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　本研究は、除雪の効果を定量的に把握するため、路面の雪氷が走行車両の燃費に及ぼす影響を定量
的に把握する手法の構築を目指している。そこで、雪氷路面上での平坦性や雪質と車両の燃費の関係
を把握するために大型車両を用いた走行実験を行った。その結果、雪氷路面上の平坦性や雪質が大型
車両の燃費に影響を及ぼすことが明らかとなった。また、雪氷路面における大型車両の燃費及び燃費
の低下割合を定量的に算出する式として走行速度、平坦性、雪質を変数とする式を導出し、路面の雪
氷が燃費に及ぼす影響を定量的に把握する一手法として示した。
《キーワード：燃費；路面雪氷；平坦性》

　With a view to enabling the quantification of the effects of snow removal operations, this study 
aims to establish a method to quantify the influence of snow and ice covering roads on the fuel 
efficiency of large vehicles. In this study, a series of running tests of large vehicles was carried out 
in order to study the relationship between the fuel efficiency of large vehicles and the road 
roughness or snow characteristics on roads covered with snow or ice. Test results revealed that 
the road roughness and snow characteristics on roads covered with snow or ice influenced the fuel 
efficiency of the large vehicles. As a means to quantitatively determine the influence of snow and 
ice covering roads on fuel efficiency, we developed formulations which use vehicle speed, road 
roughness, and snow characteristics as variables to quantitatively calculate the fuel efficiency and 
the fuel efficiency decrease rate for large vehicles on roads covered with snow or ice.
《Keywords: fuel efficiency; snow and ice on roads; road roughness》
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１．はじめに

　車両の燃料消費率（一般的には燃費と呼ばれ、単位
はkm/L、以下、燃費）に関する最近の研究によって、
舗装路面の種類1）2）3）、路面のテクスチャ4）、平坦性
5）6）などが、燃費に影響を及ぼすことが分かってきて
いる。
　それらの報告結果から類推すると、積雪寒冷地にお
いては路面に存在する雪氷が、燃費が悪化する方向に
影響を及ぼすことが推測される。しかし、既往の研究
論文をレビューする限り、路面の雪氷がどの程度燃費
に影響を及ぼすのかを定量的に論じた報告は見当たら
ない。
　燃費に路面雪氷がどの程度影響を及ぼすのかを定量
的に知ることは、2つの側面から有用な意味を持つ。1
つは燃料消費に伴う金銭的側面であり、もう1つは
CO2の排出量削減という環境的側面である。燃費を良
くすることができれば、燃料に要する費用とCO2排出
量を減らすことができる。
　しかし、現状では路面の雪氷によって燃費がどのよ
うに変化するのか、その影響度合いは定量的に把握さ
れていない。そのため路面の雪氷を除雪作業などで除
去することによる道路利用者費用の低減効果や、CO2

排出量の低減効果を把握することができないのが現状
である。
　そうしたことから、本研究では路面の雪氷が走行車
両の燃費に与える影響度合いを把握し、さらに雪氷の
影響度合いを定量化する手法を構築すること、そして
積雪雪氷路面における燃費を把握するための実験を行
い、データを解析した結果、路面に雪氷がある場合に
は大型車両の燃費が低下することや、燃費の低下割合
は雪氷の密度や路面の凹凸に影響されるなどの知見が
得られた。さらに、燃費を走行速度、路面平坦性指標
IRI、雪密度を考慮した数値の関数として表現し、雪
氷の存在によって燃費がどのような影響を受けるか定
量的に算定する一手法を構築することができたので、
ここに報告するものである。
　なお筆者らは、路面の雪氷が燃費に及ぼす影響に
は、直接的な影響と、間接的な影響があると考えて研
究にアプローチしている。直接的な影響とは、路面雪
氷がタイヤを介して力学的に作用した結果生じる燃費
への影響をいう。間接的影響とは、雪氷による路面摩
擦の低下などを運転者が察知して自発的に速度を抑制
したことによる燃費の変化や、路肩部の堆雪などによ
って車道幅員が阻害され交通容量や走行速度が低下し

たことにより生じる燃費の変化をいう。本報で述べる
のは路面雪氷がタイヤを介して大型車両に力学的に作
用した結果として燃費に及ぼす直接的な影響に限るの
で念頭に置かれたい。大型車両以外の車種の燃費に及
ぼす直接的な影響や、路面摩擦や車道幅員の低下など
が燃費に及ぼす間接的な影響については、別途並行し
て取り組んでいるところである。

２．実験方法

　路面に存在する積雪や踏み固められたり乱されたり
した雪氷が、タイヤを介して車両の燃費にどの程度影
響を及ぼすかを試験周回路において4年間にわたる実
験を基に検討した。
　実験手順を図－1に示す。雪氷路面を作製し（後述）、
その雪氷路面上で平坦性IRI（International Roughness 
Index、国際ラフネス指数）、燃費、雪密度、風向風
速、気温、気圧を計測し、一連の計測が終わると、次
の雪氷路面を作製してまた一連の計測を行うといった
ことを繰り返した。
　なお、タイヤ/路面間の摩擦力の大小も燃費に影響
すると考えたため、当初はタイヤ/路面間の摩擦力ま
たは摩擦係数も測定項目としていた。しかし、試験路
面でバス型すべり抵抗測定車による計測を試みたとこ
ろ、凹凸が大きい雪氷路面においては測定値の変動が
大きく、測定装置が破損する危険性も高いと判断され
たために計測を中止した。さらに振子式スキッドレジ
スタンステスタや回転式すべり抵抗測定器も雪密度が
低い雪氷路面のすべり摩擦測定値の妥当性確保に課題
があると判断したことから、タイヤ/路面間の摩擦力
が燃費に及ぼす影響の把握は今後の課題とし、計測項
目から除外することとした。

図－1　実験の流れ概要図
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２．１　実験場所と実験路面

２．１．１　実験場所

　実験は当研究所が保有する苫小牧寒地試験道路の図

－2に示す全長2,700mの周回路で行った。周回路の直
線区間であるKP=400～900間の500mのアスファルト
舗装上に、雪をバックホウとホイルローダで敷き並
べ、適宜ロードローラで締め固め、必要に応じて除雪
グレーダなどで整正を行って様々な積雪雪氷路面を人
為的に作製し、その上を試験車両を通過させて各種測
定を行った。

　さらに、本研究では雪氷路面の表面から3～5cm程
度までの深さの雪氷密度の逆数をとり｢雪区分値｣なる
指標を定義した。たとえば表－1に示すように新雪な
ど密度が0.15g/cm3の場合の雪区分値は6.667、乾き硬
圧雪で密度が0.65g/cm3の場合の雪区分値は1.539とな
る。路面に雪氷がない場合の乾燥路面での雪区分値は
0と定義した。つまり、雪氷が存在し雪密度が低く軟
らかいほど数値が大きくなる指標となっており、乾燥
路面→氷板路面→粒雪路面→新雪路面の順番で数値が
大きくなる。このような指標を設定することで、燃費

表－2　自然積雪の分類方法

表－1　実測雪密度の階級分け及び階級代表値と雪区分値

表－3　低温科学研究所による道路雪氷の新分類

図－2　苫小牧寒地試験道路の試験区間概要図

２．１．２　雪氷路面の密度計測方法及び分類方法

　実験を行った雪氷路面の雪密度計測方法と雪質分類
や道路雪氷分類の判別方法について述べる。まず本実
験で使用した雪氷路面は、試験区間内でできるだけ均
一な性状となるよう配慮して作製したものの、実際の
供用中の道路における雪氷路面がそうであるように、
複数の雪質が存在し、密度が鉛直方向にも水平方向に
も不均一なものであった。たとえば表面数ミリはざら
め雪で、その下数cm程度は圧雪、その下には氷の層
があるなどである。このような道路雪氷の性質を的確
に定量的に表現することは難しく、現在において表現
方法は確立していないのが実態である。
　そこで、本研究ではタイヤが接触する表面から3～
5cm程度の深さまでの雪氷層のおおよその密度及び雪
質に着目することとし、その部分の雪氷の状態を数値
化して定量的に表現することを試みた。具体的には実
験路面の表面から3～5cm程度の深さまでの雪氷層を
容積100cm3の角型サンプラーで採取し、測定した雪
密度によって雪の状態を代表させることとした。測定
した雪密度値を元に表－1に示すような0.1g/cm2刻み
の階級に区分し、その階級の中間値を階級代表値とし
て扱うこととした。計器の不備で雪密度を欠測した場
合には、路面雪氷の種類を目視によって判別し、雪氷
分類に対応する密度を決定することとした。目視での
路面雪氷判別においては、表－2に示す自然積雪分類
法7）や、表－3に示す低温科学研究所の前野らによる
道路雪氷分類方法8）などの既往の研究報告を参考にし
て路面雪氷の分類を行い、密度を決定した。
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3
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0.85 1.177 -4.4 1.7

12 0.45 2.222 -6.1 1.7

0 1.2 1.1

表－4　各路面の実験結果一覧表

写真－1　試験に使用した大型車両

表－5　試験車両の主要諸元

と路面雪氷の相関を定量的に把握できるよう工夫し
た。
２．１．３　実験路面の状態

　実験は、雪の密度、硬さ、厚さ、踏み固め状態など
が様々に異なる12種類の雪氷路面を作製し行った。ま
た、雪氷路面での測定値と比較するために、同一の区
間においてアスファルト路面状態で2回、湿潤路面状
態で1回の測定を行った。乾燥したアスファルト路面
は標準的な路面であり、基準路面と位置づけられる。
なお乾燥路面の表層混合物は密粒度13Fである。
　各雪氷路面の雪密度、道路雪氷分類、雪区分値など
の判定及び測定結果を表－4に示す。なお、表－4には
乾燥及び湿潤路面の測定結果も示している。

2140H（計量用）を設置し（写真－2）、実際の燃料
消費量をリアルタイムで計測し、燃料消費量と走行距
離から燃費を算出した。
　雪氷路面のIRIの計測には共和電業製のSTAMPER
を使用し、車両のバネ上及びバネ下に設置した2つの
加速度計から得られる上下加速度を逆解析することに
よって路面プロファイルを測定し、リアルタイムでIRI
を算出した9）。なお本研究において測定したIRIは、
上記のように加速度計を使用して主に雪氷路面上で計
測したものであり、水準測量など静的手法で舗装路面
を計測して得られる一般的なIRIと区別するため、以
降IRIaと表現することとする。
　測定時の環境条件を把握には、風向風速計、気圧
計、路面温度計、雪密度計を使用した。燃費にタイヤ
の空気圧が影響することが知られているため、試験前
と試験後にはタイヤ空気圧計によって空気圧をチェッ
クし、空気圧を一定に保つよう配慮した。

２．２　実験に使用した車両及び計測機器

　試験に使用した車両は、写真－1に示すカーゴタイ
プの大型車両であり、その主要諸元を表－5に示す。
試験車両には500kgのコンクリートブロックを29個荷
台に積載し、満載状態に相当する車両重量25tとした。
　雪氷路面上での走行速度計測のため図－3に示す
GPSセンサーによる計測装置であるRACELOGIC社製 
のGPSロガーV-BOX3を使用した。
　燃費の計測には、燃料タンクとエンジンをつなぐ経
路の燃料配管上に小野測器社製の車載型燃料流量計
DF-210（表示用）及び容積式燃料流量検出器FP-

GIGA
6×2

( )

25,010 kg
( )
11,980mm

3
W990  275/80R22.5

( )
900kPa
900kPa

２．３　燃費測定方法

　燃費の測定方法は「JIS D1020 自動車－燃料消費率
試験方法」10）で示された方法のうち、定速度燃料消
費率試験方法に則って実施した。具体的には、試験車
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図－4　雪氷路面上の燃費測定結果

図－5　乾燥路面を基準とした各雪氷路面の燃費低下割合

図－3　GPSセンサーによる計測装置の概観と仕様

写真－2　燃料タンク脇に設置した燃料流量検出器

両のトランスミッションギア段を6段に固定して、試
験速度である30km/h、40km/h、50km/hの一定速度
で計測を行った。なお、試験区間内での試験速度を安
定させるために、試験区間の前後に速度調整のための
区間を設けた。

２．４　IRIa計測による平坦性測定方法

　IRIa計測時の走行速度は40km/hで一定とした。燃
費測定の前後にIRIaの計測を行い、その平均値をもっ
て燃費測定時のIRIaとした。

３．実験結果及び考察

３．１　燃費試験結果

　様々な路面における車両速度ごとの燃費試験結果を
図－4に示す。乾燥路面を基準として様々な雪氷路面
の燃費を比較すると、雪氷が存在する路面では雪氷が
ない乾燥路面と比較すると、いずれの場合においても
燃費が悪化していることが読み取れる。
　図－5は乾燥路面を基準として、様々な雪氷路面で
の燃費の低下割合を示した。雪氷路面2の低下割合は
約70％程度と群を抜いて大きな値を示している。雪氷
路面2は幹線道路ではほぼ出現する可能性のない、条
件の悪い路面であり、本実験においてとりうる燃費範
囲の上限値として見ておくのが妥当である。雪氷路面

2を除いた11種類の雪氷路面の燃費低下割合は5～50％
程度の範囲にあり、低下割合が10％を超えるデータが
大半で平均約21％と算定された。既往の研究1）2）3）で
アスファルト舗装とコンクリート舗装の燃費差は数％
程度とされていることや、タイヤ自体のころがり抵抗
の改良による燃費の改善効果は数％とされていること
と比較すると、路面の雪氷が燃費に及ぼす直接的な影
響は無視できないほど大きいと評価できる。除雪によ
り完全に乾燥路面を出すことができたと仮定すれば、
燃費は改善することとなり、その燃費改善分が除雪の
効果として計量可能となる。

0.01km/h
1c
0.01s
100Hz

( / )

３．２　IRIaの値と燃費の関係

　IRIa値はその値が大きいほど路面の平坦性が悪く、
乗りごこちが悪いと評価される指標である。実験を行
った区間のアスファルト乾燥路面のIRIaは1.4である
が、その路面上に雪氷路面を作製する場合には多少な
りとも凹凸が生じるためIRIaは悪化する（大きくな
る）傾向を示す。つまり試験を行った雪氷路面のIRIa

は、アスファルト乾燥路面でのIRIaよりも値が大きく
なっている。
　本実験における12種類の路面のIRIa測定値（基底長
10m）と、大型車の燃費の関係について図－6に示す。
雪氷の存在によってIRIa値が大きくなった路面ほど燃
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　そこで燃費を従属変数とし、走行速度、IRIa、雪区
分値を説明変数とした非線形重回帰分析及び線形重回
帰分析を行った。重回帰分析に際しては、各説明変数
の指数関数または一次関数を結合した複数の重回帰モ
デルを設定し比較検討した。具体的には走行速度、
IRIa、雪区分値の3つの説明変数の一部を指数関数と
し、他の説明変数は一次関数として結合したモデルな
どを設定した。3つの説明変数全てを一次関数とした
線形重回帰分析も行った。解析には統計解析ソフト
SPSSを使用した。
　様々なモデルを比較した結果、速度の指数関数に
IRIaと雪区分値の一次関数を線形結合させる式が最も
決定係数が高く、実測値に近い値を得られると判断し
た。一連の重回帰分析の結果、得られた重回帰式を式
（1）に示す。

（1）

　ここに、Fe：燃費（km/L）
　　　　　 V：速度（km/h）
　　　　 IRIa：対象区間のIRIa値（m/km）
　　　 SNOW：雪区分値（雪密度の逆数、雪がない路
　　　　　　　面では0とする）

　なお、この式の決定係数R2は0.761であり、この非
線形重回帰式は説明変数が目的変数をよく説明してい

費が悪くなる傾向が読み取れる。つまり雪氷の存在に
よるIRIa値の変化は燃費に影響を及ぼし、IRIa値が大
きいほど燃費が悪化する関係にあるといえる。

図－7　雪密度と燃費の関係

図－6　路面とIRIa値と燃費の関係

図－8　雪区分値と燃費の関係

３．３　路面上の雪密度や雪質と燃費の関係

　試験を行った様々な雪氷路面の雪密度と燃費の関係
について図－7に示す。雪密度が低くなれば燃費が悪
くなる傾向を示すことがわかる。つまり路面雪氷の密
度が低ければ燃費は悪化する。燃費はタイヤが接触す
る部分にある雪の密度、つまり雪質に影響を受けてい
ることが確認できたといえる。密度の低い雪はタイヤ
の進行方向のエネルギーを吸収損失させるものと理解
される。
　次に２．１．２で定義した雪区分値と燃費の関係に
ついて図－8に示す。雪区分値はその値が0の時は路面
に雪がない乾燥路面や湿潤路面を意味し、大きくなる
につれ路面に雪密度が低い雪が存在することを示す指
標である。図－8から雪区分値が大きくなるにつれ燃
費が悪化することが分かる。

３．４　路面雪氷が燃費に及ぼす影響の定量化手法の

　　　　考察

３．４．１　雪氷路面による燃費への影響の定量化

　既往の研究によれば、燃費に影響を与える路面に関
する要因としては、以下の項目が挙げられている。
　（1）路面の平坦性（IRI）
　（2）路面のテクスチャ
　（3）舗装材料の質（コンクリートとアスファルト）
　（4）段差
　前述した試験での結果を踏まえると、積雪寒冷地の
場合には上記の項目の他に、路面に影響を及ぼす要因
として以下の項目を加える必要があることを指摘でき
る。
　（5）路面雪氷による平坦性IRIaの悪化
　（6）路面雪氷の密度や質
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　　　 SNOW：雪区分値（雪密度の逆数、雪がない路
　　　　　　　面では0とする）

　各説明変数の係数の符号に着目すると、車両速度、
IRIa、雪区分値の増加はいずれも燃費の低下割合が増
える方向に作用している。
　式（2）と実測値を比較するために、式（2）を用い
て算定した燃費低下割合の推定値と、燃費低下割合の
実測値の関係を図－10に示す。式（2）によって算定
された燃費低下割合は、実測の燃費低下割合と良い対
応関係にあり、推定値と実測値のR2値は0.691、誤差
の平均は0.424となっており、精度良く算定できる式
であると確認できる。この式を用いれば様々な雪質の
雪氷路面において、走行速度、IRIa、雪質に応じた大
型車一般の燃費低下割合を計算することが可能になる
と考えられる。

ると判断できる。各説明変数の係数の符号に着目する
と、車両速度、IRIa、雪区分値の増加はいずれも燃費
の悪化方向に作用していることが分かる。
　また、式（1）を用いて算定した燃費推定値と、燃
費実測値の関係を図－9に示す。式（1）によって算定
された燃費は実際の計測燃費と非常に良い対応関係に
あり、算定値と実測値R2値は0.67、誤差の平均は0.14
となっており、精度良く算定できる式であると確認で
きる。この式を用いれば、様々な雪質の雪氷路面にお
いて、走行速度、IRIa、雪質に応じた燃費を計算する
ことが可能になる。従来はその影響度合いが明確でな
かった、路面に存在する雪氷が燃費に及ぼす影響を定
量的に表現した式であると考える。
　式（1）を用いることで、様々な雪氷路面を走行す
る大型車の走行速度、IRIa、雪質に応じた燃費を計算
することが可能となる。
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図－9　燃費実測値と重回帰式による推定値の関係
図－10　燃費の低下割合実測値と推定値の関係

３．４．２　乾燥路面からの燃費の低下割合の定量化

　次に路面が雪氷路面の場合に、乾燥路面と比べどの
程度燃費が低下したか、その低下割合の定式化を検討
した。乾燥路面からの低下割合として示すことで、車
種やエンジン性能などによる燃費の絶対値に左右され
ることなく雪氷の影響を一般化して表現できるのでは
と考えたためである。
　図－5に乾燥路面を基準とした雪氷路面の燃費の低
下割合を示してあるが、このデータ（説明変数は式
（1）と同じ）に対して従属変数を乾燥路面の燃費に
対する低下割合として重回帰分析を行った。その結果
得られた重回帰式を式（2）に示す。

（2）

　ここに、 A：乾燥路面の燃費に対する雪氷路面での
　　　　　　　低下割合（％）
　　　　　 V：速度（km/h）
　　　　 IRIa：対象区間のIRIa値（m/km）

４．結論

　本研究で得られた知見及び成果は以下のようにまと
められる。
（1）雪氷が存在する路面では、雪氷が存在しない路

面と比べ燃費が低下することが確認できた。
（2）大型車を用いた実験データでは、路面雪氷によ

って燃費が最大で70％程度の低下を示し、供用中
の幹線道路でみられるレベルの雪氷路面の場合で
も約5～50％程度、平均で21％の低下を示した。
路面の雪氷が燃費に及ぼす影響は無視できないほ
ど大きいと評価できる。

（3）雪氷の存在によるIRIa値の変化は燃費にも影響
を及ぼしIRIa値が大きいほど燃費が悪化する関係
にある。

（4）雪氷路面における燃費は、雪の密度などの雪質
にも影響され、路面雪氷の雪密度が低いほど燃費
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での重量車の転がり抵抗の測定と燃費に及ぼす影
響に関する研究、土木学会舗装工学論文集、第14
巻、pp.203-210、2009.

4） 川上篤史、寺田剛、久保和幸、石垣勉：タイヤ／
路面転がり抵抗と舗装の路面性状に関する検討、
土木学会第68回年次学術講演会概要集、V-617、
pp.1233-1234、2013.

5） Ross, F. R.: Effect of pavement roughness on 
vehicle fuel consumption, Transportation 
Research Record, No.846, pp.1-6, 1982.

6） Amos, D.: Pavement Smoothness and Fuel 
Efficiency: An Analysis of the Economic 
Dimensions of the Missouri Smooth Road 
I n i t i a t i v e ,  M i s s o u r i  D e p a r t m e n t  o f 
Transportation Organizational Results, OR07-
005, 2006.

7） 丸山記美雄、三浦豪、木村孝司：路面雪氷が大型
車の走行抵抗および燃費に及ぼす影響に関する研
究、土木学会論文集E1（舗装工学）、Vol.73、
No.1、pp.12-25、2017.

8） 前野紀一、成田英器、西村浩一、成瀬廉二：道路
雪氷の構造と新分類、低温科学物理編、46，pp.

　　119-133、1987.
9） 富山和也、川村彰、石田樹、中田孝一：地方自治

体の道路維持管理実態と市街地道路の簡易平坦性
モニタリング、土木学会第66回年次学術講演会概
要集、V-408、pp.815-816，2011.

10）日本規格協会：自動車－燃料消費率試験JIS D 
1012-1997、1997. 

が悪化する傾向を示す。
（5）雪氷が存在し、雪密度が低く軟らかいほど数値

が大きくなる雪区分値を提案した。この雪区分値
を指標に用いることで、燃費と路面雪氷の相関を
定量的に把握できるようになる。

（6）雪氷路面における燃費及び燃費の低下割合を定
量的に算定する式として、車両速度V、平坦性
IRI、雪区分値SNOWを変数とする式を導出し
た。これまで定量的に示されていなかった、雪氷
の存在による燃費への影響を定量的に把握する一
手法として提示するものである。

　最後に、本研究は大型車での実験結果を述べたもの
であるが、乗用車での実験も別途実施している。また
一連の実験から得られた知見を活用することで、除雪
作業による雪氷除去の社会的価値を、通行車両の燃費
の改善という具体的尺度によって経済性の面から、よ
り一般的に評価できるようになると考えられる。これ
らの検討結果は別途報告したいと考える。
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