で対象とする防護柵支柱と横梁の材料に

て設定した破壊判定基準を超える要素が破壊された

は，アルミニウム合金 A6061S‑T6 が用いられてい

ものとみなし，該当する要素の削除や，引張力をゼ

る．伊藤ら（2001）は，A6061S‑T6 について，動的引
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図‑13 ひずみ速度効果の比較

ひずみは，引張試験において材料が破断した際の真
ひずみの値とする．ひずみ値から破断と判定された
要素は削除され，応力の再配分がされて，不釣り合
い力が解消される．要素が削除されると構造物の質
量が減少するが，削除される要素の質量は非常に小
さいので影響はほとんど無いといえる．
図‑14 に，引張フランジが破断した板材供試体
（S‑4）と形材供試体（D‑A1）について，破断した要
素の削除を考慮した場合と考慮しない場合の解析結
果を比較している．実験値とも比較すると，破断を
考慮して要素を削除すると，破断時刻は異なるが，
破断後に部材どうしの接触などにより変位が大きく

図‑11 材料引張試験における応力‑ひずみ関係

なる実験結果を再現できることが分かった．
（2）解析結果と実験結果の比較
a）変形性状
重錘衝突後における板材支柱（S‑4）と形材支柱の
解析結果の変形図を図‑15 に示す．板材供試体（S‑4）
の動的解析での変形状態は，重錘衝突実験と同様に，
斜材端部が塑性化し，後部フランジ材が座屈し，前
フ ラ ン ジ が 破 断 す る 結 果 と な っ た．形 材 供 試 体
（D‑A1）では，下部支柱の斜材が破断しており，実験
と解析は良い一致を示した．
b）支柱変位

図‑16 に板材供試体（S‑4）と形材供試体（D‑A1,

図‑12 アルミニウム合金のひずみ速度効果10）

D‑B1）の変位の時刻歴曲線を実験値と解析値を比較

し た も の を 示 す．な お，図 ‑16（b）に は 支 柱 幅
ロにするなどして破壊を表現することが出来る

160mm の SC 種防護柵支柱の解析結果も示す．この

（MAT24 要素）
．多直線近似等方弾塑性体モデルで

時の重錘の衝突速度は，防護柵設置基準・同解説の

は，相当塑性ひずみが破壊の判定基準である．静荷

SC 種の衝撃度 Is=160kJ（衝突速度 50km/ h）を考慮

重実験および静的数値解析でも考察したように，対

したものである．

象防護柵は，支柱変位 150~200mm ほどで下部支柱

支柱の最大変位に着目すると，板材供試体（S‑4）

の斜材と引張フランジが破断ひずみに達し，亀裂が

については，図‑16（a）に示す引張フランジ破断前

生じる可能性がある．この亀裂の表現方法として，

で，実験値が 420mm，解析値が 413mm であった．

要素の削除機能を用いることにした．設定する破断

ピーク到達までの挙動と前フランジの破断時刻に実
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図‑14 支柱変位の比較

験値とのずれがややあるものの，実験の挙動と良い
一致をしていると言える．形材供試体（D‑A1）につ
いては，実験値が 341mm，解析値が 340mm と良い
一致を示した．
c）荷重‑変位曲線と吸収エネルギー

図‑17 に，板材供試体（S‑4）と，形材供試体（D‑A3）

の荷重‑変位曲線の解析値と実験値の比較を示す．
荷重は，重錘の加速度に質量をかけたものである．
図中には参考のため，静荷重実験値13）も示す．重錘
衝突の実験値と解析値は，板材供試体および形材供
試体ともよい一致を示した．また，静荷重実験値と
も，最大荷重や除荷域は良い一致を示した．

図‑15 変形図

図‑18 には，板材供試体と形材供試体について解

5．ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 押 出 形 材 支 柱 を 用 いた
ビーム型防護柵の車両衝突シミュレーショ
ン

析で得られた支柱内部の吸収エネルギーの時刻歴を
示す．いずれも下部支柱が大半のエネルギーを吸収
していることが分かる．

（1）はじめに
橋梁用ビーム防護柵の車輌衝突シミュレーション
は，これまで鋼製及びアルミニウム合金製について

多く行われている19）‑24）．ここでは，静的応答と動
的応答が確認された本研究で対象としたアルミニウ
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図‑16 支柱の時刻歴変化

ム合金支柱を用いた防護柵に対して，設置基準25）で

図‑17 荷重‑変位曲線

規定された性能を満足するかを検討するために車両
衝突数値シミュレーションを行った．防護柵は A 種

藤ら（2007）によって衝突を受けるコンクリート架

のアルミニウム合金押出形材防護柵を対象とした．

台の変形が弾性域でほぼ収まる場合，ひずみ速度効
果の有無は解析結果に影響を及ぼさないことが示さ

（2）数値シミュレーションモデルの作成

れており，本解析では特に考慮しない．要素特性に

防護柵モデルを図‑19 に示す．横梁は，支柱と同

関してはコンクリートを 1 点積分 1 次ソリッド要素

じく A6061S‑T6 を用いた中空断面であり，その材料

によってモデル化し，境界条件としてコンクリート

特性については，降伏後の相当ひずみ‑相当応力の関

躯体の下面を完全固定とした．防護柵モデルの 1 ス

係を von Mises 降伏基準に従う多直線近似等方弾塑

パンあたりの要素数は 27568，節点数は 34697 であ

性 体 を 用 い た．横 梁 の 要 素 タ イ プ は，

る．

Belytschko‑Tsay シェル要素とした．また，防護柵の

また，衝突車両モデルは，トラック製造会社など

支持構造については，防護柵実車衝突実験マニュア

の協力を得て名古屋大学で独自に開発した，図‑19

ル（案）
（建設省土木研究所，2000）を参考に，図‑19

（b）に示す 25t （245kN）トラック有限要素モデルを

（a）に示すようなコンクリート基部をモデル化した．

用いる．このトラックモデルは，これまで行われて

コンクリートの材料特性については，圧縮力に対し

きた鋼製防護柵の車輌衝突実験の結果と比較して，

ては Drucker‑Prager 降伏基準に従い，引張力に対し

よい精度をもつことを実証されたものである17）, 18）．

ては引張強度に達した後は要素が破壊したと見なさ
れ引張応力を伝えなくなる，LS‑DYNA の破壊を考 （3）車両衝突条件
慮した土質およびクラッシャブルフォーム材を使用

防護柵設置基準・同解説25）より，防護柵 A 種の車

した．また，各材料定数のパラメータは，圧縮実験

両衝突条件は，表‑7 に示す通りである．実験車両の

から得られたコンクリートの圧縮強度を基に決定し

中心線と防護柵の中心線との交点をクロスポイント

た．コンクリートのひずみ速度効果については，伊

と呼び，防護柵実車衝突試験マニュアル（案）
（建設
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台が防護柵に傾くものの，荷台と防護柵は接触せず，
車体傾きが復帰する同時に，車両は滑らかに誘導さ
れた．
（5）要求性能に対する性能照査
防護柵・設置基準同解説25）に記載される防護柵の
要求性能のうち，a）車両の逸脱防止性能，b）車両の
誘導性能および c）部材の飛散性能の 3 つの項目に
ついて，性能照査を行った．また，参考のため d）車
輌重心位置の加速度変化についても検討した．
a）車両の逸脱防止性能
最大進入行程が規定値以内であるかを防護柵の変
位によって推定する．なお，コンクリート埋め込み
である橋梁用ビーム型防護柵の場合，最大変位が
300mm 以内とされている25）．図‑22（a）に最も変位
の大きかった支柱とその両隣の支柱における変位の
時刻歴を示す．また，各支柱の残留変位を，図‑22（b）
に示す．図‑22 より，最大変位は支柱 7 の 43. 6mm
であり，300mm 以下であるため車両の逸脱防止性能
は十分に満足する．
b）車両の誘導性能
次に，車両の誘導性能として，1）車両の離脱速度，
2）車両の離脱角度，3）車両の横転の有無についての
基準値と比較して照査を行う．ここでは，車両重心
の速度の時刻歴により，車両が離脱した後の速度ベ
クトルの絶対値から離脱速度を，速度ベクトルの方
向 か ら 離 脱 角 度 を 算 出 し た．車 両 の 離 脱 速 度 は，

図‑18 内部エネルギーの吸収分布

36. 7km/ h であり，衝突速度 45km/ h の 6 割以上であ
る．また，車両離脱角度は 2. 5 度であり，衝突角度

省土木研究所，2000）では，たわみ変形が想定される

の 6 割以下であることから，車両の誘導性能は満足

たわみ性防護柵では，最も変形が大きくなる点にク

している．なお，車両の横転の有無については，図

ロスポイントを設定することで防護柵に最も厳しい

‑21 より問題が無いことが確認できる．

評価が行えるとしている．本研究では，2010 年に筑

c）部材の飛散防止性能

波 で 行 わ れ た 車 両 衝 突 実 験（土 木 研 究 セ ン タ ー，

4.（2）b）で示したように，支柱の重錘衝突実験と

2010）を参考に，クロスポイントを図‑20 に示す P7

解析で，支柱を 300mm 変位させても，下部支柱の斜

と P8 の中間に設定した．

材の下端が破断するだけで，部材が飛散しないこと
を明らかにした．25t のトラック車輌の衝突シミュ

（4）数値シミュレーション結果

レーションでは，支柱の最大変位は 43. 6mm であり，

車両衝突時及び車両衝突後の車両モデルの 0. 0 秒

斜材などの支柱部材に発生するひずみレベルは小さ

から 1. 4 秒までの挙動を図‑21 に示す．車両の挙動

く，破断には至らず部材が飛散することは無いこと

は，まず 1 次衝突として，時刻 0. 07s に，前輪が地

が分かった．

覆，バンパーが下段横梁，キャビンが主要横梁にほ

d）トラックの加速度応答

ぼ同時にそれぞれ衝突した．前輪は地覆に乗り上が

トラック車輌の重心位置の水平 2 方向（進路方向

らずに地覆に沿って進み，前輪が浮き上がりキャビ

と防護柵直角方向）における 10ms 移動平均の合成

ンは防護柵側に傾くものの，主要横梁によって支え

値平均加速度を図‑23 に示す．防護柵設置基準・同

られ，車体の傾きは速やかに復帰した．0. 38s では，

解説25）に示されている A 種防護柵に対する乗用車

キャビンは主要横梁から離れている．次に 2 次衝突

の規定値（18g/ 10ms 未満）よりかなり小さいことが

として，後輪が地覆に衝突し，後輪が浮き上がり荷

分かった．
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図‑19 車両衝突解析モデルとトラックモデル
表‑7 防護柵 A 種の衝突条件

図‑20 クロスポイント

図‑21 車両挙動

以上の結果から，車両衝突解析において，本研究

6．結論

で対象とする新型のアルミニウム合金押出形材防護
柵は，現行の防護柵設置基準・同解説に規定される

多室ホロー断面のアルミニウム合金押出形材を支

防護柵 A 種の性能を有していることが確認できた．

柱に用いた新しい橋梁用防護柵を開発し，その動的
応答を実験的・解析的に明らかにした．その結果，
以下のような主な結論が得られた．
1）多室ホロー断面をもつアルミニウム合金押出形
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求める性能を満足することを明らかにした．
2）アルミニウム合金押出形材を用いた支柱の重錘
衝突実験の数値シミュレーションモデルを作成
し，実験結果とよい一致を示すことを明らかに
した．
3）アルミニウム合金押出形材を用いた支柱の重錘
衝突解析において，ひずみ速度効果は，わずか
であるがその影響を考慮した方がよいことを明
ら か に し た．ま た，部 材 の 破 断 に つ い て も
LS‑DYNA によって，実験結果とよい一致をし
めす数値解析モデルを作成できることを示し
た．
4）アルミニウム合金押出形材を支柱に用いた橋梁
用自動車防護柵のトラック車輌モデルを用いた
数値衝突シミュレーションにより，本研究で
扱ったアルミニウム合金押出形材防護柵が，変
形性能や車輌の誘導性能などについて満足する
予測結果を示した．
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DYNAMIC PERFORMANCE OF A NEWLY DEVELOPED BRIDGE RAILING
USING EXTRUDED ALUMINUM-ALLOY POST
Yoshito ITOH, Akihiro YOSHINO, Masashi SAKEMI and Ryoichi SATO
A new type of post for the bridge beam-type railing has been developed using the extruded multi-followtype shape of aluminum-alloy to have the improved landscape and permeability following the bridge railing
specifications. First, dynamic impact tests using a steel heavy ball and numerical analyses simulation have
been performed for model posts made from aluminum alloy plate to determine the multi-hollow-type
sectional dimensions. Then, extruded posts have been tested and analyzed to prove the dynamic performance.
The new type of aluminum-alloy extruded post has a good performance even subjected to the dynamic impact
using a heavy steel ball. Finally a collision analysis has been done between a vehicle and a newly developed
railing to prove the safety and guide performance.
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