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インテリジェントなモーターサイクルの未来とそのデザイン

　およそ700万年前にさかのぼる人類の誕生以来、
「移動」は人が生きていく上で不可欠だった。最初
は自分の足で、その後は動物や乗り物などの力も借
りて、人はさまざまな形で移動してきた。
　人間が作り出してきた多種多様な移動手段は、今
や私たちの生活に欠かすことのできない存在となっ
ている。乗り物は人の足よりも速く遠くへ、長時間
続けて移動できるだけではない。古くから人は乗り
物の姿に夢を感じ、移動、そして旅へと誘う存在と
してロマンを託してきた。
　その中でもモーターサイクルはひときわ個性的な

独特の存在である＊１。原動機付きの乗り物として
はミニマルな構成で、静止時は自立できず、しかし
走り出せば大きく傾けても倒れない。四輪の自動車
とは異なり、機能部品がカバーされることなく露出
している。乗る人もキャビンの内部に収まるのでは
なく、外の環境にさらされる。ある意味、原始的な
乗り物である。
　こうした特性から、モーターサイクルのデザイン
もまた、四輪自動車とは異なる特有の進化を遂げて
きた。その機能や構造だけでなく、その姿もまた人
がまたがって走り出して初めて完成する。乗る人と
強く結びついた関係から、「車体を操る操縦感」「風
を感じる爽快感」「エンジンの鼓動感」といった価
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　1.　はじめに─モーターサイクルという独特の存在
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　モーターサイクル（自動二輪車）は、人がまたがって走ることで初めて完成する独特
な乗り物である。身体接触を介して人機一体となり、五感をフルに使うマン・マシン・
インターフェースが、乗り手との間にエモーショナルな関係をつくり出す。そのためデ
ザインも自動車などと異なり、機能と情緒価値を一体としてデザインする。インテリジェ
ント化によって、モーターサイクルも大きな転機に立つが、その本来持っている未完成性、
非合理性、両義性故の力を生かすことでこそ、新しい人と移動の関係と価値を生み出す
ことができるだろう。

　Motorcycles are unique vehicles that are complete only when a rider is sitting on 
it and they are moving together. The human-machine interface engages all five 
senses, which produces an emotional connection between man and machine. 
Function is important to the design of motorcycles but emotion is also a key part of 
their design, which makes it a very different design from automobiles. Motorcycle 
design has a 135 year history and is on the verge of a big turning point; intelligent 
technologies will soon become part of the motorcycle. This has the possibility of 
creating a new relationship between humans and mobility, and altering the 
motorcycle’s original character as incomplete, irrational and ambiguous.
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＊ ＊１ 原動機付の二輪車を指す言葉としては他にもオートバイ、
バイク、自動二輪などがあるが、ここでは車種や原動機の
タイプ、排気量などを限定せず、また言語圏にかかわらず
用いられる用語として主に「モーターサイクル」の語を使う。

値がモーターサイクルの乗り手を魅了してきた。こ
れらを人と機械が不可分に結びついた形でつくり上
げるのが、モーターサイクルのデザインである。
　現在、日本を含む先進国ではモーターサイクル離
れが進んでいる。その背景には、自立しないことに
よる危険といった負の側面が大きくクローズアップ
されてきた経緯もある。また近年では、都市部を中
心に公共交通の発達やレンタルなどの手段が整いつ
つある。インターネットの発達などによって、そも
そも人が移動しなくても用が済ませられる場合が増
えている。
　他方、現在の自動車業界では自動運転、コネクテッ
ド、EV化などの技術が急速に進化し、また、社会
全体における乗り物の役割も大きく変化しつつあ
る。その結果、モーターサイクルにも自立の不安定
さなどのネガティブな側面を技術によって解決し、
これまでの延長とは異なる全く新しい価値や体験を
生み出す可能性が生まれている。さらに情報技術、
デジタル通信、サービスデザイン等と結びつくこと
で、人とモーターサイクルの関係が大きく再構築さ
れるだろう。そうなれば、モーターサイクルのデザ
インも必然的に新しいステージへ展開し、デザイン
の価値や役割自体が変わることにもなる。
　ここでは、筆者自身のデザイナーとしての経験を
もとに、モーターサイクルの未来像とそのデザイン
について考えていきたい。四半世紀にわたりモーター
サイクルデザインの現場に携わる一方、筆者はグラ
フィックから生活用品、製造機械から空間までを手
がける総合デザイングループの一員として、常に人
の生活や社会全体の中で、モーターサイクルの占め
る位置とそのデザインを考えることを迫られてきた。
ここに紹介するのは、筆者自身がそうした中から日
頃考えてきたことをまとめ直したものである。

　2-1　二輪車の黎明期
　モーターサイクルの未来を語る前に、その生い立
ちをひもといてみたい。現在のモーターサイクルの
原型となったのは、フランスの発明家ルイ・ギヨー
ム・ペローが1863年に特許を取得し、1873年の
ウィーン万博に出展した蒸気機関を動力とする二輪
車だといわれる。しかし、本格的な実用化につながっ
たのは、現在のダイムラー社の前身によって 1885
年に製造されたガソリンエンジンを動力とする二輪
車だった（Fig. 1）。

　1870 ～ 80年代にかけて実用的なガソリンエンジ
ンの技術が開発されると、モビリティを支える動力
として蒸気機関から主役の座を奪い、自動車の本格
的な歴史が始まる。ガソリンエンジンの実用化と二
輪車への搭載は、ほぼ同じ時期に起きている。少し
前から実用化されていた自転車の基本技術を転用で
きたことが、二輪車の開発をスピードアップする上
で有利に働いた。二輪用のエンジンは小型化・軽量
化の開発が重ねられたが、その技術が後に航空機開
発にも大きな影響を及ぼした。初期の飛行機では、
小型化・軽量化を極めたガソリンエンジンとして、
二輪車エンジンの転用・応用が活発に行われたので
ある。1909年にドーバー海峡横断に成功した航空
機、フランスの「プレリオXI」の三気筒エンジンも、
二輪車のエンジン技術を転用したものだった。
　2-2　日本での二輪車開発
　日本での本格的な二輪車開発が始まるのは、第2
次世界大戦後のことである。戦中に軍用機や軍用車
両を製造していたメーカーは、終戦後になると航空
機や四輪車の製造を禁じられた。その技術者たちの
受け皿となったのが、終戦直後の有望産業として台
頭しつつあったモーターサイクル産業だった。まだ
貧しい国民の日常、あるいはレジャーの足として主
役の乗り物となったモーターサイクルは、四輪ほど
設備投資を必要としないこともあり、一時は国内
で何百社という二輪車メーカーが乱立することと
なった。
　その中で技術を磨き、製品を洗練させる上で大き 
な役割を果たしたのが、1950年代に盛んに行われ
たレース活動だった。弱小メーカーが淘汰されてゆ
く中で、高度な技術を洗練させたホンダ（本田技研
工業）、スズキ、ヤマハ（ヤマハ発動機）、カワサキ（川
崎重工業）の4社が世界市場に広がる力をつけるま
でに成長していった。
　しかし、高度成長とともに本格的モータリゼー
ションが到来し、四輪（乗用）車が広く普及すると、
モーターサイクルはもっぱら趣味の乗り物として扱
われるようになり、販売台数は徐々に低迷していっ
た。その後、1980年代後半にはいわゆる「バイクブー
ム」が訪れるが、ブームと同時に暴走族や交通事故
などの社会問題も大きくなり、モーターサイクル自
体にネガティブな社会的イメージが色濃く付与さ
れ、特に若者をモーターサイクルから遠ざけようと
する「三ない運動」＊2なども起きた。そして、1990
年代前半のバブル崩壊とともに、日本のモーターサ

イクル市場はさらに縮小へ向かう。
　その後、20年を経た現在、増えているのが女性
ライダーや中高年の「リターンライダー」など新し
い層のモーターサイクル購入者である。「リターン
ライダー」とは若い頃モーターサイクルに乗り、そ
の後仕事が忙しかったり、家族のために乗らなく
なったりしたが、再びモーターサイクルに乗り始め
た人たちを指す。
　こうした趣味用途の他にも、モーターサイクル全
体では配達などの業務用途も根強く、さらに災害救
助などの緊急車両としても機動性が評価され、新た
な注目を浴びている（Fig. 2）。
　2-3　21世紀のモーターサイクル需要
　2018年、ペローがモーターサイクルの原型となっ
た蒸気二輪車を発明してから135年が経つ。世界全
体でのモーターサイクルの生産台数は、2009年に
およそ5千万台に達した。1970年代の1千万台から、
半世紀後を待たずに5倍の規模まで成長したことに
なる（Fig. 3）。次々とモータリゼーションの始ま
る新興国を中心に、市場規模はさらに拡大傾向にあ
り、2020年に向けて1億1千万台規模への成長が見
込まれている。
　新興国でのモーターサイクル需要は、かつての日
本での人気と共通する面もあるが、情報化など環境
の変化により、例えば、いきなり高級車種を購入す
る人が増えるなど、新しい現象も起きている。しか

し、欧米を頂点とする競技レースがモーターサイク
ル人気を下支えし、そのシャワー効果で新興国まで
影響が及ぶという構造は変わらない。レースはサー
キット、オフロード、トライアル、ラリーレイドなど、
多種多様な走行フィールドでプロフェッショナル、
アマチュアの競技が全世界で活発に開催されてい
る。その最高峰であるMotoGPを伝えるテレビおよ
びデジタルコンテンツの視聴者数は、世界中で延べ
50億人を超える３）。

　3-1　デザイン対象としての特殊性
　前述のようにモーターサイクルは、人がまたがっ
て走ることで完成する極めて特殊な乗り物である。

そのデザインもまた、四輪自動車とも他の乗り物の
デザインとも大きく異なる特性を持つ。
　まずモーターサイクルは自動車や航空機と異な
り、機能部品が露出し、そのまま外観となっている。
自動車であれば、エクステリアデザインとインテリ
アデザインが別々の専門分野として分業化されてい
るが、モーターサイクルにその区別はない。人のま
たがるサドル、ハンドル、ヘッドランプ、エンジン
の空冷フィン、エクゾーストパイプ、ガソリンタン
クなど、すべての部品が外観に露出している。そし
て、デザイナーはそれぞれを機能的かつモノとして
魅力的に、また乗る人の愛着を誘い、走りへの高揚
感をかき立てるものとしてデザインする。
　同じエンジンを積んだ乗り物でも、乗り手である
人間との関係は、自動車とモーターサイクルで大き
く異なる。自動車が馬車の進化形だとすると、モー
ターサイクルは馬にまたがって走る姿の進化形とい
える。自動車では、動力やメカニズムはあくまで人
と別のところにあって操作するものだが、モーター
サイクルでは機械と人が同じ場を共有し、動力と人
が一体となる。それ故の不便、危険、乗り手の熟練
を要するなど、未完性、不完全性が大きな特徴で、
さまざまな形で人間が深く関わらなければ成り立た
ない。それがまた独特の魅力でもある。
　3-2　動き・感覚・気持ちをデザインする
　モーターサイクルは、走っている姿にその本質が
ある。静止していても今にも動き出しそうに見える
絶妙な不安定さ、そこにはアンバランスのバランス
があり、動き出すと、さらに生き生きと輝く表情が
ある。倒れそうなほど深く傾斜してコーナーを曲が
るレースマシン、あるいは凹凸の泥道でジャンプす
るオフロードバイク。デザイナーはそれをモーター
サイクル本来の姿として思い描き、デザインする。
　さらに、デザインするのはモノだけではない。人
と機械が一体となって走り抜ける瞬間の感覚であ
り、そうやって走るときにライダーが感じる一体感、
爽快感、躍動感である。モーターサイクルで走るこ
とが「風になる」と表現されるように、動きを取り
巻く周囲の空気の流れも含めてスピード感をデザイ
ンする。
　モーターサイクルに触れ、またがり、走る人の気
持ちもデザイン対象となる。例えば、中型以上のモー
ターサイクルでスポーツタイプと呼ばれる車種は、
深く前傾した姿勢で走る。レースに出るバイクにも
共通する、アグレッシブに「攻める」姿勢だ。この

姿勢で乗るようにデザインするということは、高速
で俊敏に、正確に走る気持ちを演出することである。
逆にアメリカンタイプと呼ばれるものは、ゆったり
したサドルにやや寄りかかるようにまたがる。この
姿勢で走れば、自然と伸び伸びとした大らかな気持
ちになる。アメリカの広く真っすぐな道を延々と走
り続けるような雄大さを味わわせてくれる体験であ
る。これらは代表的な例の一部だが、それぞれのモ
デルごとに、単に見た目を楽しませるだけでなく、
動作、体験、情緒が一体となった魅力を提供するの
がモーターサイクルのデザインである。密度の高い
情緒的な交歓を生み出すために、デザイナーはユー
ザーの心にシンクロして創造し、デザインというコ
ミュニケーションを通してユーザーと互いに気持ち
を響かせ合う。
　3-3　人に近い乗り物であるからこその「こだわり」
　モーターサイクルに乗ることは、特に現在の先進
国では一種の「こだわりの移動」であるといえる。
現代の都市では、四輪の自動車すらもはや所有する
必要はなく、公共交通の他にUberやLyftをはじめ、
各種のカーシェアリングサービスもあり、移動の足
には事欠かない。
　その中で、個人としてモーターサイクルに乗る人
は決して多数派ではなく、必要よりも趣味として選
ばれる。だからこそ効率や実用性に還元されない、
特化し先鋭化した存在感を失わないともいえる。
　興味深いのは、モーターサイクルが日常の足とし
て活躍している新興国でも、実用性だけではない魅
力と価値が求められるということである。
　現在の世界マーケットの構成比から、デザイン業
務でも新興国向けのモデルをデザインすることは多
い。こうした国ではモーターサイクルが日々の通勤・
通学の足であり、買い物、行商、時には家族を乗せ
ての休日の足にもなる。実際に走る時間でいえば実
用性がほとんどだが、そこで求められるのは、決し
て実用一本槍のデザインではない。
　だから私たちは、「働くオートバイ」をデザイン
するときも、触れたときに気持ちよいカーブ、磨き
たくなるなめらかな曲面を考え、気持ちに訴え、愛
着を育てられるモノとして、また共に走り「風にな
る」ことを考えてデザインする。それは趣味性の高
いモデルでも、ほぼ実用100％のモデルでも同じで
ある。それは機能と感性、モノと動き、人と機械が
一体になって価値を発揮するモーターサイクルとい
うものの本質に関わることなのかもしれない（Fig. 4）。

　4-1　スマートモビリティ
　スマートモビリティとは、車両の高知能化、コネ
クテッド化に伴う車両レベルとモビリティ全般の交
通システムのスマートな最適制御を実現するコンセ
プトを意味する。人々の移動を効率化、最適化する
このコンセプトによって、モビリティ産業のビジネ
スモデルが大きく変わるといわれている。特に自動
車業界ではスマートモビリティへのシフトが今後、
一層加速することは間違いない。
　電気自動車は今後、各国における行政の施策、道
路交通関連法の整備、充電スタンドなどインフラの
整備が進むにつれ、ますます普及が加速するだろう。
電気自動車の浸透とともに、2025年までに欧米と
中国で合わせて4億7千万台のコネクテッドカー４）＊3、
2030年までに8千万台のレベル4以上の自動運転車
が普及すると予測されている５）６）。
　4-2　スマートモビリティ社会におけるモーター

サイクルデザインの未来
　こうしたスマートモビリティ社会への転換の中
で、モーターサイクルもまた、その一部として新た
な進化を遂げる可能性がある（Fig. 5、 Fig. 6）。
　135年前に誕生した原動機付きの二輪車は、これ
まで日常の移動具、働く乗り物、愛される趣味財、
あるいは競技車両として多様な発展を遂げてきた
が、前後二輪で人がまたがって走る車両構成は大き

く変化していなかった。しかし今後、モーターサイ
クルのインテリジェント化やコネクテッド化が実現
し、また交通システム全体が変化することで、モー
ターサイクルのあり方も、誕生以来、初めて大きく
変化する可能性がある。
　モビリティの変化のもう一つの要因として、環境
負荷への配慮がある。電動化やスマート化が直接的 
に環境負荷を軽減するかどうかは議論が残るが、イ
ンテリジェント化とサービスシステムの発達によっ
て、カーシェアリングやパーク&ライド、フレキ
シブルな交通量管理などが実現すれば、渋滞による
大気汚染の軽減やエネルギーの効率的利用につなが
ることは間違いない。モーターサイクルは、自動車
に比べて消費エネルギーも排出ガスも多くはない
が、人に近い乗り物として、よりクリーンで環境負
荷の小さい存在となることが、今後ますます求めら

れる。 
　このようなモビリティの変化の中で、モーターサ
イクルは全く新しい役割を担っていく可能性がある
（Fig. 7）。そこに求められる人との関係、存在のあ
り方に応じて、使い方、そして見た目の印象も、そ
れにふさわしく生まれ変わっていくだろう。以下は
電動車両、コネクテッド、AIなど近未来の技術を
前提に、新しいモーターサイクルのあり方をイメー
ジしたデザインコンセプトである。
【ケース１】エモーショナルビークル
走るエモーションの楽しみとして──リアルと
バーチャル体験をつないで最大限に楽しむモーター
サイクルコンセプト
● バーチャル技術によって、エキサイトメントと
安全安心を同時にもたらす。低速走行でも五感に
受け取る感覚を拡張・強調し、スリルと高揚感を
安全に味わえる。

● ライディングサポート技術として、疑似触覚な
どを用いた身体感覚への働きかけにより、無理な
く自然に運転スキルの上達を支援する。老若男女
誰もが無理なく、バランス感覚や身体性を高めら
れる。

● ライダーとモーターサイクルがさらに一体化し、
身体に直接タイヤを装着するようなバーチャル体
験を表現するデザイン。

【ケース２】ヒューマンアシストビークル
生活のパートナーとして──AIのディープラーニ
ングを活用し、人と共生するトモダチとしてのモー
ターサイクルコンセプト
● 持ち主と1対1の関係を築く、自分だけの乗り物。
オーナーを理解して成長し、寄り添い、懐く、ペッ
トロボットのような存在。

● 乗車移動以外にも、荷物を運ぶ手伝いや道案内、
スケジュール管理などの機能を持つ。

● オーナーの気分に合わせ、触れる部分の温度や
色域が変化し、乗車姿勢がアジャストされるなど、
さりげなく癒やしてくれたり、気分を高揚させて
くれたりする、可変性のあるデザイン。

【ケース３】ヒューマンアシストビークル
非常時・災害救援として──究極の救援車両とし
てあらゆる場所へ行き、人・もの・情報を運べるモー
ターサイクルのコンセプト
● 車体にドローンを組み込み、陸空で連携して情
報を収集・共有する。走行環境や周囲の状況を同
時に上空から撮影・モニタリングが可能。

● モーターサイクルの機動力に自動運転、上空か
らのナビゲーションを組み合わせ、これまで人
の立ち入りが困難だった場所でも活躍が期待で
きる。

● 複数台を連携させた自動走行システムにより、
物資の運搬や広域な情報収集、迅速な人の救助が
可能。

● 過酷な環境での走行や多様な作業に適応でき、
さまざまな装備を装着する展開性のある頑健でシ
ンプル、かつ救助される相手に対してやさしいデ
ザイン。

【ケース４】レゾナンスビークル
アートとして──人の情感に訴えかける「動く彫
刻」としてのモーターサイクルコンセプト

● eコマースの発展と充実から乗り物の価値も変化
する。実際に乗って性能を楽しむこともできるが、
「動くアートオブジェ」として生活環境の一部と
なることで価値を発揮する。

● 走行時の汚れが付着しない、または自然浄化す
る素材／塗装、加工技術により、屋内に持ち込め
る。

● 所有して鑑賞し、手入れするだけでも満足を味
わえるコレクターズアイテムとしての品質と存在
感を表現するデザイン。

【ケース５】アーバンインフラビークル
社会インフラとして──都市景観に溶け込むイン
テリジェントモビリティとしてのモーターサイクル
コンセプト
● タイムシェアリングで個人と企業、または行政

で共同所有する。
● 自動走行時にはロボタクシーや物流システムの
一部としても利用が期待できる。

● パーソナル使用以外のシーンでは、走行時や停
車時にビルボード（広告塔）機能を兼ね備える。

● 非常時には都市や地域のエネルギー貯蔵システ
ムの一部、また通信システムのハブとしての機能
を持つ。

● 合理的でニュートラルな上質感を備えた、都市
景観と調和するデザイン。

　4-3　インテリジェントモーターサイクルの課題
　ここまでインテリジェントモーターサイクルの近
未来デザインコンセプトを描いてきたが、その前途
には幾つもの課題がある。先進国では今後10年以
内に、自動運転車やインテリジェントモビリティが
実現すると見込まれているが、その前提となるのが、
充電スタンドや専用レーンなどのインフラと交通法
規などの整備である。
　特に、新しいルール作りとその浸透は急務だ。歩
行者、自転車、自動車、バスやライトレールといっ
た公共交通など、現在すでに走っているものに加え、
自動運転車やロボットタクシーなどが混ざり合う路
上環境での安全性の確保が大きな課題となる（Fig. 8）。
　技術面では、インテリジェントモビリティの鍵と
なるのがコネクテッド技術である。車間、車路間、
そして、クラウドを介した通信と情報共有によって
さまざまな展開が期待される。安全面では、特に路
上での被視認性が劣るモーターサイクルにとって強
い味方となる可能性がある。その一方、利便性・安
全性と同時にサイバーセキュリティ上の脅威にさら
されるなど、大きな問題も発生することを忘れては
ならない。
　4-4　インテリジェントモーターサイクルのデザ

インとは？
　モビリティ全体におけるスマート化と乗り物のイ
ンテリジェント化は、今後ますます進むことは間違
いない。しかしモーターサイクルにおいて、不便が
便利に、危険が安全に、非合理が合理に変わるだけ
が進化ではないと考えている。
　静止時は自立できず、人がまたがって初めて完成
する不便な乗り物、非合理・未完成が身上のモーター
サイクルは、人との関係性の上に成り立っている。
人に触れる部分とそうでない部分を切り分けて考え
ることができないのがモーターサイクルである。合
理性を追い求める社会の中で、非合理・未分化の魅

力を持ち続けるモーターサイクルは、他の乗り物や
プロダクトにない人間的な魅力に満ちたものであり
続ける。そして、モーターサイクルのデザインもま
た、情緒的な感性と機能性・使い勝手を切り離すこ
とができない。そうした複雑で密接な人間とのつな
がりが、テクノロジーの進化によって整理され、合
理化されるのではなく、ますます人にとって大きな
意味を持つようになる未来を描きたい。そして、モー
ターサイクルがインテリジェントになることで、本
来の価値をより鮮やかに発揮できるデザインが求め
られると考えている。
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　およそ700万年前にさかのぼる人類の誕生以来、
「移動」は人が生きていく上で不可欠だった。最初
は自分の足で、その後は動物や乗り物などの力も借
りて、人はさまざまな形で移動してきた。
　人間が作り出してきた多種多様な移動手段は、今
や私たちの生活に欠かすことのできない存在となっ
ている。乗り物は人の足よりも速く遠くへ、長時間
続けて移動できるだけではない。古くから人は乗り
物の姿に夢を感じ、移動、そして旅へと誘う存在と
してロマンを託してきた。
　その中でもモーターサイクルはひときわ個性的な

独特の存在である＊１。原動機付きの乗り物として
はミニマルな構成で、静止時は自立できず、しかし
走り出せば大きく傾けても倒れない。四輪の自動車
とは異なり、機能部品がカバーされることなく露出
している。乗る人もキャビンの内部に収まるのでは
なく、外の環境にさらされる。ある意味、原始的な
乗り物である。
　こうした特性から、モーターサイクルのデザイン
もまた、四輪自動車とは異なる特有の進化を遂げて
きた。その機能や構造だけでなく、その姿もまた人
がまたがって走り出して初めて完成する。乗る人と
強く結びついた関係から、「車体を操る操縦感」「風
を感じる爽快感」「エンジンの鼓動感」といった価
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値がモーターサイクルの乗り手を魅了してきた。こ
れらを人と機械が不可分に結びついた形でつくり上
げるのが、モーターサイクルのデザインである。
　現在、日本を含む先進国ではモーターサイクル離
れが進んでいる。その背景には、自立しないことに
よる危険といった負の側面が大きくクローズアップ
されてきた経緯もある。また近年では、都市部を中
心に公共交通の発達やレンタルなどの手段が整いつ
つある。インターネットの発達などによって、そも
そも人が移動しなくても用が済ませられる場合が増
えている。
　他方、現在の自動車業界では自動運転、コネクテッ
ド、EV化などの技術が急速に進化し、また、社会
全体における乗り物の役割も大きく変化しつつあ
る。その結果、モーターサイクルにも自立の不安定
さなどのネガティブな側面を技術によって解決し、
これまでの延長とは異なる全く新しい価値や体験を
生み出す可能性が生まれている。さらに情報技術、
デジタル通信、サービスデザイン等と結びつくこと
で、人とモーターサイクルの関係が大きく再構築さ
れるだろう。そうなれば、モーターサイクルのデザ
インも必然的に新しいステージへ展開し、デザイン
の価値や役割自体が変わることにもなる。
　ここでは、筆者自身のデザイナーとしての経験を
もとに、モーターサイクルの未来像とそのデザイン
について考えていきたい。四半世紀にわたりモーター
サイクルデザインの現場に携わる一方、筆者はグラ
フィックから生活用品、製造機械から空間までを手
がける総合デザイングループの一員として、常に人
の生活や社会全体の中で、モーターサイクルの占め
る位置とそのデザインを考えることを迫られてきた。
ここに紹介するのは、筆者自身がそうした中から日
頃考えてきたことをまとめ直したものである。

　2-1　二輪車の黎明期
　モーターサイクルの未来を語る前に、その生い立
ちをひもといてみたい。現在のモーターサイクルの
原型となったのは、フランスの発明家ルイ・ギヨー
ム・ペローが1863年に特許を取得し、1873年の
ウィーン万博に出展した蒸気機関を動力とする二輪
車だといわれる。しかし、本格的な実用化につながっ
たのは、現在のダイムラー社の前身によって 1885
年に製造されたガソリンエンジンを動力とする二輪
車だった（Fig. 1）。

　1870 ～ 80年代にかけて実用的なガソリンエンジ
ンの技術が開発されると、モビリティを支える動力
として蒸気機関から主役の座を奪い、自動車の本格
的な歴史が始まる。ガソリンエンジンの実用化と二
輪車への搭載は、ほぼ同じ時期に起きている。少し
前から実用化されていた自転車の基本技術を転用で
きたことが、二輪車の開発をスピードアップする上
で有利に働いた。二輪用のエンジンは小型化・軽量
化の開発が重ねられたが、その技術が後に航空機開
発にも大きな影響を及ぼした。初期の飛行機では、
小型化・軽量化を極めたガソリンエンジンとして、
二輪車エンジンの転用・応用が活発に行われたので
ある。1909年にドーバー海峡横断に成功した航空
機、フランスの「プレリオXI」の三気筒エンジンも、
二輪車のエンジン技術を転用したものだった。
　2-2　日本での二輪車開発
　日本での本格的な二輪車開発が始まるのは、第2
次世界大戦後のことである。戦中に軍用機や軍用車
両を製造していたメーカーは、終戦後になると航空
機や四輪車の製造を禁じられた。その技術者たちの
受け皿となったのが、終戦直後の有望産業として台
頭しつつあったモーターサイクル産業だった。まだ
貧しい国民の日常、あるいはレジャーの足として主
役の乗り物となったモーターサイクルは、四輪ほど
設備投資を必要としないこともあり、一時は国内
で何百社という二輪車メーカーが乱立することと
なった。
　その中で技術を磨き、製品を洗練させる上で大き 
な役割を果たしたのが、1950年代に盛んに行われ
たレース活動だった。弱小メーカーが淘汰されてゆ
く中で、高度な技術を洗練させたホンダ（本田技研
工業）、スズキ、ヤマハ（ヤマハ発動機）、カワサキ（川
崎重工業）の4社が世界市場に広がる力をつけるま
でに成長していった。
　しかし、高度成長とともに本格的モータリゼー
ションが到来し、四輪（乗用）車が広く普及すると、
モーターサイクルはもっぱら趣味の乗り物として扱
われるようになり、販売台数は徐々に低迷していっ
た。その後、1980年代後半にはいわゆる「バイクブー
ム」が訪れるが、ブームと同時に暴走族や交通事故
などの社会問題も大きくなり、モーターサイクル自
体にネガティブな社会的イメージが色濃く付与さ
れ、特に若者をモーターサイクルから遠ざけようと
する「三ない運動」＊2なども起きた。そして、1990
年代前半のバブル崩壊とともに、日本のモーターサ

　２．モーターサイクルの歴史から１）２）

イクル市場はさらに縮小へ向かう。
　その後、20年を経た現在、増えているのが女性
ライダーや中高年の「リターンライダー」など新し
い層のモーターサイクル購入者である。「リターン
ライダー」とは若い頃モーターサイクルに乗り、そ
の後仕事が忙しかったり、家族のために乗らなく
なったりしたが、再びモーターサイクルに乗り始め
た人たちを指す。
　こうした趣味用途の他にも、モーターサイクル全
体では配達などの業務用途も根強く、さらに災害救
助などの緊急車両としても機動性が評価され、新た
な注目を浴びている（Fig. 2）。
　2-3　21世紀のモーターサイクル需要
　2018年、ペローがモーターサイクルの原型となっ
た蒸気二輪車を発明してから135年が経つ。世界全
体でのモーターサイクルの生産台数は、2009年に
およそ5千万台に達した。1970年代の1千万台から、
半世紀後を待たずに5倍の規模まで成長したことに
なる（Fig. 3）。次々とモータリゼーションの始ま
る新興国を中心に、市場規模はさらに拡大傾向にあ
り、2020年に向けて1億1千万台規模への成長が見
込まれている。
　新興国でのモーターサイクル需要は、かつての日
本での人気と共通する面もあるが、情報化など環境
の変化により、例えば、いきなり高級車種を購入す
る人が増えるなど、新しい現象も起きている。しか

し、欧米を頂点とする競技レースがモーターサイク
ル人気を下支えし、そのシャワー効果で新興国まで
影響が及ぶという構造は変わらない。レースはサー
キット、オフロード、トライアル、ラリーレイドなど、
多種多様な走行フィールドでプロフェッショナル、
アマチュアの競技が全世界で活発に開催されてい
る。その最高峰であるMotoGPを伝えるテレビおよ
びデジタルコンテンツの視聴者数は、世界中で延べ
50億人を超える３）。

　3-1　デザイン対象としての特殊性
　前述のようにモーターサイクルは、人がまたがっ
て走ることで完成する極めて特殊な乗り物である。

そのデザインもまた、四輪自動車とも他の乗り物の
デザインとも大きく異なる特性を持つ。
　まずモーターサイクルは自動車や航空機と異な
り、機能部品が露出し、そのまま外観となっている。
自動車であれば、エクステリアデザインとインテリ
アデザインが別々の専門分野として分業化されてい
るが、モーターサイクルにその区別はない。人のま
たがるサドル、ハンドル、ヘッドランプ、エンジン
の空冷フィン、エクゾーストパイプ、ガソリンタン
クなど、すべての部品が外観に露出している。そし
て、デザイナーはそれぞれを機能的かつモノとして
魅力的に、また乗る人の愛着を誘い、走りへの高揚
感をかき立てるものとしてデザインする。
　同じエンジンを積んだ乗り物でも、乗り手である
人間との関係は、自動車とモーターサイクルで大き
く異なる。自動車が馬車の進化形だとすると、モー
ターサイクルは馬にまたがって走る姿の進化形とい
える。自動車では、動力やメカニズムはあくまで人
と別のところにあって操作するものだが、モーター
サイクルでは機械と人が同じ場を共有し、動力と人
が一体となる。それ故の不便、危険、乗り手の熟練
を要するなど、未完性、不完全性が大きな特徴で、
さまざまな形で人間が深く関わらなければ成り立た
ない。それがまた独特の魅力でもある。
　3-2　動き・感覚・気持ちをデザインする
　モーターサイクルは、走っている姿にその本質が
ある。静止していても今にも動き出しそうに見える
絶妙な不安定さ、そこにはアンバランスのバランス
があり、動き出すと、さらに生き生きと輝く表情が
ある。倒れそうなほど深く傾斜してコーナーを曲が
るレースマシン、あるいは凹凸の泥道でジャンプす
るオフロードバイク。デザイナーはそれをモーター
サイクル本来の姿として思い描き、デザインする。
　さらに、デザインするのはモノだけではない。人
と機械が一体となって走り抜ける瞬間の感覚であ
り、そうやって走るときにライダーが感じる一体感、
爽快感、躍動感である。モーターサイクルで走るこ
とが「風になる」と表現されるように、動きを取り
巻く周囲の空気の流れも含めてスピード感をデザイ
ンする。
　モーターサイクルに触れ、またがり、走る人の気
持ちもデザイン対象となる。例えば、中型以上のモー
ターサイクルでスポーツタイプと呼ばれる車種は、
深く前傾した姿勢で走る。レースに出るバイクにも
共通する、アグレッシブに「攻める」姿勢だ。この

姿勢で乗るようにデザインするということは、高速
で俊敏に、正確に走る気持ちを演出することである。
逆にアメリカンタイプと呼ばれるものは、ゆったり
したサドルにやや寄りかかるようにまたがる。この
姿勢で走れば、自然と伸び伸びとした大らかな気持
ちになる。アメリカの広く真っすぐな道を延々と走
り続けるような雄大さを味わわせてくれる体験であ
る。これらは代表的な例の一部だが、それぞれのモ
デルごとに、単に見た目を楽しませるだけでなく、
動作、体験、情緒が一体となった魅力を提供するの
がモーターサイクルのデザインである。密度の高い
情緒的な交歓を生み出すために、デザイナーはユー
ザーの心にシンクロして創造し、デザインというコ
ミュニケーションを通してユーザーと互いに気持ち
を響かせ合う。
　3-3　人に近い乗り物であるからこその「こだわり」
　モーターサイクルに乗ることは、特に現在の先進
国では一種の「こだわりの移動」であるといえる。
現代の都市では、四輪の自動車すらもはや所有する
必要はなく、公共交通の他にUberやLyftをはじめ、
各種のカーシェアリングサービスもあり、移動の足
には事欠かない。
　その中で、個人としてモーターサイクルに乗る人
は決して多数派ではなく、必要よりも趣味として選
ばれる。だからこそ効率や実用性に還元されない、
特化し先鋭化した存在感を失わないともいえる。
　興味深いのは、モーターサイクルが日常の足とし
て活躍している新興国でも、実用性だけではない魅
力と価値が求められるということである。
　現在の世界マーケットの構成比から、デザイン業
務でも新興国向けのモデルをデザインすることは多
い。こうした国ではモーターサイクルが日々の通勤・
通学の足であり、買い物、行商、時には家族を乗せ
ての休日の足にもなる。実際に走る時間でいえば実
用性がほとんどだが、そこで求められるのは、決し
て実用一本槍のデザインではない。
　だから私たちは、「働くオートバイ」をデザイン
するときも、触れたときに気持ちよいカーブ、磨き
たくなるなめらかな曲面を考え、気持ちに訴え、愛
着を育てられるモノとして、また共に走り「風にな
る」ことを考えてデザインする。それは趣味性の高
いモデルでも、ほぼ実用100％のモデルでも同じで
ある。それは機能と感性、モノと動き、人と機械が
一体になって価値を発揮するモーターサイクルとい
うものの本質に関わることなのかもしれない（Fig. 4）。

　4-1　スマートモビリティ
　スマートモビリティとは、車両の高知能化、コネ
クテッド化に伴う車両レベルとモビリティ全般の交
通システムのスマートな最適制御を実現するコンセ
プトを意味する。人々の移動を効率化、最適化する
このコンセプトによって、モビリティ産業のビジネ
スモデルが大きく変わるといわれている。特に自動
車業界ではスマートモビリティへのシフトが今後、
一層加速することは間違いない。
　電気自動車は今後、各国における行政の施策、道
路交通関連法の整備、充電スタンドなどインフラの
整備が進むにつれ、ますます普及が加速するだろう。
電気自動車の浸透とともに、2025年までに欧米と
中国で合わせて4億7千万台のコネクテッドカー４）＊3、
2030年までに8千万台のレベル4以上の自動運転車
が普及すると予測されている５）６）。
　4-2　スマートモビリティ社会におけるモーター

サイクルデザインの未来
　こうしたスマートモビリティ社会への転換の中
で、モーターサイクルもまた、その一部として新た
な進化を遂げる可能性がある（Fig. 5、 Fig. 6）。
　135年前に誕生した原動機付きの二輪車は、これ
まで日常の移動具、働く乗り物、愛される趣味財、
あるいは競技車両として多様な発展を遂げてきた
が、前後二輪で人がまたがって走る車両構成は大き

く変化していなかった。しかし今後、モーターサイ
クルのインテリジェント化やコネクテッド化が実現
し、また交通システム全体が変化することで、モー
ターサイクルのあり方も、誕生以来、初めて大きく
変化する可能性がある。
　モビリティの変化のもう一つの要因として、環境
負荷への配慮がある。電動化やスマート化が直接的 
に環境負荷を軽減するかどうかは議論が残るが、イ
ンテリジェント化とサービスシステムの発達によっ
て、カーシェアリングやパーク&ライド、フレキ
シブルな交通量管理などが実現すれば、渋滞による
大気汚染の軽減やエネルギーの効率的利用につなが
ることは間違いない。モーターサイクルは、自動車
に比べて消費エネルギーも排出ガスも多くはない
が、人に近い乗り物として、よりクリーンで環境負
荷の小さい存在となることが、今後ますます求めら

れる。 
　このようなモビリティの変化の中で、モーターサ
イクルは全く新しい役割を担っていく可能性がある
（Fig. 7）。そこに求められる人との関係、存在のあ
り方に応じて、使い方、そして見た目の印象も、そ
れにふさわしく生まれ変わっていくだろう。以下は
電動車両、コネクテッド、AIなど近未来の技術を
前提に、新しいモーターサイクルのあり方をイメー
ジしたデザインコンセプトである。
【ケース１】エモーショナルビークル
走るエモーションの楽しみとして──リアルと
バーチャル体験をつないで最大限に楽しむモーター
サイクルコンセプト
● バーチャル技術によって、エキサイトメントと
安全安心を同時にもたらす。低速走行でも五感に
受け取る感覚を拡張・強調し、スリルと高揚感を
安全に味わえる。

● ライディングサポート技術として、疑似触覚な
どを用いた身体感覚への働きかけにより、無理な
く自然に運転スキルの上達を支援する。老若男女
誰もが無理なく、バランス感覚や身体性を高めら
れる。

● ライダーとモーターサイクルがさらに一体化し、
身体に直接タイヤを装着するようなバーチャル体
験を表現するデザイン。

【ケース２】ヒューマンアシストビークル
生活のパートナーとして──AIのディープラーニ
ングを活用し、人と共生するトモダチとしてのモー
ターサイクルコンセプト
● 持ち主と1対1の関係を築く、自分だけの乗り物。
オーナーを理解して成長し、寄り添い、懐く、ペッ
トロボットのような存在。

● 乗車移動以外にも、荷物を運ぶ手伝いや道案内、
スケジュール管理などの機能を持つ。

● オーナーの気分に合わせ、触れる部分の温度や
色域が変化し、乗車姿勢がアジャストされるなど、
さりげなく癒やしてくれたり、気分を高揚させて
くれたりする、可変性のあるデザイン。

【ケース３】ヒューマンアシストビークル
非常時・災害救援として──究極の救援車両とし
てあらゆる場所へ行き、人・もの・情報を運べるモー
ターサイクルのコンセプト
● 車体にドローンを組み込み、陸空で連携して情
報を収集・共有する。走行環境や周囲の状況を同
時に上空から撮影・モニタリングが可能。

● モーターサイクルの機動力に自動運転、上空か
らのナビゲーションを組み合わせ、これまで人
の立ち入りが困難だった場所でも活躍が期待で
きる。

● 複数台を連携させた自動走行システムにより、
物資の運搬や広域な情報収集、迅速な人の救助が
可能。

● 過酷な環境での走行や多様な作業に適応でき、
さまざまな装備を装着する展開性のある頑健でシ
ンプル、かつ救助される相手に対してやさしいデ
ザイン。

【ケース４】レゾナンスビークル
アートとして──人の情感に訴えかける「動く彫
刻」としてのモーターサイクルコンセプト

● eコマースの発展と充実から乗り物の価値も変化
する。実際に乗って性能を楽しむこともできるが、
「動くアートオブジェ」として生活環境の一部と
なることで価値を発揮する。

● 走行時の汚れが付着しない、または自然浄化す
る素材／塗装、加工技術により、屋内に持ち込め
る。

● 所有して鑑賞し、手入れするだけでも満足を味
わえるコレクターズアイテムとしての品質と存在
感を表現するデザイン。

【ケース５】アーバンインフラビークル
社会インフラとして──都市景観に溶け込むイン
テリジェントモビリティとしてのモーターサイクル
コンセプト
● タイムシェアリングで個人と企業、または行政

で共同所有する。
● 自動走行時にはロボタクシーや物流システムの
一部としても利用が期待できる。

● パーソナル使用以外のシーンでは、走行時や停
車時にビルボード（広告塔）機能を兼ね備える。

● 非常時には都市や地域のエネルギー貯蔵システ
ムの一部、また通信システムのハブとしての機能
を持つ。

● 合理的でニュートラルな上質感を備えた、都市
景観と調和するデザイン。

　4-3　インテリジェントモーターサイクルの課題
　ここまでインテリジェントモーターサイクルの近
未来デザインコンセプトを描いてきたが、その前途
には幾つもの課題がある。先進国では今後10年以
内に、自動運転車やインテリジェントモビリティが
実現すると見込まれているが、その前提となるのが、
充電スタンドや専用レーンなどのインフラと交通法
規などの整備である。
　特に、新しいルール作りとその浸透は急務だ。歩
行者、自転車、自動車、バスやライトレールといっ
た公共交通など、現在すでに走っているものに加え、
自動運転車やロボットタクシーなどが混ざり合う路
上環境での安全性の確保が大きな課題となる（Fig. 8）。
　技術面では、インテリジェントモビリティの鍵と
なるのがコネクテッド技術である。車間、車路間、
そして、クラウドを介した通信と情報共有によって
さまざまな展開が期待される。安全面では、特に路
上での被視認性が劣るモーターサイクルにとって強
い味方となる可能性がある。その一方、利便性・安
全性と同時にサイバーセキュリティ上の脅威にさら
されるなど、大きな問題も発生することを忘れては
ならない。
　4-4　インテリジェントモーターサイクルのデザ

インとは？
　モビリティ全体におけるスマート化と乗り物のイ
ンテリジェント化は、今後ますます進むことは間違
いない。しかしモーターサイクルにおいて、不便が
便利に、危険が安全に、非合理が合理に変わるだけ
が進化ではないと考えている。
　静止時は自立できず、人がまたがって初めて完成
する不便な乗り物、非合理・未完成が身上のモーター
サイクルは、人との関係性の上に成り立っている。
人に触れる部分とそうでない部分を切り分けて考え
ることができないのがモーターサイクルである。合
理性を追い求める社会の中で、非合理・未分化の魅

力を持ち続けるモーターサイクルは、他の乗り物や
プロダクトにない人間的な魅力に満ちたものであり
続ける。そして、モーターサイクルのデザインもま
た、情緒的な感性と機能性・使い勝手を切り離すこ
とができない。そうした複雑で密接な人間とのつな
がりが、テクノロジーの進化によって整理され、合
理化されるのではなく、ますます人にとって大きな
意味を持つようになる未来を描きたい。そして、モー
ターサイクルがインテリジェントになることで、本
来の価値をより鮮やかに発揮できるデザインが求め
られると考えている。
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　およそ700万年前にさかのぼる人類の誕生以来、
「移動」は人が生きていく上で不可欠だった。最初
は自分の足で、その後は動物や乗り物などの力も借
りて、人はさまざまな形で移動してきた。
　人間が作り出してきた多種多様な移動手段は、今
や私たちの生活に欠かすことのできない存在となっ
ている。乗り物は人の足よりも速く遠くへ、長時間
続けて移動できるだけではない。古くから人は乗り
物の姿に夢を感じ、移動、そして旅へと誘う存在と
してロマンを託してきた。
　その中でもモーターサイクルはひときわ個性的な

独特の存在である＊１。原動機付きの乗り物として
はミニマルな構成で、静止時は自立できず、しかし
走り出せば大きく傾けても倒れない。四輪の自動車
とは異なり、機能部品がカバーされることなく露出
している。乗る人もキャビンの内部に収まるのでは
なく、外の環境にさらされる。ある意味、原始的な
乗り物である。
　こうした特性から、モーターサイクルのデザイン
もまた、四輪自動車とは異なる特有の進化を遂げて
きた。その機能や構造だけでなく、その姿もまた人
がまたがって走り出して初めて完成する。乗る人と
強く結びついた関係から、「車体を操る操縦感」「風
を感じる爽快感」「エンジンの鼓動感」といった価

値がモーターサイクルの乗り手を魅了してきた。こ
れらを人と機械が不可分に結びついた形でつくり上
げるのが、モーターサイクルのデザインである。
　現在、日本を含む先進国ではモーターサイクル離
れが進んでいる。その背景には、自立しないことに
よる危険といった負の側面が大きくクローズアップ
されてきた経緯もある。また近年では、都市部を中
心に公共交通の発達やレンタルなどの手段が整いつ
つある。インターネットの発達などによって、そも
そも人が移動しなくても用が済ませられる場合が増
えている。
　他方、現在の自動車業界では自動運転、コネクテッ
ド、EV化などの技術が急速に進化し、また、社会
全体における乗り物の役割も大きく変化しつつあ
る。その結果、モーターサイクルにも自立の不安定
さなどのネガティブな側面を技術によって解決し、
これまでの延長とは異なる全く新しい価値や体験を
生み出す可能性が生まれている。さらに情報技術、
デジタル通信、サービスデザイン等と結びつくこと
で、人とモーターサイクルの関係が大きく再構築さ
れるだろう。そうなれば、モーターサイクルのデザ
インも必然的に新しいステージへ展開し、デザイン
の価値や役割自体が変わることにもなる。
　ここでは、筆者自身のデザイナーとしての経験を
もとに、モーターサイクルの未来像とそのデザイン
について考えていきたい。四半世紀にわたりモーター
サイクルデザインの現場に携わる一方、筆者はグラ
フィックから生活用品、製造機械から空間までを手
がける総合デザイングループの一員として、常に人
の生活や社会全体の中で、モーターサイクルの占め
る位置とそのデザインを考えることを迫られてきた。
ここに紹介するのは、筆者自身がそうした中から日
頃考えてきたことをまとめ直したものである。

　2-1　二輪車の黎明期
　モーターサイクルの未来を語る前に、その生い立
ちをひもといてみたい。現在のモーターサイクルの
原型となったのは、フランスの発明家ルイ・ギヨー
ム・ペローが1863年に特許を取得し、1873年の
ウィーン万博に出展した蒸気機関を動力とする二輪
車だといわれる。しかし、本格的な実用化につながっ
たのは、現在のダイムラー社の前身によって 1885
年に製造されたガソリンエンジンを動力とする二輪
車だった（Fig. 1）。

　1870 ～ 80年代にかけて実用的なガソリンエンジ
ンの技術が開発されると、モビリティを支える動力
として蒸気機関から主役の座を奪い、自動車の本格
的な歴史が始まる。ガソリンエンジンの実用化と二
輪車への搭載は、ほぼ同じ時期に起きている。少し
前から実用化されていた自転車の基本技術を転用で
きたことが、二輪車の開発をスピードアップする上
で有利に働いた。二輪用のエンジンは小型化・軽量
化の開発が重ねられたが、その技術が後に航空機開
発にも大きな影響を及ぼした。初期の飛行機では、
小型化・軽量化を極めたガソリンエンジンとして、
二輪車エンジンの転用・応用が活発に行われたので
ある。1909年にドーバー海峡横断に成功した航空
機、フランスの「プレリオXI」の三気筒エンジンも、
二輪車のエンジン技術を転用したものだった。
　2-2　日本での二輪車開発
　日本での本格的な二輪車開発が始まるのは、第2
次世界大戦後のことである。戦中に軍用機や軍用車
両を製造していたメーカーは、終戦後になると航空
機や四輪車の製造を禁じられた。その技術者たちの
受け皿となったのが、終戦直後の有望産業として台
頭しつつあったモーターサイクル産業だった。まだ
貧しい国民の日常、あるいはレジャーの足として主
役の乗り物となったモーターサイクルは、四輪ほど
設備投資を必要としないこともあり、一時は国内
で何百社という二輪車メーカーが乱立することと
なった。
　その中で技術を磨き、製品を洗練させる上で大き 
な役割を果たしたのが、1950年代に盛んに行われ
たレース活動だった。弱小メーカーが淘汰されてゆ
く中で、高度な技術を洗練させたホンダ（本田技研
工業）、スズキ、ヤマハ（ヤマハ発動機）、カワサキ（川
崎重工業）の4社が世界市場に広がる力をつけるま
でに成長していった。
　しかし、高度成長とともに本格的モータリゼー
ションが到来し、四輪（乗用）車が広く普及すると、
モーターサイクルはもっぱら趣味の乗り物として扱
われるようになり、販売台数は徐々に低迷していっ
た。その後、1980年代後半にはいわゆる「バイクブー
ム」が訪れるが、ブームと同時に暴走族や交通事故
などの社会問題も大きくなり、モーターサイクル自
体にネガティブな社会的イメージが色濃く付与さ
れ、特に若者をモーターサイクルから遠ざけようと
する「三ない運動」＊2なども起きた。そして、1990
年代前半のバブル崩壊とともに、日本のモーターサ
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イクル市場はさらに縮小へ向かう。
　その後、20年を経た現在、増えているのが女性
ライダーや中高年の「リターンライダー」など新し
い層のモーターサイクル購入者である。「リターン
ライダー」とは若い頃モーターサイクルに乗り、そ
の後仕事が忙しかったり、家族のために乗らなく
なったりしたが、再びモーターサイクルに乗り始め
た人たちを指す。
　こうした趣味用途の他にも、モーターサイクル全
体では配達などの業務用途も根強く、さらに災害救
助などの緊急車両としても機動性が評価され、新た
な注目を浴びている（Fig. 2）。
　2-3　21世紀のモーターサイクル需要
　2018年、ペローがモーターサイクルの原型となっ
た蒸気二輪車を発明してから135年が経つ。世界全
体でのモーターサイクルの生産台数は、2009年に
およそ5千万台に達した。1970年代の1千万台から、
半世紀後を待たずに5倍の規模まで成長したことに
なる（Fig. 3）。次々とモータリゼーションの始ま
る新興国を中心に、市場規模はさらに拡大傾向にあ
り、2020年に向けて1億1千万台規模への成長が見
込まれている。
　新興国でのモーターサイクル需要は、かつての日
本での人気と共通する面もあるが、情報化など環境
の変化により、例えば、いきなり高級車種を購入す
る人が増えるなど、新しい現象も起きている。しか

し、欧米を頂点とする競技レースがモーターサイク
ル人気を下支えし、そのシャワー効果で新興国まで
影響が及ぶという構造は変わらない。レースはサー
キット、オフロード、トライアル、ラリーレイドなど、
多種多様な走行フィールドでプロフェッショナル、
アマチュアの競技が全世界で活発に開催されてい
る。その最高峰であるMotoGPを伝えるテレビおよ
びデジタルコンテンツの視聴者数は、世界中で延べ
50億人を超える３）。

　3-1　デザイン対象としての特殊性
　前述のようにモーターサイクルは、人がまたがっ
て走ることで完成する極めて特殊な乗り物である。

　３．モーターサイクルのデザイン

Fig.1

＊2「三ない運動」は 1970 年代から 80 年代にかけて、高校生
に対して二輪や自動車の「免許を取らせない・買わせない・
運転させない」をスローガンとして日本各地で展開され
た運動。

ダイムラーが開発した、現在のモーターサイクルにつな
がる最初のガソリンエンジン二輪車「リートワーゲン」
（写真提供・ダイムラー社）

Fig.2 消防活動二輪車（通称「赤バイ」）。赤色灯、サイレン、マイ
ク、消火器、バックアップ電源などを装備し、渋滞や山の
中など消防車や救急車が通行困難な場所で機動力を発
揮する。阪神淡路大震災で大活躍した
（写真提供・ヤマハモーターエンジニアリング株式会社）

Fig.3 世界二輪車需要（2016年・ヤマハ発動機調べ）

そのデザインもまた、四輪自動車とも他の乗り物の
デザインとも大きく異なる特性を持つ。
　まずモーターサイクルは自動車や航空機と異な
り、機能部品が露出し、そのまま外観となっている。
自動車であれば、エクステリアデザインとインテリ
アデザインが別々の専門分野として分業化されてい
るが、モーターサイクルにその区別はない。人のま
たがるサドル、ハンドル、ヘッドランプ、エンジン
の空冷フィン、エクゾーストパイプ、ガソリンタン
クなど、すべての部品が外観に露出している。そし
て、デザイナーはそれぞれを機能的かつモノとして
魅力的に、また乗る人の愛着を誘い、走りへの高揚
感をかき立てるものとしてデザインする。
　同じエンジンを積んだ乗り物でも、乗り手である
人間との関係は、自動車とモーターサイクルで大き
く異なる。自動車が馬車の進化形だとすると、モー
ターサイクルは馬にまたがって走る姿の進化形とい
える。自動車では、動力やメカニズムはあくまで人
と別のところにあって操作するものだが、モーター
サイクルでは機械と人が同じ場を共有し、動力と人
が一体となる。それ故の不便、危険、乗り手の熟練
を要するなど、未完性、不完全性が大きな特徴で、
さまざまな形で人間が深く関わらなければ成り立た
ない。それがまた独特の魅力でもある。
　3-2　動き・感覚・気持ちをデザインする
　モーターサイクルは、走っている姿にその本質が
ある。静止していても今にも動き出しそうに見える
絶妙な不安定さ、そこにはアンバランスのバランス
があり、動き出すと、さらに生き生きと輝く表情が
ある。倒れそうなほど深く傾斜してコーナーを曲が
るレースマシン、あるいは凹凸の泥道でジャンプす
るオフロードバイク。デザイナーはそれをモーター
サイクル本来の姿として思い描き、デザインする。
　さらに、デザインするのはモノだけではない。人
と機械が一体となって走り抜ける瞬間の感覚であ
り、そうやって走るときにライダーが感じる一体感、
爽快感、躍動感である。モーターサイクルで走るこ
とが「風になる」と表現されるように、動きを取り
巻く周囲の空気の流れも含めてスピード感をデザイ
ンする。
　モーターサイクルに触れ、またがり、走る人の気
持ちもデザイン対象となる。例えば、中型以上のモー
ターサイクルでスポーツタイプと呼ばれる車種は、
深く前傾した姿勢で走る。レースに出るバイクにも
共通する、アグレッシブに「攻める」姿勢だ。この

姿勢で乗るようにデザインするということは、高速
で俊敏に、正確に走る気持ちを演出することである。
逆にアメリカンタイプと呼ばれるものは、ゆったり
したサドルにやや寄りかかるようにまたがる。この
姿勢で走れば、自然と伸び伸びとした大らかな気持
ちになる。アメリカの広く真っすぐな道を延々と走
り続けるような雄大さを味わわせてくれる体験であ
る。これらは代表的な例の一部だが、それぞれのモ
デルごとに、単に見た目を楽しませるだけでなく、
動作、体験、情緒が一体となった魅力を提供するの
がモーターサイクルのデザインである。密度の高い
情緒的な交歓を生み出すために、デザイナーはユー
ザーの心にシンクロして創造し、デザインというコ
ミュニケーションを通してユーザーと互いに気持ち
を響かせ合う。
　3-3　人に近い乗り物であるからこその「こだわり」
　モーターサイクルに乗ることは、特に現在の先進
国では一種の「こだわりの移動」であるといえる。
現代の都市では、四輪の自動車すらもはや所有する
必要はなく、公共交通の他にUberやLyftをはじめ、
各種のカーシェアリングサービスもあり、移動の足
には事欠かない。
　その中で、個人としてモーターサイクルに乗る人
は決して多数派ではなく、必要よりも趣味として選
ばれる。だからこそ効率や実用性に還元されない、
特化し先鋭化した存在感を失わないともいえる。
　興味深いのは、モーターサイクルが日常の足とし
て活躍している新興国でも、実用性だけではない魅
力と価値が求められるということである。
　現在の世界マーケットの構成比から、デザイン業
務でも新興国向けのモデルをデザインすることは多
い。こうした国ではモーターサイクルが日々の通勤・
通学の足であり、買い物、行商、時には家族を乗せ
ての休日の足にもなる。実際に走る時間でいえば実
用性がほとんどだが、そこで求められるのは、決し
て実用一本槍のデザインではない。
　だから私たちは、「働くオートバイ」をデザイン
するときも、触れたときに気持ちよいカーブ、磨き
たくなるなめらかな曲面を考え、気持ちに訴え、愛
着を育てられるモノとして、また共に走り「風にな
る」ことを考えてデザインする。それは趣味性の高
いモデルでも、ほぼ実用100％のモデルでも同じで
ある。それは機能と感性、モノと動き、人と機械が
一体になって価値を発揮するモーターサイクルとい
うものの本質に関わることなのかもしれない（Fig. 4）。

　4-1　スマートモビリティ
　スマートモビリティとは、車両の高知能化、コネ
クテッド化に伴う車両レベルとモビリティ全般の交
通システムのスマートな最適制御を実現するコンセ
プトを意味する。人々の移動を効率化、最適化する
このコンセプトによって、モビリティ産業のビジネ
スモデルが大きく変わるといわれている。特に自動
車業界ではスマートモビリティへのシフトが今後、
一層加速することは間違いない。
　電気自動車は今後、各国における行政の施策、道
路交通関連法の整備、充電スタンドなどインフラの
整備が進むにつれ、ますます普及が加速するだろう。
電気自動車の浸透とともに、2025年までに欧米と
中国で合わせて4億7千万台のコネクテッドカー４）＊3、
2030年までに8千万台のレベル4以上の自動運転車
が普及すると予測されている５）６）。
　4-2　スマートモビリティ社会におけるモーター

サイクルデザインの未来
　こうしたスマートモビリティ社会への転換の中
で、モーターサイクルもまた、その一部として新た
な進化を遂げる可能性がある（Fig. 5、 Fig. 6）。
　135年前に誕生した原動機付きの二輪車は、これ
まで日常の移動具、働く乗り物、愛される趣味財、
あるいは競技車両として多様な発展を遂げてきた
が、前後二輪で人がまたがって走る車両構成は大き

く変化していなかった。しかし今後、モーターサイ
クルのインテリジェント化やコネクテッド化が実現
し、また交通システム全体が変化することで、モー
ターサイクルのあり方も、誕生以来、初めて大きく
変化する可能性がある。
　モビリティの変化のもう一つの要因として、環境
負荷への配慮がある。電動化やスマート化が直接的 
に環境負荷を軽減するかどうかは議論が残るが、イ
ンテリジェント化とサービスシステムの発達によっ
て、カーシェアリングやパーク&ライド、フレキ
シブルな交通量管理などが実現すれば、渋滞による
大気汚染の軽減やエネルギーの効率的利用につなが
ることは間違いない。モーターサイクルは、自動車
に比べて消費エネルギーも排出ガスも多くはない
が、人に近い乗り物として、よりクリーンで環境負
荷の小さい存在となることが、今後ますます求めら

れる。 
　このようなモビリティの変化の中で、モーターサ
イクルは全く新しい役割を担っていく可能性がある
（Fig. 7）。そこに求められる人との関係、存在のあ
り方に応じて、使い方、そして見た目の印象も、そ
れにふさわしく生まれ変わっていくだろう。以下は
電動車両、コネクテッド、AIなど近未来の技術を
前提に、新しいモーターサイクルのあり方をイメー
ジしたデザインコンセプトである。
【ケース１】エモーショナルビークル
走るエモーションの楽しみとして──リアルと
バーチャル体験をつないで最大限に楽しむモーター
サイクルコンセプト
● バーチャル技術によって、エキサイトメントと
安全安心を同時にもたらす。低速走行でも五感に
受け取る感覚を拡張・強調し、スリルと高揚感を
安全に味わえる。

● ライディングサポート技術として、疑似触覚な
どを用いた身体感覚への働きかけにより、無理な
く自然に運転スキルの上達を支援する。老若男女
誰もが無理なく、バランス感覚や身体性を高めら
れる。

● ライダーとモーターサイクルがさらに一体化し、
身体に直接タイヤを装着するようなバーチャル体
験を表現するデザイン。

【ケース２】ヒューマンアシストビークル
生活のパートナーとして──AIのディープラーニ
ングを活用し、人と共生するトモダチとしてのモー
ターサイクルコンセプト
● 持ち主と1対1の関係を築く、自分だけの乗り物。
オーナーを理解して成長し、寄り添い、懐く、ペッ
トロボットのような存在。

● 乗車移動以外にも、荷物を運ぶ手伝いや道案内、
スケジュール管理などの機能を持つ。

● オーナーの気分に合わせ、触れる部分の温度や
色域が変化し、乗車姿勢がアジャストされるなど、
さりげなく癒やしてくれたり、気分を高揚させて
くれたりする、可変性のあるデザイン。

【ケース３】ヒューマンアシストビークル
非常時・災害救援として──究極の救援車両とし
てあらゆる場所へ行き、人・もの・情報を運べるモー
ターサイクルのコンセプト
● 車体にドローンを組み込み、陸空で連携して情
報を収集・共有する。走行環境や周囲の状況を同
時に上空から撮影・モニタリングが可能。

● モーターサイクルの機動力に自動運転、上空か
らのナビゲーションを組み合わせ、これまで人
の立ち入りが困難だった場所でも活躍が期待で
きる。

● 複数台を連携させた自動走行システムにより、
物資の運搬や広域な情報収集、迅速な人の救助が
可能。

● 過酷な環境での走行や多様な作業に適応でき、
さまざまな装備を装着する展開性のある頑健でシ
ンプル、かつ救助される相手に対してやさしいデ
ザイン。

【ケース４】レゾナンスビークル
アートとして──人の情感に訴えかける「動く彫
刻」としてのモーターサイクルコンセプト

● eコマースの発展と充実から乗り物の価値も変化
する。実際に乗って性能を楽しむこともできるが、
「動くアートオブジェ」として生活環境の一部と
なることで価値を発揮する。

● 走行時の汚れが付着しない、または自然浄化す
る素材／塗装、加工技術により、屋内に持ち込め
る。

● 所有して鑑賞し、手入れするだけでも満足を味
わえるコレクターズアイテムとしての品質と存在
感を表現するデザイン。

【ケース５】アーバンインフラビークル
社会インフラとして──都市景観に溶け込むイン
テリジェントモビリティとしてのモーターサイクル
コンセプト
● タイムシェアリングで個人と企業、または行政

で共同所有する。
● 自動走行時にはロボタクシーや物流システムの
一部としても利用が期待できる。

● パーソナル使用以外のシーンでは、走行時や停
車時にビルボード（広告塔）機能を兼ね備える。

● 非常時には都市や地域のエネルギー貯蔵システ
ムの一部、また通信システムのハブとしての機能
を持つ。

● 合理的でニュートラルな上質感を備えた、都市
景観と調和するデザイン。

　4-3　インテリジェントモーターサイクルの課題
　ここまでインテリジェントモーターサイクルの近
未来デザインコンセプトを描いてきたが、その前途
には幾つもの課題がある。先進国では今後10年以
内に、自動運転車やインテリジェントモビリティが
実現すると見込まれているが、その前提となるのが、
充電スタンドや専用レーンなどのインフラと交通法
規などの整備である。
　特に、新しいルール作りとその浸透は急務だ。歩
行者、自転車、自動車、バスやライトレールといっ
た公共交通など、現在すでに走っているものに加え、
自動運転車やロボットタクシーなどが混ざり合う路
上環境での安全性の確保が大きな課題となる（Fig. 8）。
　技術面では、インテリジェントモビリティの鍵と
なるのがコネクテッド技術である。車間、車路間、
そして、クラウドを介した通信と情報共有によって
さまざまな展開が期待される。安全面では、特に路
上での被視認性が劣るモーターサイクルにとって強
い味方となる可能性がある。その一方、利便性・安
全性と同時にサイバーセキュリティ上の脅威にさら
されるなど、大きな問題も発生することを忘れては
ならない。
　4-4　インテリジェントモーターサイクルのデザ

インとは？
　モビリティ全体におけるスマート化と乗り物のイ
ンテリジェント化は、今後ますます進むことは間違
いない。しかしモーターサイクルにおいて、不便が
便利に、危険が安全に、非合理が合理に変わるだけ
が進化ではないと考えている。
　静止時は自立できず、人がまたがって初めて完成
する不便な乗り物、非合理・未完成が身上のモーター
サイクルは、人との関係性の上に成り立っている。
人に触れる部分とそうでない部分を切り分けて考え
ることができないのがモーターサイクルである。合
理性を追い求める社会の中で、非合理・未分化の魅

力を持ち続けるモーターサイクルは、他の乗り物や
プロダクトにない人間的な魅力に満ちたものであり
続ける。そして、モーターサイクルのデザインもま
た、情緒的な感性と機能性・使い勝手を切り離すこ
とができない。そうした複雑で密接な人間とのつな
がりが、テクノロジーの進化によって整理され、合
理化されるのではなく、ますます人にとって大きな
意味を持つようになる未来を描きたい。そして、モー
ターサイクルがインテリジェントになることで、本
来の価値をより鮮やかに発揮できるデザインが求め
られると考えている。
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　およそ700万年前にさかのぼる人類の誕生以来、
「移動」は人が生きていく上で不可欠だった。最初
は自分の足で、その後は動物や乗り物などの力も借
りて、人はさまざまな形で移動してきた。
　人間が作り出してきた多種多様な移動手段は、今
や私たちの生活に欠かすことのできない存在となっ
ている。乗り物は人の足よりも速く遠くへ、長時間
続けて移動できるだけではない。古くから人は乗り
物の姿に夢を感じ、移動、そして旅へと誘う存在と
してロマンを託してきた。
　その中でもモーターサイクルはひときわ個性的な

独特の存在である＊１。原動機付きの乗り物として
はミニマルな構成で、静止時は自立できず、しかし
走り出せば大きく傾けても倒れない。四輪の自動車
とは異なり、機能部品がカバーされることなく露出
している。乗る人もキャビンの内部に収まるのでは
なく、外の環境にさらされる。ある意味、原始的な
乗り物である。
　こうした特性から、モーターサイクルのデザイン
もまた、四輪自動車とは異なる特有の進化を遂げて
きた。その機能や構造だけでなく、その姿もまた人
がまたがって走り出して初めて完成する。乗る人と
強く結びついた関係から、「車体を操る操縦感」「風
を感じる爽快感」「エンジンの鼓動感」といった価

値がモーターサイクルの乗り手を魅了してきた。こ
れらを人と機械が不可分に結びついた形でつくり上
げるのが、モーターサイクルのデザインである。
　現在、日本を含む先進国ではモーターサイクル離
れが進んでいる。その背景には、自立しないことに
よる危険といった負の側面が大きくクローズアップ
されてきた経緯もある。また近年では、都市部を中
心に公共交通の発達やレンタルなどの手段が整いつ
つある。インターネットの発達などによって、そも
そも人が移動しなくても用が済ませられる場合が増
えている。
　他方、現在の自動車業界では自動運転、コネクテッ
ド、EV化などの技術が急速に進化し、また、社会
全体における乗り物の役割も大きく変化しつつあ
る。その結果、モーターサイクルにも自立の不安定
さなどのネガティブな側面を技術によって解決し、
これまでの延長とは異なる全く新しい価値や体験を
生み出す可能性が生まれている。さらに情報技術、
デジタル通信、サービスデザイン等と結びつくこと
で、人とモーターサイクルの関係が大きく再構築さ
れるだろう。そうなれば、モーターサイクルのデザ
インも必然的に新しいステージへ展開し、デザイン
の価値や役割自体が変わることにもなる。
　ここでは、筆者自身のデザイナーとしての経験を
もとに、モーターサイクルの未来像とそのデザイン
について考えていきたい。四半世紀にわたりモーター
サイクルデザインの現場に携わる一方、筆者はグラ
フィックから生活用品、製造機械から空間までを手
がける総合デザイングループの一員として、常に人
の生活や社会全体の中で、モーターサイクルの占め
る位置とそのデザインを考えることを迫られてきた。
ここに紹介するのは、筆者自身がそうした中から日
頃考えてきたことをまとめ直したものである。

　2-1　二輪車の黎明期
　モーターサイクルの未来を語る前に、その生い立
ちをひもといてみたい。現在のモーターサイクルの
原型となったのは、フランスの発明家ルイ・ギヨー
ム・ペローが1863年に特許を取得し、1873年の
ウィーン万博に出展した蒸気機関を動力とする二輪
車だといわれる。しかし、本格的な実用化につながっ
たのは、現在のダイムラー社の前身によって 1885
年に製造されたガソリンエンジンを動力とする二輪
車だった（Fig. 1）。

　1870 ～ 80年代にかけて実用的なガソリンエンジ
ンの技術が開発されると、モビリティを支える動力
として蒸気機関から主役の座を奪い、自動車の本格
的な歴史が始まる。ガソリンエンジンの実用化と二
輪車への搭載は、ほぼ同じ時期に起きている。少し
前から実用化されていた自転車の基本技術を転用で
きたことが、二輪車の開発をスピードアップする上
で有利に働いた。二輪用のエンジンは小型化・軽量
化の開発が重ねられたが、その技術が後に航空機開
発にも大きな影響を及ぼした。初期の飛行機では、
小型化・軽量化を極めたガソリンエンジンとして、
二輪車エンジンの転用・応用が活発に行われたので
ある。1909年にドーバー海峡横断に成功した航空
機、フランスの「プレリオXI」の三気筒エンジンも、
二輪車のエンジン技術を転用したものだった。
　2-2　日本での二輪車開発
　日本での本格的な二輪車開発が始まるのは、第2
次世界大戦後のことである。戦中に軍用機や軍用車
両を製造していたメーカーは、終戦後になると航空
機や四輪車の製造を禁じられた。その技術者たちの
受け皿となったのが、終戦直後の有望産業として台
頭しつつあったモーターサイクル産業だった。まだ
貧しい国民の日常、あるいはレジャーの足として主
役の乗り物となったモーターサイクルは、四輪ほど
設備投資を必要としないこともあり、一時は国内
で何百社という二輪車メーカーが乱立することと
なった。
　その中で技術を磨き、製品を洗練させる上で大き 
な役割を果たしたのが、1950年代に盛んに行われ
たレース活動だった。弱小メーカーが淘汰されてゆ
く中で、高度な技術を洗練させたホンダ（本田技研
工業）、スズキ、ヤマハ（ヤマハ発動機）、カワサキ（川
崎重工業）の4社が世界市場に広がる力をつけるま
でに成長していった。
　しかし、高度成長とともに本格的モータリゼー
ションが到来し、四輪（乗用）車が広く普及すると、
モーターサイクルはもっぱら趣味の乗り物として扱
われるようになり、販売台数は徐々に低迷していっ
た。その後、1980年代後半にはいわゆる「バイクブー
ム」が訪れるが、ブームと同時に暴走族や交通事故
などの社会問題も大きくなり、モーターサイクル自
体にネガティブな社会的イメージが色濃く付与さ
れ、特に若者をモーターサイクルから遠ざけようと
する「三ない運動」＊2なども起きた。そして、1990
年代前半のバブル崩壊とともに、日本のモーターサ

イクル市場はさらに縮小へ向かう。
　その後、20年を経た現在、増えているのが女性
ライダーや中高年の「リターンライダー」など新し
い層のモーターサイクル購入者である。「リターン
ライダー」とは若い頃モーターサイクルに乗り、そ
の後仕事が忙しかったり、家族のために乗らなく
なったりしたが、再びモーターサイクルに乗り始め
た人たちを指す。
　こうした趣味用途の他にも、モーターサイクル全
体では配達などの業務用途も根強く、さらに災害救
助などの緊急車両としても機動性が評価され、新た
な注目を浴びている（Fig. 2）。
　2-3　21世紀のモーターサイクル需要
　2018年、ペローがモーターサイクルの原型となっ
た蒸気二輪車を発明してから135年が経つ。世界全
体でのモーターサイクルの生産台数は、2009年に
およそ5千万台に達した。1970年代の1千万台から、
半世紀後を待たずに5倍の規模まで成長したことに
なる（Fig. 3）。次々とモータリゼーションの始ま
る新興国を中心に、市場規模はさらに拡大傾向にあ
り、2020年に向けて1億1千万台規模への成長が見
込まれている。
　新興国でのモーターサイクル需要は、かつての日
本での人気と共通する面もあるが、情報化など環境
の変化により、例えば、いきなり高級車種を購入す
る人が増えるなど、新しい現象も起きている。しか

し、欧米を頂点とする競技レースがモーターサイク
ル人気を下支えし、そのシャワー効果で新興国まで
影響が及ぶという構造は変わらない。レースはサー
キット、オフロード、トライアル、ラリーレイドなど、
多種多様な走行フィールドでプロフェッショナル、
アマチュアの競技が全世界で活発に開催されてい
る。その最高峰であるMotoGPを伝えるテレビおよ
びデジタルコンテンツの視聴者数は、世界中で延べ
50億人を超える３）。

　3-1　デザイン対象としての特殊性
　前述のようにモーターサイクルは、人がまたがっ
て走ることで完成する極めて特殊な乗り物である。
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そのデザインもまた、四輪自動車とも他の乗り物の
デザインとも大きく異なる特性を持つ。
　まずモーターサイクルは自動車や航空機と異な
り、機能部品が露出し、そのまま外観となっている。
自動車であれば、エクステリアデザインとインテリ
アデザインが別々の専門分野として分業化されてい
るが、モーターサイクルにその区別はない。人のま
たがるサドル、ハンドル、ヘッドランプ、エンジン
の空冷フィン、エクゾーストパイプ、ガソリンタン
クなど、すべての部品が外観に露出している。そし
て、デザイナーはそれぞれを機能的かつモノとして
魅力的に、また乗る人の愛着を誘い、走りへの高揚
感をかき立てるものとしてデザインする。
　同じエンジンを積んだ乗り物でも、乗り手である
人間との関係は、自動車とモーターサイクルで大き
く異なる。自動車が馬車の進化形だとすると、モー
ターサイクルは馬にまたがって走る姿の進化形とい
える。自動車では、動力やメカニズムはあくまで人
と別のところにあって操作するものだが、モーター
サイクルでは機械と人が同じ場を共有し、動力と人
が一体となる。それ故の不便、危険、乗り手の熟練
を要するなど、未完性、不完全性が大きな特徴で、
さまざまな形で人間が深く関わらなければ成り立た
ない。それがまた独特の魅力でもある。
　3-2　動き・感覚・気持ちをデザインする
　モーターサイクルは、走っている姿にその本質が
ある。静止していても今にも動き出しそうに見える
絶妙な不安定さ、そこにはアンバランスのバランス
があり、動き出すと、さらに生き生きと輝く表情が
ある。倒れそうなほど深く傾斜してコーナーを曲が
るレースマシン、あるいは凹凸の泥道でジャンプす
るオフロードバイク。デザイナーはそれをモーター
サイクル本来の姿として思い描き、デザインする。
　さらに、デザインするのはモノだけではない。人
と機械が一体となって走り抜ける瞬間の感覚であ
り、そうやって走るときにライダーが感じる一体感、
爽快感、躍動感である。モーターサイクルで走るこ
とが「風になる」と表現されるように、動きを取り
巻く周囲の空気の流れも含めてスピード感をデザイ
ンする。
　モーターサイクルに触れ、またがり、走る人の気
持ちもデザイン対象となる。例えば、中型以上のモー
ターサイクルでスポーツタイプと呼ばれる車種は、
深く前傾した姿勢で走る。レースに出るバイクにも
共通する、アグレッシブに「攻める」姿勢だ。この

姿勢で乗るようにデザインするということは、高速
で俊敏に、正確に走る気持ちを演出することである。
逆にアメリカンタイプと呼ばれるものは、ゆったり
したサドルにやや寄りかかるようにまたがる。この
姿勢で走れば、自然と伸び伸びとした大らかな気持
ちになる。アメリカの広く真っすぐな道を延々と走
り続けるような雄大さを味わわせてくれる体験であ
る。これらは代表的な例の一部だが、それぞれのモ
デルごとに、単に見た目を楽しませるだけでなく、
動作、体験、情緒が一体となった魅力を提供するの
がモーターサイクルのデザインである。密度の高い
情緒的な交歓を生み出すために、デザイナーはユー
ザーの心にシンクロして創造し、デザインというコ
ミュニケーションを通してユーザーと互いに気持ち
を響かせ合う。
　3-3　人に近い乗り物であるからこその「こだわり」
　モーターサイクルに乗ることは、特に現在の先進
国では一種の「こだわりの移動」であるといえる。
現代の都市では、四輪の自動車すらもはや所有する
必要はなく、公共交通の他にUberやLyftをはじめ、
各種のカーシェアリングサービスもあり、移動の足
には事欠かない。
　その中で、個人としてモーターサイクルに乗る人
は決して多数派ではなく、必要よりも趣味として選
ばれる。だからこそ効率や実用性に還元されない、
特化し先鋭化した存在感を失わないともいえる。
　興味深いのは、モーターサイクルが日常の足とし
て活躍している新興国でも、実用性だけではない魅
力と価値が求められるということである。
　現在の世界マーケットの構成比から、デザイン業
務でも新興国向けのモデルをデザインすることは多
い。こうした国ではモーターサイクルが日々の通勤・
通学の足であり、買い物、行商、時には家族を乗せ
ての休日の足にもなる。実際に走る時間でいえば実
用性がほとんどだが、そこで求められるのは、決し
て実用一本槍のデザインではない。
　だから私たちは、「働くオートバイ」をデザイン
するときも、触れたときに気持ちよいカーブ、磨き
たくなるなめらかな曲面を考え、気持ちに訴え、愛
着を育てられるモノとして、また共に走り「風にな
る」ことを考えてデザインする。それは趣味性の高
いモデルでも、ほぼ実用100％のモデルでも同じで
ある。それは機能と感性、モノと動き、人と機械が
一体になって価値を発揮するモーターサイクルとい
うものの本質に関わることなのかもしれない（Fig. 4）。

　4-1　スマートモビリティ
　スマートモビリティとは、車両の高知能化、コネ
クテッド化に伴う車両レベルとモビリティ全般の交
通システムのスマートな最適制御を実現するコンセ
プトを意味する。人々の移動を効率化、最適化する
このコンセプトによって、モビリティ産業のビジネ
スモデルが大きく変わるといわれている。特に自動
車業界ではスマートモビリティへのシフトが今後、
一層加速することは間違いない。
　電気自動車は今後、各国における行政の施策、道
路交通関連法の整備、充電スタンドなどインフラの
整備が進むにつれ、ますます普及が加速するだろう。
電気自動車の浸透とともに、2025年までに欧米と
中国で合わせて4億7千万台のコネクテッドカー４）＊3、
2030年までに8千万台のレベル4以上の自動運転車
が普及すると予測されている５）６）。
　4-2　スマートモビリティ社会におけるモーター

サイクルデザインの未来
　こうしたスマートモビリティ社会への転換の中
で、モーターサイクルもまた、その一部として新た
な進化を遂げる可能性がある（Fig. 5、 Fig. 6）。
　135年前に誕生した原動機付きの二輪車は、これ
まで日常の移動具、働く乗り物、愛される趣味財、
あるいは競技車両として多様な発展を遂げてきた
が、前後二輪で人がまたがって走る車両構成は大き

く変化していなかった。しかし今後、モーターサイ
クルのインテリジェント化やコネクテッド化が実現
し、また交通システム全体が変化することで、モー
ターサイクルのあり方も、誕生以来、初めて大きく
変化する可能性がある。
　モビリティの変化のもう一つの要因として、環境
負荷への配慮がある。電動化やスマート化が直接的 
に環境負荷を軽減するかどうかは議論が残るが、イ
ンテリジェント化とサービスシステムの発達によっ
て、カーシェアリングやパーク&ライド、フレキ
シブルな交通量管理などが実現すれば、渋滞による
大気汚染の軽減やエネルギーの効率的利用につなが
ることは間違いない。モーターサイクルは、自動車
に比べて消費エネルギーも排出ガスも多くはない
が、人に近い乗り物として、よりクリーンで環境負
荷の小さい存在となることが、今後ますます求めら

れる。 
　このようなモビリティの変化の中で、モーターサ
イクルは全く新しい役割を担っていく可能性がある
（Fig. 7）。そこに求められる人との関係、存在のあ
り方に応じて、使い方、そして見た目の印象も、そ
れにふさわしく生まれ変わっていくだろう。以下は
電動車両、コネクテッド、AIなど近未来の技術を
前提に、新しいモーターサイクルのあり方をイメー
ジしたデザインコンセプトである。
【ケース１】エモーショナルビークル
走るエモーションの楽しみとして──リアルと
バーチャル体験をつないで最大限に楽しむモーター
サイクルコンセプト
● バーチャル技術によって、エキサイトメントと
安全安心を同時にもたらす。低速走行でも五感に
受け取る感覚を拡張・強調し、スリルと高揚感を
安全に味わえる。

● ライディングサポート技術として、疑似触覚な
どを用いた身体感覚への働きかけにより、無理な
く自然に運転スキルの上達を支援する。老若男女
誰もが無理なく、バランス感覚や身体性を高めら
れる。

● ライダーとモーターサイクルがさらに一体化し、
身体に直接タイヤを装着するようなバーチャル体
験を表現するデザイン。

【ケース２】ヒューマンアシストビークル
生活のパートナーとして──AIのディープラーニ
ングを活用し、人と共生するトモダチとしてのモー
ターサイクルコンセプト
● 持ち主と1対1の関係を築く、自分だけの乗り物。
オーナーを理解して成長し、寄り添い、懐く、ペッ
トロボットのような存在。

● 乗車移動以外にも、荷物を運ぶ手伝いや道案内、
スケジュール管理などの機能を持つ。

● オーナーの気分に合わせ、触れる部分の温度や
色域が変化し、乗車姿勢がアジャストされるなど、
さりげなく癒やしてくれたり、気分を高揚させて
くれたりする、可変性のあるデザイン。

【ケース３】ヒューマンアシストビークル
非常時・災害救援として──究極の救援車両とし
てあらゆる場所へ行き、人・もの・情報を運べるモー
ターサイクルのコンセプト
● 車体にドローンを組み込み、陸空で連携して情
報を収集・共有する。走行環境や周囲の状況を同
時に上空から撮影・モニタリングが可能。

● モーターサイクルの機動力に自動運転、上空か
らのナビゲーションを組み合わせ、これまで人
の立ち入りが困難だった場所でも活躍が期待で
きる。

● 複数台を連携させた自動走行システムにより、
物資の運搬や広域な情報収集、迅速な人の救助が
可能。

● 過酷な環境での走行や多様な作業に適応でき、
さまざまな装備を装着する展開性のある頑健でシ
ンプル、かつ救助される相手に対してやさしいデ
ザイン。

【ケース４】レゾナンスビークル
アートとして──人の情感に訴えかける「動く彫
刻」としてのモーターサイクルコンセプト

● eコマースの発展と充実から乗り物の価値も変化
する。実際に乗って性能を楽しむこともできるが、
「動くアートオブジェ」として生活環境の一部と
なることで価値を発揮する。

● 走行時の汚れが付着しない、または自然浄化す
る素材／塗装、加工技術により、屋内に持ち込め
る。

● 所有して鑑賞し、手入れするだけでも満足を味
わえるコレクターズアイテムとしての品質と存在
感を表現するデザイン。

【ケース５】アーバンインフラビークル
社会インフラとして──都市景観に溶け込むイン
テリジェントモビリティとしてのモーターサイクル
コンセプト
● タイムシェアリングで個人と企業、または行政

で共同所有する。
● 自動走行時にはロボタクシーや物流システムの
一部としても利用が期待できる。

● パーソナル使用以外のシーンでは、走行時や停
車時にビルボード（広告塔）機能を兼ね備える。

● 非常時には都市や地域のエネルギー貯蔵システ
ムの一部、また通信システムのハブとしての機能
を持つ。

● 合理的でニュートラルな上質感を備えた、都市
景観と調和するデザイン。

　4-3　インテリジェントモーターサイクルの課題
　ここまでインテリジェントモーターサイクルの近
未来デザインコンセプトを描いてきたが、その前途
には幾つもの課題がある。先進国では今後10年以
内に、自動運転車やインテリジェントモビリティが
実現すると見込まれているが、その前提となるのが、
充電スタンドや専用レーンなどのインフラと交通法
規などの整備である。
　特に、新しいルール作りとその浸透は急務だ。歩
行者、自転車、自動車、バスやライトレールといっ
た公共交通など、現在すでに走っているものに加え、
自動運転車やロボットタクシーなどが混ざり合う路
上環境での安全性の確保が大きな課題となる（Fig. 8）。
　技術面では、インテリジェントモビリティの鍵と
なるのがコネクテッド技術である。車間、車路間、
そして、クラウドを介した通信と情報共有によって
さまざまな展開が期待される。安全面では、特に路
上での被視認性が劣るモーターサイクルにとって強
い味方となる可能性がある。その一方、利便性・安
全性と同時にサイバーセキュリティ上の脅威にさら
されるなど、大きな問題も発生することを忘れては
ならない。
　4-4　インテリジェントモーターサイクルのデザ

インとは？
　モビリティ全体におけるスマート化と乗り物のイ
ンテリジェント化は、今後ますます進むことは間違
いない。しかしモーターサイクルにおいて、不便が
便利に、危険が安全に、非合理が合理に変わるだけ
が進化ではないと考えている。
　静止時は自立できず、人がまたがって初めて完成
する不便な乗り物、非合理・未完成が身上のモーター
サイクルは、人との関係性の上に成り立っている。
人に触れる部分とそうでない部分を切り分けて考え
ることができないのがモーターサイクルである。合
理性を追い求める社会の中で、非合理・未分化の魅

力を持ち続けるモーターサイクルは、他の乗り物や
プロダクトにない人間的な魅力に満ちたものであり
続ける。そして、モーターサイクルのデザインもま
た、情緒的な感性と機能性・使い勝手を切り離すこ
とができない。そうした複雑で密接な人間とのつな
がりが、テクノロジーの進化によって整理され、合
理化されるのではなく、ますます人にとって大きな
意味を持つようになる未来を描きたい。そして、モー
ターサイクルがインテリジェントになることで、本
来の価値をより鮮やかに発揮できるデザインが求め
られると考えている。
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　およそ700万年前にさかのぼる人類の誕生以来、
「移動」は人が生きていく上で不可欠だった。最初
は自分の足で、その後は動物や乗り物などの力も借
りて、人はさまざまな形で移動してきた。
　人間が作り出してきた多種多様な移動手段は、今
や私たちの生活に欠かすことのできない存在となっ
ている。乗り物は人の足よりも速く遠くへ、長時間
続けて移動できるだけではない。古くから人は乗り
物の姿に夢を感じ、移動、そして旅へと誘う存在と
してロマンを託してきた。
　その中でもモーターサイクルはひときわ個性的な

独特の存在である＊１。原動機付きの乗り物として
はミニマルな構成で、静止時は自立できず、しかし
走り出せば大きく傾けても倒れない。四輪の自動車
とは異なり、機能部品がカバーされることなく露出
している。乗る人もキャビンの内部に収まるのでは
なく、外の環境にさらされる。ある意味、原始的な
乗り物である。
　こうした特性から、モーターサイクルのデザイン
もまた、四輪自動車とは異なる特有の進化を遂げて
きた。その機能や構造だけでなく、その姿もまた人
がまたがって走り出して初めて完成する。乗る人と
強く結びついた関係から、「車体を操る操縦感」「風
を感じる爽快感」「エンジンの鼓動感」といった価

値がモーターサイクルの乗り手を魅了してきた。こ
れらを人と機械が不可分に結びついた形でつくり上
げるのが、モーターサイクルのデザインである。
　現在、日本を含む先進国ではモーターサイクル離
れが進んでいる。その背景には、自立しないことに
よる危険といった負の側面が大きくクローズアップ
されてきた経緯もある。また近年では、都市部を中
心に公共交通の発達やレンタルなどの手段が整いつ
つある。インターネットの発達などによって、そも
そも人が移動しなくても用が済ませられる場合が増
えている。
　他方、現在の自動車業界では自動運転、コネクテッ
ド、EV化などの技術が急速に進化し、また、社会
全体における乗り物の役割も大きく変化しつつあ
る。その結果、モーターサイクルにも自立の不安定
さなどのネガティブな側面を技術によって解決し、
これまでの延長とは異なる全く新しい価値や体験を
生み出す可能性が生まれている。さらに情報技術、
デジタル通信、サービスデザイン等と結びつくこと
で、人とモーターサイクルの関係が大きく再構築さ
れるだろう。そうなれば、モーターサイクルのデザ
インも必然的に新しいステージへ展開し、デザイン
の価値や役割自体が変わることにもなる。
　ここでは、筆者自身のデザイナーとしての経験を
もとに、モーターサイクルの未来像とそのデザイン
について考えていきたい。四半世紀にわたりモーター
サイクルデザインの現場に携わる一方、筆者はグラ
フィックから生活用品、製造機械から空間までを手
がける総合デザイングループの一員として、常に人
の生活や社会全体の中で、モーターサイクルの占め
る位置とそのデザインを考えることを迫られてきた。
ここに紹介するのは、筆者自身がそうした中から日
頃考えてきたことをまとめ直したものである。

　2-1　二輪車の黎明期
　モーターサイクルの未来を語る前に、その生い立
ちをひもといてみたい。現在のモーターサイクルの
原型となったのは、フランスの発明家ルイ・ギヨー
ム・ペローが1863年に特許を取得し、1873年の
ウィーン万博に出展した蒸気機関を動力とする二輪
車だといわれる。しかし、本格的な実用化につながっ
たのは、現在のダイムラー社の前身によって 1885
年に製造されたガソリンエンジンを動力とする二輪
車だった（Fig. 1）。

　1870 ～ 80年代にかけて実用的なガソリンエンジ
ンの技術が開発されると、モビリティを支える動力
として蒸気機関から主役の座を奪い、自動車の本格
的な歴史が始まる。ガソリンエンジンの実用化と二
輪車への搭載は、ほぼ同じ時期に起きている。少し
前から実用化されていた自転車の基本技術を転用で
きたことが、二輪車の開発をスピードアップする上
で有利に働いた。二輪用のエンジンは小型化・軽量
化の開発が重ねられたが、その技術が後に航空機開
発にも大きな影響を及ぼした。初期の飛行機では、
小型化・軽量化を極めたガソリンエンジンとして、
二輪車エンジンの転用・応用が活発に行われたので
ある。1909年にドーバー海峡横断に成功した航空
機、フランスの「プレリオXI」の三気筒エンジンも、
二輪車のエンジン技術を転用したものだった。
　2-2　日本での二輪車開発
　日本での本格的な二輪車開発が始まるのは、第2
次世界大戦後のことである。戦中に軍用機や軍用車
両を製造していたメーカーは、終戦後になると航空
機や四輪車の製造を禁じられた。その技術者たちの
受け皿となったのが、終戦直後の有望産業として台
頭しつつあったモーターサイクル産業だった。まだ
貧しい国民の日常、あるいはレジャーの足として主
役の乗り物となったモーターサイクルは、四輪ほど
設備投資を必要としないこともあり、一時は国内
で何百社という二輪車メーカーが乱立することと
なった。
　その中で技術を磨き、製品を洗練させる上で大き 
な役割を果たしたのが、1950年代に盛んに行われ
たレース活動だった。弱小メーカーが淘汰されてゆ
く中で、高度な技術を洗練させたホンダ（本田技研
工業）、スズキ、ヤマハ（ヤマハ発動機）、カワサキ（川
崎重工業）の4社が世界市場に広がる力をつけるま
でに成長していった。
　しかし、高度成長とともに本格的モータリゼー
ションが到来し、四輪（乗用）車が広く普及すると、
モーターサイクルはもっぱら趣味の乗り物として扱
われるようになり、販売台数は徐々に低迷していっ
た。その後、1980年代後半にはいわゆる「バイクブー
ム」が訪れるが、ブームと同時に暴走族や交通事故
などの社会問題も大きくなり、モーターサイクル自
体にネガティブな社会的イメージが色濃く付与さ
れ、特に若者をモーターサイクルから遠ざけようと
する「三ない運動」＊2なども起きた。そして、1990
年代前半のバブル崩壊とともに、日本のモーターサ

イクル市場はさらに縮小へ向かう。
　その後、20年を経た現在、増えているのが女性
ライダーや中高年の「リターンライダー」など新し
い層のモーターサイクル購入者である。「リターン
ライダー」とは若い頃モーターサイクルに乗り、そ
の後仕事が忙しかったり、家族のために乗らなく
なったりしたが、再びモーターサイクルに乗り始め
た人たちを指す。
　こうした趣味用途の他にも、モーターサイクル全
体では配達などの業務用途も根強く、さらに災害救
助などの緊急車両としても機動性が評価され、新た
な注目を浴びている（Fig. 2）。
　2-3　21世紀のモーターサイクル需要
　2018年、ペローがモーターサイクルの原型となっ
た蒸気二輪車を発明してから135年が経つ。世界全
体でのモーターサイクルの生産台数は、2009年に
およそ5千万台に達した。1970年代の1千万台から、
半世紀後を待たずに5倍の規模まで成長したことに
なる（Fig. 3）。次々とモータリゼーションの始ま
る新興国を中心に、市場規模はさらに拡大傾向にあ
り、2020年に向けて1億1千万台規模への成長が見
込まれている。
　新興国でのモーターサイクル需要は、かつての日
本での人気と共通する面もあるが、情報化など環境
の変化により、例えば、いきなり高級車種を購入す
る人が増えるなど、新しい現象も起きている。しか

し、欧米を頂点とする競技レースがモーターサイク
ル人気を下支えし、そのシャワー効果で新興国まで
影響が及ぶという構造は変わらない。レースはサー
キット、オフロード、トライアル、ラリーレイドなど、
多種多様な走行フィールドでプロフェッショナル、
アマチュアの競技が全世界で活発に開催されてい
る。その最高峰であるMotoGPを伝えるテレビおよ
びデジタルコンテンツの視聴者数は、世界中で延べ
50億人を超える３）。

　3-1　デザイン対象としての特殊性
　前述のようにモーターサイクルは、人がまたがっ
て走ることで完成する極めて特殊な乗り物である。

そのデザインもまた、四輪自動車とも他の乗り物の
デザインとも大きく異なる特性を持つ。
　まずモーターサイクルは自動車や航空機と異な
り、機能部品が露出し、そのまま外観となっている。
自動車であれば、エクステリアデザインとインテリ
アデザインが別々の専門分野として分業化されてい
るが、モーターサイクルにその区別はない。人のま
たがるサドル、ハンドル、ヘッドランプ、エンジン
の空冷フィン、エクゾーストパイプ、ガソリンタン
クなど、すべての部品が外観に露出している。そし
て、デザイナーはそれぞれを機能的かつモノとして
魅力的に、また乗る人の愛着を誘い、走りへの高揚
感をかき立てるものとしてデザインする。
　同じエンジンを積んだ乗り物でも、乗り手である
人間との関係は、自動車とモーターサイクルで大き
く異なる。自動車が馬車の進化形だとすると、モー
ターサイクルは馬にまたがって走る姿の進化形とい
える。自動車では、動力やメカニズムはあくまで人
と別のところにあって操作するものだが、モーター
サイクルでは機械と人が同じ場を共有し、動力と人
が一体となる。それ故の不便、危険、乗り手の熟練
を要するなど、未完性、不完全性が大きな特徴で、
さまざまな形で人間が深く関わらなければ成り立た
ない。それがまた独特の魅力でもある。
　3-2　動き・感覚・気持ちをデザインする
　モーターサイクルは、走っている姿にその本質が
ある。静止していても今にも動き出しそうに見える
絶妙な不安定さ、そこにはアンバランスのバランス
があり、動き出すと、さらに生き生きと輝く表情が
ある。倒れそうなほど深く傾斜してコーナーを曲が
るレースマシン、あるいは凹凸の泥道でジャンプす
るオフロードバイク。デザイナーはそれをモーター
サイクル本来の姿として思い描き、デザインする。
　さらに、デザインするのはモノだけではない。人
と機械が一体となって走り抜ける瞬間の感覚であ
り、そうやって走るときにライダーが感じる一体感、
爽快感、躍動感である。モーターサイクルで走るこ
とが「風になる」と表現されるように、動きを取り
巻く周囲の空気の流れも含めてスピード感をデザイ
ンする。
　モーターサイクルに触れ、またがり、走る人の気
持ちもデザイン対象となる。例えば、中型以上のモー
ターサイクルでスポーツタイプと呼ばれる車種は、
深く前傾した姿勢で走る。レースに出るバイクにも
共通する、アグレッシブに「攻める」姿勢だ。この

姿勢で乗るようにデザインするということは、高速
で俊敏に、正確に走る気持ちを演出することである。
逆にアメリカンタイプと呼ばれるものは、ゆったり
したサドルにやや寄りかかるようにまたがる。この
姿勢で走れば、自然と伸び伸びとした大らかな気持
ちになる。アメリカの広く真っすぐな道を延々と走
り続けるような雄大さを味わわせてくれる体験であ
る。これらは代表的な例の一部だが、それぞれのモ
デルごとに、単に見た目を楽しませるだけでなく、
動作、体験、情緒が一体となった魅力を提供するの
がモーターサイクルのデザインである。密度の高い
情緒的な交歓を生み出すために、デザイナーはユー
ザーの心にシンクロして創造し、デザインというコ
ミュニケーションを通してユーザーと互いに気持ち
を響かせ合う。
　3-3　人に近い乗り物であるからこその「こだわり」
　モーターサイクルに乗ることは、特に現在の先進
国では一種の「こだわりの移動」であるといえる。
現代の都市では、四輪の自動車すらもはや所有する
必要はなく、公共交通の他にUberやLyftをはじめ、
各種のカーシェアリングサービスもあり、移動の足
には事欠かない。
　その中で、個人としてモーターサイクルに乗る人
は決して多数派ではなく、必要よりも趣味として選
ばれる。だからこそ効率や実用性に還元されない、
特化し先鋭化した存在感を失わないともいえる。
　興味深いのは、モーターサイクルが日常の足とし
て活躍している新興国でも、実用性だけではない魅
力と価値が求められるということである。
　現在の世界マーケットの構成比から、デザイン業
務でも新興国向けのモデルをデザインすることは多
い。こうした国ではモーターサイクルが日々の通勤・
通学の足であり、買い物、行商、時には家族を乗せ
ての休日の足にもなる。実際に走る時間でいえば実
用性がほとんどだが、そこで求められるのは、決し
て実用一本槍のデザインではない。
　だから私たちは、「働くオートバイ」をデザイン
するときも、触れたときに気持ちよいカーブ、磨き
たくなるなめらかな曲面を考え、気持ちに訴え、愛
着を育てられるモノとして、また共に走り「風にな
る」ことを考えてデザインする。それは趣味性の高
いモデルでも、ほぼ実用100％のモデルでも同じで
ある。それは機能と感性、モノと動き、人と機械が
一体になって価値を発揮するモーターサイクルとい
うものの本質に関わることなのかもしれない（Fig. 4）。
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インテリジェントなモーターサイクルの未来とそのデザイン

　4-1　スマートモビリティ
　スマートモビリティとは、車両の高知能化、コネ
クテッド化に伴う車両レベルとモビリティ全般の交
通システムのスマートな最適制御を実現するコンセ
プトを意味する。人々の移動を効率化、最適化する
このコンセプトによって、モビリティ産業のビジネ
スモデルが大きく変わるといわれている。特に自動
車業界ではスマートモビリティへのシフトが今後、
一層加速することは間違いない。
　電気自動車は今後、各国における行政の施策、道
路交通関連法の整備、充電スタンドなどインフラの
整備が進むにつれ、ますます普及が加速するだろう。
電気自動車の浸透とともに、2025年までに欧米と
中国で合わせて4億7千万台のコネクテッドカー４）＊3、
2030年までに8千万台のレベル4以上の自動運転車
が普及すると予測されている５）６）。
　4-2　スマートモビリティ社会におけるモーター

サイクルデザインの未来
　こうしたスマートモビリティ社会への転換の中
で、モーターサイクルもまた、その一部として新た
な進化を遂げる可能性がある（Fig. 5、 Fig. 6）。
　135年前に誕生した原動機付きの二輪車は、これ
まで日常の移動具、働く乗り物、愛される趣味財、
あるいは競技車両として多様な発展を遂げてきた
が、前後二輪で人がまたがって走る車両構成は大き

く変化していなかった。しかし今後、モーターサイ
クルのインテリジェント化やコネクテッド化が実現
し、また交通システム全体が変化することで、モー
ターサイクルのあり方も、誕生以来、初めて大きく
変化する可能性がある。
　モビリティの変化のもう一つの要因として、環境
負荷への配慮がある。電動化やスマート化が直接的 
に環境負荷を軽減するかどうかは議論が残るが、イ
ンテリジェント化とサービスシステムの発達によっ
て、カーシェアリングやパーク&ライド、フレキ
シブルな交通量管理などが実現すれば、渋滞による
大気汚染の軽減やエネルギーの効率的利用につなが
ることは間違いない。モーターサイクルは、自動車
に比べて消費エネルギーも排出ガスも多くはない
が、人に近い乗り物として、よりクリーンで環境負
荷の小さい存在となることが、今後ますます求めら

　４．スマートモビリティとしてのモーターサイクル

Fig.4 「機械じかけのイヴ EVE MACHINA」。GKダイナミッ
クスが1988年に開催した「人機魂源」展のイメージオ
ブジェ。モーターサイクルの美意識と技術の未来を受
けとめる造形と乗り手の魂の感動を、マン・マシンを
テーマに表現した（写真撮影・帆足侊兀氏）

Fig.5 自立バランス機能を搭載した倒れないコンセプトモー
ターサイクル「MOTOROID」。2017年東京モーター
ショーに出展された。AIで人の顔や動作を認識し、オー
ナーのもとへ近づいてくる
（写真提供・ヤマハ発動機株式会社）

Fig.6 BMWの創立100周年に発表されたコンセプトモデル
「Motorrad Vision Next 100」。停止中の自立機能、変形
して操舵する車体構造、電動ゼロエミッション、ヘル
メット不要の事故回避機能などを搭載した10年後の
モーターサイクル
（写真提供・ビー・エム・ダブリュー株式会社）

＊3 コネクテッドカーは ICT 端末としての機能を有する自動
車。センサーにより車両や道路の状況を取得し、ネットワー
クを介して集積・分析できる。事故の通報、走行実績の記録、
盗難時の自動追跡などの技術が実現化しつつある。

れる。 
　このようなモビリティの変化の中で、モーターサ
イクルは全く新しい役割を担っていく可能性がある
（Fig. 7）。そこに求められる人との関係、存在のあ
り方に応じて、使い方、そして見た目の印象も、そ
れにふさわしく生まれ変わっていくだろう。以下は
電動車両、コネクテッド、AIなど近未来の技術を
前提に、新しいモーターサイクルのあり方をイメー
ジしたデザインコンセプトである。
【ケース１】エモーショナルビークル
走るエモーションの楽しみとして──リアルと
バーチャル体験をつないで最大限に楽しむモーター
サイクルコンセプト
● バーチャル技術によって、エキサイトメントと
安全安心を同時にもたらす。低速走行でも五感に
受け取る感覚を拡張・強調し、スリルと高揚感を
安全に味わえる。

● ライディングサポート技術として、疑似触覚な
どを用いた身体感覚への働きかけにより、無理な
く自然に運転スキルの上達を支援する。老若男女
誰もが無理なく、バランス感覚や身体性を高めら
れる。

● ライダーとモーターサイクルがさらに一体化し、
身体に直接タイヤを装着するようなバーチャル体
験を表現するデザイン。

【ケース２】ヒューマンアシストビークル
生活のパートナーとして──AIのディープラーニ
ングを活用し、人と共生するトモダチとしてのモー
ターサイクルコンセプト
● 持ち主と1対1の関係を築く、自分だけの乗り物。
オーナーを理解して成長し、寄り添い、懐く、ペッ
トロボットのような存在。

● 乗車移動以外にも、荷物を運ぶ手伝いや道案内、
スケジュール管理などの機能を持つ。

● オーナーの気分に合わせ、触れる部分の温度や
色域が変化し、乗車姿勢がアジャストされるなど、
さりげなく癒やしてくれたり、気分を高揚させて
くれたりする、可変性のあるデザイン。

【ケース３】ヒューマンアシストビークル
非常時・災害救援として──究極の救援車両とし
てあらゆる場所へ行き、人・もの・情報を運べるモー
ターサイクルのコンセプト
● 車体にドローンを組み込み、陸空で連携して情
報を収集・共有する。走行環境や周囲の状況を同
時に上空から撮影・モニタリングが可能。

● モーターサイクルの機動力に自動運転、上空か
らのナビゲーションを組み合わせ、これまで人
の立ち入りが困難だった場所でも活躍が期待で
きる。

● 複数台を連携させた自動走行システムにより、
物資の運搬や広域な情報収集、迅速な人の救助が
可能。

● 過酷な環境での走行や多様な作業に適応でき、
さまざまな装備を装着する展開性のある頑健でシ
ンプル、かつ救助される相手に対してやさしいデ
ザイン。

【ケース４】レゾナンスビークル
アートとして──人の情感に訴えかける「動く彫
刻」としてのモーターサイクルコンセプト

● eコマースの発展と充実から乗り物の価値も変化
する。実際に乗って性能を楽しむこともできるが、
「動くアートオブジェ」として生活環境の一部と
なることで価値を発揮する。

● 走行時の汚れが付着しない、または自然浄化す
る素材／塗装、加工技術により、屋内に持ち込め
る。

● 所有して鑑賞し、手入れするだけでも満足を味
わえるコレクターズアイテムとしての品質と存在
感を表現するデザイン。

【ケース５】アーバンインフラビークル
社会インフラとして──都市景観に溶け込むイン
テリジェントモビリティとしてのモーターサイクル
コンセプト
● タイムシェアリングで個人と企業、または行政

で共同所有する。
● 自動走行時にはロボタクシーや物流システムの
一部としても利用が期待できる。

● パーソナル使用以外のシーンでは、走行時や停
車時にビルボード（広告塔）機能を兼ね備える。

● 非常時には都市や地域のエネルギー貯蔵システ
ムの一部、また通信システムのハブとしての機能
を持つ。

● 合理的でニュートラルな上質感を備えた、都市
景観と調和するデザイン。

　4-3　インテリジェントモーターサイクルの課題
　ここまでインテリジェントモーターサイクルの近
未来デザインコンセプトを描いてきたが、その前途
には幾つもの課題がある。先進国では今後10年以
内に、自動運転車やインテリジェントモビリティが
実現すると見込まれているが、その前提となるのが、
充電スタンドや専用レーンなどのインフラと交通法
規などの整備である。
　特に、新しいルール作りとその浸透は急務だ。歩
行者、自転車、自動車、バスやライトレールといっ
た公共交通など、現在すでに走っているものに加え、
自動運転車やロボットタクシーなどが混ざり合う路
上環境での安全性の確保が大きな課題となる（Fig. 8）。
　技術面では、インテリジェントモビリティの鍵と
なるのがコネクテッド技術である。車間、車路間、
そして、クラウドを介した通信と情報共有によって
さまざまな展開が期待される。安全面では、特に路
上での被視認性が劣るモーターサイクルにとって強
い味方となる可能性がある。その一方、利便性・安
全性と同時にサイバーセキュリティ上の脅威にさら
されるなど、大きな問題も発生することを忘れては
ならない。
　4-4　インテリジェントモーターサイクルのデザ

インとは？
　モビリティ全体におけるスマート化と乗り物のイ
ンテリジェント化は、今後ますます進むことは間違
いない。しかしモーターサイクルにおいて、不便が
便利に、危険が安全に、非合理が合理に変わるだけ
が進化ではないと考えている。
　静止時は自立できず、人がまたがって初めて完成
する不便な乗り物、非合理・未完成が身上のモーター
サイクルは、人との関係性の上に成り立っている。
人に触れる部分とそうでない部分を切り分けて考え
ることができないのがモーターサイクルである。合
理性を追い求める社会の中で、非合理・未分化の魅

力を持ち続けるモーターサイクルは、他の乗り物や
プロダクトにない人間的な魅力に満ちたものであり
続ける。そして、モーターサイクルのデザインもま
た、情緒的な感性と機能性・使い勝手を切り離すこ
とができない。そうした複雑で密接な人間とのつな
がりが、テクノロジーの進化によって整理され、合
理化されるのではなく、ますます人にとって大きな
意味を持つようになる未来を描きたい。そして、モー
ターサイクルがインテリジェントになることで、本
来の価値をより鮮やかに発揮できるデザインが求め
られると考えている。
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　およそ700万年前にさかのぼる人類の誕生以来、
「移動」は人が生きていく上で不可欠だった。最初
は自分の足で、その後は動物や乗り物などの力も借
りて、人はさまざまな形で移動してきた。
　人間が作り出してきた多種多様な移動手段は、今
や私たちの生活に欠かすことのできない存在となっ
ている。乗り物は人の足よりも速く遠くへ、長時間
続けて移動できるだけではない。古くから人は乗り
物の姿に夢を感じ、移動、そして旅へと誘う存在と
してロマンを託してきた。
　その中でもモーターサイクルはひときわ個性的な

独特の存在である＊１。原動機付きの乗り物として
はミニマルな構成で、静止時は自立できず、しかし
走り出せば大きく傾けても倒れない。四輪の自動車
とは異なり、機能部品がカバーされることなく露出
している。乗る人もキャビンの内部に収まるのでは
なく、外の環境にさらされる。ある意味、原始的な
乗り物である。
　こうした特性から、モーターサイクルのデザイン
もまた、四輪自動車とは異なる特有の進化を遂げて
きた。その機能や構造だけでなく、その姿もまた人
がまたがって走り出して初めて完成する。乗る人と
強く結びついた関係から、「車体を操る操縦感」「風
を感じる爽快感」「エンジンの鼓動感」といった価

値がモーターサイクルの乗り手を魅了してきた。こ
れらを人と機械が不可分に結びついた形でつくり上
げるのが、モーターサイクルのデザインである。
　現在、日本を含む先進国ではモーターサイクル離
れが進んでいる。その背景には、自立しないことに
よる危険といった負の側面が大きくクローズアップ
されてきた経緯もある。また近年では、都市部を中
心に公共交通の発達やレンタルなどの手段が整いつ
つある。インターネットの発達などによって、そも
そも人が移動しなくても用が済ませられる場合が増
えている。
　他方、現在の自動車業界では自動運転、コネクテッ
ド、EV化などの技術が急速に進化し、また、社会
全体における乗り物の役割も大きく変化しつつあ
る。その結果、モーターサイクルにも自立の不安定
さなどのネガティブな側面を技術によって解決し、
これまでの延長とは異なる全く新しい価値や体験を
生み出す可能性が生まれている。さらに情報技術、
デジタル通信、サービスデザイン等と結びつくこと
で、人とモーターサイクルの関係が大きく再構築さ
れるだろう。そうなれば、モーターサイクルのデザ
インも必然的に新しいステージへ展開し、デザイン
の価値や役割自体が変わることにもなる。
　ここでは、筆者自身のデザイナーとしての経験を
もとに、モーターサイクルの未来像とそのデザイン
について考えていきたい。四半世紀にわたりモーター
サイクルデザインの現場に携わる一方、筆者はグラ
フィックから生活用品、製造機械から空間までを手
がける総合デザイングループの一員として、常に人
の生活や社会全体の中で、モーターサイクルの占め
る位置とそのデザインを考えることを迫られてきた。
ここに紹介するのは、筆者自身がそうした中から日
頃考えてきたことをまとめ直したものである。

　2-1　二輪車の黎明期
　モーターサイクルの未来を語る前に、その生い立
ちをひもといてみたい。現在のモーターサイクルの
原型となったのは、フランスの発明家ルイ・ギヨー
ム・ペローが1863年に特許を取得し、1873年の
ウィーン万博に出展した蒸気機関を動力とする二輪
車だといわれる。しかし、本格的な実用化につながっ
たのは、現在のダイムラー社の前身によって 1885
年に製造されたガソリンエンジンを動力とする二輪
車だった（Fig. 1）。

　1870 ～ 80年代にかけて実用的なガソリンエンジ
ンの技術が開発されると、モビリティを支える動力
として蒸気機関から主役の座を奪い、自動車の本格
的な歴史が始まる。ガソリンエンジンの実用化と二
輪車への搭載は、ほぼ同じ時期に起きている。少し
前から実用化されていた自転車の基本技術を転用で
きたことが、二輪車の開発をスピードアップする上
で有利に働いた。二輪用のエンジンは小型化・軽量
化の開発が重ねられたが、その技術が後に航空機開
発にも大きな影響を及ぼした。初期の飛行機では、
小型化・軽量化を極めたガソリンエンジンとして、
二輪車エンジンの転用・応用が活発に行われたので
ある。1909年にドーバー海峡横断に成功した航空
機、フランスの「プレリオXI」の三気筒エンジンも、
二輪車のエンジン技術を転用したものだった。
　2-2　日本での二輪車開発
　日本での本格的な二輪車開発が始まるのは、第2
次世界大戦後のことである。戦中に軍用機や軍用車
両を製造していたメーカーは、終戦後になると航空
機や四輪車の製造を禁じられた。その技術者たちの
受け皿となったのが、終戦直後の有望産業として台
頭しつつあったモーターサイクル産業だった。まだ
貧しい国民の日常、あるいはレジャーの足として主
役の乗り物となったモーターサイクルは、四輪ほど
設備投資を必要としないこともあり、一時は国内
で何百社という二輪車メーカーが乱立することと
なった。
　その中で技術を磨き、製品を洗練させる上で大き 
な役割を果たしたのが、1950年代に盛んに行われ
たレース活動だった。弱小メーカーが淘汰されてゆ
く中で、高度な技術を洗練させたホンダ（本田技研
工業）、スズキ、ヤマハ（ヤマハ発動機）、カワサキ（川
崎重工業）の4社が世界市場に広がる力をつけるま
でに成長していった。
　しかし、高度成長とともに本格的モータリゼー
ションが到来し、四輪（乗用）車が広く普及すると、
モーターサイクルはもっぱら趣味の乗り物として扱
われるようになり、販売台数は徐々に低迷していっ
た。その後、1980年代後半にはいわゆる「バイクブー
ム」が訪れるが、ブームと同時に暴走族や交通事故
などの社会問題も大きくなり、モーターサイクル自
体にネガティブな社会的イメージが色濃く付与さ
れ、特に若者をモーターサイクルから遠ざけようと
する「三ない運動」＊2なども起きた。そして、1990
年代前半のバブル崩壊とともに、日本のモーターサ

イクル市場はさらに縮小へ向かう。
　その後、20年を経た現在、増えているのが女性
ライダーや中高年の「リターンライダー」など新し
い層のモーターサイクル購入者である。「リターン
ライダー」とは若い頃モーターサイクルに乗り、そ
の後仕事が忙しかったり、家族のために乗らなく
なったりしたが、再びモーターサイクルに乗り始め
た人たちを指す。
　こうした趣味用途の他にも、モーターサイクル全
体では配達などの業務用途も根強く、さらに災害救
助などの緊急車両としても機動性が評価され、新た
な注目を浴びている（Fig. 2）。
　2-3　21世紀のモーターサイクル需要
　2018年、ペローがモーターサイクルの原型となっ
た蒸気二輪車を発明してから135年が経つ。世界全
体でのモーターサイクルの生産台数は、2009年に
およそ5千万台に達した。1970年代の1千万台から、
半世紀後を待たずに5倍の規模まで成長したことに
なる（Fig. 3）。次々とモータリゼーションの始ま
る新興国を中心に、市場規模はさらに拡大傾向にあ
り、2020年に向けて1億1千万台規模への成長が見
込まれている。
　新興国でのモーターサイクル需要は、かつての日
本での人気と共通する面もあるが、情報化など環境
の変化により、例えば、いきなり高級車種を購入す
る人が増えるなど、新しい現象も起きている。しか

し、欧米を頂点とする競技レースがモーターサイク
ル人気を下支えし、そのシャワー効果で新興国まで
影響が及ぶという構造は変わらない。レースはサー
キット、オフロード、トライアル、ラリーレイドなど、
多種多様な走行フィールドでプロフェッショナル、
アマチュアの競技が全世界で活発に開催されてい
る。その最高峰であるMotoGPを伝えるテレビおよ
びデジタルコンテンツの視聴者数は、世界中で延べ
50億人を超える３）。

　3-1　デザイン対象としての特殊性
　前述のようにモーターサイクルは、人がまたがっ
て走ることで完成する極めて特殊な乗り物である。

そのデザインもまた、四輪自動車とも他の乗り物の
デザインとも大きく異なる特性を持つ。
　まずモーターサイクルは自動車や航空機と異な
り、機能部品が露出し、そのまま外観となっている。
自動車であれば、エクステリアデザインとインテリ
アデザインが別々の専門分野として分業化されてい
るが、モーターサイクルにその区別はない。人のま
たがるサドル、ハンドル、ヘッドランプ、エンジン
の空冷フィン、エクゾーストパイプ、ガソリンタン
クなど、すべての部品が外観に露出している。そし
て、デザイナーはそれぞれを機能的かつモノとして
魅力的に、また乗る人の愛着を誘い、走りへの高揚
感をかき立てるものとしてデザインする。
　同じエンジンを積んだ乗り物でも、乗り手である
人間との関係は、自動車とモーターサイクルで大き
く異なる。自動車が馬車の進化形だとすると、モー
ターサイクルは馬にまたがって走る姿の進化形とい
える。自動車では、動力やメカニズムはあくまで人
と別のところにあって操作するものだが、モーター
サイクルでは機械と人が同じ場を共有し、動力と人
が一体となる。それ故の不便、危険、乗り手の熟練
を要するなど、未完性、不完全性が大きな特徴で、
さまざまな形で人間が深く関わらなければ成り立た
ない。それがまた独特の魅力でもある。
　3-2　動き・感覚・気持ちをデザインする
　モーターサイクルは、走っている姿にその本質が
ある。静止していても今にも動き出しそうに見える
絶妙な不安定さ、そこにはアンバランスのバランス
があり、動き出すと、さらに生き生きと輝く表情が
ある。倒れそうなほど深く傾斜してコーナーを曲が
るレースマシン、あるいは凹凸の泥道でジャンプす
るオフロードバイク。デザイナーはそれをモーター
サイクル本来の姿として思い描き、デザインする。
　さらに、デザインするのはモノだけではない。人
と機械が一体となって走り抜ける瞬間の感覚であ
り、そうやって走るときにライダーが感じる一体感、
爽快感、躍動感である。モーターサイクルで走るこ
とが「風になる」と表現されるように、動きを取り
巻く周囲の空気の流れも含めてスピード感をデザイ
ンする。
　モーターサイクルに触れ、またがり、走る人の気
持ちもデザイン対象となる。例えば、中型以上のモー
ターサイクルでスポーツタイプと呼ばれる車種は、
深く前傾した姿勢で走る。レースに出るバイクにも
共通する、アグレッシブに「攻める」姿勢だ。この

姿勢で乗るようにデザインするということは、高速
で俊敏に、正確に走る気持ちを演出することである。
逆にアメリカンタイプと呼ばれるものは、ゆったり
したサドルにやや寄りかかるようにまたがる。この
姿勢で走れば、自然と伸び伸びとした大らかな気持
ちになる。アメリカの広く真っすぐな道を延々と走
り続けるような雄大さを味わわせてくれる体験であ
る。これらは代表的な例の一部だが、それぞれのモ
デルごとに、単に見た目を楽しませるだけでなく、
動作、体験、情緒が一体となった魅力を提供するの
がモーターサイクルのデザインである。密度の高い
情緒的な交歓を生み出すために、デザイナーはユー
ザーの心にシンクロして創造し、デザインというコ
ミュニケーションを通してユーザーと互いに気持ち
を響かせ合う。
　3-3　人に近い乗り物であるからこその「こだわり」
　モーターサイクルに乗ることは、特に現在の先進
国では一種の「こだわりの移動」であるといえる。
現代の都市では、四輪の自動車すらもはや所有する
必要はなく、公共交通の他にUberやLyftをはじめ、
各種のカーシェアリングサービスもあり、移動の足
には事欠かない。
　その中で、個人としてモーターサイクルに乗る人
は決して多数派ではなく、必要よりも趣味として選
ばれる。だからこそ効率や実用性に還元されない、
特化し先鋭化した存在感を失わないともいえる。
　興味深いのは、モーターサイクルが日常の足とし
て活躍している新興国でも、実用性だけではない魅
力と価値が求められるということである。
　現在の世界マーケットの構成比から、デザイン業
務でも新興国向けのモデルをデザインすることは多
い。こうした国ではモーターサイクルが日々の通勤・
通学の足であり、買い物、行商、時には家族を乗せ
ての休日の足にもなる。実際に走る時間でいえば実
用性がほとんどだが、そこで求められるのは、決し
て実用一本槍のデザインではない。
　だから私たちは、「働くオートバイ」をデザイン
するときも、触れたときに気持ちよいカーブ、磨き
たくなるなめらかな曲面を考え、気持ちに訴え、愛
着を育てられるモノとして、また共に走り「風にな
る」ことを考えてデザインする。それは趣味性の高
いモデルでも、ほぼ実用100％のモデルでも同じで
ある。それは機能と感性、モノと動き、人と機械が
一体になって価値を発揮するモーターサイクルとい
うものの本質に関わることなのかもしれない（Fig. 4）。

　4-1　スマートモビリティ
　スマートモビリティとは、車両の高知能化、コネ
クテッド化に伴う車両レベルとモビリティ全般の交
通システムのスマートな最適制御を実現するコンセ
プトを意味する。人々の移動を効率化、最適化する
このコンセプトによって、モビリティ産業のビジネ
スモデルが大きく変わるといわれている。特に自動
車業界ではスマートモビリティへのシフトが今後、
一層加速することは間違いない。
　電気自動車は今後、各国における行政の施策、道
路交通関連法の整備、充電スタンドなどインフラの
整備が進むにつれ、ますます普及が加速するだろう。
電気自動車の浸透とともに、2025年までに欧米と
中国で合わせて4億7千万台のコネクテッドカー４）＊3、
2030年までに8千万台のレベル4以上の自動運転車
が普及すると予測されている５）６）。
　4-2　スマートモビリティ社会におけるモーター

サイクルデザインの未来
　こうしたスマートモビリティ社会への転換の中
で、モーターサイクルもまた、その一部として新た
な進化を遂げる可能性がある（Fig. 5、 Fig. 6）。
　135年前に誕生した原動機付きの二輪車は、これ
まで日常の移動具、働く乗り物、愛される趣味財、
あるいは競技車両として多様な発展を遂げてきた
が、前後二輪で人がまたがって走る車両構成は大き

く変化していなかった。しかし今後、モーターサイ
クルのインテリジェント化やコネクテッド化が実現
し、また交通システム全体が変化することで、モー
ターサイクルのあり方も、誕生以来、初めて大きく
変化する可能性がある。
　モビリティの変化のもう一つの要因として、環境
負荷への配慮がある。電動化やスマート化が直接的 
に環境負荷を軽減するかどうかは議論が残るが、イ
ンテリジェント化とサービスシステムの発達によっ
て、カーシェアリングやパーク&ライド、フレキ
シブルな交通量管理などが実現すれば、渋滞による
大気汚染の軽減やエネルギーの効率的利用につなが
ることは間違いない。モーターサイクルは、自動車
に比べて消費エネルギーも排出ガスも多くはない
が、人に近い乗り物として、よりクリーンで環境負
荷の小さい存在となることが、今後ますます求めら
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れる。 
　このようなモビリティの変化の中で、モーターサ
イクルは全く新しい役割を担っていく可能性がある
（Fig. 7）。そこに求められる人との関係、存在のあ
り方に応じて、使い方、そして見た目の印象も、そ
れにふさわしく生まれ変わっていくだろう。以下は
電動車両、コネクテッド、AIなど近未来の技術を
前提に、新しいモーターサイクルのあり方をイメー
ジしたデザインコンセプトである。
【ケース１】エモーショナルビークル
走るエモーションの楽しみとして──リアルと
バーチャル体験をつないで最大限に楽しむモーター
サイクルコンセプト
● バーチャル技術によって、エキサイトメントと
安全安心を同時にもたらす。低速走行でも五感に
受け取る感覚を拡張・強調し、スリルと高揚感を
安全に味わえる。

● ライディングサポート技術として、疑似触覚な
どを用いた身体感覚への働きかけにより、無理な
く自然に運転スキルの上達を支援する。老若男女
誰もが無理なく、バランス感覚や身体性を高めら
れる。

● ライダーとモーターサイクルがさらに一体化し、
身体に直接タイヤを装着するようなバーチャル体
験を表現するデザイン。

【ケース２】ヒューマンアシストビークル
生活のパートナーとして──AIのディープラーニ
ングを活用し、人と共生するトモダチとしてのモー
ターサイクルコンセプト
● 持ち主と1対1の関係を築く、自分だけの乗り物。
オーナーを理解して成長し、寄り添い、懐く、ペッ
トロボットのような存在。

● 乗車移動以外にも、荷物を運ぶ手伝いや道案内、
スケジュール管理などの機能を持つ。

● オーナーの気分に合わせ、触れる部分の温度や
色域が変化し、乗車姿勢がアジャストされるなど、
さりげなく癒やしてくれたり、気分を高揚させて
くれたりする、可変性のあるデザイン。

【ケース３】ヒューマンアシストビークル
非常時・災害救援として──究極の救援車両とし
てあらゆる場所へ行き、人・もの・情報を運べるモー
ターサイクルのコンセプト
● 車体にドローンを組み込み、陸空で連携して情
報を収集・共有する。走行環境や周囲の状況を同
時に上空から撮影・モニタリングが可能。

● モーターサイクルの機動力に自動運転、上空か
らのナビゲーションを組み合わせ、これまで人
の立ち入りが困難だった場所でも活躍が期待で
きる。

● 複数台を連携させた自動走行システムにより、
物資の運搬や広域な情報収集、迅速な人の救助が
可能。

● 過酷な環境での走行や多様な作業に適応でき、
さまざまな装備を装着する展開性のある頑健でシ
ンプル、かつ救助される相手に対してやさしいデ
ザイン。

【ケース４】レゾナンスビークル
アートとして──人の情感に訴えかける「動く彫
刻」としてのモーターサイクルコンセプト

● eコマースの発展と充実から乗り物の価値も変化
する。実際に乗って性能を楽しむこともできるが、
「動くアートオブジェ」として生活環境の一部と
なることで価値を発揮する。

● 走行時の汚れが付着しない、または自然浄化す
る素材／塗装、加工技術により、屋内に持ち込め
る。

● 所有して鑑賞し、手入れするだけでも満足を味
わえるコレクターズアイテムとしての品質と存在
感を表現するデザイン。

【ケース５】アーバンインフラビークル
社会インフラとして──都市景観に溶け込むイン
テリジェントモビリティとしてのモーターサイクル
コンセプト
● タイムシェアリングで個人と企業、または行政

Fig.7 インテリジェントモーターサイクル・プラットフォー
ムのコンセプト。モーターサイクル、自動車、情報通信、
電子機器などの企業コンソーシアムによる基本プラッ
トフォームの構築とその発展アイデア。コンピュー
ターのOSのような考え方で、多くの企業が多様なニー
ズへ発展展開を可能とする

で共同所有する。
● 自動走行時にはロボタクシーや物流システムの
一部としても利用が期待できる。

● パーソナル使用以外のシーンでは、走行時や停
車時にビルボード（広告塔）機能を兼ね備える。

● 非常時には都市や地域のエネルギー貯蔵システ
ムの一部、また通信システムのハブとしての機能
を持つ。

● 合理的でニュートラルな上質感を備えた、都市
景観と調和するデザイン。

　4-3　インテリジェントモーターサイクルの課題
　ここまでインテリジェントモーターサイクルの近
未来デザインコンセプトを描いてきたが、その前途
には幾つもの課題がある。先進国では今後10年以
内に、自動運転車やインテリジェントモビリティが
実現すると見込まれているが、その前提となるのが、
充電スタンドや専用レーンなどのインフラと交通法
規などの整備である。
　特に、新しいルール作りとその浸透は急務だ。歩
行者、自転車、自動車、バスやライトレールといっ
た公共交通など、現在すでに走っているものに加え、
自動運転車やロボットタクシーなどが混ざり合う路
上環境での安全性の確保が大きな課題となる（Fig. 8）。
　技術面では、インテリジェントモビリティの鍵と
なるのがコネクテッド技術である。車間、車路間、
そして、クラウドを介した通信と情報共有によって
さまざまな展開が期待される。安全面では、特に路
上での被視認性が劣るモーターサイクルにとって強
い味方となる可能性がある。その一方、利便性・安
全性と同時にサイバーセキュリティ上の脅威にさら
されるなど、大きな問題も発生することを忘れては
ならない。
　4-4　インテリジェントモーターサイクルのデザ

インとは？
　モビリティ全体におけるスマート化と乗り物のイ
ンテリジェント化は、今後ますます進むことは間違
いない。しかしモーターサイクルにおいて、不便が
便利に、危険が安全に、非合理が合理に変わるだけ
が進化ではないと考えている。
　静止時は自立できず、人がまたがって初めて完成
する不便な乗り物、非合理・未完成が身上のモーター
サイクルは、人との関係性の上に成り立っている。
人に触れる部分とそうでない部分を切り分けて考え
ることができないのがモーターサイクルである。合
理性を追い求める社会の中で、非合理・未分化の魅

力を持ち続けるモーターサイクルは、他の乗り物や
プロダクトにない人間的な魅力に満ちたものであり
続ける。そして、モーターサイクルのデザインもま
た、情緒的な感性と機能性・使い勝手を切り離すこ
とができない。そうした複雑で密接な人間とのつな
がりが、テクノロジーの進化によって整理され、合
理化されるのではなく、ますます人にとって大きな
意味を持つようになる未来を描きたい。そして、モー
ターサイクルがインテリジェントになることで、本
来の価値をより鮮やかに発揮できるデザインが求め
られると考えている。
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　およそ700万年前にさかのぼる人類の誕生以来、
「移動」は人が生きていく上で不可欠だった。最初
は自分の足で、その後は動物や乗り物などの力も借
りて、人はさまざまな形で移動してきた。
　人間が作り出してきた多種多様な移動手段は、今
や私たちの生活に欠かすことのできない存在となっ
ている。乗り物は人の足よりも速く遠くへ、長時間
続けて移動できるだけではない。古くから人は乗り
物の姿に夢を感じ、移動、そして旅へと誘う存在と
してロマンを託してきた。
　その中でもモーターサイクルはひときわ個性的な

独特の存在である＊１。原動機付きの乗り物として
はミニマルな構成で、静止時は自立できず、しかし
走り出せば大きく傾けても倒れない。四輪の自動車
とは異なり、機能部品がカバーされることなく露出
している。乗る人もキャビンの内部に収まるのでは
なく、外の環境にさらされる。ある意味、原始的な
乗り物である。
　こうした特性から、モーターサイクルのデザイン
もまた、四輪自動車とは異なる特有の進化を遂げて
きた。その機能や構造だけでなく、その姿もまた人
がまたがって走り出して初めて完成する。乗る人と
強く結びついた関係から、「車体を操る操縦感」「風
を感じる爽快感」「エンジンの鼓動感」といった価

値がモーターサイクルの乗り手を魅了してきた。こ
れらを人と機械が不可分に結びついた形でつくり上
げるのが、モーターサイクルのデザインである。
　現在、日本を含む先進国ではモーターサイクル離
れが進んでいる。その背景には、自立しないことに
よる危険といった負の側面が大きくクローズアップ
されてきた経緯もある。また近年では、都市部を中
心に公共交通の発達やレンタルなどの手段が整いつ
つある。インターネットの発達などによって、そも
そも人が移動しなくても用が済ませられる場合が増
えている。
　他方、現在の自動車業界では自動運転、コネクテッ
ド、EV化などの技術が急速に進化し、また、社会
全体における乗り物の役割も大きく変化しつつあ
る。その結果、モーターサイクルにも自立の不安定
さなどのネガティブな側面を技術によって解決し、
これまでの延長とは異なる全く新しい価値や体験を
生み出す可能性が生まれている。さらに情報技術、
デジタル通信、サービスデザイン等と結びつくこと
で、人とモーターサイクルの関係が大きく再構築さ
れるだろう。そうなれば、モーターサイクルのデザ
インも必然的に新しいステージへ展開し、デザイン
の価値や役割自体が変わることにもなる。
　ここでは、筆者自身のデザイナーとしての経験を
もとに、モーターサイクルの未来像とそのデザイン
について考えていきたい。四半世紀にわたりモーター
サイクルデザインの現場に携わる一方、筆者はグラ
フィックから生活用品、製造機械から空間までを手
がける総合デザイングループの一員として、常に人
の生活や社会全体の中で、モーターサイクルの占め
る位置とそのデザインを考えることを迫られてきた。
ここに紹介するのは、筆者自身がそうした中から日
頃考えてきたことをまとめ直したものである。

　2-1　二輪車の黎明期
　モーターサイクルの未来を語る前に、その生い立
ちをひもといてみたい。現在のモーターサイクルの
原型となったのは、フランスの発明家ルイ・ギヨー
ム・ペローが1863年に特許を取得し、1873年の
ウィーン万博に出展した蒸気機関を動力とする二輪
車だといわれる。しかし、本格的な実用化につながっ
たのは、現在のダイムラー社の前身によって 1885
年に製造されたガソリンエンジンを動力とする二輪
車だった（Fig. 1）。

　1870 ～ 80年代にかけて実用的なガソリンエンジ
ンの技術が開発されると、モビリティを支える動力
として蒸気機関から主役の座を奪い、自動車の本格
的な歴史が始まる。ガソリンエンジンの実用化と二
輪車への搭載は、ほぼ同じ時期に起きている。少し
前から実用化されていた自転車の基本技術を転用で
きたことが、二輪車の開発をスピードアップする上
で有利に働いた。二輪用のエンジンは小型化・軽量
化の開発が重ねられたが、その技術が後に航空機開
発にも大きな影響を及ぼした。初期の飛行機では、
小型化・軽量化を極めたガソリンエンジンとして、
二輪車エンジンの転用・応用が活発に行われたので
ある。1909年にドーバー海峡横断に成功した航空
機、フランスの「プレリオXI」の三気筒エンジンも、
二輪車のエンジン技術を転用したものだった。
　2-2　日本での二輪車開発
　日本での本格的な二輪車開発が始まるのは、第2
次世界大戦後のことである。戦中に軍用機や軍用車
両を製造していたメーカーは、終戦後になると航空
機や四輪車の製造を禁じられた。その技術者たちの
受け皿となったのが、終戦直後の有望産業として台
頭しつつあったモーターサイクル産業だった。まだ
貧しい国民の日常、あるいはレジャーの足として主
役の乗り物となったモーターサイクルは、四輪ほど
設備投資を必要としないこともあり、一時は国内
で何百社という二輪車メーカーが乱立することと
なった。
　その中で技術を磨き、製品を洗練させる上で大き 
な役割を果たしたのが、1950年代に盛んに行われ
たレース活動だった。弱小メーカーが淘汰されてゆ
く中で、高度な技術を洗練させたホンダ（本田技研
工業）、スズキ、ヤマハ（ヤマハ発動機）、カワサキ（川
崎重工業）の4社が世界市場に広がる力をつけるま
でに成長していった。
　しかし、高度成長とともに本格的モータリゼー
ションが到来し、四輪（乗用）車が広く普及すると、
モーターサイクルはもっぱら趣味の乗り物として扱
われるようになり、販売台数は徐々に低迷していっ
た。その後、1980年代後半にはいわゆる「バイクブー
ム」が訪れるが、ブームと同時に暴走族や交通事故
などの社会問題も大きくなり、モーターサイクル自
体にネガティブな社会的イメージが色濃く付与さ
れ、特に若者をモーターサイクルから遠ざけようと
する「三ない運動」＊2なども起きた。そして、1990
年代前半のバブル崩壊とともに、日本のモーターサ

イクル市場はさらに縮小へ向かう。
　その後、20年を経た現在、増えているのが女性
ライダーや中高年の「リターンライダー」など新し
い層のモーターサイクル購入者である。「リターン
ライダー」とは若い頃モーターサイクルに乗り、そ
の後仕事が忙しかったり、家族のために乗らなく
なったりしたが、再びモーターサイクルに乗り始め
た人たちを指す。
　こうした趣味用途の他にも、モーターサイクル全
体では配達などの業務用途も根強く、さらに災害救
助などの緊急車両としても機動性が評価され、新た
な注目を浴びている（Fig. 2）。
　2-3　21世紀のモーターサイクル需要
　2018年、ペローがモーターサイクルの原型となっ
た蒸気二輪車を発明してから135年が経つ。世界全
体でのモーターサイクルの生産台数は、2009年に
およそ5千万台に達した。1970年代の1千万台から、
半世紀後を待たずに5倍の規模まで成長したことに
なる（Fig. 3）。次々とモータリゼーションの始ま
る新興国を中心に、市場規模はさらに拡大傾向にあ
り、2020年に向けて1億1千万台規模への成長が見
込まれている。
　新興国でのモーターサイクル需要は、かつての日
本での人気と共通する面もあるが、情報化など環境
の変化により、例えば、いきなり高級車種を購入す
る人が増えるなど、新しい現象も起きている。しか

し、欧米を頂点とする競技レースがモーターサイク
ル人気を下支えし、そのシャワー効果で新興国まで
影響が及ぶという構造は変わらない。レースはサー
キット、オフロード、トライアル、ラリーレイドなど、
多種多様な走行フィールドでプロフェッショナル、
アマチュアの競技が全世界で活発に開催されてい
る。その最高峰であるMotoGPを伝えるテレビおよ
びデジタルコンテンツの視聴者数は、世界中で延べ
50億人を超える３）。

　3-1　デザイン対象としての特殊性
　前述のようにモーターサイクルは、人がまたがっ
て走ることで完成する極めて特殊な乗り物である。

そのデザインもまた、四輪自動車とも他の乗り物の
デザインとも大きく異なる特性を持つ。
　まずモーターサイクルは自動車や航空機と異な
り、機能部品が露出し、そのまま外観となっている。
自動車であれば、エクステリアデザインとインテリ
アデザインが別々の専門分野として分業化されてい
るが、モーターサイクルにその区別はない。人のま
たがるサドル、ハンドル、ヘッドランプ、エンジン
の空冷フィン、エクゾーストパイプ、ガソリンタン
クなど、すべての部品が外観に露出している。そし
て、デザイナーはそれぞれを機能的かつモノとして
魅力的に、また乗る人の愛着を誘い、走りへの高揚
感をかき立てるものとしてデザインする。
　同じエンジンを積んだ乗り物でも、乗り手である
人間との関係は、自動車とモーターサイクルで大き
く異なる。自動車が馬車の進化形だとすると、モー
ターサイクルは馬にまたがって走る姿の進化形とい
える。自動車では、動力やメカニズムはあくまで人
と別のところにあって操作するものだが、モーター
サイクルでは機械と人が同じ場を共有し、動力と人
が一体となる。それ故の不便、危険、乗り手の熟練
を要するなど、未完性、不完全性が大きな特徴で、
さまざまな形で人間が深く関わらなければ成り立た
ない。それがまた独特の魅力でもある。
　3-2　動き・感覚・気持ちをデザインする
　モーターサイクルは、走っている姿にその本質が
ある。静止していても今にも動き出しそうに見える
絶妙な不安定さ、そこにはアンバランスのバランス
があり、動き出すと、さらに生き生きと輝く表情が
ある。倒れそうなほど深く傾斜してコーナーを曲が
るレースマシン、あるいは凹凸の泥道でジャンプす
るオフロードバイク。デザイナーはそれをモーター
サイクル本来の姿として思い描き、デザインする。
　さらに、デザインするのはモノだけではない。人
と機械が一体となって走り抜ける瞬間の感覚であ
り、そうやって走るときにライダーが感じる一体感、
爽快感、躍動感である。モーターサイクルで走るこ
とが「風になる」と表現されるように、動きを取り
巻く周囲の空気の流れも含めてスピード感をデザイ
ンする。
　モーターサイクルに触れ、またがり、走る人の気
持ちもデザイン対象となる。例えば、中型以上のモー
ターサイクルでスポーツタイプと呼ばれる車種は、
深く前傾した姿勢で走る。レースに出るバイクにも
共通する、アグレッシブに「攻める」姿勢だ。この

姿勢で乗るようにデザインするということは、高速
で俊敏に、正確に走る気持ちを演出することである。
逆にアメリカンタイプと呼ばれるものは、ゆったり
したサドルにやや寄りかかるようにまたがる。この
姿勢で走れば、自然と伸び伸びとした大らかな気持
ちになる。アメリカの広く真っすぐな道を延々と走
り続けるような雄大さを味わわせてくれる体験であ
る。これらは代表的な例の一部だが、それぞれのモ
デルごとに、単に見た目を楽しませるだけでなく、
動作、体験、情緒が一体となった魅力を提供するの
がモーターサイクルのデザインである。密度の高い
情緒的な交歓を生み出すために、デザイナーはユー
ザーの心にシンクロして創造し、デザインというコ
ミュニケーションを通してユーザーと互いに気持ち
を響かせ合う。
　3-3　人に近い乗り物であるからこその「こだわり」
　モーターサイクルに乗ることは、特に現在の先進
国では一種の「こだわりの移動」であるといえる。
現代の都市では、四輪の自動車すらもはや所有する
必要はなく、公共交通の他にUberやLyftをはじめ、
各種のカーシェアリングサービスもあり、移動の足
には事欠かない。
　その中で、個人としてモーターサイクルに乗る人
は決して多数派ではなく、必要よりも趣味として選
ばれる。だからこそ効率や実用性に還元されない、
特化し先鋭化した存在感を失わないともいえる。
　興味深いのは、モーターサイクルが日常の足とし
て活躍している新興国でも、実用性だけではない魅
力と価値が求められるということである。
　現在の世界マーケットの構成比から、デザイン業
務でも新興国向けのモデルをデザインすることは多
い。こうした国ではモーターサイクルが日々の通勤・
通学の足であり、買い物、行商、時には家族を乗せ
ての休日の足にもなる。実際に走る時間でいえば実
用性がほとんどだが、そこで求められるのは、決し
て実用一本槍のデザインではない。
　だから私たちは、「働くオートバイ」をデザイン
するときも、触れたときに気持ちよいカーブ、磨き
たくなるなめらかな曲面を考え、気持ちに訴え、愛
着を育てられるモノとして、また共に走り「風にな
る」ことを考えてデザインする。それは趣味性の高
いモデルでも、ほぼ実用100％のモデルでも同じで
ある。それは機能と感性、モノと動き、人と機械が
一体になって価値を発揮するモーターサイクルとい
うものの本質に関わることなのかもしれない（Fig. 4）。

　4-1　スマートモビリティ
　スマートモビリティとは、車両の高知能化、コネ
クテッド化に伴う車両レベルとモビリティ全般の交
通システムのスマートな最適制御を実現するコンセ
プトを意味する。人々の移動を効率化、最適化する
このコンセプトによって、モビリティ産業のビジネ
スモデルが大きく変わるといわれている。特に自動
車業界ではスマートモビリティへのシフトが今後、
一層加速することは間違いない。
　電気自動車は今後、各国における行政の施策、道
路交通関連法の整備、充電スタンドなどインフラの
整備が進むにつれ、ますます普及が加速するだろう。
電気自動車の浸透とともに、2025年までに欧米と
中国で合わせて4億7千万台のコネクテッドカー４）＊3、
2030年までに8千万台のレベル4以上の自動運転車
が普及すると予測されている５）６）。
　4-2　スマートモビリティ社会におけるモーター

サイクルデザインの未来
　こうしたスマートモビリティ社会への転換の中
で、モーターサイクルもまた、その一部として新た
な進化を遂げる可能性がある（Fig. 5、 Fig. 6）。
　135年前に誕生した原動機付きの二輪車は、これ
まで日常の移動具、働く乗り物、愛される趣味財、
あるいは競技車両として多様な発展を遂げてきた
が、前後二輪で人がまたがって走る車両構成は大き

く変化していなかった。しかし今後、モーターサイ
クルのインテリジェント化やコネクテッド化が実現
し、また交通システム全体が変化することで、モー
ターサイクルのあり方も、誕生以来、初めて大きく
変化する可能性がある。
　モビリティの変化のもう一つの要因として、環境
負荷への配慮がある。電動化やスマート化が直接的 
に環境負荷を軽減するかどうかは議論が残るが、イ
ンテリジェント化とサービスシステムの発達によっ
て、カーシェアリングやパーク&ライド、フレキ
シブルな交通量管理などが実現すれば、渋滞による
大気汚染の軽減やエネルギーの効率的利用につなが
ることは間違いない。モーターサイクルは、自動車
に比べて消費エネルギーも排出ガスも多くはない
が、人に近い乗り物として、よりクリーンで環境負
荷の小さい存在となることが、今後ますます求めら

れる。 
　このようなモビリティの変化の中で、モーターサ
イクルは全く新しい役割を担っていく可能性がある
（Fig. 7）。そこに求められる人との関係、存在のあ
り方に応じて、使い方、そして見た目の印象も、そ
れにふさわしく生まれ変わっていくだろう。以下は
電動車両、コネクテッド、AIなど近未来の技術を
前提に、新しいモーターサイクルのあり方をイメー
ジしたデザインコンセプトである。
【ケース１】エモーショナルビークル
走るエモーションの楽しみとして──リアルと
バーチャル体験をつないで最大限に楽しむモーター
サイクルコンセプト
● バーチャル技術によって、エキサイトメントと
安全安心を同時にもたらす。低速走行でも五感に
受け取る感覚を拡張・強調し、スリルと高揚感を
安全に味わえる。

● ライディングサポート技術として、疑似触覚な
どを用いた身体感覚への働きかけにより、無理な
く自然に運転スキルの上達を支援する。老若男女
誰もが無理なく、バランス感覚や身体性を高めら
れる。

● ライダーとモーターサイクルがさらに一体化し、
身体に直接タイヤを装着するようなバーチャル体
験を表現するデザイン。

【ケース２】ヒューマンアシストビークル
生活のパートナーとして──AIのディープラーニ
ングを活用し、人と共生するトモダチとしてのモー
ターサイクルコンセプト
● 持ち主と1対1の関係を築く、自分だけの乗り物。
オーナーを理解して成長し、寄り添い、懐く、ペッ
トロボットのような存在。

● 乗車移動以外にも、荷物を運ぶ手伝いや道案内、
スケジュール管理などの機能を持つ。

● オーナーの気分に合わせ、触れる部分の温度や
色域が変化し、乗車姿勢がアジャストされるなど、
さりげなく癒やしてくれたり、気分を高揚させて
くれたりする、可変性のあるデザイン。

【ケース３】ヒューマンアシストビークル
非常時・災害救援として──究極の救援車両とし
てあらゆる場所へ行き、人・もの・情報を運べるモー
ターサイクルのコンセプト
● 車体にドローンを組み込み、陸空で連携して情
報を収集・共有する。走行環境や周囲の状況を同
時に上空から撮影・モニタリングが可能。

● モーターサイクルの機動力に自動運転、上空か
らのナビゲーションを組み合わせ、これまで人
の立ち入りが困難だった場所でも活躍が期待で
きる。

● 複数台を連携させた自動走行システムにより、
物資の運搬や広域な情報収集、迅速な人の救助が
可能。

● 過酷な環境での走行や多様な作業に適応でき、
さまざまな装備を装着する展開性のある頑健でシ
ンプル、かつ救助される相手に対してやさしいデ
ザイン。

【ケース４】レゾナンスビークル
アートとして──人の情感に訴えかける「動く彫
刻」としてのモーターサイクルコンセプト

● eコマースの発展と充実から乗り物の価値も変化
する。実際に乗って性能を楽しむこともできるが、
「動くアートオブジェ」として生活環境の一部と
なることで価値を発揮する。

● 走行時の汚れが付着しない、または自然浄化す
る素材／塗装、加工技術により、屋内に持ち込め
る。

● 所有して鑑賞し、手入れするだけでも満足を味
わえるコレクターズアイテムとしての品質と存在
感を表現するデザイン。

【ケース５】アーバンインフラビークル
社会インフラとして──都市景観に溶け込むイン
テリジェントモビリティとしてのモーターサイクル
コンセプト
● タイムシェアリングで個人と企業、または行政
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で共同所有する。
● 自動走行時にはロボタクシーや物流システムの
一部としても利用が期待できる。

● パーソナル使用以外のシーンでは、走行時や停
車時にビルボード（広告塔）機能を兼ね備える。

● 非常時には都市や地域のエネルギー貯蔵システ
ムの一部、また通信システムのハブとしての機能
を持つ。

● 合理的でニュートラルな上質感を備えた、都市
景観と調和するデザイン。

　4-3　インテリジェントモーターサイクルの課題
　ここまでインテリジェントモーターサイクルの近
未来デザインコンセプトを描いてきたが、その前途
には幾つもの課題がある。先進国では今後10年以
内に、自動運転車やインテリジェントモビリティが
実現すると見込まれているが、その前提となるのが、
充電スタンドや専用レーンなどのインフラと交通法
規などの整備である。
　特に、新しいルール作りとその浸透は急務だ。歩
行者、自転車、自動車、バスやライトレールといっ
た公共交通など、現在すでに走っているものに加え、
自動運転車やロボットタクシーなどが混ざり合う路
上環境での安全性の確保が大きな課題となる（Fig. 8）。
　技術面では、インテリジェントモビリティの鍵と
なるのがコネクテッド技術である。車間、車路間、
そして、クラウドを介した通信と情報共有によって
さまざまな展開が期待される。安全面では、特に路
上での被視認性が劣るモーターサイクルにとって強
い味方となる可能性がある。その一方、利便性・安
全性と同時にサイバーセキュリティ上の脅威にさら
されるなど、大きな問題も発生することを忘れては
ならない。
　4-4　インテリジェントモーターサイクルのデザ

インとは？
　モビリティ全体におけるスマート化と乗り物のイ
ンテリジェント化は、今後ますます進むことは間違
いない。しかしモーターサイクルにおいて、不便が
便利に、危険が安全に、非合理が合理に変わるだけ
が進化ではないと考えている。
　静止時は自立できず、人がまたがって初めて完成
する不便な乗り物、非合理・未完成が身上のモーター
サイクルは、人との関係性の上に成り立っている。
人に触れる部分とそうでない部分を切り分けて考え
ることができないのがモーターサイクルである。合
理性を追い求める社会の中で、非合理・未分化の魅

力を持ち続けるモーターサイクルは、他の乗り物や
プロダクトにない人間的な魅力に満ちたものであり
続ける。そして、モーターサイクルのデザインもま
た、情緒的な感性と機能性・使い勝手を切り離すこ
とができない。そうした複雑で密接な人間とのつな
がりが、テクノロジーの進化によって整理され、合
理化されるのではなく、ますます人にとって大きな
意味を持つようになる未来を描きたい。そして、モー
ターサイクルがインテリジェントになることで、本
来の価値をより鮮やかに発揮できるデザインが求め
られると考えている。
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Fig.8 近未来のスマートモビリティ社会における、混走道路
環境のイメージ。大型、小型、自走、自動運転などの多様
な移動具と人が混在し、それぞれの走行性能と必要技
術に応じた専用レーンが道路に設けられ、歩行者に
とっても乗員にとっても安全・安心をかなえる


