
変変形形  ００ｍｍｍｍ  ２２ｍｍｍｍ  ３３ｍｍｍｍ  

たわみ １ｍｍ ２ｍｍ ３ｍｍ 

重さ ３０５ｇ(３Ｎ・ｓ) ４０９ｇ(４Ｎ・ｓ) ５１０ｇ(５Ｎ・ｓ ) 

表表 22  おおももりりをを下下げげたた時時のの針針金金のの様様子子  
((２２)) 予予備備実実験験１１  ガガーードドパパイイププににおおももりりをを下下げげるる

結果

((１１)) ガガーードドパパイイププのの製製造造元元へへのの取取材材かからら

((３３)) 予予備備実実験験２２  ガガーードドパパイイププににおおももりりをを落落ととすす

((４４)) ミミニニチチュュアアのの作作成成

結果

ガードパイプは、変形しても元に戻る

ことを確認できた。実際には、ガードパ

イプには走ってきた車がぶつかること

から、ガードパイプに衝撃を与えた時の

様子を調べることにした。

結果 高さ１０ｃｍ 高さ２０ｃｍ 高さ３０ｃｍ 

変変形形  ００ｍｍｍｍ  ００ｍｍｍｍ  ２２ｍｍｍｍ  

たわみ ２５ｍｍ ３８ｍｍ ７２ｍｍ 

表表 11  ガガーードドパパイイププににおおももりりをを落落ととししたた時時のの様様子子  

私私たたちちをを守守っっててくくれれるるガガーードドパパイイププのの秘秘密密  

港区立青南小学校 ６年 橋本 龍之介 

 通学路に設置されていたガードレールが撤去され、新たにガードパイプ（図１）が設置

された。「なぜガードパイプになったのだろう。細いパイプで歩行者を守れるのだろうか。」

と疑問をもち、家の近くを調べてみると、様々な種類（図２）があることが分かった。ま

た、ガードパイプの中には、変形しているもの（図３）が見られた。デザインによる強度

の違いがあるのか、違いがあるとすれば、歩行者を最も車から守ってくれるのはどのよう

なデザインなのかを調べたいと考えた。さらに、最強のガードパイプのデザインを自分な

りに考えてみたいと思った。 

 ガードパイプについて知るため、ガードパイプを製造している会社に取材に伺った。ガ

ードパイプは、支柱とその間の丸いパイプのビームからできているもので、見通しがよく、

景観を考えて作られていることが分かった。車がぶつかったときに、車を跳ね返すガード

レールに対して、ガードパイプは主に、車の制限速度が緩やかな道路で、歩道と車道を区

別したり、横断を防止したりする目的で設置されているということであった。素材に多く

使われているのは、伸縮性のあるアルミ合金で、垂直方向の力では約６０ｋg、水平方向

には約４０ｋg の重さに耐えられるくらいの強さがあるということだった。伸縮性がある

ということは、ガードパイプには、変形しても元に戻る性質があるのだろうかと考えた。

ガードパイプの見本をいただくことができたので、それを使ってガードパイプの性質を調

べることにした。 

ガードパイプは、おもりを下げると同時に

たわみ始め、最大で１３ｍｍたわんだ。静止

後重りを外すと、たわみは元に戻り、変形は

なかった。。  

  

ガードパイプに、４０ｋｇのおもりを取りつけたところ、フックがこわれてしまった。

そこで、フックの限界である３０ｋｇのおもりを、１０ｃｍ、２０ｃｍ、３０ｃｍの高さ  

から落とし、たわみや変形の様子を観察した。予備実験１と同様の方法で記録した。 

①① ガガーードドパパイイププのの模模型型をを作作るる素素材材ににつついいてて

ガードパイプ（長さ 1650ｍｍ太さ 42.7ｍｍ）の

１／１０の太さ（直径４ｍｍ）のアルミ製の針金を１／

１０の長さ（165ｍｍ）に切り、２本の三角鉛筆の上に

乗せ（図６）おもりを下げた時とおもりを落とした時の

強さを調べた。 

※針金の相似比を 1/1000 と考え、およそ 4 Ｎ・ｓ の力がかか

るように重さを調整した。 

予予備備実実験験３３  針針金金ににおおももりりをを下下げげるる  

  22 秒秒 33 ののフフレレーームムでで最最大大１１３３ｍｍｍｍののたたわわみみ  

図図４４  ガガーードドパパイイププににおおももりりをを  

下下げげたた時時のの変変化化

 

図図１１  ガガーードドレレーールル：：左左  ととガガーードドパパイイププ：：右右（（ビビーームム 22 本本タタイイププ））  

  

ビビーームム 33 本本（（根根津津美美術術館館前前））  イイチチョョウウ型型（（青青山山墓墓地地））

イイチチョョウウ＋＋カカタタツツムムリリ型型（（乃乃木木坂坂）） メメガガネネ型型（（赤赤坂坂警警察察署署前前））

図図２２  家家のの近近くくでで見見つつけけたたガガーードドパパイイププ  

図図３３  変変形形ししたたガガーードドパパイイププ  

 ガードパイプの伸縮性を確認するこ

とができた。６０ｋｇでたわみが見られ

たが変形はしなかった。変形したガード

パイプは、勢いがついたものがぶつかっ

たことによるものだと考えられる。そこ

でおもりを落とした時のガードパイプ

の様子を調べることにした。水平方向の

限界の４０ｋｇのおもりを高さを変え

て落下させた時のガードパイプの様子

を調べることにした。 

予予備備実実験験１１かからら  

モデルに用いる針金は、実際のガードパイプに比べて伸縮性が少なく、変形

も起きやすいことが考えられる。内部が空洞になっているガードパイプとの材

質の違いが大きいことが分かった。本実験では、できるだけ実物に近いモデル

を作成し、モデルでの強度を比較することにした。

予予備備実実験験３３かからら  

図図６６  予予備備実実験験３３ののセセッットト  

１０ｃｍから落とした時      ２０ｃｍから落とした時    ３０ｃｍから落とした時 

図図５５  ガガーードドパパイイププににおおももりりをを落落ととししたた時時のの変変化化  

１ 研究の動機 

 ２  実験方法の検討 

ガードパイプ （長さ  1650ｍｍ太さ 42.7ｍｍ）が耐えられる重さと同じくらいの、６０kg

のおもりを下げ、ガードパイプがどのように変化するかを調べた。記録は、ガードパイプ

 の後ろに糸を張った定規をセットし、スマートフォンのスローモーション撮影で 1 秒間に

６０フレームを撮影した。撮影は、ガードパイプの揺れが収まって静止するまで(約１０秒

間)続けることとした。 

予備実験２から 

 高さ３０ｃｍから落とした時、変形が見られた。最大のたわみに達し

たのが、0.017 秒後であったことから、およそ4300Ｎ・ｓの力積がかかっ

たと考えた。本実験では、ガードパイプの模型を作り強度を比べるが、

その際、この数値をもとにして、衝突させるおもりの重さや高さを調整

することとした。

1 回目 2 回目 3 回目 平均 

オオリリジジナナルル
たわみ ０．３ｃｍ ０．３ｃｍ ０．２ｃｍ ０．２７ｃｍ 

変変形形  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  

メメガガネネ型型
たわみ ０．８ｃｍ ０．９ｃｍ ０．８ｃｍ ０．８３ｃｍ 

変変形形  ００．．３３ｃｃｍｍ  ００．．４４ｃｃｍｍ  ００．．３３ｃｃｍｍ  ００．．３３３３ｃｃｍｍ  

イイチチョョウウ型型
たわみ １．０ｃｍ ０．８ｃｍ ０．９ｃｍ ０．９ｃｍ 

変変形形  ００．．４４ｃｃｍｍ  ００．．３３ｃｃｍｍ  ００．．４４ｃｃｍｍ  ００．．３３７７ｃｃｍｍ  

表表５５  デデザザイインンガガーードドパパイイププのの強強度度比比べべ  

1 回目 2 回目 3 回目 平均 

ビビーームム 22 本本  
たわみ １．０ｃｍ ０．８ｃｍ １．２ｃｍ １．０ｃｍ 

変変形形  ００．．４４ｃｃｍｍ  ００．．３３ｃｃｍｍ  ００．．５５ｃｃｍｍ  ００．．４４ｃｃｍｍ  

ビビーームム 33 本本  
たわみ ０．７ｃｍ ０．６ｃｍ ０．６ｃｍ ０．６３ｃｍ 

変変形形  ００．．３３ｃｃｍｍ  ００．．２２ｃｃｍｍ  ００．．２２ｃｃｍｍ  ００．．２２３３ｃｃｍｍ  

ビビーームム 44 本本  
たわみ ０．４ｃｍ ０．４ｃｍ ０．５ｃｍ ０．４３ｃｍ 

変変形形  ００．．１１ｃｃｍｍ  ００．．１１ｃｃｍｍ  ００．．１１ｃｃｍｍ  ００．．１１ｃｃｍｍ  

メメガガネネ型型
たわみ ０．２ｃｍ ０．２ｃｍ ０．３ｃｍ ０．２３ｃｍ 

変変形形  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  

イイチチョョウウ型型
たわみ ０．３ｃｍ ０．３ｃｍ ０．２ｃｍ ０．２６ｃｍ 

変変形形  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  

表表３３  ガガーードドパパイイププのの強強度度調調べべ  

結果

1 回目 2 回目 3 回目 平均 

オオリリジジナナルル
たわみ ０．１ｃｍ ０．２ｃｍ ０．１ｃｍ ０．１３ｃｍ 

変変形形  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  ００ｃｃｍｍ  

表表４４  オオリリジジナナルルガガーードドパパイイププのの強強度度  

結果

オリジナルのガードパイプは、本実験１で強度の高かったメガネ型・イチョウ型よ

り強度が高いと考えられる。さらに強い衝撃を与えて、変形がおきた時も最強の結果

となるのかを調べることにした。

本実験２の結果から

結果

②② 衝衝突突ささせせるる車車ににつついいてて

軽自動車の重さを調べてみると約 700ｋｇであった。軽自動車の 1／1000 の 700

ｇの車（図７）をブロックで作った。この車を斜面を滑らせてガードパイプモデ

ルに衝突させて変化を調べることにした。ガードレールは、車が衝突する際の角

度を 15 度と想定している。モデル実験の際も、車が 15 度の角度で衝突するよう

にガードパイプを設置することとした。 

③③ ガガーードドパパイイププモモデデルルのの作作製製

①の針金を接着剤で貼り付けて、５種類の１／１０サイズのミニチュアガードパイプを作製

した。 

作製した５つのモデルに、斜面を走らせたブ

ロック車を衝突させた。傾斜角はブロック車が

安定して走る１５度とした。モデルは１５度傾

けて設置した。モデルにブロック車が衝突した

時の、たわみと変形を予備実験同様の方法で、

３回測定し、平均を求めて比較した。ガードパ

イプは、万力で斜面の終点に固定した。

本実験 1の結果から、オリジナルデザインのガー

ドパイプモデルを作製（図１０）した。３本の直線

ビームに加えて、直角に交差したビームを２つセッ

トした。中央の６つの▲部分で衝撃を受け止めるこ

とができると考えた。本実験 1と同様の方法で、た

わみと変形を測定した。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ガードパイプは強い衝撃を受けてもたわ

むことで私たちを守ってくれる。さらに伸縮

性のある金属があれば、より安全なガードパ

イプになると考えられる。また、ビームの形

により強度も変わるので、コストと景観に配

慮したデザインの両方の面からガードパイ

プを見直し、より安全なガードパイプを考え

たいと思った。 

 予 想 

考考察察  

図図７７  ブブロロッッククでで作作っったた車車とと衝衝突突実実験験角角度度  

作作成成風風景景    ビビーームム 22 本本モモデデルル  

ビビーームム 33 本本モモデデルル  ビビーームム 44 本本モモデデルル  

メメガガネネ型型モモデデルル イイチチョョウウ型型モモデデルル

図図８８  ガガーードドパパイイププモモデデルル  

図図９９  ミミニニチチュュアアガガーードドパパイイププのの強強度度比比べべ実実験験セセッットト  

本実験 1 の結果から 

図図１１００  オオリリジジナナルルガガーードドパパイイププ  

図図１１１１  変変形形ししたたデデザザイインンガガーードドパパイイププモモデデルル  

モデル実験により、ガードパイプ

はデザインにより強度の差がある

ことが分かった。ビームの本数や長

さに制限がなければ、横のビームの

数を多くし、縦のビームを飾りとし

て入れることで、衝撃を受け止める

部分を多くすれば強いガードパイ

プになる。

結結  論論  

最最強強  

４ オリジナルガードパイプの強度調べ(本実験２) 

５ 最強ガードパイプの強度比べ(本実験３) 

３ ミニチュアのガードパイプモデルの強度比べ(本実験１) 

 まっすぐな直線のビームの数が多い方が、衝撃が分散されて強度が強いと考え

た。また、縦方向に曲線がデザインされたものは、すきまが多くなることからも、

４本ビームの強度が強いと考えた。※加わる力 は 13 Ｎ・ｓとなる。 

まっすぐなビームだけのものより、飾りのあるガードパイプの強度が高い。デザイ 

ンの部分で衝撃を受け止め、分散するためと考えられる。そこで、衝撃を受け止める

飾りをつけることにより、強度の高いガードパイプを作ることにした。

  ブロック車を走らせる傾斜を  1.5  倍の  22.5 度にすることで、傾斜１５度の時のおよそ

 ２倍の速度で、衝突させることができた。傾斜角  22.5 度でブロック車を実験１と同様の

 方法で衝突させ、たわみと変形を調べた。※加わる力は 26Ｎ・ｓとなる。 


