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事故現場の地形に基づくトラクタの挙動に関する研究＊

—前輪スイング機構のモデリングと重心変化による転倒への影響

松井正実*lt. 青柳悠也*l. 森尾大貴*2. 田村孝浩*3. 内川義行*4. 木村智之*l

要 旨

傾斜地を走行するトラクタ挙動は上下・ピッチング・ローリングおよび前後進により表現可能であるこ

とから，前輪にスイング機構を有するトラクタのこれらの運動方程式を用いて，支持条件の違いによる挙

動特性について考察を行った。また実際に転倒事故が起きた傾斜地における挙動シミュレーションを行

い，重心変化による前後転倒への影響について考察を行った。その結果，スイング機構が有る場合は後輪

に作用する反力に依存した挙動を示し，無い場合は前後輪の反力に依存した挙動を示すことを明らかに

した。また，本供試条件において前後方向への転倒事故を防止する重心位置は後軸から軸距の 32-65%

であり，最適値は 49%の位置にあることを明らかにした。

［キーワード］トラクタ，事故現場地形，シミュレーション，挙動モデル，重心位置，傾斜地走行

Study on Tractor Behavior Based on Accident Topography* 

-Swing Mechanism Modeling of Front Axle and Influence of 

Mass Center Position on Anteroposterior Fall― 
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Abstract 

The behavior of a tractor running on a slope can be expressed by four degrees of freedom, namely, 

vertical, pitching, rolling, and forward. In this study, we simulated the behavior of a tractor equipped with 

a swing mechanism on the front axle via dynamic equations. The effect of supporting conditions on tractor 

behavior was studied. Furthermore, tractor behavior on a slope in the event of a fall accident was 

simulated. The influence of change in the center of mass on anteroposterior fall was considered. The 

results showed that the tractor behavior depends on reaction forces of each wheels which no equipped 

swing mechanism, and the behavior of tractor equipped swing mechanism depends on rear axle angle. In 

addition, it was found that the position of the center of mass must be located on wheelbase at a distance of 

32-65 % from the rear axle to prevent fall accidents; the most suitable value is 49 %. 

[Keywords] tractor, accident site, simulation model, mass center position, slope 
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I緒言

トラクタの普及発達により農作業の軽労化が進むとと

もに，作業能率も著しく改善されている。一方で過去20

年における我が国の農作業死亡事故件数は年間約 400件

にも上り，高水準のまま推移している（農林水産省，

2016)。中でもトラクタによる死亡事故は農業機械作業

中の死亡事故の半数近くを占めており，他の農業機械で

の死亡事故に比べて際立って多い。また交通事故や労災

事故による死亡事故ば減少傾向にあるなか，農作業によ

る死亡事故は減少しておらず，他の産業と比べて農作業

による死亡事故発生率が極めて高いのが現状である。ト

ラクタの死亡事故は，機械の転倒・転落によるものが最

も多く，毎年 100件程度発生している。これらの事故の

発生要因は，オペレータの操作ミス等の人為的要因，走

行速度や機械諸元等の機械的要因走行地形の傾斜や路

面粗度等の環境的要因が挙げられる。したがって，死亡

事故防止の観点からトラクタの挙動を力学的に解明する

ことが重要である。

4輪トラクタは 4つの車輪により車体を支持 (4点支

持）しているが，前軸にはスイング機構を有し，前輪ピ

ボットと後輪での 3点支持となる。このような支持条件

下で走行した場合各車輪の反力が異なり，特に傾斜を

有する不整路面走行時においては，重心位置と相まって

動的な挙動に大きな影響を与える。よって，支持条件と

重心の変化は，様々な条件下におけるトラクタ挙動を正

確に把握するために重要である。また， トラクタは様々

な質量の作業機を装着したり，積載物の影響を受けるこ

とから，その重心位置は様々に変化し，その状態で圃場

間等の移動が行われている。圃場間移動における傾斜地

や不整地を走行中のトラクタ挙動について調べた研究は

少ない。したがって，これらの挙動を把握することがで

きれば，重心位置の適正化について注意喚起する基礎的

な資料になると考えられる。

土屋らは，傾斜地におけるトラクタの横転倒を 2自由

度の数式モデルでの解析と模型トラクタによる実験を行

い，実験結果から重心位置が機体後方にあるほど横転倒

しにくくなると述べている（土屋ら， 1972)。さらに，

Zhenらは前輪車軸にピボットを有するトラクタに適応

可能な上下・ピッチング・ローリング・左右の 4自由度

モデルにより，横転倒と横滑りに対する安定性の指標を

示した (Zhen, 2015)。

以上のことから， トラクタの横転倒については，様々

な検討がなされているが，実際の事故現場の測量調査に

よる地形情報を利用し，前輪車軸にピボットを有するト

ラクタの数式モデルを用いて上下・ピッチング・ローリ

ングおよび前後の 4自由度における挙動および前後転倒

を明らかにしたものは少ない。

そこで本研究では， 3点支持での上下・ピッチング・

ローリングおよび前後進の 4自由度で走行シミュレー

ーx 

X 

ヽ

z 

o
y
 

図 1 トラクタの 3点支持モデル

Fig. 1 Three-point support models of the tractor 

ションを実施し，支持条件の違いによる挙動特性につい

て比較検討を行った。さらに実際に転倒・転落事故が起

きた傾斜地の測量調査を実施し，得られた地形データか

ら走行路面を再現して，この路面上を走行するトラクタ

の挙動解析を行った。解析では，重心位置を軸距間で変

化させ，走行シミュレーションを実施した。この結果か

ら傾斜地を走行するトラクタの重心位置の変化による転

倒への影響について考察を行った。

II 前輪スイング機構のモデリング

(1) 運動方程式

前輪にスイング機構を有した四輪トラクタを対象モデ

ルとし， 3点支持における上下・ピッチング・ローリン

グ・前後方向の 4自由度の運動方程式を立案した。前後

方向については，傾斜地を所定の速度で走行する際に必

要な駆動力の影響を考慮するために重要である。前輪に

スイング機構を有した四輪トラクタの挙動モデルを図 1

に示す。 4点支持における走行速度を一定としたときの

機体重心の上下・ピッチング・ローリング（井上ら，

1990)・ 前後方向（青柳ら， 2016)に関する運動方程式を

式 (1)-(4)に， 3点支持における走行速度を一定とした

ときの機体重心の上下・ピッチング・ローリング・前後

方向に関する運動方程式を式(5)-(8)に，前輪車軸ピボッ

トでの反力を式(9)に，各車輪が受ける反力を式(10)に

示す。本モデルでは，前後輪の輪距は等しいものとした。

Mえ=Mg-(R叶 R11+島＋島） COS(j)COS 0 

+μ(R1r+ R11+ Rrr+ Rr,) sin <p cos 0-D sin <p 

Jyip=(R1,+ R11)L1―(R,,+ R,,)L, 

―μ(R1,+ R11+ R,,+ R,,) cos 0Lu 

Iェ0=(R1r+ Rrr)B,-(R11+品）B, 

―μ(R1r+ R11+ Rrr+ Rr,) cos (f)Lg 

(1) 

(2) 

(3) 
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図 2 検証用地形データ

Fig. 2 Test road 
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図 3 左右前輪反力 (4点支持）

Fig. 3 Reaction force of front wheels 

(four-point support model) 
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表 1 機体諸元

Table 1 Body specifications 

項目 数値

機体質量 [kg] 550 

全長 [m] 2.05 

全幅 [m] 0.97 
全高 [m] 1.84 
軸距 [m] 1.27 
輪距 [m] 0.88 

前輪動ばね定数 [N/m] 60000 

後輪動ばね定数 [N/m] 160000 

前輪粘性減衰係数 [N・s/m] 200 

後輪粘性減衰係数 [N・s/m] 4400 

Mふ=Dcosrp一 μ(R叶 R11+島＋応）cos 0cos rp 

-(R11+R1r+Rrr+Rr1)cosrpsin rp (4) 

Mえ=Mg-(F_げ島＋島）cos四cos0 

+μ(R1,+ Rfl+ R,,+ R,1) sin釦cos0-Dsin q; (5) 

Jyrp=(F1L1―(R,,+ R,,)L,) 

—µ(R1,+ R11+ Rrr+ R,,) cos 0Lu (6) 

I』=(Rrr比ーR,⑮) -μ(R1,+ R11+ R,,+ R,,) cos叫 g

(7) 

Mふ=Dcoscp―μ(R叶 Rfl+R叶島）cos0cos cp 

-(flパRrr+R,1) cos cp sin cp (8) 

F戸 R1r+Rn (9) 

R= (Z + Lcp+ B0)k+(Z + Lip+ B〇)C (10) 

前輪にスイング機構を有するため左右前輪の反力およ

び前車軸のスイングによる慣性モーメントは機体ローリ

ングに影響を及ぽさないことから，式 (7) に示すローリ

ングに関する運動方程式には，それらの項が含まれてい

ない。これらの運動方程式を基に Matlab/simulinkを使

用したオリジナルプログラムを開発した。プログラムで
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図 4 左右後輪反力 (4点支持）

Fig. 4 Reaction force of rear wheels 

(four-point support model) 

，
 

は前後左右の車輪が路面から受ける反力を算出し，上

下・ピッチング・ローリングの各加速度について， 4次の

ルンゲクッタ法による数値計算を行った。モデル検証用

の走行地形は左右輪が交互に段差を乗り上げる地形（図

2) とした。段差地形は，進行方向長さ 1.5m, 動ばね定

数，動粘性減衰係数同定実験と同様の高さ 0.036mの段

差を想定した。車輪が段差に乗り上げて完全に段差上に

達するまで，同様に車輪が段差を降り始めて完全に段差

を降りるまでの距離については，車輪径を考慮して 0.15

m とした。走行距離8.21m地点で右側段差を，走行距

離 10.0lmで左側段差を登り始める形状とした。供試卜

ラクタの諸元およびモデルパラメータを表 lに示す。走

行速度 1.0m/sで一定とし，オリジナルプログラムを用

いて固定車軸を有するトラクタの挙動モデル（以下 4点

支持モデル）（青柳ら， 2016)と前輪にスイング機構を有

するトラクタの挙動モデル（以下 3点支持モデル）で走

行シミュレーションを実施し，支持条件の違いによる挙

動特性について考察を行った。

(2) 3点支持モデルの挙動特性

図 3-4に4点支持モデルでの各車輪の反力を，園

5-6に3点支持での各車輪の反力を示す。 4点支持モデ

ルの反力では，交差する 2輪の段差乗り上げ時である走
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図 5 前輪軸反力 (3点支持）

Fig. 5 Reaction force of front axle pivot 

(three-point support model) 
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Fig. 6 Reaction force of rear wheels 

(three-point support model) 

4

3

2

1

0

1

2

3

4

 

[

0

]

戚ヽ
‘ハ
h

ーロ

15 

15 

走行距離[ml

図 7 4点支持モデルでのローリング変位

Fig. 7 Rolling angle (four-point support model) 

行距離 10.Sm付近で右前輪と左後輪で支持され，交差す

る左前輪と右後輪の反力がないことがわかる。一方， 3

点支持モデルでは同地点付近において左右後輪にほぽ同

等の反力が見られる。

図7に4点支持モデルでのローリング変位を図 8に

3点支持モデルでのローリング変位を示す。ローリング

変位を見ると， 4点支持モデルでは 4点の反力に依存し

たローリング変位となっている。一方， 3点支持モデル

のローリング変位は前輪段差乗り上げ時に変化がなく後

輪の乗り上げ時にのみ変化が見られる。一般的なトラク
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図 8 3点支持モデルでのローリング変位

Fig. 8 Rolling angle (three-point support model) 
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図 9 事故現場地形

Fig. 9 Accident slant site 
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タのように前輪車軸にスイング機構を有する移動農機で

の農道等の不整路面走行時は，このような状況が多く発

生していると考えられ， 3点支持モデルにおいてより現

実と整合性の高いシミュレーションが可能になると考え

られる。一方，一般的な田植機のように固定車軸を有す

る移動農機での農道等の不整路面走行時は， 4点支持モ

デルにおいてより現実と整合性の高いシミュレーション

が可能になると考えられる。以上のことから， 4輪の移

動農機であっても対象に応じたモデルの支持条件を適用

する必要があり，一般的なトラクタにおいては 3点支持

モデルでの解析が有用である。

III 重心変化による影響

シミュレーションには，前章で示したオリジナルプロ

グラムを使用した。シミュレーションで使用する地形情

報として，平成 25年に新潟県で発生したトラクタの転

倒・転落事故を取り上げ，その測量調査結果から得た地

形データを用いた。本研究では計算コストに鑑みタイヤ

の接地条件を点と仮定した。既往の研究より，得られた

30cmコンター図標高値にはスプライン補間を行い，さ

らに実測した路面粗さを加えることで，走行地形として

再現した（図 9)(青柳ら， 2016)。左右輪はトレッドを考

慮した別軌跡を走行することとし，前後輪はホイール

ベースを考慮した同一の軌跡を走行することとして，走

行地形の標高値を変位としてシミュレーションに入力し
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図 10 重心位置30%でのピッチング角（登坂時）

Fig. 10 Pitching angle of mass center position at distance 

of 30 % (climbing) 
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Fig. 11 Pitching angle of mass center position at distance 

of 40 % (climb) 
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図 12 重心位置66%でのピッチング角（降坂時）

Fig. 12 Pitching angle of mass center position at distance 

of 66 % (down) 
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Fig. 13 Pitching angle of mass center position at 

distance of 60 % (down) 

た。供試トラクタの諸元およびモデルパラメータは前章

と同一とした。走行条件として走行速度は l.Om/sで一

定とし，機体重心は後軸から前軸に軸距の 1%ずつ変化

させ，慣性モーメントもこれに応じた値を与えた。

図 10および図 11に登坂時の動的ピッチング角の一例

を示す。図 10から，重心位置 30%では，走行距離25m

付近で動的ピッチング角が静的後転倒角に達して後転倒

しているのに対し，図 11の重心位置40%では動的ピッ

チング角は静的後転倒角に達することなく地形を走行可

能であることがわかる。図 12および図 13に降坂時の動

的ピッチング角の一例を示す。図 12から重心位置 66%

では，走行距離5m付近で動的ピッチング角が静的前転

倒角に達し前転倒しているのに対し．図 13の重心位置

60%では動的ピッチング角は静的前転倒角に達するこ

となく地形を走行可能であることがわかる。図 14およ

び図 15に各重心位置における事故現場地形での登降時

の機体ピッチング角を示す。 19.3゚ は地形の最大傾斜角

を示し，実線で示す曲線は静的転倒角を，破線は動的ピッ

チング角を，実線（曲線）と破線の距離が転倒に対する

余裕角度を示している。図 14から．登坂時は重心位置

が 32%以上で後転倒しなくなり，重心位置が機体前方

に変化するほど後転倒に対する余裕角度が増加している

ことがわかる。図 15から，降坂時は重心位置が65%以
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図 14 事故発生地点での車体ピッチング角（登坂時）

Fig. 14 Pitching angle of tractor (climb) 
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下で前転倒しなくなり，重心位置が機体後方に変化する

ほど前転倒に対する余裕角度が増加していることがわか

る。図 16に各重心位置における転倒に対する余裕角度

を示す。この図から，転倒防止に最適な重心位置は， 2

曲線の交点である重心位置 49%であることがわかる。

以上より，本供試条件において，転倒防止のための重心

位置は，後軸から軸距の 32%以上かつ 65%以下の位置

にある必要性が示され，最適値は 49%であることが示

された。重心位置の変動は前後輪の接地荷重比を変化さ

せるが耕うん中の動的挙動に大きな影響を与えないので

（柴田ら， 1979), トラクタの重心位置は圃場間移動時の
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図 15 事故発生地点での車体ピッチング角（降坂時）

Fig. 15 Pitching angle of tractor (down) 
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その結果， l輪または交差する 2輪の段差乗り上げ時

において， 4点支持では，左右いずれかの後輪に反力が

ない場合が見られたが， 3点支持では左右後輪に一定の

反力が認められ，後輪の乗り上げに応じたローリング変

位が見られた。また重心変化による転倒への影響に関し

ては，本供試条件において，転倒防止のための重心位置

は，後軸から軸距の 32%以上かつ 65%以下の位置にあ

る必要性が示され，最適値は 49%であることが示され

た。

以上より，一般的なトラクタのように前輪車軸にスイ

ング機構を有する移動農機での農道等の不整路面走行時

は，このような状況が多く発生していると考えられ， 3

点支持モデルにおいてより現実と整合性の高いシミュ

レーションが可能になることが示された。一方，一般的

な田植機のように固定車軸を有する移動農機での農道等

の不整路面走行時は， 4点支持モデルにおいてより現実

と整合性の高いシミュレーションが可能になることが示

された。さらに転倒事故防止のためには，作業機や積

載物を考慮して，重心位置を中央やや後寄りにする必要

性が示された。

謝 辞
図 16 転倒に対する余裕角度

Fig. 16 Differences between pitching angle 

and fall limit angle 

転倒防止のための最適値であることが望まれる。しかし

ながら，一般的なトラクタは，後輪の輪径が前輪に比べ

大きく，後輪の接地荷重が大きい方が，より効率的に走

行時の駆動力を確保することができる。また，転倒防止

のための重心位置が中央から後軸側に広範囲であること

ゃ．最適値が中央より後側に存在することは，前後輪の

バネ・減衰特性がそれぞれ大きく異なるためであり． ト

ラクタのような農耕車両特有の問題である。したがっ

て，転倒事故防止のためには，作業機や積載物を考慮し

て，重心位置を中央やや後寄りとすることが必要である。

IV 結 言

本研究では， 3点支持での上下・ピッチング・ローリン

グおよび前後進の 4自由度で走行シミュレーションを実

施し，支持条件の違いによる挙動特性について考察を

行った。さらに実際に転倒・転落事故が起きた傾斜地の

測量調査を実施し．得られた地形データから走行路面を

再現して，この路面上を走行するトラクタの挙動解析を

行った。解析では，重心位置を軸距間で変化させ，慣性

モーメントの変化も考慮して，上下・ピッチング・ロー

リングおよび前後の 4自由度で走行シミュレーションを

実施した。この結果から傾斜地を走行するトラクタの重

心位置の変化による転倒への影響について検討を行っ

た。

事故調査の実施及び分析にあたり，国立研究開発法人

農研機構生物系特定産業技術研究支援センター特別研究
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記 号

z 機体の垂直方向変位 [m]
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x 機体の水平方向変位 [m]

¢ 機体のピッチング角 [rad]

0 機体のローリング角 [rad]

Lg 重心位置から路面までの垂直距離 [m]

Lf 重心位置から前輪までの水平距離 [m]

L 重心位置から後輪までの水平距離 [m]

B, 重心位置から右車輪までの水平距離 [m]

B1 重心位置から左車輪までの水平距離 [m]

R 各車輪における反力 [NJ

E 前軸における反力 [NJ

μR各車輪における走行抵抗 [NJ

M 機体質量 [kg]

D 機体全体の推進力 [NJ

k 動ばね定数 [N/m]

c 動粘性減衰係数 [N・s/m]
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