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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
道路の工事規制に使用される道路用規制器材において，
ベースとなる台部が，全重量に対して，重量が１０％ないし３０％の範囲のウレタン樹
脂が含有され，さらに重量が２０％ないし６０％の範囲の重量増量用の粒状物が含有され
たゴム系チップを含有する素材で構成され，
前記台部に立設する本体上部が，ウレタンエラストマーのフィルムで構成された
ことを特徴とする道路用規制器材。
【請求項２】
請求項１に記載された道路用規制器材において，
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前記本体上部を構成するウレタンエラストマーのフィルムが，０．３ｍｍないし１．５
ｍｍの厚みであり，そのウレタンエラストマーの硬度が８０Ａないし５５Ｄである
ことを特徴とする道路用規制器材。
【請求項３】
請求項１または請求項２のいずれか１項に記載の道路用規制器材において，
前記本体上部と前記台部との重量比が，１：ｎ（ただし，ｎ≧６）である
ことを特徴とする道路用規制器材。
【請求項４】
請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の道路用規制器材において，
前記台部の上面または下面に，溝状の肉薄部が形成されている
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ことを特徴とする道路用規制器材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は，道路の工事規制等に使用される道路用規制器材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
道路工事などのために一時的に車線を規制するような場合に，車の走行路を誘導するた
めに道路用規制器材が利用される。道路用規制器材は，ラバーコーンとも呼ばれ，一般に
円錐状のコーン本体が台座の上に立設したものとなっている。
【０００３】
従来，道路用規制器材は軟質塩化ビニル等のプラスチックで製造されているものが多い
が，車の接触による破壊を防ぐために，ゴム製のものも多く利用されている。
【０００４】
また，道路用規制器材として，従来のゴム配合物を使用するものよりも安価に製造する
ために，特許文献１に記載されているように，タイヤ廃棄物から作製されたゴムチップを
バインダーで固めたゴムシートを使用して製造するものが考案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実用新案登録第３０４６０９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
現在，使用されている規制器材は，現象的には次のような問題を生じさせている。
【０００７】
１．現行で使用されている軟質塩化ビニルの規制器材は，冬季に気温が下がると樹脂が
硬くなるため，衝突された時の衝撃が大きく，移動してしまう量が多い。この後，規制器
材に回転力がかかるとさらに動きやすい状況となる。
【０００８】
２．また，夏季の気温が高い状況の場合には，樹脂が柔らかくなり，車両の下に規制器
材が入り込みやすくなり，巻き込まれる状況となる。このとき，車両下部と路面との間で
規制器材が回されることにより回転力がかかる。この場合にも，規制器材は少し跳ねたり
，移動しやすい状況となる。
【０００９】
３．規制器材に回転力がかかると移動しやすい状態となるが，これには規制器材の台座
（ベース）部分の構造が大きく影響する。特に，車両の下に巻き込まれた状況では規制器
材は横倒しになった状態で回転する。このとき，ベースが反発力のある素材で製造されて
いると力が逃げずに回転力がかかりやすくなる。
【００１０】
本発明は，上記課題の解決を図り，道路の工事規制に使用される規制器材において，通
行車両の衝突や踏み付け，巻き込みなどにより規制器材が移動されることで発生する事故
を防ぐため，衝突や踏み付けにより移動されにくい規制器材を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明は，上記課題を解決するため，道路の工事規制に使用される道路用規制器材にお
いて，ベースとなる台部をゴム系チップを含有する素材で構成し，台部に立設する本体上
部をウレタンエラストマーのフィルムで構成することを主要な特徴とする。
【００１２】
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この道路用規制器材の本体上部の製造に用いるウレタンエラストマーのフィルムはｔ＝
０．３ｍｍ〜１．５ｍｍの厚みであり，その樹脂の硬度が８０Ａ〜５５Ｄであると，特に
良好な結果が得られる。
【００１３】
また，上記道路用規制器材において，ゴム系チップ素材からなる台部は，ゴム系チップ
の重量に対してウレタン樹脂の含有量を１０％〜３０％とし，これに２０％〜６０％のケ
イ砂などの重量増量用の添加物を含有させることが望ましい。
【００１４】
また，上記道路用規制器材は，ウレタンエラストマーのフィルムからなる本体上部と，
ゴム系チップ素材からなる台部の重量比が，１：６以上（例えば１：６から１：２０の範
囲内）であると好適である。
【００１５】
また，上記道路用規制器材のベースとなる台部の一部に横断的に肉薄部を形成すると，
車両に巻き込まれるなどした場合に反発力が逃げやすくなり，過大な回転力がかかりにく
くなるので好適である。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の道路用規制器材は，本体上部がウレタンエラストマーのフィルムで構成される
ので，車両の接触などによる衝撃を吸収しやすく，タイヤに踏まれたときにも煎餅状につ
ぶれて進行方向に向かう水平方向の力が弱まるので，移動しにくくなる。また，ウレタン
エラストマーのフィルムを適度な厚さにすることにより，車両の衝突によって規制器材が
一時的に変形しても，元の形状に復帰させることができる。
【００１７】
また，規制器材のベースとなる台部をゴム系チップ素材で構成することにより，安価に
構成することができるだけでなく，全体を低重心にし，規制器材を安定して設置すること
ができるという効果がある。車の接触時にも，本体上部が軽く柔軟性がある一方，台部が
重いため，台部の端が浮き上がりにくく，規制器材が倒れにくくなる。
【００１８】
特に，台部を形成するにあたって，ゴム系チップをウレタン樹脂で固めるとともに，ケ
イ砂などの重量のある粒状物を添加することによって，本体上部と台部との重量配分を適
切に保つことが可能になる。また，規制器材が車の急激な衝突によって大きく移動してし
まうことを避けるためには，台部が割れて壊れてしまったほうがよい場合もあり，ケイ砂
などの粒状物は，通常の使用では悪影響がない程度に台部を脆くして危険を回避できるよ
うにすることができる。
【００１９】
また，台部の一部に肉薄の部分を形成することにより，台部に対して折れ曲がりの力が
かかったときに曲がりやすくするとともに，過大な力が急激にかかったときには，台部が
肉薄の部分で割れるようにすることができる。台部が割れることによって，規制器材が大
きく移動してしまうことを防止することができる。
【００２０】
以上により，通行車両の衝突や踏み付け，巻き込みなどにより規制器材が移動すること
で発生する事故を防ぐことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】道路用規制器材の斜視図である。
【図２】道路用規制器材の正面図および台部の平面図と正面図である。
【図３】通行車両による衝突実験の様子を示す図である。
【図４】通行車両による衝突実験の結果の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
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以下，本発明の実施の形態について，図を用いて説明する。
【００２３】
図１は本発明の一実施形態である車線分離標の斜視図，図２は道路用規制器材の正面図
および台部の平面図と正面図である。
【００２４】
本実施形態の道路用規制器材は，図１および図２に示すように，本体上部のコーン部１
０と，ベースとなる台部１１とから形成される。
【００２５】
コーン部１０は，一定の厚みと硬度を有するウレタンエラストマーのフィルムによって
構成されている。これにより，規制器材の本体上部は薄く軽量となり，車両の衝突などに
より発生するエネルギーを抑えることができ，また，高い強度を持たせることができる。
コーン部１０には，１または複数枚の反射シート１２ａ，１２ｂが接着され，夜間におい
ても高い視認性を有する。
【００２６】
台部１１は，本実施形態では，薄い四角錐台にコーン部１０を差し込む孔を形成したも
のとなっている。図２（Ｂ）の台部平面図等に示されるように，四角錐台の向き合った側
面の一対が緩やかな傾斜となるように形成され，この面が車両の進行方向に向くように道
路上に載置される。図２（Ｂ）の例では，水平方向が車両の進行方向である。これによっ
て，規制器材への車両の乗り上げ時における衝撃を緩和する。
【００２７】
また，台部１１には，車両の進行方向に対して直角に台部１１を横断するように，台肉
薄部１１ａが形成される。この例では，台部１１の上面にＵ字状の溝によって台肉薄部１
１ａを形成しているが，この溝は，台部１１の底面に形成してもよく，Ｖ字状など他の形
状であってもよい。この台肉薄部１１ａの作用については，後に詳しく述べる。
【００２８】
台部１１の配合は，ゴム系チップ素材，ウレタン樹脂，ケイ砂の３種類であり，ゴム系
チップ素材にケイ砂を加えて，これらをウレタン樹脂で練り固めたものを使用する。これ
らを一定の配合で練り固めることにより，台部１１は，適度な柔軟性と強度，重量を有す
るものとなる。
【００２９】
この組み合わせにより，従来の規制器材と比較して台部１１の重量配分を大幅に上げる
ことでき，かつ軽量化された上部のコーン部１０の強度を保つことが可能となる。
【００３０】
車両が規制器材に衝突した時の衝撃を抑えるためには，上部のコーン部１０の部分の重
量を抑える必要がある。質量が下がれば衝撃も抑えられるため，動かされる方向へのエネ
ルギーが落ちる。
【００３１】
一方，規制器材全体の重量が軽過ぎると，風で動かされるなど，規制器材を安定して設
置することができなくなる。因みに，首都高の規制器材に関する要領では，本実施形態の
タイプの規制器材の重量が４ｋｇ以上と定められている（参考：「高速道路上工事の保安
施設実施要領」，首都高速道路株式会社，平成２１年４月）。したがって，規制器材の上
部のコーン部１０を軽量化した場合，台部１１の重量を上げる必要がある。なお，規制器
材全体が必要以上に重過ぎると，規制器材の設置作業などの取扱いに支障をきたすことに
なる。
【００３２】
本実施形態の規制器材は，既存の従来品と比べて，コーン部１０を軽量化する一方で，
台部１１の重量を上げているため，従来品と比較して非常に低重心であり，車両が衝突す
る上部の質量が軽いため，移動しにくい重量配分となる。このコーン部１０と台部１１の
重量比が１：６以上（例えば１：６から１：２０の範囲内）であると好適であることが実
験により確かめられた。
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【００３３】
コーン部１０には，厚さがｔ＝０．７５ｍｍのウレタンエラストマーのフィルムのシー
トを使用するが，軟質塩ビなどでは同程度の厚みでは強度が得られない。このウレタンシ
ートの厚さが０．３ｍｍより薄い場合，十分な強度が得られず，また，１．５ｍｍより厚
い場合には，車両の衝突時における衝撃の吸収が十分ではなく，弾性力や変形後の復元力
に難点があることが実験により確認された。ウレタンエラストマーの硬度は，８０Ａ〜５
５Ｄが適切であることが確認された。
【００３４】
本実施形態の台部１１の配合は，前述のように，ゴム系チップ素材，ウレタン樹脂，ケ
イ砂であるが，ゴム系チップの重量に対してウレタン樹脂の含有量が１０％〜３０％であ
り，これに２０％〜６０％のケイ砂など重量増量用の添加物を含有させると好適であるこ
とがわかった。
【００３５】
ゴム系チップ素材は，温度による硬度の変化が小さいという利点があり，また廃タイヤ
などを利用することができるため，安価に構成できるという利点がある。ゴム系チップは
，径が０．５〜３．５ｍｍ程度のものを用いる。
【００３６】
ウレタン樹脂は，ゴム系チップを接着し固めるために用いる。ウレタン樹脂の量が多い
場合，弾性が強くなり反発力が上がる。一方，ウレタン樹脂の量が少ない場合，弾性が弱
くなり反発力は下がるが，強度は下がる。その結果，ゴム系チップの重量に対してウレタ
ン樹脂の含有量が１０％〜３０％であれば好適であることが実験によりわかった。
【００３７】
ケイ砂は，台部１１の比重を上げ，重量を重くする役割を有する。また，素材として安
価なため，コストダウンにもなる。ケイ砂の量が多い場合，重量が重くなるが脆くなり，
壊れやすくなる。一方，量が少ない場合，重量が軽くなる。ウレタンの接着，反発力に対
する影響は少ない。実験の結果，ケイ砂の量が，ゴム系チップの重量に対して２０％〜６
０％が好適であることがわかった。なお，素材としては，ケイ砂の代わりに他の同等な重
量増量用の粒状物を用いてもよい。
【００３８】
本実施形態の規制器材の製造は，次の手順で行う。
（１）厚さが０．７５ｍｍ前後のウレタンシートを扇状に裁断する。
（２）扇状のウレタンシートに，円弧の帯状に裁断された反射シート１２ａ，１２ｂを接
着する。
（３）扇状のウレタンシートの両端部を接着し，円錐状（正確には円錐台形状）に形成す
る。
（４）円錐台形状の上部に，同質の素材で作ったキャップを装着させ，接着する。
（５）以上のようにして作製したコーン部１０を，台部１１の中央部に形成された孔に差
し込み，台部１１の孔とコーン部１０の側面の接触する部分を接着材により接着する。
【００３９】
以上のような構成による本実施形態に係る規制器材の特性は，以下のとおりである。
【００４０】
１．規制器材上部のコーン部１０としてウレタンシートを使うことで，薄さ（軽さ）と
強度を両立させることができる。また，車両が衝突した時にかかる衝撃力を分散させ，エ
ネルギーを抑えることができる。また，下部ベース部分の台部１１が重いため，低重心で
あり，上部分であるコーン部１０の特性と合わせて，移動しにくい構造となる。
【００４１】
２．下部ベース部分の台部１１で，折れ曲がり時に応力がかかる部分を肉薄にし，また
，素材の配合を適切なもの（ウレタン樹脂少なめ・ケイ砂を多め）にすることにより，反
発力を抑え，車両に巻き込まれるなどして回転力がかかろうとした場合に，かかる応力を
逃がす構造を実現することができる。規制器材に対する過大な衝撃力に対して，台肉薄部
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１１ａの部分が割れやすいことにより，台部１１が破壊されて応力を逃がすこともあり得
る。このため，台部１１が壊れにくい構造のときよりも，規制器材が大きく移動してしま
うことを防ぐことができるようになる。
【００４２】
図３は，通行車両による衝突実験の様子を示している。この図は，本実施形態による道
路用規制器材を，時速４０ｋｍの普通車で踏みつける衝突実験を行ったときに撮影した写
真を図示したものである。この例は，規制器材がちょうど右側の前後のタイヤの位置にく
るような配置で車両を走行させて実験を行ったときの例である。
【００４３】
図３（Ｂ），（Ｄ）に示すように，規制器材がタイヤで踏みつけられているときには，
規制器材の上部のコーン部がほぼ偏平につぶされた状態になったが，車両が通過した後は
，図３（Ｅ）に示すように，規制器材のコーン部は反動で一旦左側（後方側）へ傾き，そ
の後に図３（Ｆ）に示すように，ほぼ直立した状態に復帰した。
【００４４】
以下に，実験により知見した結果について述べる。ゴム系チップの粒径は，１ｍｍ以下
が５％であり，１ｍｍ〜２．３８ｍｍが８０％であり，２．３８ｍｍ〜３．３６ｍｍが１
５％であった。
【００４５】
コーン部のウレタンシートの厚さが０．３ｍｍ未満の場合には，自立復元性が低く十分
ではなかった。一方，コーン部のウレタンシートの厚さが１．５ｍｍ以上の場合には，質
量が大きく，車両の衝突，踏み付けにより，規制器材全体が移動してしまうという難点が
あることが確認された。
【００４６】
また，コーン部のウレタンシートの硬度が８０Ａ未満の場合には，柔らかすぎて自立復
元性が低く，ウレタンシートの硬度が５５Ｄ以上の場合には，硬すぎて車両の衝突，踏み
付けにより，規制器材全体を動かさないで元の位置に留まらせることはできなかった。
【００４７】
図４（Ａ）は，ウレタンシートの厚みが０．２ｍｍ，硬度が７５Ａのときの衝突実験の
結果の例を示しており，同図のように，コーン部が元の状態に自立して復帰することはな
かった。また，図４（Ｂ）は，ウレタンシートの厚みが１．６ｍｍ，硬度が６０Ｄのとき
の衝突実験の結果の例を示しており，同図のように，車両の衝突により規制器材全体が移
動してしまうことになった。
【００４８】
コーン部の重量は，ウレタンシートの厚みｔがｔ＝０．５ｍｍのときに２３５ｇ，ｔ＝
１．０ｍｍのときに４７０ｇ，ｔ＝１．５ｍｍのときに７０５ｇであった。
【００４９】
また，ベースとなる台部について，ゴム系チップとウレタン樹脂とケイ砂の配合比をい
ろいろ変えて実験した結果，ウレタン樹脂の配合比が１０％未満の場合には，強度が弱く
て割れやすく，３０％以上の場合には，弾性が高過ぎて弾みすぎるということが明らかに
なった。また，ケイ砂の配合比が２０％未満では，弾性が高く弾みやすいという難点があ
り，６０％以上では，強度が弱く割れやすくなるため適切ではなかった。
【００５０】
台部（ベース）の総重量を約４０００ｇとした場合，ウレタン樹脂，ケイ砂の配合比を
ウレタン樹脂１０％，ケイ砂２０％の最下限とすると，ゴム系チップ，ウレタン樹脂，ケ
イ砂の重量は，それぞれ３１００ｇ，３１０ｇ，６２０ｇで，総重量は４０３０ｇとなり
，ウレタン樹脂３０％，ケイ砂６０％の最上限とすると，ゴム系チップ，ウレタン樹脂，
ケイ砂の重量は，それぞれ２１２０ｇ，６３６ｇ，１２７２ｇで，総重量は４０２８ｇと
なる。
【００５１】
一方，ウレタン樹脂の配合比を上限の３０％とし，ケイ砂の配合比を下限の２０％とす
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ると，ゴム系チップ，ウレタン樹脂，ケイ砂の重量は，それぞれ２７００ｇ，８１０ｇ，
５４０ｇで，総重量は４０５０ｇとなり，ウレタン樹脂の配合比を下限の１０％とし，ケ
イ砂の配合比を上限の６０％とすると，ゴム系チップ，ウレタン樹脂，ケイ砂の重量は，
それぞれ２４００ｇ，２４０ｇ，１４４０ｇで，総重量は４０８０ｇとなる。
【００５２】
実験により最適と考えられる値は，ウレタン樹脂，ケイ砂の配合比がウレタン樹脂１５
％，ケイ砂４０％であり，ゴム系チップ，ウレタン樹脂，ケイ砂の重量は，それぞれ２６
００ｇ，３９０ｇ，１０４０ｇで，総重量は４０３０ｇであった。
【００５３】
コーン部と台部のおおよそ重量比は，以下の値とすると適切であることがわかった。台
部の重量が最大４１００ｇ，コーン部の重量が最小で２３０ｇ，最大で７１０ｇであり，
コーン部と台部の重量比は，約１：６〜１：２０である。すなわち，コーン部と台部の重
量比を１：６以上とする。
【００５４】
一例として，従来技術による既存の規制器材は，台部の重量が２９００ｇ，コーン部の
重量が１６００ｇであり，総重量が４５００ｇである。したがって，既存の規制器材の場
合，コーン部と台部の重量比は，約１：２以下であり，本実施例の１：６以上とは，大き
くかけ離れている。このことからも，本実施例によるコーン部をウレタンエラストマーの
フィルムで構成した規制器材の斬新性が明らかである。
【００５５】
本実施例では，規制器材の本体上部が円錐状に形成されているが，例えば円柱または四
角錐，六角錐などの他の形状でもよい。
【符号の説明】
【００５６】
１０ コーン部
１１ 台部
１１ａ 台肉薄部
１２ａ，１２ｂ 反射シート
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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