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大雪時のスタック車両発生メカニズムの解明

藤 本 明 宏1＊，河 島 克 久2，渡 部 俊2，村 田 晴 彦3

要 旨

本研究では，大雪時のスタック発生メカニズムの解明を目的に，大雪による車両滞留時の路面圧雪

調査および圧雪路面での停車試験，タイヤ空転試験および車両発進試験を実施した．

路面圧雪調査では，大雪による車両滞留時の圧雪路面に窪みや波打つような凹凸の発生を確認した．

停車試験およびタイヤ空転試験より，タイヤの輪荷重，熱および回転は圧雪を融解や圧密させ，タイ

ヤを圧雪に沈ませると同時に，タイヤ直下のすべり摩擦係数を低下させることが分かった．車両発進

試験より，輪荷重が大きいほどスタックは発生し難いことが分かった．

上記の研究より，車両のスタックは以下のメカニズムで発生することを明らかにした．大雪時には

車両の走行性が低下し，停車時間や発進回数が増える．停車時間や発進回数の増大は，圧雪路面の窪

みの発生やすべり摩擦係数の低下を誘発する．これらがタイヤの空転を助長し，それが圧雪路面の窪

みの拡大やすべり摩擦係数のさらなる低下を引き起こす負の循環を生じさせ，スタック車両の発生に

至る．本論文では，このメカニズムを踏まえて，タイヤが圧雪窪みに嵌った状態からスタックに陥る

場合とスタックを回避する場合のフローチャートを示した．
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1． はじめに

2018 年 2 月 4 日から 7 日にかけて福井県嶺北

地方を襲った大雪は，交通の遮断を引き起こし，

生活・医療物資の不足や製造現場の休業など地域

社会に甚大な影響を与えた．国道 8号では，車両

滞留が最大で約 1,500 台に及ぶ立ち往生が発生

し，2 月 6 日 11 時からの通行止めは解消までに

62 時間を要した．近畿地方整備局（2018）によれ

ば，立ち往生の発端となったスタック（発進不能）

車両は，チェーン未装着の大型車あるいはトレー

ラーが殆どであり，この大雪の間に 9か所で発生

した．こうした事態を受けて，2018 年 12 月には

大雪時にタイヤチェーン装着を義務付けるチェー

ン規制省令が施行された（国土交通省，2018）．こ

の記憶がまだ新しいうちに，2020 年 12 月 16 日か

ら 18 日の大雪では関越自動車道において大型車

のスタックを契機とした約 2,100 台の車両滞留が

発生し，2021 年 1 月 9 日から 11 日の大雪では北

陸自動車道において約 1,600 台の車両滞留が発生

した（国土交通省，2021）．このような大雪による

車両滞留は，2010 年〜2021 年の期間に少なくと

も 31件発生しており，その多くは 24 時間降雪量

が 40〜100 cmであることが分かっている（村田・

河島，2021）．このように大雪時の立ち往生は近

年頻発しており，その長期化・大規模化への対策

は冬期道路管理における喫緊の課題となってい

る．

氷点下の気温において，5 台程度の車両が通過

すると新雪路面は圧雪路面へと変状する（荒川ら，
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2000）．積雪地域において平時の降雪であれば，

路面圧雪による走行速度の低下こそあってもス

タックに至ることは珍しい．しかし，大雪時には，

スタック車両が発生し，大規模な立ち往生の契機

となる．なぜ大雪時にはスタック車両が発生する

のであろうか？この疑問の解決，すなわちスタッ

ク車両の発生メカニズムの解明は，大雪による立

ち往生の対策を行う上で極めて重要である．

スタック車両発生は，車体の重量・駆動方式，

タイヤの空気圧・トレッド形状・チェーン装着の

有無などの車両条件，道路の縦断勾配・有効幅員・

堆雪スペースの有無などの道路条件，路面雪氷の

すべり摩擦係数・凹凸・硬度などの道路雪氷条件

が関係すると考えられる．すべり摩擦係数に関し

て，市原・小野田（1997）は，雪氷上で車両を発

進する場合には路面のすべり摩擦抵抗が不足して

スリップを起こしたり，発進不能になったりする

ことがある，と述べているが，その発進不能のメ

カニズムについては詳述されていない．これ以外

には，雪氷や圧雪路面上でのスタック車両に関す

る既往の研究は見当たらず，そのメカニズムにつ

いては，筆者の知る限り，十分に理解できていな

い．

本研究では，大雪時におけるスタック車両の発

生メカニズムの解明を目的として，2021 年 1 月に

福井県内の国道 8号で発生した車両滞留時におけ

る路面圧雪調査と，圧雪路面におけるスタック発

生に深く関わると考えられる 3つの状況を再現し

た実車試験を実施した．

2． 大雪による車両滞留時における路面圧雪

状況

図 1 は 2021 年 1 月 10 日に発生した国道 8 号

（福井市〜あわら市）での立ち往生最中の路面圧

雪状況である．

同図（a）は，片側 2 車線の道路が堆雪によって

1 車線しか走行できない状況であり，路面は厚さ

15cm程度の平坦な圧雪に覆われていた．今回の

調査では，立ち往生区間の大部分は，このような

平坦な圧雪路面であった．当時の交通状況とし

て，立ち往生区間の先頭付近は狭い間隔で完全に

停止した車両が連なっていたが，立ち往生区間の

真ん中辺りや後方では，車両が少し移動しては停

止を繰り返していた．これは，上り坂などでス

タックを避けて車間を空けて停止した車両が車間

を詰めたことや，前方車両が横道に逃れて車間が

空いた時，あるいはドライバーが睡眠から覚めた

時などに車を前進させたことによる．大雪であっ

ても，車両が間欠的に前進している状況であれば，

路面上の積雪は車両の通過によって圧密され，概

ね平坦な圧雪路面が形成されると推察する．
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図 1 国道 8号（坂井市内）での立ち往生最中の路面

圧雪状況（2021 年 1 月 10 日）．



同図（b）には，圧雪路面に窪みが観られる．ま

た，同図（c）では，圧雪路面に波打つような凹凸

が現れており，走行に大きな支障を及ぼすことが

容易に推測できる．立ち往生の先頭付近や交差点

手前など，停車期間が長い場所において窪みや凹

凸のある圧雪路面が発生していた．こうした圧雪

状態の変化のメカニズムについては 5章で述べる．

3． 実車試験の方法

本章では，上述の窪みや凹凸のある圧雪路面の

形成メカニズムと大雪時のスタック車両発生メカ

ニズムを解明するために実施した実車方法につい

て記載する．

実車試験は，停車試験，タイヤ空転試験および

車両発進試験の 3 つに分けられる．停車試験で

は，渋滞や立ち往生を想定して，車両を圧雪路面

上に停車させた時の圧雪状態の変化を調べた．タ

イヤ空転試験では，タイヤの空転が圧雪状態に及

ぼす影響を調べた．最後の車両発進試験では，圧

雪路面の窪みにタイヤが嵌った状態から車両を発

進させ，スタック発生の有無やその時の圧雪状態

の変化を調べた．表 1 に各実車試験の概要および

条件の一覧を示す．

3．1 測定方法

実車試験での各種測定方法を以下にまとめて記

載する．

（1）圧雪の厚さ

路面上の圧雪厚は，直径 55mmの円管サンプ

ラーを用いて圧雪に孔を空けて路面を露出させ，

路面からの圧雪表面までの距離をノギスで測定し

た．

（2）圧雪の密度

圧雪密度は，円管サンプラーを用いて路面から

タイヤと接触した圧雪表面までの圧雪を取り出
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表 1 実車試験の概要と条件の一覧．



し，そのサンプルの重量と体積から求めた．また，

スタックは圧雪の表面や表層の状態がより強く関

係すると考えられるため，圧雪表層の密度を測定

した．この場合はサンプリングした圧雪を表面か

ら約 10mmを目安に円柱状に切断し，成型後に

その厚みと重量から求めた．以下では，前者を全

層密度，後者を表層密度として区別する．

（3）圧雪の重量含水率

圧雪の重量含水率は密度を求めたサンプルを用

いて，熱量式含水率計（河島ら，1996）より測定

した．重量含水率も圧雪の全層と表層の測定があ

り，全層の場合は密度測定用にサンプリングした

圧雪を鉛直方向に薄く切り出して測定した．表層

の場合は，圧雪表層密度を測定した厚さ約 10mm

の円柱状の圧雪を用いた．以下では，全層重量含

水率と表層重量含水率に区別する．

（4）圧雪表面の硬度

圧雪表面の硬度は，直径 4mm×長さ 50mmの

円形アタッチメントを取り付けたデジタルフォー

スゲージ（IMADA，ZTA-2500N）を用いて，竹

内ら（2001）の方法によって測定した．具体的に

は，円形アタッチメントを圧雪面上のおよそ 1

cmの高さから圧雪面に対して垂直に打ち当て，

得られた硬度の最大値を記録した．この測定を

10 回行い，その平均値を圧雪硬度とした．

（5）圧雪路面のすべり摩擦係数

本実車試験後の圧雪は圧密や融解により，曲面

形状に変化した．こうした曲面形状の路面のすべ

り摩擦係数を測定できる装置は見当たらないが，

本試験では以下の 2つの方法ですべり摩擦係数の

測定を試みた．

車両発進試験では，図 2 の左側（a）に記載した

ように，タイヤと接触した圧雪の曲面上に静かに

デジタル傾斜計（デジタルレベル BOX BM-801）

を置き，傾斜計が滑落するか，その場所で静止す

るかを調べた（図中（ⅰ））．ここでは，デジタル

傾斜計を傾斜の急な方へ移動させ，滑落しなかっ

た最大の傾斜のタンジェントをすべり摩擦係数と

した．

停車試験およびタイヤ空転試験では，図 2 の右

側（b）に記載した方法で圧雪路面のすべり摩擦

係数を測定した．まず，タイヤと接触した圧雪を

ブロック状に切り出し（図中（ⅱ）），同図に示す

ような角度を変化できる台に乗せる．次に，圧雪

のブロックをストッパーで固定してずれ落ちない

ようにして，ブロックの上にデジタル傾斜計を載

せて，台の右側をゆっくりと持ち上げ圧雪ブロッ

クを傾ける（図中（ⅲ））．すべり摩擦係数は，デ

ジタル傾斜計が滑落する直前の傾斜角（θ）から

求めた．なお，本試験に先立ち，この台を傾ける

方法で得られるすべり摩擦係数の妥当性を調べる

ために氷板を用いて約-5℃の室内にて予備試験

を行った．10 回計測した結果，すべり摩擦係数は

0.20〜0.30 の範囲にあり，その平均値は 0.24 で

あった．日本建設機械化協会（1981）によれば，

氷板路面のすべり摩擦係数は 0.07〜0.20 の範囲と

あり，本予備試験の結果より小さい．

天野ら（1992）は，タイヤと圧雪路面の摩擦力

はタイヤと圧雪路面間のすべり抵抗力，タイヤが

積雪を破壊するときの抵抗力，積雪が圧密・排除

または運搬されるときの抵抗力のトータルとして

現れるとした．本論文で取り扱うタイヤと圧雪路

面間の摩擦力も上記 3つの抵抗力が関与している

と考えられる．しかしながら，図 2 に示す方法で

は，積雪の破壊や圧密・排除・運搬による抵抗力

はほとんど発生しないため，すべり抵抗力のみに

対する摩擦係数（すべり摩擦係数）を測定してい

ることになると考えられる．加えて，雪氷の摩擦

力について，対馬（1994）は，試験材の材質，表

面形状，速度，荷重，温度，接触面積，接触時間，

形状などによって変わると解説している．以上よ

り，本研究で得られたすべり摩擦係数の値が実際

のタイヤと圧雪路面のそれと対応するか否かは不

明である．しかし，スタック車両発生メカニズム

の解明にすべり摩擦係数の変化は不可欠であるた

め，本研究では上記の 2 つの方法で測定を行い，
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図 2 圧雪路面のすべり摩擦係数の測定．



その値の大小から相対的に滑り易さの変化を説明

する指標として用いることとした．

（6）圧雪表面の形状

停車試験およびタイヤ空転試験では，レーザ距

離計（Leica，DISTO S910）を用いて，レーザ距離

計から圧雪面までの距離を水平距離約 3cmの間

隔で測定し，圧雪表面形状を算出した（図 3）．車

両発進試験では，デジタル傾斜計を用いて試験後

の圧雪面の傾斜を水平距離 5 cm間隔で求めて圧

雪表面形状を算出した．

（7）タイヤ表面温度

タイヤ表面温度はサーモグラフィーカメラ

（FLIR, C2）により撮影し，熱画像から読み取った．

3．2 停車試験の概要

停車試験は，2020 年 12 月 20 日 14 時から 17 時

と翌日の 9 時から 14 時に新潟県魚沼市大白川地

先の県道 385 号で実施した．試験地は冬期閉鎖区

間の直前にあり，試験車両以外の車両の進入は無

い．試験当時，試験地付近の積雪深は約 1.5mで

あった．試験の実施区間では，まとまった降雪の

前に除雪しており，試験前日の路面は約 70cmの

新雪に覆われていた．試験当日，圧雪路面を作製

するために，まずはかんじきやスノーシューを履

き人力で締固め，その後，重量 2.23 ton の車両を

繰り返し通過させた．その結果，厚さ 15cm程度

の圧雪が形成され，これを試験路面とした．

試験車両にはフロントエンジン・リアドライブ

の 2トントラックを用いた．その車体重量は 2.71

ton であり，2.00 ton の貯水タンクを積載し，さら

に荷台上部に約 0.4 ton の積雪があったため，総

重量は 5.11 ton であった．前輪はシングルタイヤ

（185/85R16）であり，後輪はダブルタイヤ（185/

65R15）である．前後輪ともにスタッドレスタイ

ヤである．車検証に記載された前輪および後輪の

軸重は 1.50 ton および 1.21 ton である．前後輪に

貯水タンクと積雪の荷重が均等に作用されたとす

ると，停車試験における駆動輪（後輪）の輪荷重

は 0.70 ton（後輪軸重 1.21 ton／後 4 輪+（貯水タ

ンク重量 2.00 ton+荷台上部積雪重量 0.4 ton）／前

後 6 輪）となる．

図 4 は停車試験の様子である．試験の手順につ

いて述べる．本試験では，停車させる前に約 30

分間，約 30km/h で圧雪路面を走行した．その間

に，停車箇所の圧雪の初期状態として，表層密度，

表層重量含水率，すべり摩擦係数および表面形状

を測定した．走行直後にタイヤ表面温度を計測

し，速やかに所定の位置に停車した．本試験は 20

日 14：10，21 日 11：30 および 14：10 の計 3 回実

施した．停車時間は，1回目，2回目および 3回目

はそれぞれ 70 分，30 分および 120 分とした．以

下では，1回目から 3回目の試験を，70 分停車試

験，30 分停車試験および 120 分停車試験と呼ぶ．

停車時間経過後，再び圧雪の表層密度，表層重量

含水率，すべり摩擦係数および表面形状を測定し

た．70 分停車試験では，15 分と 35 分経過後にも

車両を一旦移動させ，圧雪表面形状を測定した．

試験時の天気は 20 日と 21 日ともに曇り時々雪

であり，20 日と 21 日の試験期間中は 1cm 程度

と 3cm程度の降雪がそれぞれあった．試験時の

気温は図 5 に示すように 70 分停車試験では−2
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図 4 停車試験の様子．図 3 レーザ距離計による圧雪表面形状の測定．



℃前後，30 分および 120 分試験では 0℃前後で

あった．

3．3 タイヤ空転試験の概要

タイヤ空転試験は，2020 年 1 月 7 日 20 時から

23 時に停車試験と同地点である新潟県魚沼市大

白川地先の県道 385 号で実施した．試験前の路面

は 1 週間前からの断続的な降雪により約 50cm

積もった状態にあった．停車試験と同様に，かん

じきを履いて人力で締固めた後，重量 2.23 ton の

車両を繰り返し通過させて厚さ 10cm 程度の圧

雪路面を作製した．

図 6 はタイヤ空転試験の状況であり，駆動する

後輪の前に雪を成形したタイヤ止めを設けて，圧

雪路面上でタイヤを空転させた．タイヤを規定回

数だけ空転させた後，牽引して車両を移動させ，

圧雪の厚さ，全層密度，全層重量含水率，すべり

摩擦係数および硬度を測定した．

試験車両は，停車試験と同じ車両形式と車名の

車両である．タイヤのサイズも停車試験の車両と

同じである．本試験でも 2.00 ton の貯水タンクを

積載し，総重量は 4.71 ton であり，前後輪に貯水

タンクの荷重が均等に作用されたとすると，駆動

輪（後輪）の輪荷重は 0.64 ton（後輪軸重 1.21 ton

／後 4 輪+貯水タンク重量 2.00 ton／前後 6 輪）で

ある．

タイヤの空転数は，0，5，10，30 および 80 回の

5ケースとした．タイヤの空転数はタイヤ表面に

チョークで目印を付けて目視で数えた．タイヤの

回転速度に関して，目視でカウントできる速度で

タイヤを回転させた結果，1 分間当たりタイヤの

空転数は約 60 rpm であった．この回転速度は，

スリップ比 0% として走行速度に換算すると 7

km/h である．

試験時の天気は曇りであり，降雪や降雨はなく，

気温は 2.3〜3.1℃の範囲にあった（図 7）．

上記の試験とは別に，停車試験に合わせて，

2020 年 12 月 21 日 14 時から 16 時に 3 回空転さ

せるタイヤ空転試験を実施した．この試験では，

タイヤ空転後の圧雪表面形状のみを測定した．

3．4 車両発進試験の概要

車両発進試験は，2019 年 1 月 30 日から 2 月 1

日の 3日間に亘り，中部縦貫自動車道勝山除雪基

地で実施した．2019 年冬期は少雪であり，試験に

必要な厚さの自然積雪が見込まれなかったため，

除雪車を用いて積雪を雪山として集め，試験前日

に走行区間にそれを敷き均し，試験用の圧雪路面

（厚さ 30cm程度）を作製した．

図 8 に示すように，車両発進試験は次の（ⅰ）〜

（ⅳ）の手順で行われた．（ⅰ）圧雪路面上に長さ

50cm×幅 50 cmの四角形状の窪み（以下，初期

圧雪窪み）を作製する．（ⅱ）その窪みに駆動輪を

嵌入させる．（ⅲ）車両を発進させ，スタックの有

無を判別する．（ⅳ）圧雪の表面形状およびすべ
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図 7 タイヤ空転試験における気温の時間変化．

図 6 タイヤ空転試験の様子．

図 5 停車試験における気温の時間変化．



り摩擦係数を計測する．スタックした場合には，

ゆっくりと牽引して車両を移動させた後に（ⅳ）

を行った．また，試験期間に圧雪の全層密度およ

び全層重量含水率を測定した．

試験条件について記載する．初期圧雪窪みの深

さは 0〜90mm の範囲で変化させた．試験車両

は，他の試験と同様にフロントエンジン・リアド

ライブの 2トンアルミトラックであり，車体重量

は 2.63 ton と他の実車試験に比べて約 0.10 ton小

さい．後輪側の重量は 1.14 ton である．タイヤの

装着形態は他の試験と同じであるが，サイズは前

後輪ともに 195/75R15 S とやや異なる．トラック

の荷台には貯水タンクを 2個載せ，その中の水重

量を 0.50，1.00 および 2.00 ton と変化させた．つ

まり，車体重量は，3.13，3.63 および 4.63 ton の 3

ケースである．駆動する後輪の輪荷重は，貯水タ

ンクの重量が均等に前後両輪に掛かったとして，

0.37 ton，0.45 ton および 0.62 ton（後輪軸重 1.14

ton／後 4 輪+貯水タンク重量 0.50，1.00 および

2.00 ton／前後 6 輪）の 3ケースである．なお，本

試験では，スタック状態から脱出する際に雪道に

慣れた多くのドライバーが試みているように，前

進と後進を繰り返すように運転した．

図 9 は試験地近傍のアメダス勝山観測所で観測

された気温と降水量の時間変化である．1 月 30

日（試験 1日目）は快晴であり，最低気温は 6時

の−4.5℃，最高気温は 15 時の 5.2℃であった．1

月 31 日（試験 2日目）は曇り時々雨であり，試験

時の気温は 2℃前後であった．2 月 1 日（試験 3

日目）は曇りであり，最低気温は 6時の−1.7℃，

最高気温は 15 時の 2.7℃であった．

4． 実車試験の結果

4．1 停車による圧雪状態変化

本節では，停車試験の結果について記載する．

図 10 は圧雪路面上を 30 分程度走行した直後の車

両の熱画像である．エンジン部や室内温度の影響

を受けるフロントドアの部分を除けば，車体の表

面温度は 0℃以下であるが，タイヤの表面温度は

7.0℃近くと他と比較して高い．

図 11（a）および（b）は，70 分停車試験および

120 分停車試験において，車両を停止させてから

それぞれ 35 分経過後および 120 分経過後の圧雪

路面状況である．上の写真はタイヤの側面から撮

影した画像であり，下の写真は車両を移動させた

後に車両進行方向から撮影した画像である．同図

（a）については，下の写真からは路面状況の変化

を捉え難いが，上写真を観るとタイヤが僅かに圧

雪に沈んでいることが分かる．同図（b）を見る
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図 8 車両発進試験の様子と手順．

図 10 30 分程度走行した車両の熱画像．

図 9 車両発進試験における気温および降雪水の時

間変化．



と，停車中に 1cm 程度の積雪があったため，上

の写真ではタイヤの沈み込みが見えないものの，

下の写真では圧雪面にタイヤ形状の窪みが明瞭に

観られる．なお，タイヤ形状の窪み付近に観られ

る黒い塊は走行中にタイヤハウスに付着した汚れ

を含んだ雪であり，停車試験中に圧雪路面に落ち

たものである．

図 12（a）および（b）は 70 分停車試験後と 120

分停車試験後の圧雪表面形状であり，タイヤサイ

ズから求めたタイヤの外形（外径 621.5mm）も併

せて示す．同図は鉛直下方向を正とする．両図と

もに試験後に車両を同図の右側に移動させたた

め，右側の圧雪は圧密されている．同図（a）を観

れば，時間とともに圧雪の窪み（以下，圧雪窪み）

が深くなっていることが分かる．圧雪窪みの最大

深さは 70 分経過後で 77mmであり，120 分経過

後では 91mmであった．圧雪窪みの形状はタイ

ヤの外形と一致する．ここで，図 12 に示す各試

験における圧雪窪みの最大深さを dmax（mm）およ

び圧雪表面形状において最も大きい傾斜角を最大

傾斜角 αmax（°）とする．図 13 は停車時間と dmax

の関係を，図 14 は dmaxと αmaxの関係をそれぞ

れ示す．図 13 より，dmaxは時間経過 t（min）とと

もに大きくなることが分かる．今回の試験条件に

限られるが，両者の関係は式（1）で与えられる．
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図 11 停車後の圧雪路面状況．

図 12 停車による圧雪表面形状の変化．



dmax =16.9 t
0.35 (1)

図 14 より，αmaxは dmaxが大きくなる（圧雪窪

みが深くなる）ほど，増大することが分かる．こ

れは，上述したように，タイヤの外形状に圧雪窪

みが成長するため，dmaxが深くなるほど αmaxは

急になることを意味している．なお，120 分停車

試験では，120 分経過後に車両を移動させようと

したところ，タイヤが空転しかけたため，すぐに

ブレーキを踏み空転を避けた（空転はわずかで

あったため，圧雪窪みの形状や深さには影響な

し）．その後，牽引してゆっくりと車体を圧雪窪

みから引き出した．この時の αmaxは 25.5°であっ

た．

図 15 は停車による圧雪の表層密度，表層重量

含水率およびすべり摩擦係数の変化を示す．表層

密度は初期の 450〜500kg/m3程度から停車に

よって増大し，120 分停車試験の 120 分経過後に

は 800kg/m3 を上回った．70 分停車試験では，

他の試験に比べて停車による表層密度の増加が小

さい．この理由は，70 分停車試験ではタイヤ温度

が他の試験より低かったためと推察する．70 分

停車試験は，停車試験の最初の試験であったため，

停車前に走行してタイヤ温度を上昇させた後，タ

イヤ温度の計測や所定位置への停車に他の停車試

験より時間を要した．その結果，他の試験と比べ

て停車までにタイヤ温度の低下が大きかったと推

察する．

表層重量含水率も時間とともに増大し，35 分停

車試験では 35 分の間に 17%から 23%へ，120 分

停車試験では 120 分の間に 24%から 50%へ，増

大した．このように，停車により，圧雪厚は減少

し，表層密度および表層重量含水率は増大した．

圧雪厚の減少には圧密と融解の両方が考えられ

る．ただし，表層密度および表層重量含水率の増

大より，氷点下の気温であってもタイヤからの熱

供給によって圧雪に融解が生じたことは間違いな

い．一方，すべり摩擦係数は，70 分停車試験およ

び 120 分停車試験の初期値はそれぞれ 0.40 およ

び 0.35 であったが，35 分および 120 分経過後に

はそれぞれ 0.25 および 0.11へ低下した．上述し
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図 14 圧雪窪みの最大深さと最大傾斜角との関係．

図 13 停車時間と圧雪窪みの最大深さとの関係．

図 15 停車による圧雪状態の変化．



たとおり，120 分停車試験ではスタック状態に

なった．

以上をまとめると，圧雪路面での停車は，圧密

や融解によりタイヤを圧雪内へ沈ませると同時に

すべり摩擦係数を低下させる．この結果，長時間

（本試験では 120 分）の停車によってスタック状

態に陥る場合があることが明らかになった．

4．2 タイヤの空転による圧雪状態変化

本節では，タイヤ空転試験の結果について記載

する．図 16（a）および（b）はタイヤを 30 回およ

び 80 回空転させた後の圧雪状態である．どちら

のタイヤ回転数においても，圧雪路面上にタイヤ

トレッド痕を確認できる．トレッドの間は滑面で

あり，タイヤとの接触部分（同図の点線枠）は目

視で観て周囲より濡れた状態にあった．

図 17 にタイヤの空転に伴う圧雪状態の変化を

示す．同図に示すとおり，タイヤ空転数の増大と

ともに，圧雪厚は低下し，全層密度および全層重

量含水率はともに増大した．圧雪硬度は，タイヤ

空転数とともに増大する傾向にあったが，タイヤ

空転数 30 回をピークに減少した．すべり摩擦係

数はタイヤ空転数とともに低下したが，タイヤ空

転数 30 回以降は横ばいとなった．

上述のタイヤ空転に伴う圧雪状態の変化は以下

のように説明できる．タイヤは変形しながら回転

し，回転する運動エネルギーが変形によって熱エ

ネルギーに変わり発熱し，その温度が上昇する．

また，タイヤと路面との間で発生する摩擦熱もま

たタイヤの温度を上昇させる．こうしたタイヤの

温度上昇は圧雪の融解を生じさせ，圧雪厚の低下

雪氷 83 巻 5 号（2021）藤 本 明 宏，他516

図 17 タイヤ空転に伴う圧雪状態の変化．

図 16 タイヤ空転後の圧雪面の状態．



と重量含水率と密度の増大をもたらす．また，融

解水の浸入が輪荷重による圧密を促進させた可能

性も考えられる．こうした圧雪面の融解にタイヤ

空転による研磨作用が加わり，圧雪面の凹凸が平

坦化された結果，すべり摩擦係数が低下したと推

察される．圧雪硬度についてはタイヤ空転ととも

に増大傾向にあったが，80 回では低下しており，

多量の融解と水分浸透が圧雪の強度を低下させた

と推察する．

図 18 は停車試験に併せて 2020 年 12 月 21 日に

実施したタイヤ空転試験の結果であり，タイヤ空

転数 3 回後の圧雪表面形状を示す．dmaxおよび

αmaxは 72mm および 25.5°であった．これらの

数値は 70 分停車試験における 70 分経過後に相当

し，わずか 3回のタイヤ空転により，70 分停車さ

せた時と同程度の圧雪表面形状になった．なお，

この試験では圧雪表面を乱さないように牽引して

試験車両を圧雪窪みから移動させたため，スタッ

ク発生の有無は分からない．

4．3 車両発進による圧雪路面状態の変化

本節では，車両発進試験の結果について記載す

る．

4．3．1 圧雪路面の状況

図 19 は圧雪の全層密度および全層重量含水率

の時間変化である．全層密度は 682〜748kg/m3

の範囲にあり，その平均値は 717kg/m3 であっ

た．全層重量含水率は 8〜24%の範囲にあり，そ

の平均値は 15%であった．

4．3．2 車両発進後の圧雪状態

（1）圧雪表面形状

図 20 は車両発進後の圧雪窪みの状況を示す．

車両発進後，圧雪窪みの底面と窪み外の圧雪表面

の間に滑らかな曲線形状の傾斜が形成された状況

である．

図 21 はタイヤ移動後の圧雪表面形状を示す．

同図は上段から輪荷重 0.37，0.45 および 0.62 ton

の順で示されており，左列はスタックを回避した

試験の中で最大の初期圧雪窪み深さの試験結果，

右列はスタックが発生した試験の中で最小の初期

圧雪窪み深さの試験結果である．図中の丸（〇）

は左外輪を，三角（△）は右外輪を，それぞれ意
味する．

図 21（a）および同図（c）は初期圧雪窪み深さ

4cmの試験結果である．初期圧雪窪み深さ 4cm

では，全ての輪荷重の条件でスタックしなかった．

これらの試験では，タイヤは殆ど空転することな

く，圧雪窪みの段差を乗り越えた．同図（b）およ

び同図（d）は輪荷重 0.37 ton および 0.45 ton の実

試験結果であり，ともに初期圧雪窪み深さは 6

cmである．両輪荷重ともに初期圧雪窪み深さ 6

cm ではスタックした．スタックした試験では，

タイヤは空転しながら圧雪窪みの段差を乗り越え

ようとするが，圧雪窪みと外部との間の生じた曲
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図 18 タイヤ空転による圧雪表面形状の変化．

図 20 車両発進後の圧雪窪みの状況．

図 19 路面圧雪の全層重量含水率と全層密度（車両

発進試験）．



線形状の途中で前進できなくなり，アクセルを緩

めると圧雪窪み内に後退した．こうした前進と後

退を何度か繰り返したものの，結果的に圧雪窪み

を乗り越えることはできなかった．輪荷重 0.62

ton の試験結果について，初期圧雪窪み深さ 6cm

の試験（同図（e））では，タイヤが高速で回転し

つつ前進し，圧雪窪みから抜け出した．初期圧雪

窪み深さ 8cmの試験（同図（f））では，上記のス

タックした試験と同様に，圧雪窪みを乗り越える

ことはできなかった．

スタックした試験結果における試験後の圧雪窪

み深さに着目すると，同図（b）および（d）では

試験前の 6cmから 10cm程度まで，同図（f）で

は試験前の 8cmから 15cm程度まで深くなって

いる．この理由は，4．2節で述べたとおりである．

（2）すべり摩擦係数

スタックした試験（同図（b），（d）および（f））

では試験後のすべり摩擦係数が 0.1〜0.2 の範囲に

あり，圧雪表面は滑り易い状態に変状した．車両

発進試験では，タイヤが圧雪の段差を乗り越えよ

うとする際に，アクセルを踏み込んで高速でタイ

ヤを回転させている．こうした高速でのタイヤの

空転がすべり摩擦係数の著しい低下を引き起こし

たと推察する．

4．3．3 スタックの有無と圧雪の最大傾斜角

表 2 は車両発進試験の結果一覧である．各結果

の上段の〇はスタック回避を，×はスタック発生

をそれぞれ意味し，中段の左の値および右の値は

それぞれ左外輪側および右外輪側における圧雪の

最大傾斜角であり，下段の値はこれらの最大傾斜

角の平均値である．データが少ないものの，同表

からは，輪荷重が大きいほどスタックを回避した

初期圧雪窪み深さが大きくなる傾向が観られる．

また，スタックが発生した時の左外輪側および右

外輪側における圧雪の最大傾斜角の平均値は，

25.3°以上であった．
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図 21 車両発進後の圧雪表面形状．



5． スタック発生メカニズムに関する考察

本章では，大雪による立ち往生最中の路面圧雪

の状況および実車試験の結果を踏まえて，図 1 に

示す凹凸のある圧雪路面の形成からスタック車両

の発生に至るまでのメカニズムについて考察す

る．

5．1 凹凸のある圧雪路面の形成メカニズム

窪みや凹凸のある圧雪路面は以下のように形成

されると考えられる．（ⅰ）大雪時には吹雪によ

る視界不良，堆雪による道路有効幅員の低下，路

面状態の悪化などによって，次第に走行速度が低

下し，渋滞が発生し始める．（ⅱ）車両が停止する

と，停車試験で示したように，タイヤからの熱移

動や輪荷重によってタイヤが圧雪内に沈むととも

に，すべり摩擦係数が低下する．また，発進時の

アクセルワークによってはタイヤが空転し，タイ

ヤの空転は上記の圧雪の変化を促進させる．（ⅲ）

こうして発生した窪みに後続車両のタイヤが嵌る

と車両発進試験で示したように，その度にタイヤ

を空転させ，益々窪みを深める．このように窪み

が一旦発生するとその窪みは成長し易く，図 1（b）

に示した深い圧雪窪みが形成される．（ⅳ）圧雪

窪みは走行性をさらに悪化させ，車両滞留を深刻

化させる．車両滞留の時間や区間が広がれば，窪

みの発生エリアも広がる．（ⅴ）滞留時に強い降

雪が伴えば，車両が存在しない箇所にだけ積雪し，

路面の圧雪厚さは益々不均一となり，図 1（c）の

ような波状の荒い凹凸のある圧雪路面が形成され

る．

なお，タイヤから圧雪への熱移動については，

武士ら（2002）によって研究されており，走行時

にタイヤ温度はタイヤの変形による発熱に加えて

路面やブレーキパッドの摩擦熱によって上昇し，

タイヤから圧雪路面の熱移動は停車時に最大で

900W/m2 に及ぶ．また，藤本ら（2012）によれば

走行後の車両底面温度はキャタライザーやサブサ

イレンサー付近の高温部で 110〜120℃になり，

車両底面からの輻射熱は 700〜750W/m2 に及ぶ．

タイヤからの熱移動以外に，この車両底面からの

輻射熱が，圧雪を融解・軟化させ，凹凸のある圧

雪路面の形成に寄与すると考えられる．

5．2 スタック車両の発生メカニズム

ここでは，スタック車両の発生メカニズムにつ

いて述べる．図 22 は圧雪窪みに嵌ったタイヤを

回転させた時の力の状態図である．また，図 23

はタイヤが圧雪窪みに嵌った状態からスタック状

態に陥る場合とスタックを回避する場合のフロー

を示す．以下では，両図に従って，スタック車両

発生メカニズムを述べる．まず，車両が前進する

しくみを説明しておく．アクセルを踏むと，エン

ジンが生み出した力によってタイヤは回転する．

タイヤが回転すると，タイヤと路面の間に進行方

向の駆動力が発生し，車両はタイヤと路面の間の

進行方向とは逆の摩擦力（以下，摩擦力）を反力
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図 22 圧雪窪みでタイヤを回転させた時の力の状態図．

表 2 車両発進試験の結果一覧．



に前進する．駆動力<摩擦力であれば車両は前進

し，その逆であればタイヤが空転する．

以下に，（0）圧雪窪みにタイヤが嵌った状態か

らスタックに至る過程を説明する（図 23）．（ⅰ）

圧雪にはタイヤの輪荷重が作用し，（ⅱ）タイヤの

熱が伝わる．（ⅲ）アクセルを踏むとタイヤが回

転する．アクセルの踏み込みが強いと（ⅳ）駆動

力>摩擦力の関係になり，（b-v）タイヤの空転が

生じる．タイヤの空転は，（b-vi）タイヤと圧雪と

の間に摩擦熱を発生させるとともに，（b-vi）タイ

ヤ自体を発熱させる．タイヤからの熱移動によ

り，（b-viii）圧雪が融解する．この融解と（ⅰ）輪

荷重により，（b-ix）タイヤを圧雪内に沈ませ，（b-

x）タイヤ前方の圧雪表面の傾斜角が増大し，（b-

xi）その傾斜面ではタイヤの垂直抗力が減少する．

同時に，タイヤの空転や圧雪の融解は，（b-xii）圧

雪表面の平滑化や（b-xiii）圧雪のすべり摩擦係数

の低下を引き起こす．これにより，タイヤと圧雪

路面間のすべり抵抗力，タイヤが積雪を破壊する

ときの抵抗力，積雪が圧密・排除または運搬され

るときの抵抗力が低下し，（b-xiv）摩擦力が低下

する．摩擦力が低下すると，（ⅳ）駆動力を抑制し

ても駆動力>摩擦力の関係になり易く，スタック

状態に陥る．

一方，ゆっくりとアクセルを踏み，（ⅳ）駆動力

<摩擦力の関係にある場合は，（a-v）車両が前進

する．ただし，タイヤが前進前に圧雪窪み（タイ

ヤ外形と同じ円形形状）の底（傾斜角 0）にあると

すると，（b-x）車両が前進するとタイヤと接する

圧雪窪み面の傾斜角が増大する．これにより，（b-

xi）垂直抗力が減少し，（b-xiv）摩擦力が低下す

る．摩擦力が低下しても（ⅳ）駆動力<摩擦力の
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図 23 タイヤが圧雪窪みに嵌った状態からスタック状態に陥る場合とスタックを回避する場合のフロー．



関係にあれば，（a-v）車両が前進し，（a-vi）いずれ

圧雪窪みから抜け出し，スタックは回避される．

摩擦力の低下によって，（ⅳ）駆動力>摩擦力の関

係になると，タイヤの空転が発生し，上述のよう

に（b）のフローに従ってスタック状態となる．

4．3．3では，輪荷重が大きいほどスタックを回

避した初期圧雪窪み深さが大きい傾向にあること

を述べたが，これについても，上記のメカニズム

で説明することができる．すなわち，輪荷重が大

きいほど，垂直抗力および摩擦力が大きいためタ

イヤが空転し難い．また，停車試験においてス

タックが発生した時の最大傾斜角（=25.5°）と車

両発進試験においてスタックが発生した時の最大

傾斜角（25.3°以上）が同程度であったことは興味

深く，スタック発生の有無を最大傾斜角で定量的

に評価できることを示唆する．

6． おわりに

本研究では，圧雪路面でのスタック発生メカニ

ズムの解明を目的に，大雪による車両滞留時にお

ける路面圧雪調査と，圧雪路面において実車を用

いた停車試験，タイヤ空転試験および車両発進試

験を実施した．以下に得られた知見を列挙する．

（1）停車すると，タイヤ直下の圧雪は融解や圧密

によって窪み，タイヤ前方の圧雪表面の傾斜

角は増大する．同時に，圧雪路面は平滑化さ

れ，そのすべり摩擦係数は低下する．

（2）タイヤの空転により，圧雪は上記（1）と同様

の変化が起こる．タイヤの空転による圧雪の

変化は停車による変化より著しい．

（3）上記（1）および（2）の圧雪の変化は，タイ

ヤと路面間の摩擦力を減少させる．その結

果，タイヤは益々空転し易くなり，車両はス

タック状態に陥る．

（4）大雪時には，上記（1）および（2）の圧雪の

変化によって，圧雪路面に窪みが生じ，さら

に降雪が伴うと波状の荒い凹凸のある圧雪が

出現する．こうした圧雪路面の変化は走行性

を悪化させ，車両を滞留させ易くする．その

結果，上記（1）および（2）の圧雪の変化を

益々進行させ，上記（3）のスタック状態に陥

り易くなる．

以上，本研究により，スタック車両発生の発端

と考えられる窪みや凹凸のある圧雪路面の形成メ

カニズムが明らかになった．また，スタック発生

メカニズムについても物理的に説明することがで

きた．

今後は，さらに車両発進試験を実施し，スタッ

ク発生の有無を傾斜角などによって定量的に評価

できるかについて検討する．その他の課題とし

て，冒頭に記載したタイヤチェーンの装着効果や

立ち往生の発端が大型車両に限定される理由につ

いては未だ不明な点が多い．以上の課題を解決す

るために，今後も様々な実車試験を実施する予定

である．
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Abstract: To elucidate the mechanism whereby vehicles become stranded on roads during heavy

snowfall, we investigated the conditions of the compacted-snow road surface under a standing vehicle

during heavy snowfall and conducted standing vehicle tests, tire spinning tests and vehicle start tests on

compacted-snow roads.

We found that compacted-snow road surfaces with the formation of pits and with a rough, wavy,

irregular profile were generated under the standing vehicle. From the vehicle tests, we found the following.

The wheel load of a standing vehicle, the heat transfer from the vehicle and the spinning of the tires at

starting promote the melting and compaction of snow.When snow melts and is compacted under the tire,

the tire starts to sink into the snow. At the same time, the sliding friction coefficient of the road surface

directly under the tire decreases. It was shown that the stranding of vehicles is less likely to occur as the

wheel load increases.

The mechanism of vehicle stranding is as follows. Heavy snowfall reduces the smoothness of

trafficability and increases vehicle standing time and the number of starts. The increases in standing time

and number of starts induce the formation of pits and decrease the friction coefficient. They promote tire

spinning that further deepens the pits and decreases the sliding friction coefficient. This negative cycle

leads to the stranding of vehicles. This paper gives a chart that shows the flow leading to the stranding of

vehicles and the flow for avoiding it.
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