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Gr・L型擁壁

技術の適用範囲

「道路土工　擁壁工指針」および「防護柵の設置基準・同解説」に規定されている通常使用時の範囲で、かつ性能確認のた

めに行った静的試験および実車衝突試験によって確認した荷重および衝撃度の範囲とする。

○「Gr・L型擁壁」の高さは、500㎜～4000㎜とする。

○「Gr・L型擁壁」の曲線施工での最小曲率半径は、「Gr・L型擁壁」の高さに応じて以下の範囲とする。

　　外カーブ時の最小曲率半径：15m～18m

　　内カーブ時の最小曲率半径：18m～25m

○「Gr・L型擁壁」の設置最大勾配は15 ％とする。

○「Gr・L型擁壁」に設置する車両用防護柵の種別は、Ｂ種またはＣ種とする。

審査証明の結果

2020年 3月31日～2025年 3月30日

審査証明有効期間

建技審証第0438号

（１）車両の衝突荷重に対する擁壁の安定性
「Gr・L型擁壁」に設置された種別B種またはC種車両用防護柵
に所定の車両衝突荷重が作用しても、擁壁は安定していることが確
認されている。

（２）車両の衝突荷重に対する擁壁の強度
「Gr・L型擁壁」に設置された種別B種またはC種車両用防護柵
に所定の車両衝突荷重が作用しても、擁壁は有害となるひび割れが
発生せず破損しないことが確認されている。

（３）下部擁壁工に与える影響
補強土壁工などの天端上に独立型車両用防護柵基礎として
「Gr・L型擁壁」を施工した場合、「Gr・L型擁壁」に設置された
車両用防護柵に車両が衝突しても、補強土壁工などの下部擁壁工に
与える影響が少ないことが確認されている。

（４）施工性
曲線施工や縦断勾配施工が可能であることが確認されている。

技術保有会社／お問合せ先

和光コンクリート工業株式会社（本社・工場） 〒883-0102　宮崎県日向市東郷町山陰丙1537番地1
TEL : 0982-69-2216　FAX : 0982-69-2554
URL : https://www.wakocon.co.jp/product/02-50

本概要書は、一般財団法人土木研究センター（PWRC）が行った「建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）」の結果を、広く関係各位に紹介する目的で作成したものであります。
一般財団法人 土木研究センター（PWRC）企画・審査部　TEL03-3835-3609　http://www.pwrc.or.jp/shinsa.html
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（１）「Gr・L 型擁壁」の施工
「Gr・L 型擁壁」の施工は従来のプレキャストＬ型擁壁と同様です。
（２）連結金具の締め付け
「Gr ・L 型擁壁」敷設後、連結フランジ部分を、ボルト・ナットを使用して締め付けます。
（３）連結金具部モルタル充填
連結金具締め付け後、フランジ部分のモルタルを充填します。（モルタルは、セメントと砂の容積比1：3 程度）

（４）最低使用本数
衝突荷重に対する擁壁の安定性を保つために、下記の必要とする最低本数以上の「Gr ・L 型擁壁」を連結して使用します。

（１）衝突車両の安全性
「Gr・L 型擁壁」に設置された車両用防護柵は、「防護柵の設置基準・同解説」で要求される防護柵の諸性能、特に「車両の逸脱防止性能」
や「車両の誘導性能」を十分に発揮でき、衝突車両の安全性を確保できます。
（２）衝突荷重に耐える強度と安定性
「Gr・L型擁壁」は、車両用防護柵種別Ｂ種またはＣ種衝撃度の車両衝突に対して、必要な擁壁の安定性および部材耐力を有しています。
（３）狭い幅員で車両用防護柵設置可能
従来のプレキャスト L 型擁壁に車両用防護柵を設ける場合には、擁壁の安定性と部材への影響を考慮して擁壁のたて壁背面から 1.0 m 程

度離れて支柱を設置するか、若しくは、擁壁とは別個の現場打ち独立基礎を設ける方法が採られてきました。「Gr ・L 型擁壁」を使用するこ
とで、狭い幅員での車両用防護柵の設置が可能となります。
（４）施工性・経済性に優れる
従来の L 型擁壁工に車両用防護柵独立型基礎を設置する場合、Ｌ型擁壁工と独立型基礎が別々の施工となります。「Gr・L 型擁壁」の設置

は一回のみで、省力化および工期短縮が図られ、製品代および施工費用が安くなります。
（５）他擁壁天端で使用可能
補強土壁工法やほかの擁壁工の天端に車両用防護柵を設置するための現場打ちコンクリート基礎の代わりに、「Gr ・L 型擁壁」を車両用防

護柵基礎として設置できます。しかも、現場打ち基礎より工期が大幅に短縮でき、施工性、経済性が優れています。

車両用防護柵基礎一体型プレキャストL 型擁壁 Gr・L型擁壁
技術の概要 性能確認実験状況

施工仕様

○「Gr・Ｌ型擁壁」は、擁壁のたて壁部分に種別B 種またはC 種の車両用防護柵の支柱の基礎を組み込んだ車両用防護柵基礎一体
型プレキャストL 型擁壁です。
○「Gr ・L 型擁壁」製品の長さは2.0 m で、連結金具にて連結して使用します。製品の高さは500 ～4000㎜ です。
○「Gr ・L 型擁壁」の安定性、強度は、「道路土工・擁壁工指針」に準じて検討しました。また、実車衝突実験にて車両の誘導性能
や路外逸脱防止機能および衝突荷重に対する「Gr ・L 型擁壁」の安定性、強度を確認しました。

技術の特徴

補強土壁工、L型擁壁等

従来の施工方法 Gr・L型擁壁

直接基礎上施工 他擁壁天端での施工
車両用防護柵から1.0m
程度の離れが必要

× 車両用防護柵

L型擁壁

車両用防護柵

L型擁壁

独立型基礎

車両用防護柵 車両用防護柵

Gr・L型擁壁

Gr・L型擁壁

緩衝材

注 1．他擁壁上に施工する場合です。他擁壁工の天端幅によって最低使用本数が異なります。
注 2．直接基礎として施工する場合、裏込め土質条件によって最低使用本数が変わります。
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呼び名
最低使用本数

最低使用本数

補強土壁工天端上設置時の実車衝突試験
（B種衝撃度基準値：60kJ、実験：75.8kJ）

支柱定着部の静的載荷試験
（基準：30kN、ひび割れ荷重：36.9kN）

縦断勾配設置時の静的載荷試験
（基準：30kN、ひび割れ荷重36.5kN）

直接基礎設置時の実車衝突試験
（B種衝撃度基準値：60kJ、実験：71.2kJ）

直接基礎施工例 他擁壁上施工例直接基礎施工例

NETIS(No.QS-030051-VE)
掲載期限終了技術
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連結金具締め付け後、フランジ部分のモルタルを充填します。（モルタルは、セメントと砂の容積比1：3 程度）
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