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1．はじめに 

私たちの生活や経済活動を支える物流システムの中で、トラッ

クの担う役割は非常に大きい．我が国だけではなく、特に鉄道な

ど他の交通機関のインフラが整備されていない新興国では、更に

大きな役割を担っている． 

高速道路や街の中で見るトラックは一見すると、どれも同じよう

に見えるが、実は全長や軸の配列、ホイルベース、架装（トラック

の荷台形状）に違いがあり、積荷や物流の形態、お客様のニーズ

に対応するため、トラックは多様なバリエーションを持っている．荷

物を運ぶ効率を限界まで高めるために、輸送に関して厳しい要求

や性能が求められ、その実現のために乗用車とは違った視点か

らの技術開発も進められてきた。 

輸送品質や安全を確保しながら確実に荷物を運び、かつ輸送

効率を徹底的に上げるために、例えば高級乗用車で一部採用さ

れているエアスプリングを用いたエアサスペンションを既に国内の

長距離輸送カーゴ系の大型トラック（図１）のリヤサスペンション

（図２）に標準で設定している。 

本稿では大型トラックに求められる機能について乗用車との比

較も交え説明し、トラックのバリエーションや構造について解説を

加えながら大型トラックの特徴について紹介する． 

 

2．大型車の特徴 

２．１．大型トラックに求められる機能 

大型トラックを身近にある乗用車と比較しながら特徴について

まとめた（表１）．表 1 の数値については、大型トラック、乗用車とも

に特定の車両の具体的な値ではなく、わかり易く比較できるように

一般的な数値を用いている． 

先ず、大型トラックと乗用車を商品の視点や目的から見てみる

とトラックは生産過程で使用することが前提の生産財であり、個人

で所有し使用される消費財の乗用車とは目的や使われ方が大き

く異なる．購入決定権者も乗用車はドライバ＝個人となることが多

いが、トラックは実際に運転をするドライバではなくトラックを使っ

て経済活動を行う経営者や管理者となる場合が多く、このため機

能性能の面だけではなく、輸送に関わる経済性の面からも特に厳

しい目で評価される． 

使用条件や性能面で乗用車と比較すると大型トラックの年間の 

図１．大型トラック（日野プロフィア） 

図２．大型トラックのリヤ・エアサスペンション 

 

走行距離や総走行距離は乗用車の約 10 倍で、総走行距離が

100 万ｋｍを越えるトラックは特に珍しくない．動力源であるエンジ

ンや駆動系の信頼性だけではなく、走行中の振動にさらされるユ

ニットにおいても各機能に支障が生じないように品質や製品の安

全性の確保については特に注意を払った開発や製造が必要とさ

れている． 

大型トラックのフレーム構造や動力源であるエンジンや駆動系、

荷重を支えながら駆動力を伝えるサスペンション系、操舵系から

なる車両重量は約 10 トンで軽量な乗用車の約 10 台分である．積

載できる荷物の重量は 15 トンで大型トラックは車両自体の重量の

約 1.5 倍の荷物を背負って走行することができる．車両重量と積

載重量を合わせた車両総重量の法規制に適合しながら、一度に
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大量の荷物を輸送して輸送効率を高めるためには、車両の重量

を軽くし、荷物の積載量を多くし、かつ荷室の容積を大きくするこ

とが求められている． 

走行時の重量条件は、荷物の積載量により大きく変化し一定で

はない．積載量が最大の時から積載しない時では、車両総重量

は10トン～25トン(2.5倍)の幅で大きく変化し、重量変化の割合は

乗用車とは大きく異なる． 

このため大型トラックには走行時の重量が大きく変化することを

前提として、安全に確実に荷物を輸送できることが求められ、図２

のエアサスペンションが大型トラックのカーゴ系では標準設定とな

っている．積載量違いによる重量変化をエアサスペンションのエ

アスプリングのエア圧をコントロールし、軽量な積荷の場合はエア

圧を下げてサスペンションのばね定数を下げ、積荷が重い場合

はエア圧を上げサスペンションのばね定数を上げ、常に重量変

化に対して質量とばね定数から決まる固有振動数を一定に保ち

車両の安定性と振動の低減を図っている．このように重量変化に

対応する機能は大型トラックの大きな特徴の一つであると言える． 

最後に、経済性の断面として燃費で乗用車と比較すると走行距

離に対する燃料の消費量では、軽い乗用車に対して重たい大型

トラックは１ℓあたりに走行できる距離は短い．見方を変えて荷物や

人の移動に対する燃料の消費量として考えた場合、大型トラック

は燃料 1ℓで 15 トンの荷物を 4km 輸送することができる．一方、乗

用車は同じ１ℓで 0.5 トンの人または荷物を 12km 移動させることが

できる．重さを考慮した走行燃費としてトン・km／ℓの考え方で整

理すると大型トラックでは６０トン・km／ℓで、乗用車は6トン・km／ℓ

となり、この見方の燃料消費量は乗用車と比較して約10 倍少ない．

大型トラックは乗用車に比べ約 10 倍経済的に荷物を運ぶことが

できる優れた性能を持った車両であることがわかる． 

生産財として輸送効率を限界まで高めるための機能は乗用車

とは違った独自のものも少なくない．今後更に大型トラックに求め

られる機能の実現にこだわり、進化すべく鋭意技術開発が進めら

れている． 

 

２．２．大型トラックの用途と形態 

安全に確実に荷物を輸送し、かつ輸送効率を高めたい物流シ

ステムとしてのニーズと法的規制による制限から、大型トラックは

軸配列や駆動軸数、ホイルベースなどの違いを持った車両がある．

乗用車は基本的にフロント 1 軸、リヤ 1 軸の 2 軸車両であるが、大

型トラックはフロント 1 軸、リヤ 2 軸の 3 軸車両やフロント 2 軸、リヤ

2 軸の 4 軸車両などもあり、荷物の重さや大きさ、密度、走行条件

などからお客様が選択できるように商品化されている．ここでは、

国内の大型トラックを例に、大型トラックの形態に影響がある法的

規制内容の一部を説明しながら大型トラックのバリエーションと特

徴について紹介する（図 3）． 

国内の重量に関する法規では、車両重量と積載重量とを加え

た車両総重量は25トン以下、1軸あたりの最大荷重は10トン以下

となっている．したがって2軸車では、車両総重量は20トンを越え

る車両は成立しない。実際にはタイヤのキャパシティもあって 2 軸

車の車両総重量は約16 トンとなっている（①２軸車（４×２））．この

車両は比較的軽量で容積が大きい荷物を輸送する際の用途とし

て使用されることが多い． 

比較的重たい荷物を輸送する用途では、リヤに 1 軸増やした３

軸車として、車両総重量を２５トンとした車両が使われる（②３軸車

（６×２Ｒ））．一般的な路面を走行する場合はリヤ 1 軸が駆動する

タイプが輸送に用いられるが、比較的荒れた路面での走破性や

雪道などすべり易い路面での安定した走行を重視されるお客様

３．５～６トン・km／ℓ３０～６０トン・km／ℓ・燃費（トン・km／ℓ）

７～１２km／ℓ２～４km／ℓ・燃費（km／ℓ）

～０．５トン～１５トン・積載重量

～１．５トン～１０トン・車両重量

表１．大型トラックと乗用車の比較
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にはリヤの 2 軸が駆動するタイプの車両が使われる（③３軸車（６

×４））． 

同じ 3 軸車でもリヤを 2 軸から 1 軸へ減らし、フロントを 1 軸から

2 軸に増やした車両は、荷物が比較的軽く容積が必要なものを輸

送する宅配路線便で使われることが多い（④３軸車（６×２Ｆ））．フ

ロントを 2 軸とすることでタイヤの本数が他の 3 軸車より 2 本少なく、

その分積載量は減るが軽量な車両とタイヤ本数が少ない分維持

費が軽減できる車両となっている． 

最後にフロント 2 軸、リヤ 2 軸の 4 軸車として、車両総重量 25 ト

ンを支えるための 1 軸あたりの荷重を軽減した車両がある(④４軸

車（８×４）)．1 軸あたりの重量の軽減によりタイヤを小径にして荷

台の高さを低くし荷室容積の拡大と荷役作業性の向上を狙い積

載重量と荷室容積の両立を実現している．この 4 軸の車両は近年

長距離を走行するカーゴ系のトラックの主流となっている． 

この様に荷物や使われ方に合わせて車両の軸数や駆動軸数

が異なる車両を開発し、商品としてお客様に提供してきている．軸

数や駆動方式は車両の基本特性である走破性や車両運動性能、

振動などに大きく影響するため、これらの性能を高い次元でバラ

ンスさせる技術が要求され、実現のための開発が着実にされてき

た．現在の大型トラックは積荷の重量や重量配分が変化しても最

良な走破性能が発揮できるように、エアサスペンションをベースと

して駆動軸のタイヤ接地荷重が常に適切になるよう軸重をコントロ

ールする機構も既に採用されている． 

 

3．まとめ 

大型トラックに求められる機能や性能、特徴について乗用車と

の比較も交えながら説明してきた．物流システムを支えるトラック

には、効率よく荷物を輸送する目的のために徹底的な動力源の

効率化や車両自体の軽量化により、できるだけ多くの荷物を安全

に確実に輸送することが求められ、実現するための技術開発がさ

れてきた．一方であらゆる積載条件や走行条件でも走行できる機

能も同時に求められ、トラックの軸配列や駆動軸数、エアサスペン

ションなど乗用車とは少し違う視点から技術開発が進展してきた． 

今後、物流システムを支える生産財としてトラックに求められる

機能は環境性能も含めて益々高度化と多様化すると考えられ、ト

ラックとしての着実な進化が求められるのは明らかである．進化を

実現させるための技術開発については、商用車トラック・バスの車

両メーカーとしての責任は重く、社会へ貢献できるよう理想に向か

って邁進したい。 
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