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 本研究では、除雪の効果をより具体的な尺度で定量的に把握するため、その一手法として自

動車の燃費と雪氷路面の状態の関係把握を目的に実車を用いた各種試験をしている。本報では、

乗用自動車を用いて、人為的に作成した各種雪氷路面上での走行試験の結果、路面に雪氷が存

在することで、乾燥路面と比べ路面の平坦性が悪化し、走行抵抗が増え、燃費が低下する傾向

を示すことなどの知見が得られたので報告する。 
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1.    はじめに 

 
自動車の燃料消費率（一般的には燃費と呼ばれ、単位

はkm/L、以下「燃費」とする）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)が燃費に影響を及ぼすことが分かってきている。 
また、筆者らの既往の研究7)において、雪氷路面上で

の走行速度、路面平坦性、雪質が大型自動車の燃費に影

響を及ぼすことが明らかにされ、燃費及び燃費の低下割

合を算出する式を導出することにより、路面雪氷が燃費

に及ぼす影響を定量的に把握する一手法として示してい

る。 
しかし、北海道内の道路交通における大型車混入率は

17.5%8)となっており、除雪の効果を定量的に把握するた

めには、それより小さな乗用自動車についても同様に路

面雪氷が燃費に及ぼす影響を定量的に把握することは不

可欠と言える。 
そこで、雪氷路面における乗用自動車を用いた走行抵

抗、燃費、路面平坦性指標IRI(International-Roughness Index、
国際ラフネス指数)の計測実験を行った。その報告する。 

 
 

2.     実験の方法 

 
実験は、図-1で示す2,700mの周回路を持つ寒地土木研

究所で保有する苫小牧寒地試験道路に試験区間として

500m区間を設定し、乾燥路面1種類、写真-1のような雪

氷路面4種類を人為的に作成し、その上に試験車両を走

行させ走行抵抗、燃費、IRIの測定を行った。次に実験

の手順を図-2に示す。雪氷路面を作成し、その雪氷路面

上で雪密度、IRI、走行抵抗、燃費、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

作成してまた一連の計測を行うといったことを繰り返し

た。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

図-1 苫小牧寒地試験道路の実験区間概要図 

写真-1 作成した雪氷路面(一例) 
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(1)     実験に用いた試験車両及び計測機器 
実験に用いた車両は写真-2に示す寒地土木研究所で保

有する乗用自動車で、その主要諸元を表-1に示す。試験

車両には3名乗車し、試験時の車両総重量は約2.6tである。

タイヤについては冬期間の雪氷路面を試験対象としてい

るため、スタッドレスタイヤで実施した。 
雪氷路面上での走行速度計測のために、写真-3で示す

GPSセンサーによる計測機器であるRACELOGIC社製の

Video VBOX Liteを使用した。その主要諸元を表-2に示す。 
燃費の計測には燃料タンクとエンジン間の燃料配管上

に小野測器社製の容積型流量計FP-2140H(写真-4)と演算

表示器FM-2500A(写真-5)を設置し、実際の燃料使用量を

リアルタイムで計測し、燃料消費量と走行距離から燃費

を算出することとした。その主要諸元を表-3に示す。 
雪氷路面のIRI計測には、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を算出する装置9)である共和電業社製の

STAMPERを用いた。 
 これらの全て計測機器を1台の試験車両に搭載し、実

験を行った。 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

図-2 実験手順の概要図 

写真-2 試験車両（乗用自動車） 

車種区分 乗用自動車
車両名称 トヨタ・ランドクルーザー
駆動方式 4輪駆動

トランスミッション オートマチック
試験時

車両総重量
2,585kg

(3名乗車)
全長 4910mm

車軸数 2

使用タイヤ
トーヨー･ウインタートランパス

31×10.5R15 6PRLT
（スタッドレス）

タイヤ空気圧
前輪 : 200kPa
後輪 : 200kPa

燃料種類 ガソリン

 

本 体
ビデオカメラ

速度表示器GPSアンテナ

表-2 速度計測機器の主要諸元 

性能
0.3～120L/h
±0.2%
0.01mL
瞬間流量・積算流量
(送り・戻り･差分)

精度
分解能

出力データ

項　目
測定範囲

表-1 試験車両の主要諸元 

写真-3 速度計測機器 

写真-4 容積型流量計 
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(2)     走行抵抗測定方法 

走行抵抗の測定は、「JIS D1021 自動車-燃料消費率試

験方法」10)及び「JIS D1015 自動車-惰行試験試験方法」11) 
に規定されている惰行法の手法に則り実施した。具体的

には試験車両を約 60km/h まで加速させて一定速度とし

た後、測定区間に侵入させてギアをニュートラルにして

惰行させ、車両が停止するまでの車速の変化と時間の測

定を走行速度計測器である Video VBOX Lite で行った。

測定回数は往復 3回繰り返し試験を行うものとし、その

平均値にて評価することとした。惰行試験ごとに外気温、

風向・風速、気圧を把握できるよう、試験道路周辺で計

測を行った。 

 なお、走行抵抗（全走行抵抗）とは、車両が走行する

ときに進行方向の反対方向に作用する力の総和であり、

一般的には式(1)に示すようにころがり抵抗、空気抵抗、

勾配抵抗(登坂抵抗)、加速抵抗の4要素からなるとされ

る。12) 

 

 R = Rr+Ra+Rc+Rs                  (1) 

 R:全走行抵抗、Rr:ころがり抵抗 
 Ra:空気抵抗、Rc:勾配抵抗(登坂抵抗) 
 Rs:加速抵抗 
 
ここで、ころがり抵抗とはタイヤが回転する際に受け

るタイヤ接地面の変形によるエネルギー損失やすべり、

軸受けの摩擦等に起因する抵抗であり、路面状態によら

ず一定の値となる。空気抵抗は自動車が走行する際の車

体表面に空気の粘性による摩擦や車体の形状により空気

の流れの変化に起因するもので速度の 2乗に比例する。

勾配抵抗(登坂抵抗)は路面の勾配に起因するものである

が、本研究では試験路を往復測定することでキャンセル

できるため考慮しない。加速抵抗は自動車が加速状態に

入る際に掛かるエンジン、クラッチ、トランスミッショ

ン、プロペラシャフト、タイヤ等の回転部分に掛かる慣

性抵抗に起因するものである。 

 本報告では、路面からの抵抗、特に雪氷が存在する場

合に発生する抵抗を把握する必要があるが、一般的には

式(1)で示したとおり、路面の抵抗は考慮されておらず

4 要素いずれかまたは複数の要素に内包される形となっ

ている。そこで本報告においては全走行抵抗を図-3 の

ように、路面抵抗、空気抵抗、ころがり抵抗の総和と解

釈し、路面抵抗を切り出して評価することとした。 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

3.     実験の結果 

 
(1)     走行抵抗測定結果 

 乗用自動車の惰行試験により得られた各種路面上での

走行抵抗測定結果を図-4に示す。雪氷が存在する路面で

は、雪氷がない乾燥路面と比べて乗用自動車の全走行抵

抗が増加することが分かる。 
 なお、全走行抵抗とは図-3で示すとおり路面抵抗、空

気抵抗、ころがり抵抗の総和と定義している。そのうち

路面抵抗は乾燥路面において測定した場合は乾燥路面の

走行抵抗、雪氷路面において測定した場合は路面上に存

在する雪氷を含んだ雪氷路面の走行抵抗を測定したこと

になる。ここでは、雪氷が存在したことに起因する走行

抵抗の増加分を把握するために、雪氷路面時の全走行抵

抗から乾燥路面時の全走行抵抗を差し引いたものを雪氷

抵抗とする。雪氷抵抗の算定結果を図-5に示す。路面に

雪氷があることで概ね60Nまでの範囲で走行抵抗が増加

していることが分かる。さらに図-6には乾燥路面を基準

とした場合に、様々な雪氷路面の全走行抵抗の増加割合

性能
速度 0.01km/h
距離 1cm
時間 0.01s

100Hz
時刻
緯度･経度
速度・鉛直速度
方位・高度
加速度(縦/横)
距離

項　目

サンプリングレート

出力データ

分解能

写真-5 演算表示器 

 

走行速度

走
行
抵
抗

路面抵抗R ⇒ 路面状態により変動

乾燥時には乾燥路面の路面抵抗

雪氷が存在する時は、

雪氷路面の走行抵抗

空気抵抗F2V
2

ころがり抵抗F0M

同一車両では、路面状態

によらず、一定

全
走
行
抵
抗

図-3 走行抵抗の内訳概念図 

表-3 燃料流量計の主要諸元 
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を示した。雪氷路面の増加割合は概ね50%程度までの範

囲にあることが分かる。路面に雪氷が存在することで、

乗用自動車の走行抵抗が乾燥路面と比べ1.5倍までの範

囲で増加することを意味するもので、路面雪氷は乗用自

動車の走行に大きな影響を与えているものと評価できる。 

 

 
 
(2)     燃費の測定結果 

 乗用自動車の走行試験から得られた各種路面上での燃

費測定結果について図-7 に示す。一般に走行速度が高

くなると、図-3 や図-4 で示したとおり空気抵抗の増加

が主な要因となって走行抵抗が増加する。それに伴い走

行速度を維持するために必要な駆動力も増加するため、

燃費は悪化する方向に変化すると考えられる。 

しかし、試験の結果を見ると走行速度が高くなると燃

費が良くなるといった試験結果になったものもあった。 

 また、図-4 や図-5 で示したとおり雪氷路面は乾燥路

面と比較し、全ての走行速度において走行抵抗が増加し

ているにもかかわらず、雪氷路面の方が良い燃費との試

験結果になったものもあった。 

これらについては、今回使用した試験車両のトランス

ミッションがオートマチックトランスミッションであり、

走行試験時の走行段を視覚的に明示する機能は無いため、

どの走行段で走行しているかは運転者の感覚により判断

せざるを得なかった。そのため、走行試験時における走

行段の変化など試験の条件が揃っていなかったと考えら

れる。 

 
(3)     IRI値と走行抵抗及び燃費の関係 

IRI 値はその値が大きいほど路面の平坦性が悪く乗り

心地が悪いとされる指標である。路面に雪氷が存在する

場合、多少なりとも凹凸が発生し平坦性は悪化、IRI 値
が大きくなる方向に変化すると考えられる。 

各試験を行った路面の IRI 値と走行抵抗の関係を図-8

に示す。基準となる乾燥路面時の IRI は図左側の 1.41

であるため、路面に雪氷が存在することで IRI が大きく

なり、走行抵抗も大きくなることが分かる。 

各試験を行った路面のIRI値と燃費の関係を図-9に示

す。より平坦性が悪いとされるIRI値が大きくなるにし

たがって、燃費が良くなるといった傾向も見られる部分

もあるが、これは前節でも述べたとおり、走行試験時に

おける走行段の変化など試験の条件が揃っていなかった

ためと考える。しかし、全体的な傾向としては、IRI値
が大きくなるにしたがって、燃費が悪化する傾向にある

と読み取ることもできる。 
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図-4 走行速度と走行抵抗の関係 

図-5 走行速度と雪氷抵抗の関係 
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4.     まとめ 

 
 本研究で得られた成果は以下のとおりである。 

(1)  雪氷が存在する路面では、雪氷が存在しない乾燥路

面と比べ、大型自動車と同様に乗用自動車でも走行抵抗

が増加することが確認できた。 

(2)  路面に雪氷が存在することで概ね 60Nまでの範囲で

走行抵抗が増加し、増加割合として 1.5 倍までの範囲で

増加することが確認できた。 

(3)  路面に雪氷が存在することで、大型車両と同様に乗

用自動車でも燃費が変化することが確認できた。 

(4) IRI 値が大きくなるに従い、走行抵抗は増大し、燃

費が悪化する傾向にあることが確認できた。 

(5) 試験車両の車種・トランスミッション形式によっ

ては走行条件に変化を確認できない場合があることが分

かった。 

 最後に、本研究は大型自動車に引き続き乗用自動車で

も同様の実験を行い、路面雪氷が燃費に及ぼす影響の定

量的把握を行うものだった。ところが、本実験で使用し

た乗用自動車の構造上、一部の試験条件が揃えられない、

または揃っていることを確認できないことが分かった。     

しかし、実験の方法そのものは妥当と考えるので、今

回得られた知見を基に判明した問題点を克服し、再度実

験を行いながら、研究を進めていきたい。 
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図-8 IRIと走行抵抗の関係 

図-9 IRIと燃費の関係 
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