
 

 
 
 

 タイヤ特性と空気圧の車両運動性能への影響について* 
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Research of the vehicle driving performance affected by the tyre type and the pressure 
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The vehicle driving performance is affected by the various factors such as tyre, suspension etc.This report is experimentally analyzed them 

according to the single lane change test method with two type of tyres and pressures.It is concluded that the sport use radial tyre has better 

performance than the general use one due to the small operating steering angle.. Also the best tyre pressure is recognized as 200kPa, same as the 

vehicle standard specified tyre pressure. 
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1111．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

車両の運動性能には種々の要因が考えられるが、特にタイ

ヤ特性の影響は大きいと言われる 1)。しかし、一般ユーザーは

このことをあまり考慮せず見栄えや価格などでタイヤを選択

している場合が多い。本研究では、ユーザーや学生に対しタ

イヤ特性が車両運動性能にどの程度影響するのか理解を求め

るため、タイヤの種類や空気圧によって運動性能がどのよう

に変化するのかを比較検討することにした。今回のテストで

は車両のヨーレイト、前後速度、横速度、ステアリング舵角、

横加速度を測定し評価した。 

 

2222．．．．試験試験試験試験方方方方法法法法    

今回の評価方法としてレーンチェンジ試験を採用した

（Fig.1）2)。この試験から車両の応答性や収束性を調べるこ

とにした。 

 Fig.1 シングルレーンチェンジ試験コース 

 

実験車両の外観を Fig.2 に、実験車両諸元を Tabl.1 に、

使用測定器を Tabl.2 に示す。試験場所は徳島県三好町にあ

る阿讃サーキットにおいて試験コースを設定した（Fig.3）。

試験速度は、サーキットのレイアウト上ストレートが短く

助走距離や制動距離の関係から、８０km/h のみで測定を行

った。 

 
Fig.2 実験車両 

 

Tabl.1 実験車両の主要諸元 

車名 ニッサン・シルビア 

年式 1997年 

型式 E-S14 

原動機型式 SR20 

車両質量 1210kg 

前軸荷重 6762N 

後軸荷重 5096N 

駆動方式 後輪駆動 

タイヤサイズ 205/60R15 

 

Tabl.2 使用測定器 

測定種 形式 会社名 

操舵角計 SFA-B          共和電業製 

ジャイロ ENV-05S ムラタ製 

速度計 LC-760 SF-760B SF-660B 小野測器製 

加速度計 AS-50TB KYOWA製 

  

*2008年 8月 5日受理． 

1)・2)・3)・4)徳島工業短期大学 

 



 

 
 
 

 

Fig.3 サーキット内に設定された試験コース 

 

測定データは車両前後速度及び重心位置の横速度、ステア

リング舵角、ヨーレイト、横加速度を測定した。 

タイヤは一般走行用タイヤとスポーツ走行用タイヤを比較

するために一般走行用タイヤとしてＤ社製の一般走行用ラジ

アルタイヤを、スポーツ走行用タイヤとしてＹ社製のスポー

ツ走行用ラジアルタイヤの二種類を用意して測定を行った

(Fig.4)( Fig.5)。なお空気圧をパラメーターとした測定を３段

階(180kPa、200kPa、220kPa)にて行った。 

 

Fig.4 Ｄ社製 一般走行用ラジアルタイヤ 

 
Fig.5 Ｙ社製 スポーツ走行用ラジアルタイヤ 

3333．．．．実験結果及実験結果及実験結果及実験結果及びびびび考察考察考察考察    

3.1 二種類のタイヤによる運動性能の比較 

二種類のタイヤによる運動性の比較ではタイヤの空気圧を

実験車両の基準値である 200kPa にて試験を行った。ステア

リング舵角、ヨーレイト、横加速度、重心位置の横速度を測

定した結果を Fig.6～Fig.9に示す。 

ステアリング舵角はスポーツ走行用ラジアルタイヤの方が

一般走行用ラジアルタイヤよりコーナリングパワーが大きい

事を示している。つまりステアリング舵角は小さくても車両

が十分に旋回していることを示している(Fig.6)。 

また操作の応答性の差も現れている。一般走行用ラジアル

タイヤでは乗り移り区間で各測定値(Fig.6 Fig.7 Fig.9)のピー

ク値の時間ズレが大きいのに対しスポーツ走行用ラジアルタ

イヤでは時間ズレが少ない。これよりスポーツ走行用ラジア

ルタイヤの方がハンドル操作に対して応答が速いことが分か

る。 

その他にも脱出区間付近でも大きな違いが現れている。ス

ポーツ走行用ラジアルタイヤでは脱出区間では大きな修正舵

を行っていないが一般走行用ラジアルタイヤでは４０°近い

修正舵を行っている。これはドライバーが脱出区間付近で発

生した車の横滑りの挙動からコースアウトを想定し修正舵を

行ったと考えられる。(Fig.9) 

ヨーレイトは乗り移り区間で一般走行用ラジアルタイヤの

方がスポーツ走行用ラジアルタイヤより大きい値を示した。

ヨーレイトから考えると一般走行用ラジアルタイヤの方がよ

り回頭角が大きいことを表している。これは重心位置の横速

度からもピーク値が高いことで回頭角が大きいためと考えら

れる。一般走行用ラジアルタイヤはコーナリングパワーが低

いためにスリップ角が大きくなることがわかった 3)。そのため

脱出区間でも大きな修正舵が必要になったと考えられる。 

横加速度は乗り換え区間で二種類のタイヤに大きな差は現

れていないが脱出区間では一般走行用ラジアルタイヤの数値

が高いことを示している。これは先に話した乗り換え区間で

のスリップ角の違いから脱出区間で大きな修正舵の影響によ

り発生したものだと考えられる。 

以上のことから今回の測定では車両の操縦性を重視すると

本実験車の場合スポーツ走行用ラジアルタイヤが最適である

と考えられる。 

一般タイヤ

スポーツタイヤ

 
Fig.6 タイヤ種類によるステアリング舵角 



 

 
 
 

一般タイヤ

スポーツタイヤ

 
Fig.7 タイヤ種類によるヨーレイト 

 

一般タイヤ

スポーツタイヤ

 
Fig.8 タイヤ種類による横加速度 

 

一般タイヤ

スポーツタイヤ

 
Fig.9 タイヤ種類による重心位置の横速度 

 

3.2 タイヤの空気圧の変化による運動性能の変化 

(1) Ｄ社製 一般走行用ラジアルタイヤ 

空気圧をパラメーターとしたステアリング舵角、ヨーレ

イト、横加速度、重心位置の横速度を Fig.10～Fig.13に示

す。ステアリング舵角では 180kPa の測定値は乗り換え区

間及び脱出区間でステアリング舵角が大きくなっているが

脱出区間で修正舵は小さいことがわかる。しかし重心位置

の横速度では横滑りが多く発生している(Fig.13)。特に脱出

区間では重心位置の横速度が大きく車両が大きく回頭して

いると考えられる。空気圧が低い場合、タイヤの剛性が低

くなり横すべり角が大きくなるためドライバーが大きく操

舵していると考えられる。ドライバーのコメントも「空気

圧を下げるにしたがって車が軟らかくなって不安定になっ

た。」とコメントしている。また重心位置の横速度のグラ

フで 220kPa の値が乗り移り区間で大きく横滑りしている

ことを示している。これは空気圧が高いためタイヤと路面

の接地面が少なくなりコーナリングフォースが低下するた

めと考えられる。 

以上のことから今回の測定では車両の操縦性を重視する

と、本実験車の場合 200kPaが最適であると考えられる。 

 

180kPa
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 Fig.10 一般走行用ラジアルタイヤのステアリング舵角 

 

180kPa
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Fig.11 一般走行用ラジアルタイヤのヨーレイト 
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Fig.12 一般走行ラジアルタイヤの横加速度 
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Fig.13 一般走行用ラジアルタイヤの重心位置の横速度 

  

(2) Ｙ社製 スポーツ走行用ラジアルタイヤ 

空気圧をパラメーターとしたステアリング舵角、ヨーレイ

ト、横加速度、重心位置の横速度を Fig.14～Fig.17に示す。



 

 
 
 

スポーツ走行用ラジアルタイヤでは一般走行用ラジアルタイ

ヤと違って空気圧よる変化は少ない。これはスポーツラジア

ルタイヤではタイヤの横剛性が高く空気圧によってタイヤが

変化しにくいのが原因だと考えられる。 

ステアリング舵角とヨーレイトから220kPaの測定値では他

の測定値と比べ応答性が悪いことを示している。乗り移り区

間でのステアリング舵角のピークはどの測定値でも同じなの

に対してヨーレイトのピークは220kPaの測定値だけズレが生

じている。これは空気圧が高いためタイヤの地面との接地面

が少なくコーナリングフォースが低下したためと考えられる。 

またステアリング舵角は 200kPa の時が最も小さくコーナ

リングパワーが大きいことを示している。 

 以上のことから今回の測定では車両の操縦性を重視すると、

本実験車の場合 200kPaが最適であると考えられた。 
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Fig.14 スポーツ走行用ラジアルタイヤのステアリング舵角 
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Fig.15 スポーツ走行用ラジアルタイヤのヨーレイト 
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Fig.16 スポーツ走行用ラジアルタイヤの横加速度 
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Fig.17 スポーツ走行用ラジアルタイヤの重心位置の横速度 

 

4444．．．．まとめまとめまとめまとめ    

今回の実験では一般走行用のタイヤとスポーツ走行用の

タイヤを比較しスポーツ走行用のタイヤが性能的に良い事

がデータ上からも裏付けられた。一般走行用のタイヤに比

べスポーツ走行用タイヤは同一コースを走る上で操舵角が

小さく、応答性も良く、その結果修正舵も少ないことが分

かった。今回の実験で何が数値的に変化し性能が上がった

のかを確認することができた。また空気圧の変化による測

定では一般走行用ラジアルタイヤとスポーツ走行用ラジア

ルタイヤ共に200kPaが最適な空気圧であることが分かった。

この空気圧が高くても低くても車両の運動性能を悪化させ

ることが分かった。 

今後の研究としてタイヤだけではなくサスペンションな

ど自動車の運動性能に影響を与える部品を変更した場合、

自動車の車両の挙動がどの様に変化するかを測定する予定

である。 
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