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　1.　はじめに

　蒸気機関や電気モーターも原動機だが、二輪車
（モーターサイクル）が用いる原動機といえば、もっ
ぱらガソリンエンジンである。同エンジンを搭載し
た史上初の量産二輪車はドイツのH&W号で、1894
年からの3年間で約1,000台が製造された。同車は
排気量1,487cc、最高出力2.5馬力の水冷・4ストロー
ク・2気筒エンジンを搭載、最高速度は38km/hだっ
た。このH&W号は1895年にイタリアで開催され

た走行距離約100kmの公道レースに出場し、ダイ
ムラーの四輪車に続く2位と3位に入った。
　やがてヨーロッパやアメリカを主とした世界各地
で、二輪車だけによるレースが開催されるように
なった。また、二輪車の普及とともにその種類は増
えていき、併せて二輪モータースポーツのカテゴ
リーも増えていった。そして、早くも1904年には、
二輪モータースポーツの国際的な統括組織である国
際モーターサイクリストクラブ連盟が結成されてい
る。同連盟は1949年に改組され、国際モーターサ
イクリズム連盟（FIM）となった。FIMは、現在
も世界の二輪モータースポーツの中心的な組織であ
り、各カテゴリーの国際標準ルールを定めることが
大きな役割となっている。

　スーパーバイクのレースは、走行時間が40分以
下のスプリントレースとして開催されるものが主で
ある。ベースとする市販一般車両に改造を加えるこ
とができる領域は限られており、車体フレームにつ
いては、ベース車両のものに補強を加えることがで
きる程度とされている。エンジンも、シリンダーや
ピストンなどはベース車両のものから一切変更でき
ない。それでも最新のスーパーバイクの性能はとて
も高く、優れた選手が乗れば、MotoGP車両に大き
く劣ることのない速さで走行する。
3）プロダクションバイクレース
　舗装路走行用の市販一般車両に改造を施して仕立
てられた競技車両によって行われるロードレースを
総じてプロダクションバイクレースと呼ぶ。使用す
る車両のクラスや改造の度合いなどによって多くの
種類のレースがある。ロードレースの最も大きな層
を成しているカテゴリーである。なお、先に触れた
スーパーバイクも厳密にはプロダクションバイク
レースの一つだが、その花形として確立されたもの
となっていることから、分けて単独で語られること
が多い。
4）サイドカーレース
　二輪車に側車を付けたものがサイドカーである。
車輪は3つになるが、駆動や転舵は二輪車の側で行
われる。そんなサイドカーを使ったレースは古くか
ら行われてきた。二輪車の側に乗るライダーと、側
車に乗るパッセンジャーの2名が乗車した状態で走
行するレースである。純粋な二輪車のように車体を
傾けて旋回を行うことが物理的にできないため、
パッセンジャーが側車の上で大きな体重移動を行う
ことで旋回時の遠心力を減じ、旋回速度を高める。
初期のロードレース用サイドカーは、二輪車に側車
を付けた、サイドカー本来の形態だったが、やがて
それは二輪車と側車を一体化させたものへと変わっ
ていった。そして1970年代後半からは、四輪の
フォーミュラカーのような形態の車両が主流となっ
た。使用されるタイヤも、二輪用のような半円形の
断面のものではなく、四輪用を転用したものとなっ
ている。
5）耐久レース
　二輪モータースポーツ界の狭義においては、耐久
レースとは、2名以上の選手が1台の車両に交替で
乗り、長距離あるいは長時間走行するロードレース
のことを主に指す。つまり、耐久レースには距離設
定のものと時間設定のものがある。後者は耐久レー

スならではのもので、定められた時間の中でいかに
長い距離を走行するかを競う。そして、耐久レース
をスプリントレースと分ける決定的な要素は、1台
の車両に複数の選手が交替で乗ることである。その
ため、各車はレース中にピットインし、ライダー交
替を行う。走行距離が長い場合は、燃料の補給や消
耗が進んだタイヤを新しいものに着け換える作業な
ども行われる。
　二輪の耐久レースの最高峰のシリーズは、FIM
ロードレース耐久世界選手権（EWC）である。各レー
スには、4つのクラスの車両が出場し混走する。そ
の最上位クラスはフォーミュラEWCと呼ばれるも
ので、スーパーバイク車両の耐久レース仕様ともい
うべき1,000cc級市販一般車両をベースとした車両
で争われる。EWCは全5戦からなるシリーズで、
そのうちの2戦は24時間、残る3戦は8時間という
レース時間で行われている。8時間レースの一戦は、
日本の鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿8時間であ
る。世界の4大二輪メーカーの母国で開催される同
レースは、他のEWC戦とは一線を画す内容と盛り
上がりを見せるものとして知られている。
6）公道レース
　一般車両の通行を一時的に遮断した公共の道路を
コースとして用いて行われるロードレースのことを
公道レースと呼ぶ。常設サーキットのような広い退
避スペースはなく、安全性に著しく劣るが、それで
も二輪車による公道レースは、現在も世界各地で開
催されている。その中でも最も有名なものは、イギ
リス領のマン島で毎年5月ないし6月に開催されて
いるマン島TTレースである。
　初開催は1907年で、100年を大きく超える歴史を
持つこのレースのコースは、1周が60.72kmもある。
大半は牛や羊の放牧地帯を抜けていく片側1車線の
なだらかな道路だが、いくつかの町の目抜き通りも
通過する。競技は、全車一斉にスタートするもので
なく、一定の間隔で1台ずつ走り出し、指定周回数
をいかに速く走り切るかを競うタイムトライアル形
式で行われる。そんなマン島TTにおける現在の最
上位クラスがスーパーバイクで、60.72kmの公道
コースを16分42秒778、平均速度217.989km/hで周
回したのが最速記録であり、瞬間的な最高速度は
320km/hに達する世界である。
　2-2　ダートトラックレース
　平らな路面の長円形、もしくは楕円形のコースを
基本的には左回り（反時計回り）のみの走行方向で

数々も、車両開発競争における重要な領域となった。
　2007年、エンジン出力を低下させて速度を下げ
ようという安全上の理由から規則の変更が行われ、
MotoGP車両の最大排気量は800ccに引き下げられ
た。それでも、電子制御技術の発展が大きく寄与し
て、MotoGP車両がサーキットを周回する速さはほ
とんど損なわれなかった。そして、2012年には、
MotoGP車両の最大排気量が今度は1,000ccとなる。
二輪モータースポーツの花形としての商品性を高め
る狙いが大きく働いての排気量拡大で、車両の性能
抑制には別な方策が講じられていくことになった。
車両のさまざまな電子制御をつかさどる装置を、従
来よりあえて機能を落としたものとし、それをどの
二輪メーカーの車両も使用しなければならない規則
の導入（2016年）は、その策の一つである。

　原動機に電気モーターを採用した二輪車による
モータースポーツが各所で始まっている。ロード
レースでは、最も長い歴史を持つマン島TTレース
において、2010年大会からTT Zeroという名称の
電動車両クラスが開催されており、2012年大会か
らは、ホンダ車によるレース活動で知られる
M-TECが出場し、常勝を誇っている。同社の車両は、
2018年大会では1周60.72kmのコースを所要時間18分
34秒956、平均速度196.05km/hで走破し、275km/h
の最高速度をレース中に記録している。また、この
2019年から、世界グランプリにMotoEという名称
の電動車両クラスが設けられる。全出場選手が同じ
仕様の車両とタイヤを使用するワンメイクレースと
して、ヨーロッパで開催される世界グランプリ4大
会において行われる。さらに、トライアル競技にお

いても、2017年から電動車両による世界選手権が
行われるようになり、これに呼応したヤマハが電
動トライアル車両を開発して参戦している。
　車両を電動とする最大の利点は、やはり排気ガス
を出さないことだが、エンジン車に比べて車両が発
する音が格段に小さいことも、二輪車の社会性を上
げるという点においては利点となり得る。静音であ
ることは、モータースポーツにおいては、特にトラ
イアルに有効と考える。エンジン車両では、騒音問
題が生じてしまうであろう都心部に人工セクション
を設定して、電動車両のみによるトライアル大会を
開くことも可能になるだろう。

　二輪車は、動力がなければ倒れてしまう。そして、
自転車とは違って原動機が発生させる動力を使用
し、その動力を操るという行為が伴う。そうした特
性が二輪車の魅力となっており、そうであるかぎり、
動力源が何になろうと、二輪車を用いて競技（モー
タースポーツ）を楽しもうという人々が絶えること
はないだろう。娯楽のための乗り物としての二輪車
は、一般の人々にとっては、むしろ煙たい存在であ
ることが多い。そうした二輪車への印象の改善に貢
献するためにも、二輪モータースポーツの健全な発
展を期待したい。

関連資料
・富塚清『オートバイの歴史』山海堂、1980年
・中沖満、ピーター・クリフォード『サーキットの
軌跡』グランプリ出版、1987年

・出水力『オートバイの王国』第一法規、1991年
・『RACERS』三栄書房、2009～2018年

年に彼が乗ったMVアグスタ 500-4（イタリア）は
並列4気筒で、最高出力は約75馬力、最高速度は
255km/h以上であった。
　そして、1966年には、500ccクラスに初めて日本
車が登場する。それはホンダ RC181で、同車の並
列4気筒エンジンは、当時としては群を抜く85馬力
以上の最高出力を1万2,000回転で発生させた。ホ
ンダは1959年から世界グランプリに挑んでいたが、
ずっと中・小排気量クラスへの参戦で、1966年は
満を持しての最上位クラス進出だった。同社は
250ccや350ccの世界グランプリ用車両に並列6気
筒エンジンを採用し、圧倒的な出力によって勝利を
重ねていたが、500ccクラスでは車体とのバランス
を考慮し、あえて4気筒とした。そのホンダ RC181
は1966年と1967年の2年使用され、マイク・ヘイ
ルウッドとジム・レッドマンという当代切っての名
手たちが走らせた。それでも彼らはチャンピオンに
手を届かせることができなかった。
　1960年代におけるホンダの最上位クラス個人タ
イトル獲得を阻んだのは、並列3気筒エンジン車で、
RC181より1割以上は最高出力が低いとみられてい
たMVアグスタ 500-3だった。これは四輪にも二輪
にもいえることだが、エンジン出力が車体の能力と
釣り合い、それを御する乗り手が出力を使い切れる
車両の方がよほど速い。この傾向は、二輪の、特に
エンジン出力が大きいものほど強い。そのことを如
実に示したのがMVアグスタ 500-3であった。ホン
ダが1967年をもって世界グランプリから一時撤退
し、しばらくの間、500ccクラスに公式参戦する二
輪メーカーが他にいなくなったこともあって、3気
筒のMVアグスタは最強であり続け、それを駆った
ジャコモ・アゴスチーニは、1966年から1972年ま
での7年にもわたって500ccクラスの頂点に立ち続
けた。
　3-2　エンジンから見る500cc・2ストローク時代
　7年連続で世界タイトルを獲得したMVアグスタ 
500-3は、さまざまな改良や出力の向上はもちろん
あったものの、基本的な仕様を変えることはなかっ
た。技術の面から見れば、その時期は停滞期でもあっ
たが、やがて新しい波が押し寄せてきた。2ストロー
クエンジンである。
　同じエンジン回転数であれば、2ストロークは4
ストロークの倍の燃焼機会があり、同じ排気量であ
るならば、2ストロークの方が高い出力を取り出す
ことができる。だが、同タイプのエンジンでは、ク

ランクシャフトのベアリングやシリンダー（4スト
ロークのものにはない掃気／排気孔を持つ）の耐久
性が問題となりがちで、高出力になるほどそれがシ
ビアに問われたことから、500ccクラスで2ストロー
クエンジンはなかなか使用されなかった。しかし、
時代が下って材料や加工の技術が進んだことで、
1960年代末から大排気量の2ストロークエンジン車
が徐々に台頭する。そして、1971年のアルスター
GPレースにおいて、空冷・並列2気筒のスズキ 
TR500が2ストローク車として初めての最上位クラ
ス優勝を飾って明らかな可能性が示されると、今度
はヤマハが水冷・並列4気筒のYZR500の初代モデ
ル 0W20型を1973年の世界グランプリ開幕戦から
投入し、デビュー戦優勝を決めた。1974年には、
それまで4ストローク車のMVアグスタを駆ってき
た帝王アゴスチーニが、2ストロークのヤマハ 
YZR500に乗り替え、時代の変化を決定的に印象づ
けた。彼は、1975年には0W23型のYZR500によっ
て通算8回目の500ccクラス個人タイトルを獲得し、
2ストローク車が初めて最上位クラスを制すること
になった。
　以後、2001年に至るまで500ccクラスは、2スト
ローク車の独壇場となる。エンジンの性能開発は、
高出力の追求に加え、それを扱いやすいものとする
ことが大きなテーマとなっていった。そこにおける
2ストロークエンジンならではの開発項目は、混合
気（燃料と混ざり合った空気）のシリンダーへの流
入を制御する仕組みと、排気の流出を制御する仕組
みであった。
　なお、1968年から500ccクラスはエンジンの気筒
数は4までとする規定となっており、1980年代中盤
以降の500ccクラスに登場した大半の車両は、4気
筒エンジン車であった。2ストローク車として初め
て同クラスを制覇した1975年の0W23型ヤマハ 
YZR500の最高出力は約90馬力だったが、1980年
の0W48型では110馬力以上、1985年の0W81型で
は140馬力以上と、急な右肩上がりの向上を果たす。
しかも、出力の出方は現在の基準からすればかなり
唐突で、その制御に現在のような電脳的な補助は入
らず、ライダーの右手による操作だけで行わなけれ
ばならない時代であった。
　そうしたことから、出力をできるだけ扱いやすい
ものとすることが改めて問われていった。1990年
代に入ると、クランクシャフトが1回転する間に各
気筒が爆発する間隔を不等間とする策が採られるよ
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二輪車のモータースポーツ

Motorcycle Motorsports

　原動機を搭載した二輪車（英語：Motorcycle ／和製英語：Auto-Bi）は、軽便な移動・
運搬手段としてのニーズが依然として大きくある一方、その軽快さによって、娯楽のた
めの乗り物という性格を四輪車以上に強く持つ。そうした二輪車による娯楽の最たるも
のが二輪モータースポーツである。それにはさまざまな種類の競技があり、それぞれに
おいて草の根レベルから世界の頂点を争うレベルに至るまで階層が形成されている。ま
た、使用される二輪車の技術仕様は、実にさまざまである。本稿では、そんな二輪モーター
スポーツのさまざまなカテゴリーの内訳や、幅広い人気を持つカテゴリーであるロード
レースの最高峰クラスに使用される車両の技術的変遷を紹介する。

　There continues to be a strong need for two-wheeled vehicles equipped with an 
engine (motorcycles) as handy means of locomotion and transport. However, due to 
their agility, motorcycles have the character of a vehicle for amusement to a 
greater degree than four-wheeled vehicles. A prime example of amusement using 
motorcycles is motorcycle motorsports. These sports include various types of 
competition, and each type is comprised of stages ranging from the grass roots level 
to world championships. Also, the technical specifications of the motorcycles used 
are truly diverse. This paper breaks down the various categories of motorcycle 
motorsports, and provides an overview of the technical changes in motorcycles used 
in the highest class of road racing̶the category with the broadest popularity.
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　競技性の違いにより、二輪モータースポーツは、
速さを競うレース競技、目標所要時間どおりに走る
正確さを競うラリー競技／エンデューロ競技、車両
を操る技術を競うトライアル競技の3つのジャンル
に大別できる。ただし、おのおののジャンルの中で
も、走行する路面や使用する車両などの違いからさ
まざまなカテゴリーに枝分かれしている。以下、そ
うした二輪モータースポーツの主立ったカテゴリー
をみていく。
　2-1　ロードレース
1 ）MotoGP
　舗装路のコースにおいて、二輪車を用いて競い合
うレース競技をロードレースと呼ぶ。使用される車
両は、ロードレース専用設計のものと一般の公道走
行用車両を改造して競技用にしたものに大別でき、
さらなる技術仕様の違いなどによってさまざまなカ
テゴリーが存在している。
　ロードレースで使用される車両に共通しているの
は、伸縮長がそれほど長くないサスペンションを持
ち、乗り手（ライダー）は強い前傾姿勢を取るとこ
ろである。旋回（コーナリング）においては、車体
を内側に大きく傾けながら、ライダーはさらに内側
に身体を入れる走り方をする。強い遠心力に抗しな
がら、高い旋回速度を実現するためである。そして、
前後のタイヤに適切な荷重をかけて高い摩擦力（グ
リップ力）を引き出す。
　そんなロードレースにおける最高峰のシリーズ
が、FIMロードレース世界選手権である。通称「世
界グランプリロードレース」で、毎年8カ月にわた
るレースシーズンを催し、世界15カ国（2019年現在。
以下同様）で19大会が開催されている。
　世界グランプリにはMotoGP（Fig.1）、Moto2、
Moto3の3クラスがあり、いずれも4ストローク・
自然吸気のピストンエンジンの車両が使用されてい
る。これら3クラスを分けている最も大きな要素は
エンジン排気量で、MotoGPが1,000cc、Moto2が
765cc、Moto3が250ccである。すべての大会にお
いて各クラスのレースが行われているが、Moto2と
Moto3は若手選手向けという色合いが濃いクラスと
なっており、MotoGPより格段にコスト抑制を強く
意識したさまざまな規制が行われている。
　そして、名実ともにロードレースの頂点に立つク
ラスがMotoGPである。その知名度は二輪モーター

スポーツの中では突出しており、世界グランプリ全
体のことをMotoGPと言い表すケースも多くなって
きている。
　MotoGPで使用される車両はこのクラス専用のも
ので、二輪車の先端技術を結集した仕様である。最
高出力は250馬力以上、最高速度は350km/hに達す
る。そんなMotoGP車両を、ホンダ、ヤマハ、スズキ、
ドゥカティ（イタリア）、アプリリア（イタリア）、
KTM（オーストリア）という6つの二輪メーカー
がそれぞれ独自に開発し、レースに送り込んでいる。
なお、タイヤは出場全車が一つのメーカーから供給
される共通仕様のものを使用する仕組み（これをワ
ンメイク制という）になっており、少なくとも
2023年シーズンまでは、ミシュラン（フランス）
のタイヤが使用される。
　MotoGPの各レースは、走行距離が110～120km
程度、走行時間が40分強となる設定で開催されて
いる。二輪車として先鋭的な車両によって行われ、
レースの醍醐味といえる抜きつ抜かれつの激しい攻
防が至るところで繰り広げられることから、世界的
に人気が高い。テレビ放映は200を超える国々で行
われており、年間視聴者数は延べ人数で50億人を
大きく上回るといわれている。
2）スーパーバイク
　運動性能が非常に高い1,000ccクラスの舗装路走
行用の市販一般車両に、専用の改造を施して仕立て
られたロードレース用車両がスーパーバイクであ
る。日本、アメリカ、イギリスなど15カ国以上に
おいて、国内ロードレース選手権の最上位クラスは、
スーパーバイクによって行われている。そして、国
際的なレースシリーズとしてFIMスーパーバイク
世界選手権がある。

大会が開催されており、各大会ではMXGPクラス、
MX2クラスともに、走行時間30分プラス2周とい
う長さのレースが2回行われる。また、女性ライダー
によるクラスもあり、こちらは年に5大会で開催さ
れている。
　なお、モトクロスをはじめとする二輪オフロード
スピード競技のアメリカにおける人気は非常に高
く、競技人口も多い。そのため、同国における最高
峰シリーズであるAMAモトクロス選手権は、世界
シリーズであるFIMモトクロス世界選手権と互角
の競技レベルとステータスを持つ。
　野球場などのスタジアムで行われるモトクロス
レースもあり、これはスーパークロスと呼ばれてい
る。コースは大量の土砂によって人工的に造成され
るもので、自然の地形を利用した屋外型のオフロー
ドサーキットとはひと味違う急角度のジャンプや
カーブなどが設けられる。アメリカで発展したカテ
ゴリーで、ライダーのアクションに富み、観戦スタ
ンドからコースのほぼ全周を見渡せることなどから
大いに人気を博すものとなり、やがてヨーロッパな
どでも開催されるようになった。
　2-5　スーパーモト
　大半は舗装路であるものの、一部には平らなダー
ト路や凹凸のある不整地路の区間を持つ周回コース
で行われる二輪スプリントレースがスーパーモトで
ある。使用される車両はモトクロッサーをはじめと
するオフロード用バイクだが、タイヤは小径のロー
ドレース用を使う。ロードレースとダートトラック
レースとモトクロスのそれぞれの要素を取り込んだ
異種混交競技といえ、1980年代に入ってアメリカ
で発展した。それがヨーロッパに伝播すると、スー
パーモタードとも呼ばれるようになり、やがてオフ
ロード用バイクに小径の舗装路用タイヤを履かせた
モタードというジャンルが、一般の公道走行用車両
の世界に確立された。
　2-6　ラリー
　ラリーとエンデューロ（後述）は、ともに指定さ
れた区間を指定された目標所要時間どおりに走る正
確さを競うモータースポーツで、ひたすら速く走る
ことを目指すレース競技とは異なる特性のものであ
る。目標時間との差異の分だけ減点が課せられ、そ
の積算値の大小によって順位を争う。目標時間より
早く走っても減点されるわけである。もっとも、目
標時間は達成が難しい短さに設定されるのが常であ
り、それより余計に時間がかかった分だけ減点され

ることから、競技者は自ずと全力での走行を行うこ
とになる。また、昨今はラリーでも所要時間の短
さを競うタイムトライアルの区間を大半とし、も
はやレースと競技性が違わない大会が多くなって
きている。
　ラリーは二輪でも四輪でも行われているが、二輪
のラリーは砂漠やジャングルのような道なき道を行
くような走行条件を特徴とするクロスカントリーラ
リー、あるいはラリーレイドと呼ばれる種類のもの
が大半である（Fig.4）。そうしたラリーは、何日間
にもわたって行われ、数百kmから数千kmの距離
を走行するもので、代表的な大会がダカール・ラリー
である。ラリーで使用される二輪車は、モトクロッ
サーより大柄で、大容量の燃料タンクなど、この競
技ならではの装備を持つ。
　2-7　エンデューロ
　森林地帯などに設定される1周が数十kmの不整
地路のコースを周回、トータルで200～300kmにな
る距離を数時間にわたって走行する二輪オフロード
競技がエンデューロである。その名称は、人車とも
に耐久性が問われるところから来ている。
　指定された目標所要時間どおりにいかに走るかを
競うもので、コースの各所にはチェックポイントが
設けられ、その通過時間によって所要時間の正確さ
が確認される。また、車両の整備は選手自身が行わ
なければならず、その作業時間もわずかなものしか
与えられない。最高峰のイベントは6日間にわたっ
て行われる国際大会で、森の中や岩場や河川などを
走る1,000kmを超えるコースが待ち受け、連日の車
両の整備時間は、走行前の10分と走行後の15分し
かない、というものである。
　なお、長い距離の不整地路コースを確保すること

周回して競い合う二輪レースが、世界各地に数種類
存在している。その一つであるダートトラックレー
スは、基本的には土を固めた路面のコースで行われ
るもので、アメリカで発展した（Fig.2）。そして、
同国における人気の高さが突出している競技であ
る。後輪にしかブレーキが付いていない車両を使い、
カーブでは後輪を外側に振り出すように滑らせなが
ら速度を調整して走る。その際、ライダーは上体を
立て気味にして車体の外側に置き、後輪が外側に横
滑りする動きを御しやすくしている。同時に、内側
の足を突き出して足の裏を路面に接地させ、滑らせ
ながら走るが、これは前後輪の横滑りの大きさをじ
かに感じ取りつつ、横滑り量の変化に対応して身体
の重心バランスを取り続けるためである。コースの
長さは、1マイルや0.5マイルなどの種類があり、1
マイルコースにおける最上位クラスのレースであれ
ば、各ライダーは200km/hに近い速度でカーブに
進入し、車両を横滑りさせながらクリアしていくと
いう技を繰り返す。このダートトラックで滑りをコ
ントロールする能力を磨いたアメリカ人ライダーた
ちが、1980年代に世界グランプリロードレースの
最上位クラスを席巻したことで、世界的に注目度・
認知度が高まった。
　2-3　ドラッグレース
　短く真っ直ぐな舗装路のコースで加速力を競うの
がドラッグレースで、400mのコースで行われるも
のが最もよく知られている。ドラッグレースにおけ
る最上位クラスは、二輪も四輪もトップフューエル
という名称で、二輪の場合でも約1,500馬力を発生
させるエンジンを使用し、400mを6秒を優に切る
所要時間で走り切る。この競技が最も盛んに行われ
ているのはアメリカだが、日本でも愛好家たちが競

技を行っている。
　2-4　モトクロス
　起伏の激しい不整地路の周回路（サーキット）で
行われるスプリントレースがモトクロスである
（Fig.3）。使用される車両はモトクロッサーと呼ば
れるもので、一般公道の走行は不可の競技専用車両
である。
　このモトクロッサーに限らず、未舗装路（オフロー
ド）用の二輪車の多くは単気筒エンジンを使用して
いる。それは、低いエンジン回転域で粘り強い出力
特性を得られることと、より軽量であることの2点
が大きい。また、路面の凹凸を吸収しやすいよう伸
縮長の長いサスペンションを持ち、高い走破性の必
要から径の大きなタイヤを履く。そして、ライダー
は上体を立てた乗車姿勢を取る設定とされている。
　オフロード走行においても、二輪車は、旋回時に
は車体を内側に傾ける。ただし、路面の摩擦係数が
低いため、ライダーは車体の外側に身体を置き、上
体を立てた姿勢を取る。これによって、車輪が外側
に横滑りする動きに対応しやすくし、また、後輪へ
荷重をかけやすくしている。
　そんなオフロード走行において、速さを競い合う
二輪モータースポーツを代表するカテゴリーがモト
クロスである。そのレースの大多数は専用のオフ
ロードサーキットで開催されている。土、砂、泥濘、
あるいは牧草など、路面は多様で、世界中で数多く
のレースが行われている。最高峰のシリーズは
FIMモトクロス世界選手権で、4ストローク・
450cc以下あるいは2ストローク・250cc以下の車両
によるMXGPクラスと、4ストローク・250cc以下、
あるいは2ストローク・125cc以下の車両による
MX2クラスがある。1年に世界19カ国において19

の難しさの高まりから、昨今は短い距離の大会が増
えてきているほか、所要時間の短さを競うタイムト
ライアルの区間を多く設定した大会が増えてきてい
るというように、ラリーと同様の状況にある。
　2-8　トライアル
　車両を速く走らせる技術ではなく、車両を操る技
術が問われる二輪モータースポーツがトライアルで
ある（Fig.5）。大きな岩や崖、あるいは人工的な障
害物を乗り越えていくように設定されたセクション
と呼ばれる競技区間を、いかに車両に乗ったまま走
り切れるかを競う。セクションを通過中に足を1回
着くと1点、2回着くと2点、3回以上の足着きは3
点減点される。また、セクション内で車両をバック
させた場合や足を着いた状態でエンジンを停止させ
た場合などは、5点の減点が課される。そうしたセ
クションを何カ所もこなし、トータルの減点をいか
に少なく済ませたかで順位を争う。
　トライアルでは、駆動力を発生させていない状態
でも車両を静止させ続けたり、静止状態から前輪を
一気に高く持ち上げたり、前輪と後輪の両方を浮か
せて定点上で方向転換を行ったり、といった曲芸的
なライディングが展開される。使用されるトライア
ル車両はオフロード用の二輪車の基本仕様を踏まえ
るが、セクションにおいて競技中のライダーは基本
的にステップバーの上に立った状態で乗車し続ける
ため、シートは最小限の大きさにされている。トラ
イアル競技専用車両に至ってはクッション性を持た
せたシートは備えていない。また、トライアルで求
められるのは瞬発力で、エンジンは低回転域から大
きなトルクを発生させる特性とされている。
　トライアルには、一定のエリアにすべてのセク
ションを固めて設けて開催されるタイプの大会と、

広いエリアにセクションを散らして設け、出場者は
公道を自走して各セクション間を移動して競技を行
うタイプの大会がある。後者は特にツーリングトラ
イアルと呼ばれる。公道走行があるため、参加でき
るのは保安部品を装備し、行政に登録してナンバー
を持った車両となる。
　こうしたトライアルの最高峰のシリーズがFIM
トライアル世界選手権で、年間に世界8カ国におい
て開催される8大会で争われる。その最上位クラス
はトライアルGPクラスと呼ばれるが、使用する車
両のエンジン排気量には制限がない。これはトライ
アルが、エンジン出力が大きければ有利とは一概に
言えない性格の競技であるためである。
　また、体育館などの屋内型の施設の中に人工的な
セクションを設定して行われるインドアトライアル
と呼ばれる種類の大会もあり、その世界選手権シ
リーズもある。モトクロスにおけるスーパークロス
と同じ発想のもので、観客はスタンド席からコース
のほぼすべてを見渡すことができる。

　3-1　エンジンから見る500cc・4ストローク時代
　数ある二輪モータースポーツの中でも特に幅広い
人気を持つものが、FIMロードレース世界選手権
（通称「世界グランプリロードレース」）の最上位ク
ラスである。そして、同シリーズ初年度の1949年
から2001年までの53年間にもわたって、その地位
にあったのが500ccクラスである。
　かつての世界グランプリ各クラスにおいては、エ
ンジンが4ストロークであろうが2ストロークであ
ろうが、上限排気量は同じであった。そして結果的
に、1949年から1974年までの500ccクラスでは、4
ストロークエンジン車に乗った選手たちがシリーズ
の頂点に立った。また、彼らの車両のエンジンは、
すべて空冷式であった。
　世界グランプリ初年度である1949年の500ccクラ
スでチャンピオンとなったレズリー・グラハムが
駆ったAJS E90S（イギリス）の500ccエンジンは
並列2気筒で、吸気バルブと排気バルブを別個のカ
ムシャフトによって駆動するDOHC式をすでに採
用しており、最高出力は排気量1,000cc換算で100
馬力の一線を優に超える60馬力程度であった。そ
れから11年後の1960年には、やがて四輪に転向し、
ホンダ F1で優勝を飾るジョン・サーティースが3
年連続・4度目の500ccクラス王者となったが、同

うになった。クランクシャフト1回転中のトルクの
出方をあえて不規則なものとすることによって、後
輪の駆動力をライダーがつかみやすくする狙いで
あった。
　その一方で、高出力化の開発ももちろん続けられ
た（Table 1）。例えば、ホンダの500ccクラス公式
車両であったNSR500は、1993年には世界グランプ
リ史上初の320km/hを超える最高速度を記録した。
そのV型4気筒エンジンは、1994年のNV0S型で
188馬力を発生させており、1997年のNV0X型では
200馬力、つまり1,000cc換算で400馬力を超えるレ
ベルに達していたことは確実である。ただ、1998
年から世界グランプリには、使用燃料を無鉛ガソリ
ンのみとする規制が入り、シリンダーの圧縮比をそ
れ以前より下げざるを得なくなって、ここで各車の
出力は軒並み一旦下がる。が、弛まぬ開発努力によっ
て、失った出力はほどなくして取り返された。

　3-3　エンジンから見るMotoGP時代
　500ccクラスは2001年までとされ、2002年からは
MotoGPが世界グランプリの最上位クラスとなっ
た。それは、4ストロークエンジンは990cc以下、2
ストロークエンジンは500cc以下の排気量の車両を
対象とするものであった。つまり、2ストローク車
も依然参加可能とされたわけだが、実際には、4ス
トローク・990ccのMotoGP車両に太刀打ちできず、
淘汰されていった。
　そのMotoGP初年度を制したホンダ RC211Vの最
高出力は225馬力で、最高速度は340km/hに迫るも
のであった。まさに有り余るほどの高出力であり、
それを扱うライダーを補助する電子制御技術の開発
が、この時期に急速に進むことになった。後輪の滑
りを検出すると、それに伝達されるトルクを自動的
に弱め、最も効率の良い駆動力を得られるようにす
るといった類のものである。そうした制御技術の
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二輪車のモータースポーツ

　蒸気機関や電気モーターも原動機だが、二輪車
（モーターサイクル）が用いる原動機といえば、もっ
ぱらガソリンエンジンである。同エンジンを搭載し
た史上初の量産二輪車はドイツのH&W号で、1894
年からの3年間で約1,000台が製造された。同車は
排気量1,487cc、最高出力2.5馬力の水冷・4ストロー
ク・2気筒エンジンを搭載、最高速度は38km/hだっ
た。このH&W号は1895年にイタリアで開催され

た走行距離約100kmの公道レースに出場し、ダイ
ムラーの四輪車に続く2位と3位に入った。
　やがてヨーロッパやアメリカを主とした世界各地
で、二輪車だけによるレースが開催されるように
なった。また、二輪車の普及とともにその種類は増
えていき、併せて二輪モータースポーツのカテゴ
リーも増えていった。そして、早くも1904年には、
二輪モータースポーツの国際的な統括組織である国
際モーターサイクリストクラブ連盟が結成されてい
る。同連盟は1949年に改組され、国際モーターサ
イクリズム連盟（FIM）となった。FIMは、現在
も世界の二輪モータースポーツの中心的な組織であ
り、各カテゴリーの国際標準ルールを定めることが
大きな役割となっている。

　スーパーバイクのレースは、走行時間が40分以
下のスプリントレースとして開催されるものが主で
ある。ベースとする市販一般車両に改造を加えるこ
とができる領域は限られており、車体フレームにつ
いては、ベース車両のものに補強を加えることがで
きる程度とされている。エンジンも、シリンダーや
ピストンなどはベース車両のものから一切変更でき
ない。それでも最新のスーパーバイクの性能はとて
も高く、優れた選手が乗れば、MotoGP車両に大き
く劣ることのない速さで走行する。
3）プロダクションバイクレース
　舗装路走行用の市販一般車両に改造を施して仕立
てられた競技車両によって行われるロードレースを
総じてプロダクションバイクレースと呼ぶ。使用す
る車両のクラスや改造の度合いなどによって多くの
種類のレースがある。ロードレースの最も大きな層
を成しているカテゴリーである。なお、先に触れた
スーパーバイクも厳密にはプロダクションバイク
レースの一つだが、その花形として確立されたもの
となっていることから、分けて単独で語られること
が多い。
4）サイドカーレース
　二輪車に側車を付けたものがサイドカーである。
車輪は3つになるが、駆動や転舵は二輪車の側で行
われる。そんなサイドカーを使ったレースは古くか
ら行われてきた。二輪車の側に乗るライダーと、側
車に乗るパッセンジャーの2名が乗車した状態で走
行するレースである。純粋な二輪車のように車体を
傾けて旋回を行うことが物理的にできないため、
パッセンジャーが側車の上で大きな体重移動を行う
ことで旋回時の遠心力を減じ、旋回速度を高める。
初期のロードレース用サイドカーは、二輪車に側車
を付けた、サイドカー本来の形態だったが、やがて
それは二輪車と側車を一体化させたものへと変わっ
ていった。そして1970年代後半からは、四輪の
フォーミュラカーのような形態の車両が主流となっ
た。使用されるタイヤも、二輪用のような半円形の
断面のものではなく、四輪用を転用したものとなっ
ている。
5）耐久レース
　二輪モータースポーツ界の狭義においては、耐久
レースとは、2名以上の選手が1台の車両に交替で
乗り、長距離あるいは長時間走行するロードレース
のことを主に指す。つまり、耐久レースには距離設
定のものと時間設定のものがある。後者は耐久レー

スならではのもので、定められた時間の中でいかに
長い距離を走行するかを競う。そして、耐久レース
をスプリントレースと分ける決定的な要素は、1台
の車両に複数の選手が交替で乗ることである。その
ため、各車はレース中にピットインし、ライダー交
替を行う。走行距離が長い場合は、燃料の補給や消
耗が進んだタイヤを新しいものに着け換える作業な
ども行われる。
　二輪の耐久レースの最高峰のシリーズは、FIM
ロードレース耐久世界選手権（EWC）である。各レー
スには、4つのクラスの車両が出場し混走する。そ
の最上位クラスはフォーミュラEWCと呼ばれるも
ので、スーパーバイク車両の耐久レース仕様ともい
うべき1,000cc級市販一般車両をベースとした車両
で争われる。EWCは全5戦からなるシリーズで、
そのうちの2戦は24時間、残る3戦は8時間という
レース時間で行われている。8時間レースの一戦は、
日本の鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿8時間であ
る。世界の4大二輪メーカーの母国で開催される同
レースは、他のEWC戦とは一線を画す内容と盛り
上がりを見せるものとして知られている。
6）公道レース
　一般車両の通行を一時的に遮断した公共の道路を
コースとして用いて行われるロードレースのことを
公道レースと呼ぶ。常設サーキットのような広い退
避スペースはなく、安全性に著しく劣るが、それで
も二輪車による公道レースは、現在も世界各地で開
催されている。その中でも最も有名なものは、イギ
リス領のマン島で毎年5月ないし6月に開催されて
いるマン島TTレースである。
　初開催は1907年で、100年を大きく超える歴史を
持つこのレースのコースは、1周が60.72kmもある。
大半は牛や羊の放牧地帯を抜けていく片側1車線の
なだらかな道路だが、いくつかの町の目抜き通りも
通過する。競技は、全車一斉にスタートするもので
なく、一定の間隔で1台ずつ走り出し、指定周回数
をいかに速く走り切るかを競うタイムトライアル形
式で行われる。そんなマン島TTにおける現在の最
上位クラスがスーパーバイクで、60.72kmの公道
コースを16分42秒778、平均速度217.989km/hで周
回したのが最速記録であり、瞬間的な最高速度は
320km/hに達する世界である。
　2-2　ダートトラックレース
　平らな路面の長円形、もしくは楕円形のコースを
基本的には左回り（反時計回り）のみの走行方向で

数々も、車両開発競争における重要な領域となった。
　2007年、エンジン出力を低下させて速度を下げ
ようという安全上の理由から規則の変更が行われ、
MotoGP車両の最大排気量は800ccに引き下げられ
た。それでも、電子制御技術の発展が大きく寄与し
て、MotoGP車両がサーキットを周回する速さはほ
とんど損なわれなかった。そして、2012年には、
MotoGP車両の最大排気量が今度は1,000ccとなる。
二輪モータースポーツの花形としての商品性を高め
る狙いが大きく働いての排気量拡大で、車両の性能
抑制には別な方策が講じられていくことになった。
車両のさまざまな電子制御をつかさどる装置を、従
来よりあえて機能を落としたものとし、それをどの
二輪メーカーの車両も使用しなければならない規則
の導入（2016年）は、その策の一つである。

　原動機に電気モーターを採用した二輪車による
モータースポーツが各所で始まっている。ロード
レースでは、最も長い歴史を持つマン島TTレース
において、2010年大会からTT Zeroという名称の
電動車両クラスが開催されており、2012年大会か
らは、ホンダ車によるレース活動で知られる
M-TECが出場し、常勝を誇っている。同社の車両は、
2018年大会では1周60.72kmのコースを所要時間18分
34秒956、平均速度196.05km/hで走破し、275km/h
の最高速度をレース中に記録している。また、この
2019年から、世界グランプリにMotoEという名称
の電動車両クラスが設けられる。全出場選手が同じ
仕様の車両とタイヤを使用するワンメイクレースと
して、ヨーロッパで開催される世界グランプリ4大
会において行われる。さらに、トライアル競技にお

いても、2017年から電動車両による世界選手権が
行われるようになり、これに呼応したヤマハが電
動トライアル車両を開発して参戦している。
　車両を電動とする最大の利点は、やはり排気ガス
を出さないことだが、エンジン車に比べて車両が発
する音が格段に小さいことも、二輪車の社会性を上
げるという点においては利点となり得る。静音であ
ることは、モータースポーツにおいては、特にトラ
イアルに有効と考える。エンジン車両では、騒音問
題が生じてしまうであろう都心部に人工セクション
を設定して、電動車両のみによるトライアル大会を
開くことも可能になるだろう。

　二輪車は、動力がなければ倒れてしまう。そして、
自転車とは違って原動機が発生させる動力を使用
し、その動力を操るという行為が伴う。そうした特
性が二輪車の魅力となっており、そうであるかぎり、
動力源が何になろうと、二輪車を用いて競技（モー
タースポーツ）を楽しもうという人々が絶えること
はないだろう。娯楽のための乗り物としての二輪車
は、一般の人々にとっては、むしろ煙たい存在であ
ることが多い。そうした二輪車への印象の改善に貢
献するためにも、二輪モータースポーツの健全な発
展を期待したい。
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年に彼が乗ったMVアグスタ 500-4（イタリア）は
並列4気筒で、最高出力は約75馬力、最高速度は
255km/h以上であった。
　そして、1966年には、500ccクラスに初めて日本
車が登場する。それはホンダ RC181で、同車の並
列4気筒エンジンは、当時としては群を抜く85馬力
以上の最高出力を1万2,000回転で発生させた。ホ
ンダは1959年から世界グランプリに挑んでいたが、
ずっと中・小排気量クラスへの参戦で、1966年は
満を持しての最上位クラス進出だった。同社は
250ccや350ccの世界グランプリ用車両に並列6気
筒エンジンを採用し、圧倒的な出力によって勝利を
重ねていたが、500ccクラスでは車体とのバランス
を考慮し、あえて4気筒とした。そのホンダ RC181
は1966年と1967年の2年使用され、マイク・ヘイ
ルウッドとジム・レッドマンという当代切っての名
手たちが走らせた。それでも彼らはチャンピオンに
手を届かせることができなかった。
　1960年代におけるホンダの最上位クラス個人タ
イトル獲得を阻んだのは、並列3気筒エンジン車で、
RC181より1割以上は最高出力が低いとみられてい
たMVアグスタ 500-3だった。これは四輪にも二輪
にもいえることだが、エンジン出力が車体の能力と
釣り合い、それを御する乗り手が出力を使い切れる
車両の方がよほど速い。この傾向は、二輪の、特に
エンジン出力が大きいものほど強い。そのことを如
実に示したのがMVアグスタ 500-3であった。ホン
ダが1967年をもって世界グランプリから一時撤退
し、しばらくの間、500ccクラスに公式参戦する二
輪メーカーが他にいなくなったこともあって、3気
筒のMVアグスタは最強であり続け、それを駆った
ジャコモ・アゴスチーニは、1966年から1972年ま
での7年にもわたって500ccクラスの頂点に立ち続
けた。
　3-2　エンジンから見る500cc・2ストローク時代
　7年連続で世界タイトルを獲得したMVアグスタ 
500-3は、さまざまな改良や出力の向上はもちろん
あったものの、基本的な仕様を変えることはなかっ
た。技術の面から見れば、その時期は停滞期でもあっ
たが、やがて新しい波が押し寄せてきた。2ストロー
クエンジンである。
　同じエンジン回転数であれば、2ストロークは4
ストロークの倍の燃焼機会があり、同じ排気量であ
るならば、2ストロークの方が高い出力を取り出す
ことができる。だが、同タイプのエンジンでは、ク

ランクシャフトのベアリングやシリンダー（4スト
ロークのものにはない掃気／排気孔を持つ）の耐久
性が問題となりがちで、高出力になるほどそれがシ
ビアに問われたことから、500ccクラスで2ストロー
クエンジンはなかなか使用されなかった。しかし、
時代が下って材料や加工の技術が進んだことで、
1960年代末から大排気量の2ストロークエンジン車
が徐々に台頭する。そして、1971年のアルスター
GPレースにおいて、空冷・並列2気筒のスズキ 
TR500が2ストローク車として初めての最上位クラ
ス優勝を飾って明らかな可能性が示されると、今度
はヤマハが水冷・並列4気筒のYZR500の初代モデ
ル 0W20型を1973年の世界グランプリ開幕戦から
投入し、デビュー戦優勝を決めた。1974年には、
それまで4ストローク車のMVアグスタを駆ってき
た帝王アゴスチーニが、2ストロークのヤマハ 
YZR500に乗り替え、時代の変化を決定的に印象づ
けた。彼は、1975年には0W23型のYZR500によっ
て通算8回目の500ccクラス個人タイトルを獲得し、
2ストローク車が初めて最上位クラスを制すること
になった。
　以後、2001年に至るまで500ccクラスは、2スト
ローク車の独壇場となる。エンジンの性能開発は、
高出力の追求に加え、それを扱いやすいものとする
ことが大きなテーマとなっていった。そこにおける
2ストロークエンジンならではの開発項目は、混合
気（燃料と混ざり合った空気）のシリンダーへの流
入を制御する仕組みと、排気の流出を制御する仕組
みであった。
　なお、1968年から500ccクラスはエンジンの気筒
数は4までとする規定となっており、1980年代中盤
以降の500ccクラスに登場した大半の車両は、4気
筒エンジン車であった。2ストローク車として初め
て同クラスを制覇した1975年の0W23型ヤマハ 
YZR500の最高出力は約90馬力だったが、1980年
の0W48型では110馬力以上、1985年の0W81型で
は140馬力以上と、急な右肩上がりの向上を果たす。
しかも、出力の出方は現在の基準からすればかなり
唐突で、その制御に現在のような電脳的な補助は入
らず、ライダーの右手による操作だけで行わなけれ
ばならない時代であった。
　そうしたことから、出力をできるだけ扱いやすい
ものとすることが改めて問われていった。1990年
代に入ると、クランクシャフトが1回転する間に各
気筒が爆発する間隔を不等間とする策が採られるよ

　2.　二輪モータースポーツの内訳

　競技性の違いにより、二輪モータースポーツは、
速さを競うレース競技、目標所要時間どおりに走る
正確さを競うラリー競技／エンデューロ競技、車両
を操る技術を競うトライアル競技の3つのジャンル
に大別できる。ただし、おのおののジャンルの中で
も、走行する路面や使用する車両などの違いからさ
まざまなカテゴリーに枝分かれしている。以下、そ
うした二輪モータースポーツの主立ったカテゴリー
をみていく。
　2-1　ロードレース
1 ）MotoGP
　舗装路のコースにおいて、二輪車を用いて競い合
うレース競技をロードレースと呼ぶ。使用される車
両は、ロードレース専用設計のものと一般の公道走
行用車両を改造して競技用にしたものに大別でき、
さらなる技術仕様の違いなどによってさまざまなカ
テゴリーが存在している。
　ロードレースで使用される車両に共通しているの
は、伸縮長がそれほど長くないサスペンションを持
ち、乗り手（ライダー）は強い前傾姿勢を取るとこ
ろである。旋回（コーナリング）においては、車体
を内側に大きく傾けながら、ライダーはさらに内側
に身体を入れる走り方をする。強い遠心力に抗しな
がら、高い旋回速度を実現するためである。そして、
前後のタイヤに適切な荷重をかけて高い摩擦力（グ
リップ力）を引き出す。
　そんなロードレースにおける最高峰のシリーズ
が、FIMロードレース世界選手権である。通称「世
界グランプリロードレース」で、毎年8カ月にわた
るレースシーズンを催し、世界15カ国（2019年現在。
以下同様）で19大会が開催されている。
　世界グランプリにはMotoGP（Fig.1）、Moto2、
Moto3の3クラスがあり、いずれも4ストローク・
自然吸気のピストンエンジンの車両が使用されてい
る。これら3クラスを分けている最も大きな要素は
エンジン排気量で、MotoGPが1,000cc、Moto2が
765cc、Moto3が250ccである。すべての大会にお
いて各クラスのレースが行われているが、Moto2と
Moto3は若手選手向けという色合いが濃いクラスと
なっており、MotoGPより格段にコスト抑制を強く
意識したさまざまな規制が行われている。
　そして、名実ともにロードレースの頂点に立つク
ラスがMotoGPである。その知名度は二輪モーター

スポーツの中では突出しており、世界グランプリ全
体のことをMotoGPと言い表すケースも多くなって
きている。
　MotoGPで使用される車両はこのクラス専用のも
ので、二輪車の先端技術を結集した仕様である。最
高出力は250馬力以上、最高速度は350km/hに達す
る。そんなMotoGP車両を、ホンダ、ヤマハ、スズキ、
ドゥカティ（イタリア）、アプリリア（イタリア）、
KTM（オーストリア）という6つの二輪メーカー
がそれぞれ独自に開発し、レースに送り込んでいる。
なお、タイヤは出場全車が一つのメーカーから供給
される共通仕様のものを使用する仕組み（これをワ
ンメイク制という）になっており、少なくとも
2023年シーズンまでは、ミシュラン（フランス）
のタイヤが使用される。
　MotoGPの各レースは、走行距離が110～120km
程度、走行時間が40分強となる設定で開催されて
いる。二輪車として先鋭的な車両によって行われ、
レースの醍醐味といえる抜きつ抜かれつの激しい攻
防が至るところで繰り広げられることから、世界的
に人気が高い。テレビ放映は200を超える国々で行
われており、年間視聴者数は延べ人数で50億人を
大きく上回るといわれている。
2）スーパーバイク
　運動性能が非常に高い1,000ccクラスの舗装路走
行用の市販一般車両に、専用の改造を施して仕立て
られたロードレース用車両がスーパーバイクであ
る。日本、アメリカ、イギリスなど15カ国以上に
おいて、国内ロードレース選手権の最上位クラスは、
スーパーバイクによって行われている。そして、国
際的なレースシリーズとしてFIMスーパーバイク
世界選手権がある。

Fig.1　MotoGP
写真提供）MICHELIN

大会が開催されており、各大会ではMXGPクラス、
MX2クラスともに、走行時間30分プラス2周とい
う長さのレースが2回行われる。また、女性ライダー
によるクラスもあり、こちらは年に5大会で開催さ
れている。
　なお、モトクロスをはじめとする二輪オフロード
スピード競技のアメリカにおける人気は非常に高
く、競技人口も多い。そのため、同国における最高
峰シリーズであるAMAモトクロス選手権は、世界
シリーズであるFIMモトクロス世界選手権と互角
の競技レベルとステータスを持つ。
　野球場などのスタジアムで行われるモトクロス
レースもあり、これはスーパークロスと呼ばれてい
る。コースは大量の土砂によって人工的に造成され
るもので、自然の地形を利用した屋外型のオフロー
ドサーキットとはひと味違う急角度のジャンプや
カーブなどが設けられる。アメリカで発展したカテ
ゴリーで、ライダーのアクションに富み、観戦スタ
ンドからコースのほぼ全周を見渡せることなどから
大いに人気を博すものとなり、やがてヨーロッパな
どでも開催されるようになった。
　2-5　スーパーモト
　大半は舗装路であるものの、一部には平らなダー
ト路や凹凸のある不整地路の区間を持つ周回コース
で行われる二輪スプリントレースがスーパーモトで
ある。使用される車両はモトクロッサーをはじめと
するオフロード用バイクだが、タイヤは小径のロー
ドレース用を使う。ロードレースとダートトラック
レースとモトクロスのそれぞれの要素を取り込んだ
異種混交競技といえ、1980年代に入ってアメリカ
で発展した。それがヨーロッパに伝播すると、スー
パーモタードとも呼ばれるようになり、やがてオフ
ロード用バイクに小径の舗装路用タイヤを履かせた
モタードというジャンルが、一般の公道走行用車両
の世界に確立された。
　2-6　ラリー
　ラリーとエンデューロ（後述）は、ともに指定さ
れた区間を指定された目標所要時間どおりに走る正
確さを競うモータースポーツで、ひたすら速く走る
ことを目指すレース競技とは異なる特性のものであ
る。目標時間との差異の分だけ減点が課せられ、そ
の積算値の大小によって順位を争う。目標時間より
早く走っても減点されるわけである。もっとも、目
標時間は達成が難しい短さに設定されるのが常であ
り、それより余計に時間がかかった分だけ減点され

ることから、競技者は自ずと全力での走行を行うこ
とになる。また、昨今はラリーでも所要時間の短
さを競うタイムトライアルの区間を大半とし、も
はやレースと競技性が違わない大会が多くなって
きている。
　ラリーは二輪でも四輪でも行われているが、二輪
のラリーは砂漠やジャングルのような道なき道を行
くような走行条件を特徴とするクロスカントリーラ
リー、あるいはラリーレイドと呼ばれる種類のもの
が大半である（Fig.4）。そうしたラリーは、何日間
にもわたって行われ、数百kmから数千kmの距離
を走行するもので、代表的な大会がダカール・ラリー
である。ラリーで使用される二輪車は、モトクロッ
サーより大柄で、大容量の燃料タンクなど、この競
技ならではの装備を持つ。
　2-7　エンデューロ
　森林地帯などに設定される1周が数十kmの不整
地路のコースを周回、トータルで200～300kmにな
る距離を数時間にわたって走行する二輪オフロード
競技がエンデューロである。その名称は、人車とも
に耐久性が問われるところから来ている。
　指定された目標所要時間どおりにいかに走るかを
競うもので、コースの各所にはチェックポイントが
設けられ、その通過時間によって所要時間の正確さ
が確認される。また、車両の整備は選手自身が行わ
なければならず、その作業時間もわずかなものしか
与えられない。最高峰のイベントは6日間にわたっ
て行われる国際大会で、森の中や岩場や河川などを
走る1,000kmを超えるコースが待ち受け、連日の車
両の整備時間は、走行前の10分と走行後の15分し
かない、というものである。
　なお、長い距離の不整地路コースを確保すること

周回して競い合う二輪レースが、世界各地に数種類
存在している。その一つであるダートトラックレー
スは、基本的には土を固めた路面のコースで行われ
るもので、アメリカで発展した（Fig.2）。そして、
同国における人気の高さが突出している競技であ
る。後輪にしかブレーキが付いていない車両を使い、
カーブでは後輪を外側に振り出すように滑らせなが
ら速度を調整して走る。その際、ライダーは上体を
立て気味にして車体の外側に置き、後輪が外側に横
滑りする動きを御しやすくしている。同時に、内側
の足を突き出して足の裏を路面に接地させ、滑らせ
ながら走るが、これは前後輪の横滑りの大きさをじ
かに感じ取りつつ、横滑り量の変化に対応して身体
の重心バランスを取り続けるためである。コースの
長さは、1マイルや0.5マイルなどの種類があり、1
マイルコースにおける最上位クラスのレースであれ
ば、各ライダーは200km/hに近い速度でカーブに
進入し、車両を横滑りさせながらクリアしていくと
いう技を繰り返す。このダートトラックで滑りをコ
ントロールする能力を磨いたアメリカ人ライダーた
ちが、1980年代に世界グランプリロードレースの
最上位クラスを席巻したことで、世界的に注目度・
認知度が高まった。
　2-3　ドラッグレース
　短く真っ直ぐな舗装路のコースで加速力を競うの
がドラッグレースで、400mのコースで行われるも
のが最もよく知られている。ドラッグレースにおけ
る最上位クラスは、二輪も四輪もトップフューエル
という名称で、二輪の場合でも約1,500馬力を発生
させるエンジンを使用し、400mを6秒を優に切る
所要時間で走り切る。この競技が最も盛んに行われ
ているのはアメリカだが、日本でも愛好家たちが競

技を行っている。
　2-4　モトクロス
　起伏の激しい不整地路の周回路（サーキット）で
行われるスプリントレースがモトクロスである
（Fig.3）。使用される車両はモトクロッサーと呼ば
れるもので、一般公道の走行は不可の競技専用車両
である。
　このモトクロッサーに限らず、未舗装路（オフロー
ド）用の二輪車の多くは単気筒エンジンを使用して
いる。それは、低いエンジン回転域で粘り強い出力
特性を得られることと、より軽量であることの2点
が大きい。また、路面の凹凸を吸収しやすいよう伸
縮長の長いサスペンションを持ち、高い走破性の必
要から径の大きなタイヤを履く。そして、ライダー
は上体を立てた乗車姿勢を取る設定とされている。
　オフロード走行においても、二輪車は、旋回時に
は車体を内側に傾ける。ただし、路面の摩擦係数が
低いため、ライダーは車体の外側に身体を置き、上
体を立てた姿勢を取る。これによって、車輪が外側
に横滑りする動きに対応しやすくし、また、後輪へ
荷重をかけやすくしている。
　そんなオフロード走行において、速さを競い合う
二輪モータースポーツを代表するカテゴリーがモト
クロスである。そのレースの大多数は専用のオフ
ロードサーキットで開催されている。土、砂、泥濘、
あるいは牧草など、路面は多様で、世界中で数多く
のレースが行われている。最高峰のシリーズは
FIMモトクロス世界選手権で、4ストローク・
450cc以下あるいは2ストローク・250cc以下の車両
によるMXGPクラスと、4ストローク・250cc以下、
あるいは2ストローク・125cc以下の車両による
MX2クラスがある。1年に世界19カ国において19

の難しさの高まりから、昨今は短い距離の大会が増
えてきているほか、所要時間の短さを競うタイムト
ライアルの区間を多く設定した大会が増えてきてい
るというように、ラリーと同様の状況にある。
　2-8　トライアル
　車両を速く走らせる技術ではなく、車両を操る技
術が問われる二輪モータースポーツがトライアルで
ある（Fig.5）。大きな岩や崖、あるいは人工的な障
害物を乗り越えていくように設定されたセクション
と呼ばれる競技区間を、いかに車両に乗ったまま走
り切れるかを競う。セクションを通過中に足を1回
着くと1点、2回着くと2点、3回以上の足着きは3
点減点される。また、セクション内で車両をバック
させた場合や足を着いた状態でエンジンを停止させ
た場合などは、5点の減点が課される。そうしたセ
クションを何カ所もこなし、トータルの減点をいか
に少なく済ませたかで順位を争う。
　トライアルでは、駆動力を発生させていない状態
でも車両を静止させ続けたり、静止状態から前輪を
一気に高く持ち上げたり、前輪と後輪の両方を浮か
せて定点上で方向転換を行ったり、といった曲芸的
なライディングが展開される。使用されるトライア
ル車両はオフロード用の二輪車の基本仕様を踏まえ
るが、セクションにおいて競技中のライダーは基本
的にステップバーの上に立った状態で乗車し続ける
ため、シートは最小限の大きさにされている。トラ
イアル競技専用車両に至ってはクッション性を持た
せたシートは備えていない。また、トライアルで求
められるのは瞬発力で、エンジンは低回転域から大
きなトルクを発生させる特性とされている。
　トライアルには、一定のエリアにすべてのセク
ションを固めて設けて開催されるタイプの大会と、

広いエリアにセクションを散らして設け、出場者は
公道を自走して各セクション間を移動して競技を行
うタイプの大会がある。後者は特にツーリングトラ
イアルと呼ばれる。公道走行があるため、参加でき
るのは保安部品を装備し、行政に登録してナンバー
を持った車両となる。
　こうしたトライアルの最高峰のシリーズがFIM
トライアル世界選手権で、年間に世界8カ国におい
て開催される8大会で争われる。その最上位クラス
はトライアルGPクラスと呼ばれるが、使用する車
両のエンジン排気量には制限がない。これはトライ
アルが、エンジン出力が大きければ有利とは一概に
言えない性格の競技であるためである。
　また、体育館などの屋内型の施設の中に人工的な
セクションを設定して行われるインドアトライアル
と呼ばれる種類の大会もあり、その世界選手権シ
リーズもある。モトクロスにおけるスーパークロス
と同じ発想のもので、観客はスタンド席からコース
のほぼすべてを見渡すことができる。

　3-1　エンジンから見る500cc・4ストローク時代
　数ある二輪モータースポーツの中でも特に幅広い
人気を持つものが、FIMロードレース世界選手権
（通称「世界グランプリロードレース」）の最上位ク
ラスである。そして、同シリーズ初年度の1949年
から2001年までの53年間にもわたって、その地位
にあったのが500ccクラスである。
　かつての世界グランプリ各クラスにおいては、エ
ンジンが4ストロークであろうが2ストロークであ
ろうが、上限排気量は同じであった。そして結果的
に、1949年から1974年までの500ccクラスでは、4
ストロークエンジン車に乗った選手たちがシリーズ
の頂点に立った。また、彼らの車両のエンジンは、
すべて空冷式であった。
　世界グランプリ初年度である1949年の500ccクラ
スでチャンピオンとなったレズリー・グラハムが
駆ったAJS E90S（イギリス）の500ccエンジンは
並列2気筒で、吸気バルブと排気バルブを別個のカ
ムシャフトによって駆動するDOHC式をすでに採
用しており、最高出力は排気量1,000cc換算で100
馬力の一線を優に超える60馬力程度であった。そ
れから11年後の1960年には、やがて四輪に転向し、
ホンダ F1で優勝を飾るジョン・サーティースが3
年連続・4度目の500ccクラス王者となったが、同

うになった。クランクシャフト1回転中のトルクの
出方をあえて不規則なものとすることによって、後
輪の駆動力をライダーがつかみやすくする狙いで
あった。
　その一方で、高出力化の開発ももちろん続けられ
た（Table 1）。例えば、ホンダの500ccクラス公式
車両であったNSR500は、1993年には世界グランプ
リ史上初の320km/hを超える最高速度を記録した。
そのV型4気筒エンジンは、1994年のNV0S型で
188馬力を発生させており、1997年のNV0X型では
200馬力、つまり1,000cc換算で400馬力を超えるレ
ベルに達していたことは確実である。ただ、1998
年から世界グランプリには、使用燃料を無鉛ガソリ
ンのみとする規制が入り、シリンダーの圧縮比をそ
れ以前より下げざるを得なくなって、ここで各車の
出力は軒並み一旦下がる。が、弛まぬ開発努力によっ
て、失った出力はほどなくして取り返された。

　3-3　エンジンから見るMotoGP時代
　500ccクラスは2001年までとされ、2002年からは
MotoGPが世界グランプリの最上位クラスとなっ
た。それは、4ストロークエンジンは990cc以下、2
ストロークエンジンは500cc以下の排気量の車両を
対象とするものであった。つまり、2ストローク車
も依然参加可能とされたわけだが、実際には、4ス
トローク・990ccのMotoGP車両に太刀打ちできず、
淘汰されていった。
　そのMotoGP初年度を制したホンダ RC211Vの最
高出力は225馬力で、最高速度は340km/hに迫るも
のであった。まさに有り余るほどの高出力であり、
それを扱うライダーを補助する電子制御技術の開発
が、この時期に急速に進むことになった。後輪の滑
りを検出すると、それに伝達されるトルクを自動的
に弱め、最も効率の良い駆動力を得られるようにす
るといった類のものである。そうした制御技術の



　蒸気機関や電気モーターも原動機だが、二輪車
（モーターサイクル）が用いる原動機といえば、もっ
ぱらガソリンエンジンである。同エンジンを搭載し
た史上初の量産二輪車はドイツのH&W号で、1894
年からの3年間で約1,000台が製造された。同車は
排気量1,487cc、最高出力2.5馬力の水冷・4ストロー
ク・2気筒エンジンを搭載、最高速度は38km/hだっ
た。このH&W号は1895年にイタリアで開催され

た走行距離約100kmの公道レースに出場し、ダイ
ムラーの四輪車に続く2位と3位に入った。
　やがてヨーロッパやアメリカを主とした世界各地
で、二輪車だけによるレースが開催されるように
なった。また、二輪車の普及とともにその種類は増
えていき、併せて二輪モータースポーツのカテゴ
リーも増えていった。そして、早くも1904年には、
二輪モータースポーツの国際的な統括組織である国
際モーターサイクリストクラブ連盟が結成されてい
る。同連盟は1949年に改組され、国際モーターサ
イクリズム連盟（FIM）となった。FIMは、現在
も世界の二輪モータースポーツの中心的な組織であ
り、各カテゴリーの国際標準ルールを定めることが
大きな役割となっている。
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　スーパーバイクのレースは、走行時間が40分以
下のスプリントレースとして開催されるものが主で
ある。ベースとする市販一般車両に改造を加えるこ
とができる領域は限られており、車体フレームにつ
いては、ベース車両のものに補強を加えることがで
きる程度とされている。エンジンも、シリンダーや
ピストンなどはベース車両のものから一切変更でき
ない。それでも最新のスーパーバイクの性能はとて
も高く、優れた選手が乗れば、MotoGP車両に大き
く劣ることのない速さで走行する。
3）プロダクションバイクレース
　舗装路走行用の市販一般車両に改造を施して仕立
てられた競技車両によって行われるロードレースを
総じてプロダクションバイクレースと呼ぶ。使用す
る車両のクラスや改造の度合いなどによって多くの
種類のレースがある。ロードレースの最も大きな層
を成しているカテゴリーである。なお、先に触れた
スーパーバイクも厳密にはプロダクションバイク
レースの一つだが、その花形として確立されたもの
となっていることから、分けて単独で語られること
が多い。
4）サイドカーレース
　二輪車に側車を付けたものがサイドカーである。
車輪は3つになるが、駆動や転舵は二輪車の側で行
われる。そんなサイドカーを使ったレースは古くか
ら行われてきた。二輪車の側に乗るライダーと、側
車に乗るパッセンジャーの2名が乗車した状態で走
行するレースである。純粋な二輪車のように車体を
傾けて旋回を行うことが物理的にできないため、
パッセンジャーが側車の上で大きな体重移動を行う
ことで旋回時の遠心力を減じ、旋回速度を高める。
初期のロードレース用サイドカーは、二輪車に側車
を付けた、サイドカー本来の形態だったが、やがて
それは二輪車と側車を一体化させたものへと変わっ
ていった。そして1970年代後半からは、四輪の
フォーミュラカーのような形態の車両が主流となっ
た。使用されるタイヤも、二輪用のような半円形の
断面のものではなく、四輪用を転用したものとなっ
ている。
5）耐久レース
　二輪モータースポーツ界の狭義においては、耐久
レースとは、2名以上の選手が1台の車両に交替で
乗り、長距離あるいは長時間走行するロードレース
のことを主に指す。つまり、耐久レースには距離設
定のものと時間設定のものがある。後者は耐久レー

スならではのもので、定められた時間の中でいかに
長い距離を走行するかを競う。そして、耐久レース
をスプリントレースと分ける決定的な要素は、1台
の車両に複数の選手が交替で乗ることである。その
ため、各車はレース中にピットインし、ライダー交
替を行う。走行距離が長い場合は、燃料の補給や消
耗が進んだタイヤを新しいものに着け換える作業な
ども行われる。
　二輪の耐久レースの最高峰のシリーズは、FIM
ロードレース耐久世界選手権（EWC）である。各レー
スには、4つのクラスの車両が出場し混走する。そ
の最上位クラスはフォーミュラEWCと呼ばれるも
ので、スーパーバイク車両の耐久レース仕様ともい
うべき1,000cc級市販一般車両をベースとした車両
で争われる。EWCは全5戦からなるシリーズで、
そのうちの2戦は24時間、残る3戦は8時間という
レース時間で行われている。8時間レースの一戦は、
日本の鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿8時間であ
る。世界の4大二輪メーカーの母国で開催される同
レースは、他のEWC戦とは一線を画す内容と盛り
上がりを見せるものとして知られている。
6）公道レース
　一般車両の通行を一時的に遮断した公共の道路を
コースとして用いて行われるロードレースのことを
公道レースと呼ぶ。常設サーキットのような広い退
避スペースはなく、安全性に著しく劣るが、それで
も二輪車による公道レースは、現在も世界各地で開
催されている。その中でも最も有名なものは、イギ
リス領のマン島で毎年5月ないし6月に開催されて
いるマン島TTレースである。
　初開催は1907年で、100年を大きく超える歴史を
持つこのレースのコースは、1周が60.72kmもある。
大半は牛や羊の放牧地帯を抜けていく片側1車線の
なだらかな道路だが、いくつかの町の目抜き通りも
通過する。競技は、全車一斉にスタートするもので
なく、一定の間隔で1台ずつ走り出し、指定周回数
をいかに速く走り切るかを競うタイムトライアル形
式で行われる。そんなマン島TTにおける現在の最
上位クラスがスーパーバイクで、60.72kmの公道
コースを16分42秒778、平均速度217.989km/hで周
回したのが最速記録であり、瞬間的な最高速度は
320km/hに達する世界である。
　2-2　ダートトラックレース
　平らな路面の長円形、もしくは楕円形のコースを
基本的には左回り（反時計回り）のみの走行方向で

数々も、車両開発競争における重要な領域となった。
　2007年、エンジン出力を低下させて速度を下げ
ようという安全上の理由から規則の変更が行われ、
MotoGP車両の最大排気量は800ccに引き下げられ
た。それでも、電子制御技術の発展が大きく寄与し
て、MotoGP車両がサーキットを周回する速さはほ
とんど損なわれなかった。そして、2012年には、
MotoGP車両の最大排気量が今度は1,000ccとなる。
二輪モータースポーツの花形としての商品性を高め
る狙いが大きく働いての排気量拡大で、車両の性能
抑制には別な方策が講じられていくことになった。
車両のさまざまな電子制御をつかさどる装置を、従
来よりあえて機能を落としたものとし、それをどの
二輪メーカーの車両も使用しなければならない規則
の導入（2016年）は、その策の一つである。

　原動機に電気モーターを採用した二輪車による
モータースポーツが各所で始まっている。ロード
レースでは、最も長い歴史を持つマン島TTレース
において、2010年大会からTT Zeroという名称の
電動車両クラスが開催されており、2012年大会か
らは、ホンダ車によるレース活動で知られる
M-TECが出場し、常勝を誇っている。同社の車両は、
2018年大会では1周60.72kmのコースを所要時間18分
34秒956、平均速度196.05km/hで走破し、275km/h
の最高速度をレース中に記録している。また、この
2019年から、世界グランプリにMotoEという名称
の電動車両クラスが設けられる。全出場選手が同じ
仕様の車両とタイヤを使用するワンメイクレースと
して、ヨーロッパで開催される世界グランプリ4大
会において行われる。さらに、トライアル競技にお

いても、2017年から電動車両による世界選手権が
行われるようになり、これに呼応したヤマハが電
動トライアル車両を開発して参戦している。
　車両を電動とする最大の利点は、やはり排気ガス
を出さないことだが、エンジン車に比べて車両が発
する音が格段に小さいことも、二輪車の社会性を上
げるという点においては利点となり得る。静音であ
ることは、モータースポーツにおいては、特にトラ
イアルに有効と考える。エンジン車両では、騒音問
題が生じてしまうであろう都心部に人工セクション
を設定して、電動車両のみによるトライアル大会を
開くことも可能になるだろう。

　二輪車は、動力がなければ倒れてしまう。そして、
自転車とは違って原動機が発生させる動力を使用
し、その動力を操るという行為が伴う。そうした特
性が二輪車の魅力となっており、そうであるかぎり、
動力源が何になろうと、二輪車を用いて競技（モー
タースポーツ）を楽しもうという人々が絶えること
はないだろう。娯楽のための乗り物としての二輪車
は、一般の人々にとっては、むしろ煙たい存在であ
ることが多い。そうした二輪車への印象の改善に貢
献するためにも、二輪モータースポーツの健全な発
展を期待したい。

関連資料
・富塚清『オートバイの歴史』山海堂、1980年
・中沖満、ピーター・クリフォード『サーキットの
軌跡』グランプリ出版、1987年

・出水力『オートバイの王国』第一法規、1991年
・『RACERS』三栄書房、2009～2018年

年に彼が乗ったMVアグスタ 500-4（イタリア）は
並列4気筒で、最高出力は約75馬力、最高速度は
255km/h以上であった。
　そして、1966年には、500ccクラスに初めて日本
車が登場する。それはホンダ RC181で、同車の並
列4気筒エンジンは、当時としては群を抜く85馬力
以上の最高出力を1万2,000回転で発生させた。ホ
ンダは1959年から世界グランプリに挑んでいたが、
ずっと中・小排気量クラスへの参戦で、1966年は
満を持しての最上位クラス進出だった。同社は
250ccや350ccの世界グランプリ用車両に並列6気
筒エンジンを採用し、圧倒的な出力によって勝利を
重ねていたが、500ccクラスでは車体とのバランス
を考慮し、あえて4気筒とした。そのホンダ RC181
は1966年と1967年の2年使用され、マイク・ヘイ
ルウッドとジム・レッドマンという当代切っての名
手たちが走らせた。それでも彼らはチャンピオンに
手を届かせることができなかった。
　1960年代におけるホンダの最上位クラス個人タ
イトル獲得を阻んだのは、並列3気筒エンジン車で、
RC181より1割以上は最高出力が低いとみられてい
たMVアグスタ 500-3だった。これは四輪にも二輪
にもいえることだが、エンジン出力が車体の能力と
釣り合い、それを御する乗り手が出力を使い切れる
車両の方がよほど速い。この傾向は、二輪の、特に
エンジン出力が大きいものほど強い。そのことを如
実に示したのがMVアグスタ 500-3であった。ホン
ダが1967年をもって世界グランプリから一時撤退
し、しばらくの間、500ccクラスに公式参戦する二
輪メーカーが他にいなくなったこともあって、3気
筒のMVアグスタは最強であり続け、それを駆った
ジャコモ・アゴスチーニは、1966年から1972年ま
での7年にもわたって500ccクラスの頂点に立ち続
けた。
　3-2　エンジンから見る500cc・2ストローク時代
　7年連続で世界タイトルを獲得したMVアグスタ 
500-3は、さまざまな改良や出力の向上はもちろん
あったものの、基本的な仕様を変えることはなかっ
た。技術の面から見れば、その時期は停滞期でもあっ
たが、やがて新しい波が押し寄せてきた。2ストロー
クエンジンである。
　同じエンジン回転数であれば、2ストロークは4
ストロークの倍の燃焼機会があり、同じ排気量であ
るならば、2ストロークの方が高い出力を取り出す
ことができる。だが、同タイプのエンジンでは、ク

ランクシャフトのベアリングやシリンダー（4スト
ロークのものにはない掃気／排気孔を持つ）の耐久
性が問題となりがちで、高出力になるほどそれがシ
ビアに問われたことから、500ccクラスで2ストロー
クエンジンはなかなか使用されなかった。しかし、
時代が下って材料や加工の技術が進んだことで、
1960年代末から大排気量の2ストロークエンジン車
が徐々に台頭する。そして、1971年のアルスター
GPレースにおいて、空冷・並列2気筒のスズキ 
TR500が2ストローク車として初めての最上位クラ
ス優勝を飾って明らかな可能性が示されると、今度
はヤマハが水冷・並列4気筒のYZR500の初代モデ
ル 0W20型を1973年の世界グランプリ開幕戦から
投入し、デビュー戦優勝を決めた。1974年には、
それまで4ストローク車のMVアグスタを駆ってき
た帝王アゴスチーニが、2ストロークのヤマハ 
YZR500に乗り替え、時代の変化を決定的に印象づ
けた。彼は、1975年には0W23型のYZR500によっ
て通算8回目の500ccクラス個人タイトルを獲得し、
2ストローク車が初めて最上位クラスを制すること
になった。
　以後、2001年に至るまで500ccクラスは、2スト
ローク車の独壇場となる。エンジンの性能開発は、
高出力の追求に加え、それを扱いやすいものとする
ことが大きなテーマとなっていった。そこにおける
2ストロークエンジンならではの開発項目は、混合
気（燃料と混ざり合った空気）のシリンダーへの流
入を制御する仕組みと、排気の流出を制御する仕組
みであった。
　なお、1968年から500ccクラスはエンジンの気筒
数は4までとする規定となっており、1980年代中盤
以降の500ccクラスに登場した大半の車両は、4気
筒エンジン車であった。2ストローク車として初め
て同クラスを制覇した1975年の0W23型ヤマハ 
YZR500の最高出力は約90馬力だったが、1980年
の0W48型では110馬力以上、1985年の0W81型で
は140馬力以上と、急な右肩上がりの向上を果たす。
しかも、出力の出方は現在の基準からすればかなり
唐突で、その制御に現在のような電脳的な補助は入
らず、ライダーの右手による操作だけで行わなけれ
ばならない時代であった。
　そうしたことから、出力をできるだけ扱いやすい
ものとすることが改めて問われていった。1990年
代に入ると、クランクシャフトが1回転する間に各
気筒が爆発する間隔を不等間とする策が採られるよ

　競技性の違いにより、二輪モータースポーツは、
速さを競うレース競技、目標所要時間どおりに走る
正確さを競うラリー競技／エンデューロ競技、車両
を操る技術を競うトライアル競技の3つのジャンル
に大別できる。ただし、おのおののジャンルの中で
も、走行する路面や使用する車両などの違いからさ
まざまなカテゴリーに枝分かれしている。以下、そ
うした二輪モータースポーツの主立ったカテゴリー
をみていく。
　2-1　ロードレース
1 ）MotoGP
　舗装路のコースにおいて、二輪車を用いて競い合
うレース競技をロードレースと呼ぶ。使用される車
両は、ロードレース専用設計のものと一般の公道走
行用車両を改造して競技用にしたものに大別でき、
さらなる技術仕様の違いなどによってさまざまなカ
テゴリーが存在している。
　ロードレースで使用される車両に共通しているの
は、伸縮長がそれほど長くないサスペンションを持
ち、乗り手（ライダー）は強い前傾姿勢を取るとこ
ろである。旋回（コーナリング）においては、車体
を内側に大きく傾けながら、ライダーはさらに内側
に身体を入れる走り方をする。強い遠心力に抗しな
がら、高い旋回速度を実現するためである。そして、
前後のタイヤに適切な荷重をかけて高い摩擦力（グ
リップ力）を引き出す。
　そんなロードレースにおける最高峰のシリーズ
が、FIMロードレース世界選手権である。通称「世
界グランプリロードレース」で、毎年8カ月にわた
るレースシーズンを催し、世界15カ国（2019年現在。
以下同様）で19大会が開催されている。
　世界グランプリにはMotoGP（Fig.1）、Moto2、
Moto3の3クラスがあり、いずれも4ストローク・
自然吸気のピストンエンジンの車両が使用されてい
る。これら3クラスを分けている最も大きな要素は
エンジン排気量で、MotoGPが1,000cc、Moto2が
765cc、Moto3が250ccである。すべての大会にお
いて各クラスのレースが行われているが、Moto2と
Moto3は若手選手向けという色合いが濃いクラスと
なっており、MotoGPより格段にコスト抑制を強く
意識したさまざまな規制が行われている。
　そして、名実ともにロードレースの頂点に立つク
ラスがMotoGPである。その知名度は二輪モーター

スポーツの中では突出しており、世界グランプリ全
体のことをMotoGPと言い表すケースも多くなって
きている。
　MotoGPで使用される車両はこのクラス専用のも
ので、二輪車の先端技術を結集した仕様である。最
高出力は250馬力以上、最高速度は350km/hに達す
る。そんなMotoGP車両を、ホンダ、ヤマハ、スズキ、
ドゥカティ（イタリア）、アプリリア（イタリア）、
KTM（オーストリア）という6つの二輪メーカー
がそれぞれ独自に開発し、レースに送り込んでいる。
なお、タイヤは出場全車が一つのメーカーから供給
される共通仕様のものを使用する仕組み（これをワ
ンメイク制という）になっており、少なくとも
2023年シーズンまでは、ミシュラン（フランス）
のタイヤが使用される。
　MotoGPの各レースは、走行距離が110～120km
程度、走行時間が40分強となる設定で開催されて
いる。二輪車として先鋭的な車両によって行われ、
レースの醍醐味といえる抜きつ抜かれつの激しい攻
防が至るところで繰り広げられることから、世界的
に人気が高い。テレビ放映は200を超える国々で行
われており、年間視聴者数は延べ人数で50億人を
大きく上回るといわれている。
2）スーパーバイク
　運動性能が非常に高い1,000ccクラスの舗装路走
行用の市販一般車両に、専用の改造を施して仕立て
られたロードレース用車両がスーパーバイクであ
る。日本、アメリカ、イギリスなど15カ国以上に
おいて、国内ロードレース選手権の最上位クラスは、
スーパーバイクによって行われている。そして、国
際的なレースシリーズとしてFIMスーパーバイク
世界選手権がある。

大会が開催されており、各大会ではMXGPクラス、
MX2クラスともに、走行時間30分プラス2周とい
う長さのレースが2回行われる。また、女性ライダー
によるクラスもあり、こちらは年に5大会で開催さ
れている。
　なお、モトクロスをはじめとする二輪オフロード
スピード競技のアメリカにおける人気は非常に高
く、競技人口も多い。そのため、同国における最高
峰シリーズであるAMAモトクロス選手権は、世界
シリーズであるFIMモトクロス世界選手権と互角
の競技レベルとステータスを持つ。
　野球場などのスタジアムで行われるモトクロス
レースもあり、これはスーパークロスと呼ばれてい
る。コースは大量の土砂によって人工的に造成され
るもので、自然の地形を利用した屋外型のオフロー
ドサーキットとはひと味違う急角度のジャンプや
カーブなどが設けられる。アメリカで発展したカテ
ゴリーで、ライダーのアクションに富み、観戦スタ
ンドからコースのほぼ全周を見渡せることなどから
大いに人気を博すものとなり、やがてヨーロッパな
どでも開催されるようになった。
　2-5　スーパーモト
　大半は舗装路であるものの、一部には平らなダー
ト路や凹凸のある不整地路の区間を持つ周回コース
で行われる二輪スプリントレースがスーパーモトで
ある。使用される車両はモトクロッサーをはじめと
するオフロード用バイクだが、タイヤは小径のロー
ドレース用を使う。ロードレースとダートトラック
レースとモトクロスのそれぞれの要素を取り込んだ
異種混交競技といえ、1980年代に入ってアメリカ
で発展した。それがヨーロッパに伝播すると、スー
パーモタードとも呼ばれるようになり、やがてオフ
ロード用バイクに小径の舗装路用タイヤを履かせた
モタードというジャンルが、一般の公道走行用車両
の世界に確立された。
　2-6　ラリー
　ラリーとエンデューロ（後述）は、ともに指定さ
れた区間を指定された目標所要時間どおりに走る正
確さを競うモータースポーツで、ひたすら速く走る
ことを目指すレース競技とは異なる特性のものであ
る。目標時間との差異の分だけ減点が課せられ、そ
の積算値の大小によって順位を争う。目標時間より
早く走っても減点されるわけである。もっとも、目
標時間は達成が難しい短さに設定されるのが常であ
り、それより余計に時間がかかった分だけ減点され

ることから、競技者は自ずと全力での走行を行うこ
とになる。また、昨今はラリーでも所要時間の短
さを競うタイムトライアルの区間を大半とし、も
はやレースと競技性が違わない大会が多くなって
きている。
　ラリーは二輪でも四輪でも行われているが、二輪
のラリーは砂漠やジャングルのような道なき道を行
くような走行条件を特徴とするクロスカントリーラ
リー、あるいはラリーレイドと呼ばれる種類のもの
が大半である（Fig.4）。そうしたラリーは、何日間
にもわたって行われ、数百kmから数千kmの距離
を走行するもので、代表的な大会がダカール・ラリー
である。ラリーで使用される二輪車は、モトクロッ
サーより大柄で、大容量の燃料タンクなど、この競
技ならではの装備を持つ。
　2-7　エンデューロ
　森林地帯などに設定される1周が数十kmの不整
地路のコースを周回、トータルで200～300kmにな
る距離を数時間にわたって走行する二輪オフロード
競技がエンデューロである。その名称は、人車とも
に耐久性が問われるところから来ている。
　指定された目標所要時間どおりにいかに走るかを
競うもので、コースの各所にはチェックポイントが
設けられ、その通過時間によって所要時間の正確さ
が確認される。また、車両の整備は選手自身が行わ
なければならず、その作業時間もわずかなものしか
与えられない。最高峰のイベントは6日間にわたっ
て行われる国際大会で、森の中や岩場や河川などを
走る1,000kmを超えるコースが待ち受け、連日の車
両の整備時間は、走行前の10分と走行後の15分し
かない、というものである。
　なお、長い距離の不整地路コースを確保すること

周回して競い合う二輪レースが、世界各地に数種類
存在している。その一つであるダートトラックレー
スは、基本的には土を固めた路面のコースで行われ
るもので、アメリカで発展した（Fig.2）。そして、
同国における人気の高さが突出している競技であ
る。後輪にしかブレーキが付いていない車両を使い、
カーブでは後輪を外側に振り出すように滑らせなが
ら速度を調整して走る。その際、ライダーは上体を
立て気味にして車体の外側に置き、後輪が外側に横
滑りする動きを御しやすくしている。同時に、内側
の足を突き出して足の裏を路面に接地させ、滑らせ
ながら走るが、これは前後輪の横滑りの大きさをじ
かに感じ取りつつ、横滑り量の変化に対応して身体
の重心バランスを取り続けるためである。コースの
長さは、1マイルや0.5マイルなどの種類があり、1
マイルコースにおける最上位クラスのレースであれ
ば、各ライダーは200km/hに近い速度でカーブに
進入し、車両を横滑りさせながらクリアしていくと
いう技を繰り返す。このダートトラックで滑りをコ
ントロールする能力を磨いたアメリカ人ライダーた
ちが、1980年代に世界グランプリロードレースの
最上位クラスを席巻したことで、世界的に注目度・
認知度が高まった。
　2-3　ドラッグレース
　短く真っ直ぐな舗装路のコースで加速力を競うの
がドラッグレースで、400mのコースで行われるも
のが最もよく知られている。ドラッグレースにおけ
る最上位クラスは、二輪も四輪もトップフューエル
という名称で、二輪の場合でも約1,500馬力を発生
させるエンジンを使用し、400mを6秒を優に切る
所要時間で走り切る。この競技が最も盛んに行われ
ているのはアメリカだが、日本でも愛好家たちが競

技を行っている。
　2-4　モトクロス
　起伏の激しい不整地路の周回路（サーキット）で
行われるスプリントレースがモトクロスである
（Fig.3）。使用される車両はモトクロッサーと呼ば
れるもので、一般公道の走行は不可の競技専用車両
である。
　このモトクロッサーに限らず、未舗装路（オフロー
ド）用の二輪車の多くは単気筒エンジンを使用して
いる。それは、低いエンジン回転域で粘り強い出力
特性を得られることと、より軽量であることの2点
が大きい。また、路面の凹凸を吸収しやすいよう伸
縮長の長いサスペンションを持ち、高い走破性の必
要から径の大きなタイヤを履く。そして、ライダー
は上体を立てた乗車姿勢を取る設定とされている。
　オフロード走行においても、二輪車は、旋回時に
は車体を内側に傾ける。ただし、路面の摩擦係数が
低いため、ライダーは車体の外側に身体を置き、上
体を立てた姿勢を取る。これによって、車輪が外側
に横滑りする動きに対応しやすくし、また、後輪へ
荷重をかけやすくしている。
　そんなオフロード走行において、速さを競い合う
二輪モータースポーツを代表するカテゴリーがモト
クロスである。そのレースの大多数は専用のオフ
ロードサーキットで開催されている。土、砂、泥濘、
あるいは牧草など、路面は多様で、世界中で数多く
のレースが行われている。最高峰のシリーズは
FIMモトクロス世界選手権で、4ストローク・
450cc以下あるいは2ストローク・250cc以下の車両
によるMXGPクラスと、4ストローク・250cc以下、
あるいは2ストローク・125cc以下の車両による
MX2クラスがある。1年に世界19カ国において19

の難しさの高まりから、昨今は短い距離の大会が増
えてきているほか、所要時間の短さを競うタイムト
ライアルの区間を多く設定した大会が増えてきてい
るというように、ラリーと同様の状況にある。
　2-8　トライアル
　車両を速く走らせる技術ではなく、車両を操る技
術が問われる二輪モータースポーツがトライアルで
ある（Fig.5）。大きな岩や崖、あるいは人工的な障
害物を乗り越えていくように設定されたセクション
と呼ばれる競技区間を、いかに車両に乗ったまま走
り切れるかを競う。セクションを通過中に足を1回
着くと1点、2回着くと2点、3回以上の足着きは3
点減点される。また、セクション内で車両をバック
させた場合や足を着いた状態でエンジンを停止させ
た場合などは、5点の減点が課される。そうしたセ
クションを何カ所もこなし、トータルの減点をいか
に少なく済ませたかで順位を争う。
　トライアルでは、駆動力を発生させていない状態
でも車両を静止させ続けたり、静止状態から前輪を
一気に高く持ち上げたり、前輪と後輪の両方を浮か
せて定点上で方向転換を行ったり、といった曲芸的
なライディングが展開される。使用されるトライア
ル車両はオフロード用の二輪車の基本仕様を踏まえ
るが、セクションにおいて競技中のライダーは基本
的にステップバーの上に立った状態で乗車し続ける
ため、シートは最小限の大きさにされている。トラ
イアル競技専用車両に至ってはクッション性を持た
せたシートは備えていない。また、トライアルで求
められるのは瞬発力で、エンジンは低回転域から大
きなトルクを発生させる特性とされている。
　トライアルには、一定のエリアにすべてのセク
ションを固めて設けて開催されるタイプの大会と、

広いエリアにセクションを散らして設け、出場者は
公道を自走して各セクション間を移動して競技を行
うタイプの大会がある。後者は特にツーリングトラ
イアルと呼ばれる。公道走行があるため、参加でき
るのは保安部品を装備し、行政に登録してナンバー
を持った車両となる。
　こうしたトライアルの最高峰のシリーズがFIM
トライアル世界選手権で、年間に世界8カ国におい
て開催される8大会で争われる。その最上位クラス
はトライアルGPクラスと呼ばれるが、使用する車
両のエンジン排気量には制限がない。これはトライ
アルが、エンジン出力が大きければ有利とは一概に
言えない性格の競技であるためである。
　また、体育館などの屋内型の施設の中に人工的な
セクションを設定して行われるインドアトライアル
と呼ばれる種類の大会もあり、その世界選手権シ
リーズもある。モトクロスにおけるスーパークロス
と同じ発想のもので、観客はスタンド席からコース
のほぼすべてを見渡すことができる。

　3-1　エンジンから見る500cc・4ストローク時代
　数ある二輪モータースポーツの中でも特に幅広い
人気を持つものが、FIMロードレース世界選手権
（通称「世界グランプリロードレース」）の最上位ク
ラスである。そして、同シリーズ初年度の1949年
から2001年までの53年間にもわたって、その地位
にあったのが500ccクラスである。
　かつての世界グランプリ各クラスにおいては、エ
ンジンが4ストロークであろうが2ストロークであ
ろうが、上限排気量は同じであった。そして結果的
に、1949年から1974年までの500ccクラスでは、4
ストロークエンジン車に乗った選手たちがシリーズ
の頂点に立った。また、彼らの車両のエンジンは、
すべて空冷式であった。
　世界グランプリ初年度である1949年の500ccクラ
スでチャンピオンとなったレズリー・グラハムが
駆ったAJS E90S（イギリス）の500ccエンジンは
並列2気筒で、吸気バルブと排気バルブを別個のカ
ムシャフトによって駆動するDOHC式をすでに採
用しており、最高出力は排気量1,000cc換算で100
馬力の一線を優に超える60馬力程度であった。そ
れから11年後の1960年には、やがて四輪に転向し、
ホンダ F1で優勝を飾るジョン・サーティースが3
年連続・4度目の500ccクラス王者となったが、同

うになった。クランクシャフト1回転中のトルクの
出方をあえて不規則なものとすることによって、後
輪の駆動力をライダーがつかみやすくする狙いで
あった。
　その一方で、高出力化の開発ももちろん続けられ
た（Table 1）。例えば、ホンダの500ccクラス公式
車両であったNSR500は、1993年には世界グランプ
リ史上初の320km/hを超える最高速度を記録した。
そのV型4気筒エンジンは、1994年のNV0S型で
188馬力を発生させており、1997年のNV0X型では
200馬力、つまり1,000cc換算で400馬力を超えるレ
ベルに達していたことは確実である。ただ、1998
年から世界グランプリには、使用燃料を無鉛ガソリ
ンのみとする規制が入り、シリンダーの圧縮比をそ
れ以前より下げざるを得なくなって、ここで各車の
出力は軒並み一旦下がる。が、弛まぬ開発努力によっ
て、失った出力はほどなくして取り返された。

　3-3　エンジンから見るMotoGP時代
　500ccクラスは2001年までとされ、2002年からは
MotoGPが世界グランプリの最上位クラスとなっ
た。それは、4ストロークエンジンは990cc以下、2
ストロークエンジンは500cc以下の排気量の車両を
対象とするものであった。つまり、2ストローク車
も依然参加可能とされたわけだが、実際には、4ス
トローク・990ccのMotoGP車両に太刀打ちできず、
淘汰されていった。
　そのMotoGP初年度を制したホンダ RC211Vの最
高出力は225馬力で、最高速度は340km/hに迫るも
のであった。まさに有り余るほどの高出力であり、
それを扱うライダーを補助する電子制御技術の開発
が、この時期に急速に進むことになった。後輪の滑
りを検出すると、それに伝達されるトルクを自動的
に弱め、最も効率の良い駆動力を得られるようにす
るといった類のものである。そうした制御技術の



　蒸気機関や電気モーターも原動機だが、二輪車
（モーターサイクル）が用いる原動機といえば、もっ
ぱらガソリンエンジンである。同エンジンを搭載し
た史上初の量産二輪車はドイツのH&W号で、1894
年からの3年間で約1,000台が製造された。同車は
排気量1,487cc、最高出力2.5馬力の水冷・4ストロー
ク・2気筒エンジンを搭載、最高速度は38km/hだっ
た。このH&W号は1895年にイタリアで開催され

た走行距離約100kmの公道レースに出場し、ダイ
ムラーの四輪車に続く2位と3位に入った。
　やがてヨーロッパやアメリカを主とした世界各地
で、二輪車だけによるレースが開催されるように
なった。また、二輪車の普及とともにその種類は増
えていき、併せて二輪モータースポーツのカテゴ
リーも増えていった。そして、早くも1904年には、
二輪モータースポーツの国際的な統括組織である国
際モーターサイクリストクラブ連盟が結成されてい
る。同連盟は1949年に改組され、国際モーターサ
イクリズム連盟（FIM）となった。FIMは、現在
も世界の二輪モータースポーツの中心的な組織であ
り、各カテゴリーの国際標準ルールを定めることが
大きな役割となっている。
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　スーパーバイクのレースは、走行時間が40分以
下のスプリントレースとして開催されるものが主で
ある。ベースとする市販一般車両に改造を加えるこ
とができる領域は限られており、車体フレームにつ
いては、ベース車両のものに補強を加えることがで
きる程度とされている。エンジンも、シリンダーや
ピストンなどはベース車両のものから一切変更でき
ない。それでも最新のスーパーバイクの性能はとて
も高く、優れた選手が乗れば、MotoGP車両に大き
く劣ることのない速さで走行する。
3）プロダクションバイクレース
　舗装路走行用の市販一般車両に改造を施して仕立
てられた競技車両によって行われるロードレースを
総じてプロダクションバイクレースと呼ぶ。使用す
る車両のクラスや改造の度合いなどによって多くの
種類のレースがある。ロードレースの最も大きな層
を成しているカテゴリーである。なお、先に触れた
スーパーバイクも厳密にはプロダクションバイク
レースの一つだが、その花形として確立されたもの
となっていることから、分けて単独で語られること
が多い。
4）サイドカーレース
　二輪車に側車を付けたものがサイドカーである。
車輪は3つになるが、駆動や転舵は二輪車の側で行
われる。そんなサイドカーを使ったレースは古くか
ら行われてきた。二輪車の側に乗るライダーと、側
車に乗るパッセンジャーの2名が乗車した状態で走
行するレースである。純粋な二輪車のように車体を
傾けて旋回を行うことが物理的にできないため、
パッセンジャーが側車の上で大きな体重移動を行う
ことで旋回時の遠心力を減じ、旋回速度を高める。
初期のロードレース用サイドカーは、二輪車に側車
を付けた、サイドカー本来の形態だったが、やがて
それは二輪車と側車を一体化させたものへと変わっ
ていった。そして1970年代後半からは、四輪の
フォーミュラカーのような形態の車両が主流となっ
た。使用されるタイヤも、二輪用のような半円形の
断面のものではなく、四輪用を転用したものとなっ
ている。
5）耐久レース
　二輪モータースポーツ界の狭義においては、耐久
レースとは、2名以上の選手が1台の車両に交替で
乗り、長距離あるいは長時間走行するロードレース
のことを主に指す。つまり、耐久レースには距離設
定のものと時間設定のものがある。後者は耐久レー

スならではのもので、定められた時間の中でいかに
長い距離を走行するかを競う。そして、耐久レース
をスプリントレースと分ける決定的な要素は、1台
の車両に複数の選手が交替で乗ることである。その
ため、各車はレース中にピットインし、ライダー交
替を行う。走行距離が長い場合は、燃料の補給や消
耗が進んだタイヤを新しいものに着け換える作業な
ども行われる。
　二輪の耐久レースの最高峰のシリーズは、FIM
ロードレース耐久世界選手権（EWC）である。各レー
スには、4つのクラスの車両が出場し混走する。そ
の最上位クラスはフォーミュラEWCと呼ばれるも
ので、スーパーバイク車両の耐久レース仕様ともい
うべき1,000cc級市販一般車両をベースとした車両
で争われる。EWCは全5戦からなるシリーズで、
そのうちの2戦は24時間、残る3戦は8時間という
レース時間で行われている。8時間レースの一戦は、
日本の鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿8時間であ
る。世界の4大二輪メーカーの母国で開催される同
レースは、他のEWC戦とは一線を画す内容と盛り
上がりを見せるものとして知られている。
6）公道レース
　一般車両の通行を一時的に遮断した公共の道路を
コースとして用いて行われるロードレースのことを
公道レースと呼ぶ。常設サーキットのような広い退
避スペースはなく、安全性に著しく劣るが、それで
も二輪車による公道レースは、現在も世界各地で開
催されている。その中でも最も有名なものは、イギ
リス領のマン島で毎年5月ないし6月に開催されて
いるマン島TTレースである。
　初開催は1907年で、100年を大きく超える歴史を
持つこのレースのコースは、1周が60.72kmもある。
大半は牛や羊の放牧地帯を抜けていく片側1車線の
なだらかな道路だが、いくつかの町の目抜き通りも
通過する。競技は、全車一斉にスタートするもので
なく、一定の間隔で1台ずつ走り出し、指定周回数
をいかに速く走り切るかを競うタイムトライアル形
式で行われる。そんなマン島TTにおける現在の最
上位クラスがスーパーバイクで、60.72kmの公道
コースを16分42秒778、平均速度217.989km/hで周
回したのが最速記録であり、瞬間的な最高速度は
320km/hに達する世界である。
　2-2　ダートトラックレース
　平らな路面の長円形、もしくは楕円形のコースを
基本的には左回り（反時計回り）のみの走行方向で

数々も、車両開発競争における重要な領域となった。
　2007年、エンジン出力を低下させて速度を下げ
ようという安全上の理由から規則の変更が行われ、
MotoGP車両の最大排気量は800ccに引き下げられ
た。それでも、電子制御技術の発展が大きく寄与し
て、MotoGP車両がサーキットを周回する速さはほ
とんど損なわれなかった。そして、2012年には、
MotoGP車両の最大排気量が今度は1,000ccとなる。
二輪モータースポーツの花形としての商品性を高め
る狙いが大きく働いての排気量拡大で、車両の性能
抑制には別な方策が講じられていくことになった。
車両のさまざまな電子制御をつかさどる装置を、従
来よりあえて機能を落としたものとし、それをどの
二輪メーカーの車両も使用しなければならない規則
の導入（2016年）は、その策の一つである。

　原動機に電気モーターを採用した二輪車による
モータースポーツが各所で始まっている。ロード
レースでは、最も長い歴史を持つマン島TTレース
において、2010年大会からTT Zeroという名称の
電動車両クラスが開催されており、2012年大会か
らは、ホンダ車によるレース活動で知られる
M-TECが出場し、常勝を誇っている。同社の車両は、
2018年大会では1周60.72kmのコースを所要時間18分
34秒956、平均速度196.05km/hで走破し、275km/h
の最高速度をレース中に記録している。また、この
2019年から、世界グランプリにMotoEという名称
の電動車両クラスが設けられる。全出場選手が同じ
仕様の車両とタイヤを使用するワンメイクレースと
して、ヨーロッパで開催される世界グランプリ4大
会において行われる。さらに、トライアル競技にお

いても、2017年から電動車両による世界選手権が
行われるようになり、これに呼応したヤマハが電
動トライアル車両を開発して参戦している。
　車両を電動とする最大の利点は、やはり排気ガス
を出さないことだが、エンジン車に比べて車両が発
する音が格段に小さいことも、二輪車の社会性を上
げるという点においては利点となり得る。静音であ
ることは、モータースポーツにおいては、特にトラ
イアルに有効と考える。エンジン車両では、騒音問
題が生じてしまうであろう都心部に人工セクション
を設定して、電動車両のみによるトライアル大会を
開くことも可能になるだろう。

　二輪車は、動力がなければ倒れてしまう。そして、
自転車とは違って原動機が発生させる動力を使用
し、その動力を操るという行為が伴う。そうした特
性が二輪車の魅力となっており、そうであるかぎり、
動力源が何になろうと、二輪車を用いて競技（モー
タースポーツ）を楽しもうという人々が絶えること
はないだろう。娯楽のための乗り物としての二輪車
は、一般の人々にとっては、むしろ煙たい存在であ
ることが多い。そうした二輪車への印象の改善に貢
献するためにも、二輪モータースポーツの健全な発
展を期待したい。
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年に彼が乗ったMVアグスタ 500-4（イタリア）は
並列4気筒で、最高出力は約75馬力、最高速度は
255km/h以上であった。
　そして、1966年には、500ccクラスに初めて日本
車が登場する。それはホンダ RC181で、同車の並
列4気筒エンジンは、当時としては群を抜く85馬力
以上の最高出力を1万2,000回転で発生させた。ホ
ンダは1959年から世界グランプリに挑んでいたが、
ずっと中・小排気量クラスへの参戦で、1966年は
満を持しての最上位クラス進出だった。同社は
250ccや350ccの世界グランプリ用車両に並列6気
筒エンジンを採用し、圧倒的な出力によって勝利を
重ねていたが、500ccクラスでは車体とのバランス
を考慮し、あえて4気筒とした。そのホンダ RC181
は1966年と1967年の2年使用され、マイク・ヘイ
ルウッドとジム・レッドマンという当代切っての名
手たちが走らせた。それでも彼らはチャンピオンに
手を届かせることができなかった。
　1960年代におけるホンダの最上位クラス個人タ
イトル獲得を阻んだのは、並列3気筒エンジン車で、
RC181より1割以上は最高出力が低いとみられてい
たMVアグスタ 500-3だった。これは四輪にも二輪
にもいえることだが、エンジン出力が車体の能力と
釣り合い、それを御する乗り手が出力を使い切れる
車両の方がよほど速い。この傾向は、二輪の、特に
エンジン出力が大きいものほど強い。そのことを如
実に示したのがMVアグスタ 500-3であった。ホン
ダが1967年をもって世界グランプリから一時撤退
し、しばらくの間、500ccクラスに公式参戦する二
輪メーカーが他にいなくなったこともあって、3気
筒のMVアグスタは最強であり続け、それを駆った
ジャコモ・アゴスチーニは、1966年から1972年ま
での7年にもわたって500ccクラスの頂点に立ち続
けた。
　3-2　エンジンから見る500cc・2ストローク時代
　7年連続で世界タイトルを獲得したMVアグスタ 
500-3は、さまざまな改良や出力の向上はもちろん
あったものの、基本的な仕様を変えることはなかっ
た。技術の面から見れば、その時期は停滞期でもあっ
たが、やがて新しい波が押し寄せてきた。2ストロー
クエンジンである。
　同じエンジン回転数であれば、2ストロークは4
ストロークの倍の燃焼機会があり、同じ排気量であ
るならば、2ストロークの方が高い出力を取り出す
ことができる。だが、同タイプのエンジンでは、ク

ランクシャフトのベアリングやシリンダー（4スト
ロークのものにはない掃気／排気孔を持つ）の耐久
性が問題となりがちで、高出力になるほどそれがシ
ビアに問われたことから、500ccクラスで2ストロー
クエンジンはなかなか使用されなかった。しかし、
時代が下って材料や加工の技術が進んだことで、
1960年代末から大排気量の2ストロークエンジン車
が徐々に台頭する。そして、1971年のアルスター
GPレースにおいて、空冷・並列2気筒のスズキ 
TR500が2ストローク車として初めての最上位クラ
ス優勝を飾って明らかな可能性が示されると、今度
はヤマハが水冷・並列4気筒のYZR500の初代モデ
ル 0W20型を1973年の世界グランプリ開幕戦から
投入し、デビュー戦優勝を決めた。1974年には、
それまで4ストローク車のMVアグスタを駆ってき
た帝王アゴスチーニが、2ストロークのヤマハ 
YZR500に乗り替え、時代の変化を決定的に印象づ
けた。彼は、1975年には0W23型のYZR500によっ
て通算8回目の500ccクラス個人タイトルを獲得し、
2ストローク車が初めて最上位クラスを制すること
になった。
　以後、2001年に至るまで500ccクラスは、2スト
ローク車の独壇場となる。エンジンの性能開発は、
高出力の追求に加え、それを扱いやすいものとする
ことが大きなテーマとなっていった。そこにおける
2ストロークエンジンならではの開発項目は、混合
気（燃料と混ざり合った空気）のシリンダーへの流
入を制御する仕組みと、排気の流出を制御する仕組
みであった。
　なお、1968年から500ccクラスはエンジンの気筒
数は4までとする規定となっており、1980年代中盤
以降の500ccクラスに登場した大半の車両は、4気
筒エンジン車であった。2ストローク車として初め
て同クラスを制覇した1975年の0W23型ヤマハ 
YZR500の最高出力は約90馬力だったが、1980年
の0W48型では110馬力以上、1985年の0W81型で
は140馬力以上と、急な右肩上がりの向上を果たす。
しかも、出力の出方は現在の基準からすればかなり
唐突で、その制御に現在のような電脳的な補助は入
らず、ライダーの右手による操作だけで行わなけれ
ばならない時代であった。
　そうしたことから、出力をできるだけ扱いやすい
ものとすることが改めて問われていった。1990年
代に入ると、クランクシャフトが1回転する間に各
気筒が爆発する間隔を不等間とする策が採られるよ

　競技性の違いにより、二輪モータースポーツは、
速さを競うレース競技、目標所要時間どおりに走る
正確さを競うラリー競技／エンデューロ競技、車両
を操る技術を競うトライアル競技の3つのジャンル
に大別できる。ただし、おのおののジャンルの中で
も、走行する路面や使用する車両などの違いからさ
まざまなカテゴリーに枝分かれしている。以下、そ
うした二輪モータースポーツの主立ったカテゴリー
をみていく。
　2-1　ロードレース
1 ）MotoGP
　舗装路のコースにおいて、二輪車を用いて競い合
うレース競技をロードレースと呼ぶ。使用される車
両は、ロードレース専用設計のものと一般の公道走
行用車両を改造して競技用にしたものに大別でき、
さらなる技術仕様の違いなどによってさまざまなカ
テゴリーが存在している。
　ロードレースで使用される車両に共通しているの
は、伸縮長がそれほど長くないサスペンションを持
ち、乗り手（ライダー）は強い前傾姿勢を取るとこ
ろである。旋回（コーナリング）においては、車体
を内側に大きく傾けながら、ライダーはさらに内側
に身体を入れる走り方をする。強い遠心力に抗しな
がら、高い旋回速度を実現するためである。そして、
前後のタイヤに適切な荷重をかけて高い摩擦力（グ
リップ力）を引き出す。
　そんなロードレースにおける最高峰のシリーズ
が、FIMロードレース世界選手権である。通称「世
界グランプリロードレース」で、毎年8カ月にわた
るレースシーズンを催し、世界15カ国（2019年現在。
以下同様）で19大会が開催されている。
　世界グランプリにはMotoGP（Fig.1）、Moto2、
Moto3の3クラスがあり、いずれも4ストローク・
自然吸気のピストンエンジンの車両が使用されてい
る。これら3クラスを分けている最も大きな要素は
エンジン排気量で、MotoGPが1,000cc、Moto2が
765cc、Moto3が250ccである。すべての大会にお
いて各クラスのレースが行われているが、Moto2と
Moto3は若手選手向けという色合いが濃いクラスと
なっており、MotoGPより格段にコスト抑制を強く
意識したさまざまな規制が行われている。
　そして、名実ともにロードレースの頂点に立つク
ラスがMotoGPである。その知名度は二輪モーター

スポーツの中では突出しており、世界グランプリ全
体のことをMotoGPと言い表すケースも多くなって
きている。
　MotoGPで使用される車両はこのクラス専用のも
ので、二輪車の先端技術を結集した仕様である。最
高出力は250馬力以上、最高速度は350km/hに達す
る。そんなMotoGP車両を、ホンダ、ヤマハ、スズキ、
ドゥカティ（イタリア）、アプリリア（イタリア）、
KTM（オーストリア）という6つの二輪メーカー
がそれぞれ独自に開発し、レースに送り込んでいる。
なお、タイヤは出場全車が一つのメーカーから供給
される共通仕様のものを使用する仕組み（これをワ
ンメイク制という）になっており、少なくとも
2023年シーズンまでは、ミシュラン（フランス）
のタイヤが使用される。
　MotoGPの各レースは、走行距離が110～120km
程度、走行時間が40分強となる設定で開催されて
いる。二輪車として先鋭的な車両によって行われ、
レースの醍醐味といえる抜きつ抜かれつの激しい攻
防が至るところで繰り広げられることから、世界的
に人気が高い。テレビ放映は200を超える国々で行
われており、年間視聴者数は延べ人数で50億人を
大きく上回るといわれている。
2）スーパーバイク
　運動性能が非常に高い1,000ccクラスの舗装路走
行用の市販一般車両に、専用の改造を施して仕立て
られたロードレース用車両がスーパーバイクであ
る。日本、アメリカ、イギリスなど15カ国以上に
おいて、国内ロードレース選手権の最上位クラスは、
スーパーバイクによって行われている。そして、国
際的なレースシリーズとしてFIMスーパーバイク
世界選手権がある。

大会が開催されており、各大会ではMXGPクラス、
MX2クラスともに、走行時間30分プラス2周とい
う長さのレースが2回行われる。また、女性ライダー
によるクラスもあり、こちらは年に5大会で開催さ
れている。
　なお、モトクロスをはじめとする二輪オフロード
スピード競技のアメリカにおける人気は非常に高
く、競技人口も多い。そのため、同国における最高
峰シリーズであるAMAモトクロス選手権は、世界
シリーズであるFIMモトクロス世界選手権と互角
の競技レベルとステータスを持つ。
　野球場などのスタジアムで行われるモトクロス
レースもあり、これはスーパークロスと呼ばれてい
る。コースは大量の土砂によって人工的に造成され
るもので、自然の地形を利用した屋外型のオフロー
ドサーキットとはひと味違う急角度のジャンプや
カーブなどが設けられる。アメリカで発展したカテ
ゴリーで、ライダーのアクションに富み、観戦スタ
ンドからコースのほぼ全周を見渡せることなどから
大いに人気を博すものとなり、やがてヨーロッパな
どでも開催されるようになった。
　2-5　スーパーモト
　大半は舗装路であるものの、一部には平らなダー
ト路や凹凸のある不整地路の区間を持つ周回コース
で行われる二輪スプリントレースがスーパーモトで
ある。使用される車両はモトクロッサーをはじめと
するオフロード用バイクだが、タイヤは小径のロー
ドレース用を使う。ロードレースとダートトラック
レースとモトクロスのそれぞれの要素を取り込んだ
異種混交競技といえ、1980年代に入ってアメリカ
で発展した。それがヨーロッパに伝播すると、スー
パーモタードとも呼ばれるようになり、やがてオフ
ロード用バイクに小径の舗装路用タイヤを履かせた
モタードというジャンルが、一般の公道走行用車両
の世界に確立された。
　2-6　ラリー
　ラリーとエンデューロ（後述）は、ともに指定さ
れた区間を指定された目標所要時間どおりに走る正
確さを競うモータースポーツで、ひたすら速く走る
ことを目指すレース競技とは異なる特性のものであ
る。目標時間との差異の分だけ減点が課せられ、そ
の積算値の大小によって順位を争う。目標時間より
早く走っても減点されるわけである。もっとも、目
標時間は達成が難しい短さに設定されるのが常であ
り、それより余計に時間がかかった分だけ減点され

ることから、競技者は自ずと全力での走行を行うこ
とになる。また、昨今はラリーでも所要時間の短
さを競うタイムトライアルの区間を大半とし、も
はやレースと競技性が違わない大会が多くなって
きている。
　ラリーは二輪でも四輪でも行われているが、二輪
のラリーは砂漠やジャングルのような道なき道を行
くような走行条件を特徴とするクロスカントリーラ
リー、あるいはラリーレイドと呼ばれる種類のもの
が大半である（Fig.4）。そうしたラリーは、何日間
にもわたって行われ、数百kmから数千kmの距離
を走行するもので、代表的な大会がダカール・ラリー
である。ラリーで使用される二輪車は、モトクロッ
サーより大柄で、大容量の燃料タンクなど、この競
技ならではの装備を持つ。
　2-7　エンデューロ
　森林地帯などに設定される1周が数十kmの不整
地路のコースを周回、トータルで200～300kmにな
る距離を数時間にわたって走行する二輪オフロード
競技がエンデューロである。その名称は、人車とも
に耐久性が問われるところから来ている。
　指定された目標所要時間どおりにいかに走るかを
競うもので、コースの各所にはチェックポイントが
設けられ、その通過時間によって所要時間の正確さ
が確認される。また、車両の整備は選手自身が行わ
なければならず、その作業時間もわずかなものしか
与えられない。最高峰のイベントは6日間にわたっ
て行われる国際大会で、森の中や岩場や河川などを
走る1,000kmを超えるコースが待ち受け、連日の車
両の整備時間は、走行前の10分と走行後の15分し
かない、というものである。
　なお、長い距離の不整地路コースを確保すること

周回して競い合う二輪レースが、世界各地に数種類
存在している。その一つであるダートトラックレー
スは、基本的には土を固めた路面のコースで行われ
るもので、アメリカで発展した（Fig.2）。そして、
同国における人気の高さが突出している競技であ
る。後輪にしかブレーキが付いていない車両を使い、
カーブでは後輪を外側に振り出すように滑らせなが
ら速度を調整して走る。その際、ライダーは上体を
立て気味にして車体の外側に置き、後輪が外側に横
滑りする動きを御しやすくしている。同時に、内側
の足を突き出して足の裏を路面に接地させ、滑らせ
ながら走るが、これは前後輪の横滑りの大きさをじ
かに感じ取りつつ、横滑り量の変化に対応して身体
の重心バランスを取り続けるためである。コースの
長さは、1マイルや0.5マイルなどの種類があり、1
マイルコースにおける最上位クラスのレースであれ
ば、各ライダーは200km/hに近い速度でカーブに
進入し、車両を横滑りさせながらクリアしていくと
いう技を繰り返す。このダートトラックで滑りをコ
ントロールする能力を磨いたアメリカ人ライダーた
ちが、1980年代に世界グランプリロードレースの
最上位クラスを席巻したことで、世界的に注目度・
認知度が高まった。
　2-3　ドラッグレース
　短く真っ直ぐな舗装路のコースで加速力を競うの
がドラッグレースで、400mのコースで行われるも
のが最もよく知られている。ドラッグレースにおけ
る最上位クラスは、二輪も四輪もトップフューエル
という名称で、二輪の場合でも約1,500馬力を発生
させるエンジンを使用し、400mを6秒を優に切る
所要時間で走り切る。この競技が最も盛んに行われ
ているのはアメリカだが、日本でも愛好家たちが競

技を行っている。
　2-4　モトクロス
　起伏の激しい不整地路の周回路（サーキット）で
行われるスプリントレースがモトクロスである
（Fig.3）。使用される車両はモトクロッサーと呼ば
れるもので、一般公道の走行は不可の競技専用車両
である。
　このモトクロッサーに限らず、未舗装路（オフロー
ド）用の二輪車の多くは単気筒エンジンを使用して
いる。それは、低いエンジン回転域で粘り強い出力
特性を得られることと、より軽量であることの2点
が大きい。また、路面の凹凸を吸収しやすいよう伸
縮長の長いサスペンションを持ち、高い走破性の必
要から径の大きなタイヤを履く。そして、ライダー
は上体を立てた乗車姿勢を取る設定とされている。
　オフロード走行においても、二輪車は、旋回時に
は車体を内側に傾ける。ただし、路面の摩擦係数が
低いため、ライダーは車体の外側に身体を置き、上
体を立てた姿勢を取る。これによって、車輪が外側
に横滑りする動きに対応しやすくし、また、後輪へ
荷重をかけやすくしている。
　そんなオフロード走行において、速さを競い合う
二輪モータースポーツを代表するカテゴリーがモト
クロスである。そのレースの大多数は専用のオフ
ロードサーキットで開催されている。土、砂、泥濘、
あるいは牧草など、路面は多様で、世界中で数多く
のレースが行われている。最高峰のシリーズは
FIMモトクロス世界選手権で、4ストローク・
450cc以下あるいは2ストローク・250cc以下の車両
によるMXGPクラスと、4ストローク・250cc以下、
あるいは2ストローク・125cc以下の車両による
MX2クラスがある。1年に世界19カ国において19

Fig.2　ダートトラックレース
写真提供）American Flat Track

Fig.3　モトクロス
写真提供）ヤマハ発動機

の難しさの高まりから、昨今は短い距離の大会が増
えてきているほか、所要時間の短さを競うタイムト
ライアルの区間を多く設定した大会が増えてきてい
るというように、ラリーと同様の状況にある。
　2-8　トライアル
　車両を速く走らせる技術ではなく、車両を操る技
術が問われる二輪モータースポーツがトライアルで
ある（Fig.5）。大きな岩や崖、あるいは人工的な障
害物を乗り越えていくように設定されたセクション
と呼ばれる競技区間を、いかに車両に乗ったまま走
り切れるかを競う。セクションを通過中に足を1回
着くと1点、2回着くと2点、3回以上の足着きは3
点減点される。また、セクション内で車両をバック
させた場合や足を着いた状態でエンジンを停止させ
た場合などは、5点の減点が課される。そうしたセ
クションを何カ所もこなし、トータルの減点をいか
に少なく済ませたかで順位を争う。
　トライアルでは、駆動力を発生させていない状態
でも車両を静止させ続けたり、静止状態から前輪を
一気に高く持ち上げたり、前輪と後輪の両方を浮か
せて定点上で方向転換を行ったり、といった曲芸的
なライディングが展開される。使用されるトライア
ル車両はオフロード用の二輪車の基本仕様を踏まえ
るが、セクションにおいて競技中のライダーは基本
的にステップバーの上に立った状態で乗車し続ける
ため、シートは最小限の大きさにされている。トラ
イアル競技専用車両に至ってはクッション性を持た
せたシートは備えていない。また、トライアルで求
められるのは瞬発力で、エンジンは低回転域から大
きなトルクを発生させる特性とされている。
　トライアルには、一定のエリアにすべてのセク
ションを固めて設けて開催されるタイプの大会と、

広いエリアにセクションを散らして設け、出場者は
公道を自走して各セクション間を移動して競技を行
うタイプの大会がある。後者は特にツーリングトラ
イアルと呼ばれる。公道走行があるため、参加でき
るのは保安部品を装備し、行政に登録してナンバー
を持った車両となる。
　こうしたトライアルの最高峰のシリーズがFIM
トライアル世界選手権で、年間に世界8カ国におい
て開催される8大会で争われる。その最上位クラス
はトライアルGPクラスと呼ばれるが、使用する車
両のエンジン排気量には制限がない。これはトライ
アルが、エンジン出力が大きければ有利とは一概に
言えない性格の競技であるためである。
　また、体育館などの屋内型の施設の中に人工的な
セクションを設定して行われるインドアトライアル
と呼ばれる種類の大会もあり、その世界選手権シ
リーズもある。モトクロスにおけるスーパークロス
と同じ発想のもので、観客はスタンド席からコース
のほぼすべてを見渡すことができる。

　3-1　エンジンから見る500cc・4ストローク時代
　数ある二輪モータースポーツの中でも特に幅広い
人気を持つものが、FIMロードレース世界選手権
（通称「世界グランプリロードレース」）の最上位ク
ラスである。そして、同シリーズ初年度の1949年
から2001年までの53年間にもわたって、その地位
にあったのが500ccクラスである。
　かつての世界グランプリ各クラスにおいては、エ
ンジンが4ストロークであろうが2ストロークであ
ろうが、上限排気量は同じであった。そして結果的
に、1949年から1974年までの500ccクラスでは、4
ストロークエンジン車に乗った選手たちがシリーズ
の頂点に立った。また、彼らの車両のエンジンは、
すべて空冷式であった。
　世界グランプリ初年度である1949年の500ccクラ
スでチャンピオンとなったレズリー・グラハムが
駆ったAJS E90S（イギリス）の500ccエンジンは
並列2気筒で、吸気バルブと排気バルブを別個のカ
ムシャフトによって駆動するDOHC式をすでに採
用しており、最高出力は排気量1,000cc換算で100
馬力の一線を優に超える60馬力程度であった。そ
れから11年後の1960年には、やがて四輪に転向し、
ホンダ F1で優勝を飾るジョン・サーティースが3
年連続・4度目の500ccクラス王者となったが、同

うになった。クランクシャフト1回転中のトルクの
出方をあえて不規則なものとすることによって、後
輪の駆動力をライダーがつかみやすくする狙いで
あった。
　その一方で、高出力化の開発ももちろん続けられ
た（Table 1）。例えば、ホンダの500ccクラス公式
車両であったNSR500は、1993年には世界グランプ
リ史上初の320km/hを超える最高速度を記録した。
そのV型4気筒エンジンは、1994年のNV0S型で
188馬力を発生させており、1997年のNV0X型では
200馬力、つまり1,000cc換算で400馬力を超えるレ
ベルに達していたことは確実である。ただ、1998
年から世界グランプリには、使用燃料を無鉛ガソリ
ンのみとする規制が入り、シリンダーの圧縮比をそ
れ以前より下げざるを得なくなって、ここで各車の
出力は軒並み一旦下がる。が、弛まぬ開発努力によっ
て、失った出力はほどなくして取り返された。

　3-3　エンジンから見るMotoGP時代
　500ccクラスは2001年までとされ、2002年からは
MotoGPが世界グランプリの最上位クラスとなっ
た。それは、4ストロークエンジンは990cc以下、2
ストロークエンジンは500cc以下の排気量の車両を
対象とするものであった。つまり、2ストローク車
も依然参加可能とされたわけだが、実際には、4ス
トローク・990ccのMotoGP車両に太刀打ちできず、
淘汰されていった。
　そのMotoGP初年度を制したホンダ RC211Vの最
高出力は225馬力で、最高速度は340km/hに迫るも
のであった。まさに有り余るほどの高出力であり、
それを扱うライダーを補助する電子制御技術の開発
が、この時期に急速に進むことになった。後輪の滑
りを検出すると、それに伝達されるトルクを自動的
に弱め、最も効率の良い駆動力を得られるようにす
るといった類のものである。そうした制御技術の



　蒸気機関や電気モーターも原動機だが、二輪車
（モーターサイクル）が用いる原動機といえば、もっ
ぱらガソリンエンジンである。同エンジンを搭載し
た史上初の量産二輪車はドイツのH&W号で、1894
年からの3年間で約1,000台が製造された。同車は
排気量1,487cc、最高出力2.5馬力の水冷・4ストロー
ク・2気筒エンジンを搭載、最高速度は38km/hだっ
た。このH&W号は1895年にイタリアで開催され

た走行距離約100kmの公道レースに出場し、ダイ
ムラーの四輪車に続く2位と3位に入った。
　やがてヨーロッパやアメリカを主とした世界各地
で、二輪車だけによるレースが開催されるように
なった。また、二輪車の普及とともにその種類は増
えていき、併せて二輪モータースポーツのカテゴ
リーも増えていった。そして、早くも1904年には、
二輪モータースポーツの国際的な統括組織である国
際モーターサイクリストクラブ連盟が結成されてい
る。同連盟は1949年に改組され、国際モーターサ
イクリズム連盟（FIM）となった。FIMは、現在
も世界の二輪モータースポーツの中心的な組織であ
り、各カテゴリーの国際標準ルールを定めることが
大きな役割となっている。

　スーパーバイクのレースは、走行時間が40分以
下のスプリントレースとして開催されるものが主で
ある。ベースとする市販一般車両に改造を加えるこ
とができる領域は限られており、車体フレームにつ
いては、ベース車両のものに補強を加えることがで
きる程度とされている。エンジンも、シリンダーや
ピストンなどはベース車両のものから一切変更でき
ない。それでも最新のスーパーバイクの性能はとて
も高く、優れた選手が乗れば、MotoGP車両に大き
く劣ることのない速さで走行する。
3）プロダクションバイクレース
　舗装路走行用の市販一般車両に改造を施して仕立
てられた競技車両によって行われるロードレースを
総じてプロダクションバイクレースと呼ぶ。使用す
る車両のクラスや改造の度合いなどによって多くの
種類のレースがある。ロードレースの最も大きな層
を成しているカテゴリーである。なお、先に触れた
スーパーバイクも厳密にはプロダクションバイク
レースの一つだが、その花形として確立されたもの
となっていることから、分けて単独で語られること
が多い。
4）サイドカーレース
　二輪車に側車を付けたものがサイドカーである。
車輪は3つになるが、駆動や転舵は二輪車の側で行
われる。そんなサイドカーを使ったレースは古くか
ら行われてきた。二輪車の側に乗るライダーと、側
車に乗るパッセンジャーの2名が乗車した状態で走
行するレースである。純粋な二輪車のように車体を
傾けて旋回を行うことが物理的にできないため、
パッセンジャーが側車の上で大きな体重移動を行う
ことで旋回時の遠心力を減じ、旋回速度を高める。
初期のロードレース用サイドカーは、二輪車に側車
を付けた、サイドカー本来の形態だったが、やがて
それは二輪車と側車を一体化させたものへと変わっ
ていった。そして1970年代後半からは、四輪の
フォーミュラカーのような形態の車両が主流となっ
た。使用されるタイヤも、二輪用のような半円形の
断面のものではなく、四輪用を転用したものとなっ
ている。
5）耐久レース
　二輪モータースポーツ界の狭義においては、耐久
レースとは、2名以上の選手が1台の車両に交替で
乗り、長距離あるいは長時間走行するロードレース
のことを主に指す。つまり、耐久レースには距離設
定のものと時間設定のものがある。後者は耐久レー

スならではのもので、定められた時間の中でいかに
長い距離を走行するかを競う。そして、耐久レース
をスプリントレースと分ける決定的な要素は、1台
の車両に複数の選手が交替で乗ることである。その
ため、各車はレース中にピットインし、ライダー交
替を行う。走行距離が長い場合は、燃料の補給や消
耗が進んだタイヤを新しいものに着け換える作業な
ども行われる。
　二輪の耐久レースの最高峰のシリーズは、FIM
ロードレース耐久世界選手権（EWC）である。各レー
スには、4つのクラスの車両が出場し混走する。そ
の最上位クラスはフォーミュラEWCと呼ばれるも
ので、スーパーバイク車両の耐久レース仕様ともい
うべき1,000cc級市販一般車両をベースとした車両
で争われる。EWCは全5戦からなるシリーズで、
そのうちの2戦は24時間、残る3戦は8時間という
レース時間で行われている。8時間レースの一戦は、
日本の鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿8時間であ
る。世界の4大二輪メーカーの母国で開催される同
レースは、他のEWC戦とは一線を画す内容と盛り
上がりを見せるものとして知られている。
6）公道レース
　一般車両の通行を一時的に遮断した公共の道路を
コースとして用いて行われるロードレースのことを
公道レースと呼ぶ。常設サーキットのような広い退
避スペースはなく、安全性に著しく劣るが、それで
も二輪車による公道レースは、現在も世界各地で開
催されている。その中でも最も有名なものは、イギ
リス領のマン島で毎年5月ないし6月に開催されて
いるマン島TTレースである。
　初開催は1907年で、100年を大きく超える歴史を
持つこのレースのコースは、1周が60.72kmもある。
大半は牛や羊の放牧地帯を抜けていく片側1車線の
なだらかな道路だが、いくつかの町の目抜き通りも
通過する。競技は、全車一斉にスタートするもので
なく、一定の間隔で1台ずつ走り出し、指定周回数
をいかに速く走り切るかを競うタイムトライアル形
式で行われる。そんなマン島TTにおける現在の最
上位クラスがスーパーバイクで、60.72kmの公道
コースを16分42秒778、平均速度217.989km/hで周
回したのが最速記録であり、瞬間的な最高速度は
320km/hに達する世界である。
　2-2　ダートトラックレース
　平らな路面の長円形、もしくは楕円形のコースを
基本的には左回り（反時計回り）のみの走行方向で

数々も、車両開発競争における重要な領域となった。
　2007年、エンジン出力を低下させて速度を下げ
ようという安全上の理由から規則の変更が行われ、
MotoGP車両の最大排気量は800ccに引き下げられ
た。それでも、電子制御技術の発展が大きく寄与し
て、MotoGP車両がサーキットを周回する速さはほ
とんど損なわれなかった。そして、2012年には、
MotoGP車両の最大排気量が今度は1,000ccとなる。
二輪モータースポーツの花形としての商品性を高め
る狙いが大きく働いての排気量拡大で、車両の性能
抑制には別な方策が講じられていくことになった。
車両のさまざまな電子制御をつかさどる装置を、従
来よりあえて機能を落としたものとし、それをどの
二輪メーカーの車両も使用しなければならない規則
の導入（2016年）は、その策の一つである。

　原動機に電気モーターを採用した二輪車による
モータースポーツが各所で始まっている。ロード
レースでは、最も長い歴史を持つマン島TTレース
において、2010年大会からTT Zeroという名称の
電動車両クラスが開催されており、2012年大会か
らは、ホンダ車によるレース活動で知られる
M-TECが出場し、常勝を誇っている。同社の車両は、
2018年大会では1周60.72kmのコースを所要時間18分
34秒956、平均速度196.05km/hで走破し、275km/h
の最高速度をレース中に記録している。また、この
2019年から、世界グランプリにMotoEという名称
の電動車両クラスが設けられる。全出場選手が同じ
仕様の車両とタイヤを使用するワンメイクレースと
して、ヨーロッパで開催される世界グランプリ4大
会において行われる。さらに、トライアル競技にお

いても、2017年から電動車両による世界選手権が
行われるようになり、これに呼応したヤマハが電
動トライアル車両を開発して参戦している。
　車両を電動とする最大の利点は、やはり排気ガス
を出さないことだが、エンジン車に比べて車両が発
する音が格段に小さいことも、二輪車の社会性を上
げるという点においては利点となり得る。静音であ
ることは、モータースポーツにおいては、特にトラ
イアルに有効と考える。エンジン車両では、騒音問
題が生じてしまうであろう都心部に人工セクション
を設定して、電動車両のみによるトライアル大会を
開くことも可能になるだろう。

　二輪車は、動力がなければ倒れてしまう。そして、
自転車とは違って原動機が発生させる動力を使用
し、その動力を操るという行為が伴う。そうした特
性が二輪車の魅力となっており、そうであるかぎり、
動力源が何になろうと、二輪車を用いて競技（モー
タースポーツ）を楽しもうという人々が絶えること
はないだろう。娯楽のための乗り物としての二輪車
は、一般の人々にとっては、むしろ煙たい存在であ
ることが多い。そうした二輪車への印象の改善に貢
献するためにも、二輪モータースポーツの健全な発
展を期待したい。
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年に彼が乗ったMVアグスタ 500-4（イタリア）は
並列4気筒で、最高出力は約75馬力、最高速度は
255km/h以上であった。
　そして、1966年には、500ccクラスに初めて日本
車が登場する。それはホンダ RC181で、同車の並
列4気筒エンジンは、当時としては群を抜く85馬力
以上の最高出力を1万2,000回転で発生させた。ホ
ンダは1959年から世界グランプリに挑んでいたが、
ずっと中・小排気量クラスへの参戦で、1966年は
満を持しての最上位クラス進出だった。同社は
250ccや350ccの世界グランプリ用車両に並列6気
筒エンジンを採用し、圧倒的な出力によって勝利を
重ねていたが、500ccクラスでは車体とのバランス
を考慮し、あえて4気筒とした。そのホンダ RC181
は1966年と1967年の2年使用され、マイク・ヘイ
ルウッドとジム・レッドマンという当代切っての名
手たちが走らせた。それでも彼らはチャンピオンに
手を届かせることができなかった。
　1960年代におけるホンダの最上位クラス個人タ
イトル獲得を阻んだのは、並列3気筒エンジン車で、
RC181より1割以上は最高出力が低いとみられてい
たMVアグスタ 500-3だった。これは四輪にも二輪
にもいえることだが、エンジン出力が車体の能力と
釣り合い、それを御する乗り手が出力を使い切れる
車両の方がよほど速い。この傾向は、二輪の、特に
エンジン出力が大きいものほど強い。そのことを如
実に示したのがMVアグスタ 500-3であった。ホン
ダが1967年をもって世界グランプリから一時撤退
し、しばらくの間、500ccクラスに公式参戦する二
輪メーカーが他にいなくなったこともあって、3気
筒のMVアグスタは最強であり続け、それを駆った
ジャコモ・アゴスチーニは、1966年から1972年ま
での7年にもわたって500ccクラスの頂点に立ち続
けた。
　3-2　エンジンから見る500cc・2ストローク時代
　7年連続で世界タイトルを獲得したMVアグスタ 
500-3は、さまざまな改良や出力の向上はもちろん
あったものの、基本的な仕様を変えることはなかっ
た。技術の面から見れば、その時期は停滞期でもあっ
たが、やがて新しい波が押し寄せてきた。2ストロー
クエンジンである。
　同じエンジン回転数であれば、2ストロークは4
ストロークの倍の燃焼機会があり、同じ排気量であ
るならば、2ストロークの方が高い出力を取り出す
ことができる。だが、同タイプのエンジンでは、ク

ランクシャフトのベアリングやシリンダー（4スト
ロークのものにはない掃気／排気孔を持つ）の耐久
性が問題となりがちで、高出力になるほどそれがシ
ビアに問われたことから、500ccクラスで2ストロー
クエンジンはなかなか使用されなかった。しかし、
時代が下って材料や加工の技術が進んだことで、
1960年代末から大排気量の2ストロークエンジン車
が徐々に台頭する。そして、1971年のアルスター
GPレースにおいて、空冷・並列2気筒のスズキ 
TR500が2ストローク車として初めての最上位クラ
ス優勝を飾って明らかな可能性が示されると、今度
はヤマハが水冷・並列4気筒のYZR500の初代モデ
ル 0W20型を1973年の世界グランプリ開幕戦から
投入し、デビュー戦優勝を決めた。1974年には、
それまで4ストローク車のMVアグスタを駆ってき
た帝王アゴスチーニが、2ストロークのヤマハ 
YZR500に乗り替え、時代の変化を決定的に印象づ
けた。彼は、1975年には0W23型のYZR500によっ
て通算8回目の500ccクラス個人タイトルを獲得し、
2ストローク車が初めて最上位クラスを制すること
になった。
　以後、2001年に至るまで500ccクラスは、2スト
ローク車の独壇場となる。エンジンの性能開発は、
高出力の追求に加え、それを扱いやすいものとする
ことが大きなテーマとなっていった。そこにおける
2ストロークエンジンならではの開発項目は、混合
気（燃料と混ざり合った空気）のシリンダーへの流
入を制御する仕組みと、排気の流出を制御する仕組
みであった。
　なお、1968年から500ccクラスはエンジンの気筒
数は4までとする規定となっており、1980年代中盤
以降の500ccクラスに登場した大半の車両は、4気
筒エンジン車であった。2ストローク車として初め
て同クラスを制覇した1975年の0W23型ヤマハ 
YZR500の最高出力は約90馬力だったが、1980年
の0W48型では110馬力以上、1985年の0W81型で
は140馬力以上と、急な右肩上がりの向上を果たす。
しかも、出力の出方は現在の基準からすればかなり
唐突で、その制御に現在のような電脳的な補助は入
らず、ライダーの右手による操作だけで行わなけれ
ばならない時代であった。
　そうしたことから、出力をできるだけ扱いやすい
ものとすることが改めて問われていった。1990年
代に入ると、クランクシャフトが1回転する間に各
気筒が爆発する間隔を不等間とする策が採られるよ
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　競技性の違いにより、二輪モータースポーツは、
速さを競うレース競技、目標所要時間どおりに走る
正確さを競うラリー競技／エンデューロ競技、車両
を操る技術を競うトライアル競技の3つのジャンル
に大別できる。ただし、おのおののジャンルの中で
も、走行する路面や使用する車両などの違いからさ
まざまなカテゴリーに枝分かれしている。以下、そ
うした二輪モータースポーツの主立ったカテゴリー
をみていく。
　2-1　ロードレース
1 ）MotoGP
　舗装路のコースにおいて、二輪車を用いて競い合
うレース競技をロードレースと呼ぶ。使用される車
両は、ロードレース専用設計のものと一般の公道走
行用車両を改造して競技用にしたものに大別でき、
さらなる技術仕様の違いなどによってさまざまなカ
テゴリーが存在している。
　ロードレースで使用される車両に共通しているの
は、伸縮長がそれほど長くないサスペンションを持
ち、乗り手（ライダー）は強い前傾姿勢を取るとこ
ろである。旋回（コーナリング）においては、車体
を内側に大きく傾けながら、ライダーはさらに内側
に身体を入れる走り方をする。強い遠心力に抗しな
がら、高い旋回速度を実現するためである。そして、
前後のタイヤに適切な荷重をかけて高い摩擦力（グ
リップ力）を引き出す。
　そんなロードレースにおける最高峰のシリーズ
が、FIMロードレース世界選手権である。通称「世
界グランプリロードレース」で、毎年8カ月にわた
るレースシーズンを催し、世界15カ国（2019年現在。
以下同様）で19大会が開催されている。
　世界グランプリにはMotoGP（Fig.1）、Moto2、
Moto3の3クラスがあり、いずれも4ストローク・
自然吸気のピストンエンジンの車両が使用されてい
る。これら3クラスを分けている最も大きな要素は
エンジン排気量で、MotoGPが1,000cc、Moto2が
765cc、Moto3が250ccである。すべての大会にお
いて各クラスのレースが行われているが、Moto2と
Moto3は若手選手向けという色合いが濃いクラスと
なっており、MotoGPより格段にコスト抑制を強く
意識したさまざまな規制が行われている。
　そして、名実ともにロードレースの頂点に立つク
ラスがMotoGPである。その知名度は二輪モーター

スポーツの中では突出しており、世界グランプリ全
体のことをMotoGPと言い表すケースも多くなって
きている。
　MotoGPで使用される車両はこのクラス専用のも
ので、二輪車の先端技術を結集した仕様である。最
高出力は250馬力以上、最高速度は350km/hに達す
る。そんなMotoGP車両を、ホンダ、ヤマハ、スズキ、
ドゥカティ（イタリア）、アプリリア（イタリア）、
KTM（オーストリア）という6つの二輪メーカー
がそれぞれ独自に開発し、レースに送り込んでいる。
なお、タイヤは出場全車が一つのメーカーから供給
される共通仕様のものを使用する仕組み（これをワ
ンメイク制という）になっており、少なくとも
2023年シーズンまでは、ミシュラン（フランス）
のタイヤが使用される。
　MotoGPの各レースは、走行距離が110～120km
程度、走行時間が40分強となる設定で開催されて
いる。二輪車として先鋭的な車両によって行われ、
レースの醍醐味といえる抜きつ抜かれつの激しい攻
防が至るところで繰り広げられることから、世界的
に人気が高い。テレビ放映は200を超える国々で行
われており、年間視聴者数は延べ人数で50億人を
大きく上回るといわれている。
2）スーパーバイク
　運動性能が非常に高い1,000ccクラスの舗装路走
行用の市販一般車両に、専用の改造を施して仕立て
られたロードレース用車両がスーパーバイクであ
る。日本、アメリカ、イギリスなど15カ国以上に
おいて、国内ロードレース選手権の最上位クラスは、
スーパーバイクによって行われている。そして、国
際的なレースシリーズとしてFIMスーパーバイク
世界選手権がある。

大会が開催されており、各大会ではMXGPクラス、
MX2クラスともに、走行時間30分プラス2周とい
う長さのレースが2回行われる。また、女性ライダー
によるクラスもあり、こちらは年に5大会で開催さ
れている。
　なお、モトクロスをはじめとする二輪オフロード
スピード競技のアメリカにおける人気は非常に高
く、競技人口も多い。そのため、同国における最高
峰シリーズであるAMAモトクロス選手権は、世界
シリーズであるFIMモトクロス世界選手権と互角
の競技レベルとステータスを持つ。
　野球場などのスタジアムで行われるモトクロス
レースもあり、これはスーパークロスと呼ばれてい
る。コースは大量の土砂によって人工的に造成され
るもので、自然の地形を利用した屋外型のオフロー
ドサーキットとはひと味違う急角度のジャンプや
カーブなどが設けられる。アメリカで発展したカテ
ゴリーで、ライダーのアクションに富み、観戦スタ
ンドからコースのほぼ全周を見渡せることなどから
大いに人気を博すものとなり、やがてヨーロッパな
どでも開催されるようになった。
　2-5　スーパーモト
　大半は舗装路であるものの、一部には平らなダー
ト路や凹凸のある不整地路の区間を持つ周回コース
で行われる二輪スプリントレースがスーパーモトで
ある。使用される車両はモトクロッサーをはじめと
するオフロード用バイクだが、タイヤは小径のロー
ドレース用を使う。ロードレースとダートトラック
レースとモトクロスのそれぞれの要素を取り込んだ
異種混交競技といえ、1980年代に入ってアメリカ
で発展した。それがヨーロッパに伝播すると、スー
パーモタードとも呼ばれるようになり、やがてオフ
ロード用バイクに小径の舗装路用タイヤを履かせた
モタードというジャンルが、一般の公道走行用車両
の世界に確立された。
　2-6　ラリー
　ラリーとエンデューロ（後述）は、ともに指定さ
れた区間を指定された目標所要時間どおりに走る正
確さを競うモータースポーツで、ひたすら速く走る
ことを目指すレース競技とは異なる特性のものであ
る。目標時間との差異の分だけ減点が課せられ、そ
の積算値の大小によって順位を争う。目標時間より
早く走っても減点されるわけである。もっとも、目
標時間は達成が難しい短さに設定されるのが常であ
り、それより余計に時間がかかった分だけ減点され

ることから、競技者は自ずと全力での走行を行うこ
とになる。また、昨今はラリーでも所要時間の短
さを競うタイムトライアルの区間を大半とし、も
はやレースと競技性が違わない大会が多くなって
きている。
　ラリーは二輪でも四輪でも行われているが、二輪
のラリーは砂漠やジャングルのような道なき道を行
くような走行条件を特徴とするクロスカントリーラ
リー、あるいはラリーレイドと呼ばれる種類のもの
が大半である（Fig.4）。そうしたラリーは、何日間
にもわたって行われ、数百kmから数千kmの距離
を走行するもので、代表的な大会がダカール・ラリー
である。ラリーで使用される二輪車は、モトクロッ
サーより大柄で、大容量の燃料タンクなど、この競
技ならではの装備を持つ。
　2-7　エンデューロ
　森林地帯などに設定される1周が数十kmの不整
地路のコースを周回、トータルで200～300kmにな
る距離を数時間にわたって走行する二輪オフロード
競技がエンデューロである。その名称は、人車とも
に耐久性が問われるところから来ている。
　指定された目標所要時間どおりにいかに走るかを
競うもので、コースの各所にはチェックポイントが
設けられ、その通過時間によって所要時間の正確さ
が確認される。また、車両の整備は選手自身が行わ
なければならず、その作業時間もわずかなものしか
与えられない。最高峰のイベントは6日間にわたっ
て行われる国際大会で、森の中や岩場や河川などを
走る1,000kmを超えるコースが待ち受け、連日の車
両の整備時間は、走行前の10分と走行後の15分し
かない、というものである。
　なお、長い距離の不整地路コースを確保すること

Fig.4　クロスカントリーラリー
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周回して競い合う二輪レースが、世界各地に数種類
存在している。その一つであるダートトラックレー
スは、基本的には土を固めた路面のコースで行われ
るもので、アメリカで発展した（Fig.2）。そして、
同国における人気の高さが突出している競技であ
る。後輪にしかブレーキが付いていない車両を使い、
カーブでは後輪を外側に振り出すように滑らせなが
ら速度を調整して走る。その際、ライダーは上体を
立て気味にして車体の外側に置き、後輪が外側に横
滑りする動きを御しやすくしている。同時に、内側
の足を突き出して足の裏を路面に接地させ、滑らせ
ながら走るが、これは前後輪の横滑りの大きさをじ
かに感じ取りつつ、横滑り量の変化に対応して身体
の重心バランスを取り続けるためである。コースの
長さは、1マイルや0.5マイルなどの種類があり、1
マイルコースにおける最上位クラスのレースであれ
ば、各ライダーは200km/hに近い速度でカーブに
進入し、車両を横滑りさせながらクリアしていくと
いう技を繰り返す。このダートトラックで滑りをコ
ントロールする能力を磨いたアメリカ人ライダーた
ちが、1980年代に世界グランプリロードレースの
最上位クラスを席巻したことで、世界的に注目度・
認知度が高まった。
　2-3　ドラッグレース
　短く真っ直ぐな舗装路のコースで加速力を競うの
がドラッグレースで、400mのコースで行われるも
のが最もよく知られている。ドラッグレースにおけ
る最上位クラスは、二輪も四輪もトップフューエル
という名称で、二輪の場合でも約1,500馬力を発生
させるエンジンを使用し、400mを6秒を優に切る
所要時間で走り切る。この競技が最も盛んに行われ
ているのはアメリカだが、日本でも愛好家たちが競

技を行っている。
　2-4　モトクロス
　起伏の激しい不整地路の周回路（サーキット）で
行われるスプリントレースがモトクロスである
（Fig.3）。使用される車両はモトクロッサーと呼ば
れるもので、一般公道の走行は不可の競技専用車両
である。
　このモトクロッサーに限らず、未舗装路（オフロー
ド）用の二輪車の多くは単気筒エンジンを使用して
いる。それは、低いエンジン回転域で粘り強い出力
特性を得られることと、より軽量であることの2点
が大きい。また、路面の凹凸を吸収しやすいよう伸
縮長の長いサスペンションを持ち、高い走破性の必
要から径の大きなタイヤを履く。そして、ライダー
は上体を立てた乗車姿勢を取る設定とされている。
　オフロード走行においても、二輪車は、旋回時に
は車体を内側に傾ける。ただし、路面の摩擦係数が
低いため、ライダーは車体の外側に身体を置き、上
体を立てた姿勢を取る。これによって、車輪が外側
に横滑りする動きに対応しやすくし、また、後輪へ
荷重をかけやすくしている。
　そんなオフロード走行において、速さを競い合う
二輪モータースポーツを代表するカテゴリーがモト
クロスである。そのレースの大多数は専用のオフ
ロードサーキットで開催されている。土、砂、泥濘、
あるいは牧草など、路面は多様で、世界中で数多く
のレースが行われている。最高峰のシリーズは
FIMモトクロス世界選手権で、4ストローク・
450cc以下あるいは2ストローク・250cc以下の車両
によるMXGPクラスと、4ストローク・250cc以下、
あるいは2ストローク・125cc以下の車両による
MX2クラスがある。1年に世界19カ国において19

の難しさの高まりから、昨今は短い距離の大会が増
えてきているほか、所要時間の短さを競うタイムト
ライアルの区間を多く設定した大会が増えてきてい
るというように、ラリーと同様の状況にある。
　2-8　トライアル
　車両を速く走らせる技術ではなく、車両を操る技
術が問われる二輪モータースポーツがトライアルで
ある（Fig.5）。大きな岩や崖、あるいは人工的な障
害物を乗り越えていくように設定されたセクション
と呼ばれる競技区間を、いかに車両に乗ったまま走
り切れるかを競う。セクションを通過中に足を1回
着くと1点、2回着くと2点、3回以上の足着きは3
点減点される。また、セクション内で車両をバック
させた場合や足を着いた状態でエンジンを停止させ
た場合などは、5点の減点が課される。そうしたセ
クションを何カ所もこなし、トータルの減点をいか
に少なく済ませたかで順位を争う。
　トライアルでは、駆動力を発生させていない状態
でも車両を静止させ続けたり、静止状態から前輪を
一気に高く持ち上げたり、前輪と後輪の両方を浮か
せて定点上で方向転換を行ったり、といった曲芸的
なライディングが展開される。使用されるトライア
ル車両はオフロード用の二輪車の基本仕様を踏まえ
るが、セクションにおいて競技中のライダーは基本
的にステップバーの上に立った状態で乗車し続ける
ため、シートは最小限の大きさにされている。トラ
イアル競技専用車両に至ってはクッション性を持た
せたシートは備えていない。また、トライアルで求
められるのは瞬発力で、エンジンは低回転域から大
きなトルクを発生させる特性とされている。
　トライアルには、一定のエリアにすべてのセク
ションを固めて設けて開催されるタイプの大会と、

広いエリアにセクションを散らして設け、出場者は
公道を自走して各セクション間を移動して競技を行
うタイプの大会がある。後者は特にツーリングトラ
イアルと呼ばれる。公道走行があるため、参加でき
るのは保安部品を装備し、行政に登録してナンバー
を持った車両となる。
　こうしたトライアルの最高峰のシリーズがFIM
トライアル世界選手権で、年間に世界8カ国におい
て開催される8大会で争われる。その最上位クラス
はトライアルGPクラスと呼ばれるが、使用する車
両のエンジン排気量には制限がない。これはトライ
アルが、エンジン出力が大きければ有利とは一概に
言えない性格の競技であるためである。
　また、体育館などの屋内型の施設の中に人工的な
セクションを設定して行われるインドアトライアル
と呼ばれる種類の大会もあり、その世界選手権シ
リーズもある。モトクロスにおけるスーパークロス
と同じ発想のもので、観客はスタンド席からコース
のほぼすべてを見渡すことができる。

　3-1　エンジンから見る500cc・4ストローク時代
　数ある二輪モータースポーツの中でも特に幅広い
人気を持つものが、FIMロードレース世界選手権
（通称「世界グランプリロードレース」）の最上位ク
ラスである。そして、同シリーズ初年度の1949年
から2001年までの53年間にもわたって、その地位
にあったのが500ccクラスである。
　かつての世界グランプリ各クラスにおいては、エ
ンジンが4ストロークであろうが2ストロークであ
ろうが、上限排気量は同じであった。そして結果的
に、1949年から1974年までの500ccクラスでは、4
ストロークエンジン車に乗った選手たちがシリーズ
の頂点に立った。また、彼らの車両のエンジンは、
すべて空冷式であった。
　世界グランプリ初年度である1949年の500ccクラ
スでチャンピオンとなったレズリー・グラハムが
駆ったAJS E90S（イギリス）の500ccエンジンは
並列2気筒で、吸気バルブと排気バルブを別個のカ
ムシャフトによって駆動するDOHC式をすでに採
用しており、最高出力は排気量1,000cc換算で100
馬力の一線を優に超える60馬力程度であった。そ
れから11年後の1960年には、やがて四輪に転向し、
ホンダ F1で優勝を飾るジョン・サーティースが3
年連続・4度目の500ccクラス王者となったが、同

うになった。クランクシャフト1回転中のトルクの
出方をあえて不規則なものとすることによって、後
輪の駆動力をライダーがつかみやすくする狙いで
あった。
　その一方で、高出力化の開発ももちろん続けられ
た（Table 1）。例えば、ホンダの500ccクラス公式
車両であったNSR500は、1993年には世界グランプ
リ史上初の320km/hを超える最高速度を記録した。
そのV型4気筒エンジンは、1994年のNV0S型で
188馬力を発生させており、1997年のNV0X型では
200馬力、つまり1,000cc換算で400馬力を超えるレ
ベルに達していたことは確実である。ただ、1998
年から世界グランプリには、使用燃料を無鉛ガソリ
ンのみとする規制が入り、シリンダーの圧縮比をそ
れ以前より下げざるを得なくなって、ここで各車の
出力は軒並み一旦下がる。が、弛まぬ開発努力によっ
て、失った出力はほどなくして取り返された。

　3-3　エンジンから見るMotoGP時代
　500ccクラスは2001年までとされ、2002年からは
MotoGPが世界グランプリの最上位クラスとなっ
た。それは、4ストロークエンジンは990cc以下、2
ストロークエンジンは500cc以下の排気量の車両を
対象とするものであった。つまり、2ストローク車
も依然参加可能とされたわけだが、実際には、4ス
トローク・990ccのMotoGP車両に太刀打ちできず、
淘汰されていった。
　そのMotoGP初年度を制したホンダ RC211Vの最
高出力は225馬力で、最高速度は340km/hに迫るも
のであった。まさに有り余るほどの高出力であり、
それを扱うライダーを補助する電子制御技術の開発
が、この時期に急速に進むことになった。後輪の滑
りを検出すると、それに伝達されるトルクを自動的
に弱め、最も効率の良い駆動力を得られるようにす
るといった類のものである。そうした制御技術の



　蒸気機関や電気モーターも原動機だが、二輪車
（モーターサイクル）が用いる原動機といえば、もっ
ぱらガソリンエンジンである。同エンジンを搭載し
た史上初の量産二輪車はドイツのH&W号で、1894
年からの3年間で約1,000台が製造された。同車は
排気量1,487cc、最高出力2.5馬力の水冷・4ストロー
ク・2気筒エンジンを搭載、最高速度は38km/hだっ
た。このH&W号は1895年にイタリアで開催され

た走行距離約100kmの公道レースに出場し、ダイ
ムラーの四輪車に続く2位と3位に入った。
　やがてヨーロッパやアメリカを主とした世界各地
で、二輪車だけによるレースが開催されるように
なった。また、二輪車の普及とともにその種類は増
えていき、併せて二輪モータースポーツのカテゴ
リーも増えていった。そして、早くも1904年には、
二輪モータースポーツの国際的な統括組織である国
際モーターサイクリストクラブ連盟が結成されてい
る。同連盟は1949年に改組され、国際モーターサ
イクリズム連盟（FIM）となった。FIMは、現在
も世界の二輪モータースポーツの中心的な組織であ
り、各カテゴリーの国際標準ルールを定めることが
大きな役割となっている。

　スーパーバイクのレースは、走行時間が40分以
下のスプリントレースとして開催されるものが主で
ある。ベースとする市販一般車両に改造を加えるこ
とができる領域は限られており、車体フレームにつ
いては、ベース車両のものに補強を加えることがで
きる程度とされている。エンジンも、シリンダーや
ピストンなどはベース車両のものから一切変更でき
ない。それでも最新のスーパーバイクの性能はとて
も高く、優れた選手が乗れば、MotoGP車両に大き
く劣ることのない速さで走行する。
3）プロダクションバイクレース
　舗装路走行用の市販一般車両に改造を施して仕立
てられた競技車両によって行われるロードレースを
総じてプロダクションバイクレースと呼ぶ。使用す
る車両のクラスや改造の度合いなどによって多くの
種類のレースがある。ロードレースの最も大きな層
を成しているカテゴリーである。なお、先に触れた
スーパーバイクも厳密にはプロダクションバイク
レースの一つだが、その花形として確立されたもの
となっていることから、分けて単独で語られること
が多い。
4）サイドカーレース
　二輪車に側車を付けたものがサイドカーである。
車輪は3つになるが、駆動や転舵は二輪車の側で行
われる。そんなサイドカーを使ったレースは古くか
ら行われてきた。二輪車の側に乗るライダーと、側
車に乗るパッセンジャーの2名が乗車した状態で走
行するレースである。純粋な二輪車のように車体を
傾けて旋回を行うことが物理的にできないため、
パッセンジャーが側車の上で大きな体重移動を行う
ことで旋回時の遠心力を減じ、旋回速度を高める。
初期のロードレース用サイドカーは、二輪車に側車
を付けた、サイドカー本来の形態だったが、やがて
それは二輪車と側車を一体化させたものへと変わっ
ていった。そして1970年代後半からは、四輪の
フォーミュラカーのような形態の車両が主流となっ
た。使用されるタイヤも、二輪用のような半円形の
断面のものではなく、四輪用を転用したものとなっ
ている。
5）耐久レース
　二輪モータースポーツ界の狭義においては、耐久
レースとは、2名以上の選手が1台の車両に交替で
乗り、長距離あるいは長時間走行するロードレース
のことを主に指す。つまり、耐久レースには距離設
定のものと時間設定のものがある。後者は耐久レー

スならではのもので、定められた時間の中でいかに
長い距離を走行するかを競う。そして、耐久レース
をスプリントレースと分ける決定的な要素は、1台
の車両に複数の選手が交替で乗ることである。その
ため、各車はレース中にピットインし、ライダー交
替を行う。走行距離が長い場合は、燃料の補給や消
耗が進んだタイヤを新しいものに着け換える作業な
ども行われる。
　二輪の耐久レースの最高峰のシリーズは、FIM
ロードレース耐久世界選手権（EWC）である。各レー
スには、4つのクラスの車両が出場し混走する。そ
の最上位クラスはフォーミュラEWCと呼ばれるも
ので、スーパーバイク車両の耐久レース仕様ともい
うべき1,000cc級市販一般車両をベースとした車両
で争われる。EWCは全5戦からなるシリーズで、
そのうちの2戦は24時間、残る3戦は8時間という
レース時間で行われている。8時間レースの一戦は、
日本の鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿8時間であ
る。世界の4大二輪メーカーの母国で開催される同
レースは、他のEWC戦とは一線を画す内容と盛り
上がりを見せるものとして知られている。
6）公道レース
　一般車両の通行を一時的に遮断した公共の道路を
コースとして用いて行われるロードレースのことを
公道レースと呼ぶ。常設サーキットのような広い退
避スペースはなく、安全性に著しく劣るが、それで
も二輪車による公道レースは、現在も世界各地で開
催されている。その中でも最も有名なものは、イギ
リス領のマン島で毎年5月ないし6月に開催されて
いるマン島TTレースである。
　初開催は1907年で、100年を大きく超える歴史を
持つこのレースのコースは、1周が60.72kmもある。
大半は牛や羊の放牧地帯を抜けていく片側1車線の
なだらかな道路だが、いくつかの町の目抜き通りも
通過する。競技は、全車一斉にスタートするもので
なく、一定の間隔で1台ずつ走り出し、指定周回数
をいかに速く走り切るかを競うタイムトライアル形
式で行われる。そんなマン島TTにおける現在の最
上位クラスがスーパーバイクで、60.72kmの公道
コースを16分42秒778、平均速度217.989km/hで周
回したのが最速記録であり、瞬間的な最高速度は
320km/hに達する世界である。
　2-2　ダートトラックレース
　平らな路面の長円形、もしくは楕円形のコースを
基本的には左回り（反時計回り）のみの走行方向で

数々も、車両開発競争における重要な領域となった。
　2007年、エンジン出力を低下させて速度を下げ
ようという安全上の理由から規則の変更が行われ、
MotoGP車両の最大排気量は800ccに引き下げられ
た。それでも、電子制御技術の発展が大きく寄与し
て、MotoGP車両がサーキットを周回する速さはほ
とんど損なわれなかった。そして、2012年には、
MotoGP車両の最大排気量が今度は1,000ccとなる。
二輪モータースポーツの花形としての商品性を高め
る狙いが大きく働いての排気量拡大で、車両の性能
抑制には別な方策が講じられていくことになった。
車両のさまざまな電子制御をつかさどる装置を、従
来よりあえて機能を落としたものとし、それをどの
二輪メーカーの車両も使用しなければならない規則
の導入（2016年）は、その策の一つである。

　原動機に電気モーターを採用した二輪車による
モータースポーツが各所で始まっている。ロード
レースでは、最も長い歴史を持つマン島TTレース
において、2010年大会からTT Zeroという名称の
電動車両クラスが開催されており、2012年大会か
らは、ホンダ車によるレース活動で知られる
M-TECが出場し、常勝を誇っている。同社の車両は、
2018年大会では1周60.72kmのコースを所要時間18分
34秒956、平均速度196.05km/hで走破し、275km/h
の最高速度をレース中に記録している。また、この
2019年から、世界グランプリにMotoEという名称
の電動車両クラスが設けられる。全出場選手が同じ
仕様の車両とタイヤを使用するワンメイクレースと
して、ヨーロッパで開催される世界グランプリ4大
会において行われる。さらに、トライアル競技にお

いても、2017年から電動車両による世界選手権が
行われるようになり、これに呼応したヤマハが電
動トライアル車両を開発して参戦している。
　車両を電動とする最大の利点は、やはり排気ガス
を出さないことだが、エンジン車に比べて車両が発
する音が格段に小さいことも、二輪車の社会性を上
げるという点においては利点となり得る。静音であ
ることは、モータースポーツにおいては、特にトラ
イアルに有効と考える。エンジン車両では、騒音問
題が生じてしまうであろう都心部に人工セクション
を設定して、電動車両のみによるトライアル大会を
開くことも可能になるだろう。

　二輪車は、動力がなければ倒れてしまう。そして、
自転車とは違って原動機が発生させる動力を使用
し、その動力を操るという行為が伴う。そうした特
性が二輪車の魅力となっており、そうであるかぎり、
動力源が何になろうと、二輪車を用いて競技（モー
タースポーツ）を楽しもうという人々が絶えること
はないだろう。娯楽のための乗り物としての二輪車
は、一般の人々にとっては、むしろ煙たい存在であ
ることが多い。そうした二輪車への印象の改善に貢
献するためにも、二輪モータースポーツの健全な発
展を期待したい。
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年に彼が乗ったMVアグスタ 500-4（イタリア）は
並列4気筒で、最高出力は約75馬力、最高速度は
255km/h以上であった。
　そして、1966年には、500ccクラスに初めて日本
車が登場する。それはホンダ RC181で、同車の並
列4気筒エンジンは、当時としては群を抜く85馬力
以上の最高出力を1万2,000回転で発生させた。ホ
ンダは1959年から世界グランプリに挑んでいたが、
ずっと中・小排気量クラスへの参戦で、1966年は
満を持しての最上位クラス進出だった。同社は
250ccや350ccの世界グランプリ用車両に並列6気
筒エンジンを採用し、圧倒的な出力によって勝利を
重ねていたが、500ccクラスでは車体とのバランス
を考慮し、あえて4気筒とした。そのホンダ RC181
は1966年と1967年の2年使用され、マイク・ヘイ
ルウッドとジム・レッドマンという当代切っての名
手たちが走らせた。それでも彼らはチャンピオンに
手を届かせることができなかった。
　1960年代におけるホンダの最上位クラス個人タ
イトル獲得を阻んだのは、並列3気筒エンジン車で、
RC181より1割以上は最高出力が低いとみられてい
たMVアグスタ 500-3だった。これは四輪にも二輪
にもいえることだが、エンジン出力が車体の能力と
釣り合い、それを御する乗り手が出力を使い切れる
車両の方がよほど速い。この傾向は、二輪の、特に
エンジン出力が大きいものほど強い。そのことを如
実に示したのがMVアグスタ 500-3であった。ホン
ダが1967年をもって世界グランプリから一時撤退
し、しばらくの間、500ccクラスに公式参戦する二
輪メーカーが他にいなくなったこともあって、3気
筒のMVアグスタは最強であり続け、それを駆った
ジャコモ・アゴスチーニは、1966年から1972年ま
での7年にもわたって500ccクラスの頂点に立ち続
けた。
　3-2　エンジンから見る500cc・2ストローク時代
　7年連続で世界タイトルを獲得したMVアグスタ 
500-3は、さまざまな改良や出力の向上はもちろん
あったものの、基本的な仕様を変えることはなかっ
た。技術の面から見れば、その時期は停滞期でもあっ
たが、やがて新しい波が押し寄せてきた。2ストロー
クエンジンである。
　同じエンジン回転数であれば、2ストロークは4
ストロークの倍の燃焼機会があり、同じ排気量であ
るならば、2ストロークの方が高い出力を取り出す
ことができる。だが、同タイプのエンジンでは、ク

ランクシャフトのベアリングやシリンダー（4スト
ロークのものにはない掃気／排気孔を持つ）の耐久
性が問題となりがちで、高出力になるほどそれがシ
ビアに問われたことから、500ccクラスで2ストロー
クエンジンはなかなか使用されなかった。しかし、
時代が下って材料や加工の技術が進んだことで、
1960年代末から大排気量の2ストロークエンジン車
が徐々に台頭する。そして、1971年のアルスター
GPレースにおいて、空冷・並列2気筒のスズキ 
TR500が2ストローク車として初めての最上位クラ
ス優勝を飾って明らかな可能性が示されると、今度
はヤマハが水冷・並列4気筒のYZR500の初代モデ
ル 0W20型を1973年の世界グランプリ開幕戦から
投入し、デビュー戦優勝を決めた。1974年には、
それまで4ストローク車のMVアグスタを駆ってき
た帝王アゴスチーニが、2ストロークのヤマハ 
YZR500に乗り替え、時代の変化を決定的に印象づ
けた。彼は、1975年には0W23型のYZR500によっ
て通算8回目の500ccクラス個人タイトルを獲得し、
2ストローク車が初めて最上位クラスを制すること
になった。
　以後、2001年に至るまで500ccクラスは、2スト
ローク車の独壇場となる。エンジンの性能開発は、
高出力の追求に加え、それを扱いやすいものとする
ことが大きなテーマとなっていった。そこにおける
2ストロークエンジンならではの開発項目は、混合
気（燃料と混ざり合った空気）のシリンダーへの流
入を制御する仕組みと、排気の流出を制御する仕組
みであった。
　なお、1968年から500ccクラスはエンジンの気筒
数は4までとする規定となっており、1980年代中盤
以降の500ccクラスに登場した大半の車両は、4気
筒エンジン車であった。2ストローク車として初め
て同クラスを制覇した1975年の0W23型ヤマハ 
YZR500の最高出力は約90馬力だったが、1980年
の0W48型では110馬力以上、1985年の0W81型で
は140馬力以上と、急な右肩上がりの向上を果たす。
しかも、出力の出方は現在の基準からすればかなり
唐突で、その制御に現在のような電脳的な補助は入
らず、ライダーの右手による操作だけで行わなけれ
ばならない時代であった。
　そうしたことから、出力をできるだけ扱いやすい
ものとすることが改めて問われていった。1990年
代に入ると、クランクシャフトが1回転する間に各
気筒が爆発する間隔を不等間とする策が採られるよ
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二輪車のモータースポーツ

　競技性の違いにより、二輪モータースポーツは、
速さを競うレース競技、目標所要時間どおりに走る
正確さを競うラリー競技／エンデューロ競技、車両
を操る技術を競うトライアル競技の3つのジャンル
に大別できる。ただし、おのおののジャンルの中で
も、走行する路面や使用する車両などの違いからさ
まざまなカテゴリーに枝分かれしている。以下、そ
うした二輪モータースポーツの主立ったカテゴリー
をみていく。
　2-1　ロードレース
1 ）MotoGP
　舗装路のコースにおいて、二輪車を用いて競い合
うレース競技をロードレースと呼ぶ。使用される車
両は、ロードレース専用設計のものと一般の公道走
行用車両を改造して競技用にしたものに大別でき、
さらなる技術仕様の違いなどによってさまざまなカ
テゴリーが存在している。
　ロードレースで使用される車両に共通しているの
は、伸縮長がそれほど長くないサスペンションを持
ち、乗り手（ライダー）は強い前傾姿勢を取るとこ
ろである。旋回（コーナリング）においては、車体
を内側に大きく傾けながら、ライダーはさらに内側
に身体を入れる走り方をする。強い遠心力に抗しな
がら、高い旋回速度を実現するためである。そして、
前後のタイヤに適切な荷重をかけて高い摩擦力（グ
リップ力）を引き出す。
　そんなロードレースにおける最高峰のシリーズ
が、FIMロードレース世界選手権である。通称「世
界グランプリロードレース」で、毎年8カ月にわた
るレースシーズンを催し、世界15カ国（2019年現在。
以下同様）で19大会が開催されている。
　世界グランプリにはMotoGP（Fig.1）、Moto2、
Moto3の3クラスがあり、いずれも4ストローク・
自然吸気のピストンエンジンの車両が使用されてい
る。これら3クラスを分けている最も大きな要素は
エンジン排気量で、MotoGPが1,000cc、Moto2が
765cc、Moto3が250ccである。すべての大会にお
いて各クラスのレースが行われているが、Moto2と
Moto3は若手選手向けという色合いが濃いクラスと
なっており、MotoGPより格段にコスト抑制を強く
意識したさまざまな規制が行われている。
　そして、名実ともにロードレースの頂点に立つク
ラスがMotoGPである。その知名度は二輪モーター

スポーツの中では突出しており、世界グランプリ全
体のことをMotoGPと言い表すケースも多くなって
きている。
　MotoGPで使用される車両はこのクラス専用のも
ので、二輪車の先端技術を結集した仕様である。最
高出力は250馬力以上、最高速度は350km/hに達す
る。そんなMotoGP車両を、ホンダ、ヤマハ、スズキ、
ドゥカティ（イタリア）、アプリリア（イタリア）、
KTM（オーストリア）という6つの二輪メーカー
がそれぞれ独自に開発し、レースに送り込んでいる。
なお、タイヤは出場全車が一つのメーカーから供給
される共通仕様のものを使用する仕組み（これをワ
ンメイク制という）になっており、少なくとも
2023年シーズンまでは、ミシュラン（フランス）
のタイヤが使用される。
　MotoGPの各レースは、走行距離が110～120km
程度、走行時間が40分強となる設定で開催されて
いる。二輪車として先鋭的な車両によって行われ、
レースの醍醐味といえる抜きつ抜かれつの激しい攻
防が至るところで繰り広げられることから、世界的
に人気が高い。テレビ放映は200を超える国々で行
われており、年間視聴者数は延べ人数で50億人を
大きく上回るといわれている。
2）スーパーバイク
　運動性能が非常に高い1,000ccクラスの舗装路走
行用の市販一般車両に、専用の改造を施して仕立て
られたロードレース用車両がスーパーバイクであ
る。日本、アメリカ、イギリスなど15カ国以上に
おいて、国内ロードレース選手権の最上位クラスは、
スーパーバイクによって行われている。そして、国
際的なレースシリーズとしてFIMスーパーバイク
世界選手権がある。

大会が開催されており、各大会ではMXGPクラス、
MX2クラスともに、走行時間30分プラス2周とい
う長さのレースが2回行われる。また、女性ライダー
によるクラスもあり、こちらは年に5大会で開催さ
れている。
　なお、モトクロスをはじめとする二輪オフロード
スピード競技のアメリカにおける人気は非常に高
く、競技人口も多い。そのため、同国における最高
峰シリーズであるAMAモトクロス選手権は、世界
シリーズであるFIMモトクロス世界選手権と互角
の競技レベルとステータスを持つ。
　野球場などのスタジアムで行われるモトクロス
レースもあり、これはスーパークロスと呼ばれてい
る。コースは大量の土砂によって人工的に造成され
るもので、自然の地形を利用した屋外型のオフロー
ドサーキットとはひと味違う急角度のジャンプや
カーブなどが設けられる。アメリカで発展したカテ
ゴリーで、ライダーのアクションに富み、観戦スタ
ンドからコースのほぼ全周を見渡せることなどから
大いに人気を博すものとなり、やがてヨーロッパな
どでも開催されるようになった。
　2-5　スーパーモト
　大半は舗装路であるものの、一部には平らなダー
ト路や凹凸のある不整地路の区間を持つ周回コース
で行われる二輪スプリントレースがスーパーモトで
ある。使用される車両はモトクロッサーをはじめと
するオフロード用バイクだが、タイヤは小径のロー
ドレース用を使う。ロードレースとダートトラック
レースとモトクロスのそれぞれの要素を取り込んだ
異種混交競技といえ、1980年代に入ってアメリカ
で発展した。それがヨーロッパに伝播すると、スー
パーモタードとも呼ばれるようになり、やがてオフ
ロード用バイクに小径の舗装路用タイヤを履かせた
モタードというジャンルが、一般の公道走行用車両
の世界に確立された。
　2-6　ラリー
　ラリーとエンデューロ（後述）は、ともに指定さ
れた区間を指定された目標所要時間どおりに走る正
確さを競うモータースポーツで、ひたすら速く走る
ことを目指すレース競技とは異なる特性のものであ
る。目標時間との差異の分だけ減点が課せられ、そ
の積算値の大小によって順位を争う。目標時間より
早く走っても減点されるわけである。もっとも、目
標時間は達成が難しい短さに設定されるのが常であ
り、それより余計に時間がかかった分だけ減点され

ることから、競技者は自ずと全力での走行を行うこ
とになる。また、昨今はラリーでも所要時間の短
さを競うタイムトライアルの区間を大半とし、も
はやレースと競技性が違わない大会が多くなって
きている。
　ラリーは二輪でも四輪でも行われているが、二輪
のラリーは砂漠やジャングルのような道なき道を行
くような走行条件を特徴とするクロスカントリーラ
リー、あるいはラリーレイドと呼ばれる種類のもの
が大半である（Fig.4）。そうしたラリーは、何日間
にもわたって行われ、数百kmから数千kmの距離
を走行するもので、代表的な大会がダカール・ラリー
である。ラリーで使用される二輪車は、モトクロッ
サーより大柄で、大容量の燃料タンクなど、この競
技ならではの装備を持つ。
　2-7　エンデューロ
　森林地帯などに設定される1周が数十kmの不整
地路のコースを周回、トータルで200～300kmにな
る距離を数時間にわたって走行する二輪オフロード
競技がエンデューロである。その名称は、人車とも
に耐久性が問われるところから来ている。
　指定された目標所要時間どおりにいかに走るかを
競うもので、コースの各所にはチェックポイントが
設けられ、その通過時間によって所要時間の正確さ
が確認される。また、車両の整備は選手自身が行わ
なければならず、その作業時間もわずかなものしか
与えられない。最高峰のイベントは6日間にわたっ
て行われる国際大会で、森の中や岩場や河川などを
走る1,000kmを超えるコースが待ち受け、連日の車
両の整備時間は、走行前の10分と走行後の15分し
かない、というものである。
　なお、長い距離の不整地路コースを確保すること

周回して競い合う二輪レースが、世界各地に数種類
存在している。その一つであるダートトラックレー
スは、基本的には土を固めた路面のコースで行われ
るもので、アメリカで発展した（Fig.2）。そして、
同国における人気の高さが突出している競技であ
る。後輪にしかブレーキが付いていない車両を使い、
カーブでは後輪を外側に振り出すように滑らせなが
ら速度を調整して走る。その際、ライダーは上体を
立て気味にして車体の外側に置き、後輪が外側に横
滑りする動きを御しやすくしている。同時に、内側
の足を突き出して足の裏を路面に接地させ、滑らせ
ながら走るが、これは前後輪の横滑りの大きさをじ
かに感じ取りつつ、横滑り量の変化に対応して身体
の重心バランスを取り続けるためである。コースの
長さは、1マイルや0.5マイルなどの種類があり、1
マイルコースにおける最上位クラスのレースであれ
ば、各ライダーは200km/hに近い速度でカーブに
進入し、車両を横滑りさせながらクリアしていくと
いう技を繰り返す。このダートトラックで滑りをコ
ントロールする能力を磨いたアメリカ人ライダーた
ちが、1980年代に世界グランプリロードレースの
最上位クラスを席巻したことで、世界的に注目度・
認知度が高まった。
　2-3　ドラッグレース
　短く真っ直ぐな舗装路のコースで加速力を競うの
がドラッグレースで、400mのコースで行われるも
のが最もよく知られている。ドラッグレースにおけ
る最上位クラスは、二輪も四輪もトップフューエル
という名称で、二輪の場合でも約1,500馬力を発生
させるエンジンを使用し、400mを6秒を優に切る
所要時間で走り切る。この競技が最も盛んに行われ
ているのはアメリカだが、日本でも愛好家たちが競

技を行っている。
　2-4　モトクロス
　起伏の激しい不整地路の周回路（サーキット）で
行われるスプリントレースがモトクロスである
（Fig.3）。使用される車両はモトクロッサーと呼ば
れるもので、一般公道の走行は不可の競技専用車両
である。
　このモトクロッサーに限らず、未舗装路（オフロー
ド）用の二輪車の多くは単気筒エンジンを使用して
いる。それは、低いエンジン回転域で粘り強い出力
特性を得られることと、より軽量であることの2点
が大きい。また、路面の凹凸を吸収しやすいよう伸
縮長の長いサスペンションを持ち、高い走破性の必
要から径の大きなタイヤを履く。そして、ライダー
は上体を立てた乗車姿勢を取る設定とされている。
　オフロード走行においても、二輪車は、旋回時に
は車体を内側に傾ける。ただし、路面の摩擦係数が
低いため、ライダーは車体の外側に身体を置き、上
体を立てた姿勢を取る。これによって、車輪が外側
に横滑りする動きに対応しやすくし、また、後輪へ
荷重をかけやすくしている。
　そんなオフロード走行において、速さを競い合う
二輪モータースポーツを代表するカテゴリーがモト
クロスである。そのレースの大多数は専用のオフ
ロードサーキットで開催されている。土、砂、泥濘、
あるいは牧草など、路面は多様で、世界中で数多く
のレースが行われている。最高峰のシリーズは
FIMモトクロス世界選手権で、4ストローク・
450cc以下あるいは2ストローク・250cc以下の車両
によるMXGPクラスと、4ストローク・250cc以下、
あるいは2ストローク・125cc以下の車両による
MX2クラスがある。1年に世界19カ国において19
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の難しさの高まりから、昨今は短い距離の大会が増
えてきているほか、所要時間の短さを競うタイムト
ライアルの区間を多く設定した大会が増えてきてい
るというように、ラリーと同様の状況にある。
　2-8　トライアル
　車両を速く走らせる技術ではなく、車両を操る技
術が問われる二輪モータースポーツがトライアルで
ある（Fig.5）。大きな岩や崖、あるいは人工的な障
害物を乗り越えていくように設定されたセクション
と呼ばれる競技区間を、いかに車両に乗ったまま走
り切れるかを競う。セクションを通過中に足を1回
着くと1点、2回着くと2点、3回以上の足着きは3
点減点される。また、セクション内で車両をバック
させた場合や足を着いた状態でエンジンを停止させ
た場合などは、5点の減点が課される。そうしたセ
クションを何カ所もこなし、トータルの減点をいか
に少なく済ませたかで順位を争う。
　トライアルでは、駆動力を発生させていない状態
でも車両を静止させ続けたり、静止状態から前輪を
一気に高く持ち上げたり、前輪と後輪の両方を浮か
せて定点上で方向転換を行ったり、といった曲芸的
なライディングが展開される。使用されるトライア
ル車両はオフロード用の二輪車の基本仕様を踏まえ
るが、セクションにおいて競技中のライダーは基本
的にステップバーの上に立った状態で乗車し続ける
ため、シートは最小限の大きさにされている。トラ
イアル競技専用車両に至ってはクッション性を持た
せたシートは備えていない。また、トライアルで求
められるのは瞬発力で、エンジンは低回転域から大
きなトルクを発生させる特性とされている。
　トライアルには、一定のエリアにすべてのセク
ションを固めて設けて開催されるタイプの大会と、

広いエリアにセクションを散らして設け、出場者は
公道を自走して各セクション間を移動して競技を行
うタイプの大会がある。後者は特にツーリングトラ
イアルと呼ばれる。公道走行があるため、参加でき
るのは保安部品を装備し、行政に登録してナンバー
を持った車両となる。
　こうしたトライアルの最高峰のシリーズがFIM
トライアル世界選手権で、年間に世界8カ国におい
て開催される8大会で争われる。その最上位クラス
はトライアルGPクラスと呼ばれるが、使用する車
両のエンジン排気量には制限がない。これはトライ
アルが、エンジン出力が大きければ有利とは一概に
言えない性格の競技であるためである。
　また、体育館などの屋内型の施設の中に人工的な
セクションを設定して行われるインドアトライアル
と呼ばれる種類の大会もあり、その世界選手権シ
リーズもある。モトクロスにおけるスーパークロス
と同じ発想のもので、観客はスタンド席からコース
のほぼすべてを見渡すことができる。

　3-1　エンジンから見る500cc・4ストローク時代
　数ある二輪モータースポーツの中でも特に幅広い
人気を持つものが、FIMロードレース世界選手権
（通称「世界グランプリロードレース」）の最上位ク
ラスである。そして、同シリーズ初年度の1949年
から2001年までの53年間にもわたって、その地位
にあったのが500ccクラスである。
　かつての世界グランプリ各クラスにおいては、エ
ンジンが4ストロークであろうが2ストロークであ
ろうが、上限排気量は同じであった。そして結果的
に、1949年から1974年までの500ccクラスでは、4
ストロークエンジン車に乗った選手たちがシリーズ
の頂点に立った。また、彼らの車両のエンジンは、
すべて空冷式であった。
　世界グランプリ初年度である1949年の500ccクラ
スでチャンピオンとなったレズリー・グラハムが
駆ったAJS E90S（イギリス）の500ccエンジンは
並列2気筒で、吸気バルブと排気バルブを別個のカ
ムシャフトによって駆動するDOHC式をすでに採
用しており、最高出力は排気量1,000cc換算で100
馬力の一線を優に超える60馬力程度であった。そ
れから11年後の1960年には、やがて四輪に転向し、
ホンダ F1で優勝を飾るジョン・サーティースが3
年連続・4度目の500ccクラス王者となったが、同
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うになった。クランクシャフト1回転中のトルクの
出方をあえて不規則なものとすることによって、後
輪の駆動力をライダーがつかみやすくする狙いで
あった。
　その一方で、高出力化の開発ももちろん続けられ
た（Table 1）。例えば、ホンダの500ccクラス公式
車両であったNSR500は、1993年には世界グランプ
リ史上初の320km/hを超える最高速度を記録した。
そのV型4気筒エンジンは、1994年のNV0S型で
188馬力を発生させており、1997年のNV0X型では
200馬力、つまり1,000cc換算で400馬力を超えるレ
ベルに達していたことは確実である。ただ、1998
年から世界グランプリには、使用燃料を無鉛ガソリ
ンのみとする規制が入り、シリンダーの圧縮比をそ
れ以前より下げざるを得なくなって、ここで各車の
出力は軒並み一旦下がる。が、弛まぬ開発努力によっ
て、失った出力はほどなくして取り返された。

　3-3　エンジンから見るMotoGP時代
　500ccクラスは2001年までとされ、2002年からは
MotoGPが世界グランプリの最上位クラスとなっ
た。それは、4ストロークエンジンは990cc以下、2
ストロークエンジンは500cc以下の排気量の車両を
対象とするものであった。つまり、2ストローク車
も依然参加可能とされたわけだが、実際には、4ス
トローク・990ccのMotoGP車両に太刀打ちできず、
淘汰されていった。
　そのMotoGP初年度を制したホンダ RC211Vの最
高出力は225馬力で、最高速度は340km/hに迫るも
のであった。まさに有り余るほどの高出力であり、
それを扱うライダーを補助する電子制御技術の開発
が、この時期に急速に進むことになった。後輪の滑
りを検出すると、それに伝達されるトルクを自動的
に弱め、最も効率の良い駆動力を得られるようにす
るといった類のものである。そうした制御技術の



　蒸気機関や電気モーターも原動機だが、二輪車
（モーターサイクル）が用いる原動機といえば、もっ
ぱらガソリンエンジンである。同エンジンを搭載し
た史上初の量産二輪車はドイツのH&W号で、1894
年からの3年間で約1,000台が製造された。同車は
排気量1,487cc、最高出力2.5馬力の水冷・4ストロー
ク・2気筒エンジンを搭載、最高速度は38km/hだっ
た。このH&W号は1895年にイタリアで開催され

た走行距離約100kmの公道レースに出場し、ダイ
ムラーの四輪車に続く2位と3位に入った。
　やがてヨーロッパやアメリカを主とした世界各地
で、二輪車だけによるレースが開催されるように
なった。また、二輪車の普及とともにその種類は増
えていき、併せて二輪モータースポーツのカテゴ
リーも増えていった。そして、早くも1904年には、
二輪モータースポーツの国際的な統括組織である国
際モーターサイクリストクラブ連盟が結成されてい
る。同連盟は1949年に改組され、国際モーターサ
イクリズム連盟（FIM）となった。FIMは、現在
も世界の二輪モータースポーツの中心的な組織であ
り、各カテゴリーの国際標準ルールを定めることが
大きな役割となっている。

　スーパーバイクのレースは、走行時間が40分以
下のスプリントレースとして開催されるものが主で
ある。ベースとする市販一般車両に改造を加えるこ
とができる領域は限られており、車体フレームにつ
いては、ベース車両のものに補強を加えることがで
きる程度とされている。エンジンも、シリンダーや
ピストンなどはベース車両のものから一切変更でき
ない。それでも最新のスーパーバイクの性能はとて
も高く、優れた選手が乗れば、MotoGP車両に大き
く劣ることのない速さで走行する。
3）プロダクションバイクレース
　舗装路走行用の市販一般車両に改造を施して仕立
てられた競技車両によって行われるロードレースを
総じてプロダクションバイクレースと呼ぶ。使用す
る車両のクラスや改造の度合いなどによって多くの
種類のレースがある。ロードレースの最も大きな層
を成しているカテゴリーである。なお、先に触れた
スーパーバイクも厳密にはプロダクションバイク
レースの一つだが、その花形として確立されたもの
となっていることから、分けて単独で語られること
が多い。
4）サイドカーレース
　二輪車に側車を付けたものがサイドカーである。
車輪は3つになるが、駆動や転舵は二輪車の側で行
われる。そんなサイドカーを使ったレースは古くか
ら行われてきた。二輪車の側に乗るライダーと、側
車に乗るパッセンジャーの2名が乗車した状態で走
行するレースである。純粋な二輪車のように車体を
傾けて旋回を行うことが物理的にできないため、
パッセンジャーが側車の上で大きな体重移動を行う
ことで旋回時の遠心力を減じ、旋回速度を高める。
初期のロードレース用サイドカーは、二輪車に側車
を付けた、サイドカー本来の形態だったが、やがて
それは二輪車と側車を一体化させたものへと変わっ
ていった。そして1970年代後半からは、四輪の
フォーミュラカーのような形態の車両が主流となっ
た。使用されるタイヤも、二輪用のような半円形の
断面のものではなく、四輪用を転用したものとなっ
ている。
5）耐久レース
　二輪モータースポーツ界の狭義においては、耐久
レースとは、2名以上の選手が1台の車両に交替で
乗り、長距離あるいは長時間走行するロードレース
のことを主に指す。つまり、耐久レースには距離設
定のものと時間設定のものがある。後者は耐久レー

スならではのもので、定められた時間の中でいかに
長い距離を走行するかを競う。そして、耐久レース
をスプリントレースと分ける決定的な要素は、1台
の車両に複数の選手が交替で乗ることである。その
ため、各車はレース中にピットインし、ライダー交
替を行う。走行距離が長い場合は、燃料の補給や消
耗が進んだタイヤを新しいものに着け換える作業な
ども行われる。
　二輪の耐久レースの最高峰のシリーズは、FIM
ロードレース耐久世界選手権（EWC）である。各レー
スには、4つのクラスの車両が出場し混走する。そ
の最上位クラスはフォーミュラEWCと呼ばれるも
ので、スーパーバイク車両の耐久レース仕様ともい
うべき1,000cc級市販一般車両をベースとした車両
で争われる。EWCは全5戦からなるシリーズで、
そのうちの2戦は24時間、残る3戦は8時間という
レース時間で行われている。8時間レースの一戦は、
日本の鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿8時間であ
る。世界の4大二輪メーカーの母国で開催される同
レースは、他のEWC戦とは一線を画す内容と盛り
上がりを見せるものとして知られている。
6）公道レース
　一般車両の通行を一時的に遮断した公共の道路を
コースとして用いて行われるロードレースのことを
公道レースと呼ぶ。常設サーキットのような広い退
避スペースはなく、安全性に著しく劣るが、それで
も二輪車による公道レースは、現在も世界各地で開
催されている。その中でも最も有名なものは、イギ
リス領のマン島で毎年5月ないし6月に開催されて
いるマン島TTレースである。
　初開催は1907年で、100年を大きく超える歴史を
持つこのレースのコースは、1周が60.72kmもある。
大半は牛や羊の放牧地帯を抜けていく片側1車線の
なだらかな道路だが、いくつかの町の目抜き通りも
通過する。競技は、全車一斉にスタートするもので
なく、一定の間隔で1台ずつ走り出し、指定周回数
をいかに速く走り切るかを競うタイムトライアル形
式で行われる。そんなマン島TTにおける現在の最
上位クラスがスーパーバイクで、60.72kmの公道
コースを16分42秒778、平均速度217.989km/hで周
回したのが最速記録であり、瞬間的な最高速度は
320km/hに達する世界である。
　2-2　ダートトラックレース
　平らな路面の長円形、もしくは楕円形のコースを
基本的には左回り（反時計回り）のみの走行方向で

数々も、車両開発競争における重要な領域となった。
　2007年、エンジン出力を低下させて速度を下げ
ようという安全上の理由から規則の変更が行われ、
MotoGP車両の最大排気量は800ccに引き下げられ
た。それでも、電子制御技術の発展が大きく寄与し
て、MotoGP車両がサーキットを周回する速さはほ
とんど損なわれなかった。そして、2012年には、
MotoGP車両の最大排気量が今度は1,000ccとなる。
二輪モータースポーツの花形としての商品性を高め
る狙いが大きく働いての排気量拡大で、車両の性能
抑制には別な方策が講じられていくことになった。
車両のさまざまな電子制御をつかさどる装置を、従
来よりあえて機能を落としたものとし、それをどの
二輪メーカーの車両も使用しなければならない規則
の導入（2016年）は、その策の一つである。

　原動機に電気モーターを採用した二輪車による
モータースポーツが各所で始まっている。ロード
レースでは、最も長い歴史を持つマン島TTレース
において、2010年大会からTT Zeroという名称の
電動車両クラスが開催されており、2012年大会か
らは、ホンダ車によるレース活動で知られる
M-TECが出場し、常勝を誇っている。同社の車両は、
2018年大会では1周60.72kmのコースを所要時間18分
34秒956、平均速度196.05km/hで走破し、275km/h
の最高速度をレース中に記録している。また、この
2019年から、世界グランプリにMotoEという名称
の電動車両クラスが設けられる。全出場選手が同じ
仕様の車両とタイヤを使用するワンメイクレースと
して、ヨーロッパで開催される世界グランプリ4大
会において行われる。さらに、トライアル競技にお

いても、2017年から電動車両による世界選手権が
行われるようになり、これに呼応したヤマハが電
動トライアル車両を開発して参戦している。
　車両を電動とする最大の利点は、やはり排気ガス
を出さないことだが、エンジン車に比べて車両が発
する音が格段に小さいことも、二輪車の社会性を上
げるという点においては利点となり得る。静音であ
ることは、モータースポーツにおいては、特にトラ
イアルに有効と考える。エンジン車両では、騒音問
題が生じてしまうであろう都心部に人工セクション
を設定して、電動車両のみによるトライアル大会を
開くことも可能になるだろう。

　二輪車は、動力がなければ倒れてしまう。そして、
自転車とは違って原動機が発生させる動力を使用
し、その動力を操るという行為が伴う。そうした特
性が二輪車の魅力となっており、そうであるかぎり、
動力源が何になろうと、二輪車を用いて競技（モー
タースポーツ）を楽しもうという人々が絶えること
はないだろう。娯楽のための乗り物としての二輪車
は、一般の人々にとっては、むしろ煙たい存在であ
ることが多い。そうした二輪車への印象の改善に貢
献するためにも、二輪モータースポーツの健全な発
展を期待したい。

関連資料
・富塚清『オートバイの歴史』山海堂、1980年
・中沖満、ピーター・クリフォード『サーキットの
軌跡』グランプリ出版、1987年

・出水力『オートバイの王国』第一法規、1991年
・『RACERS』三栄書房、2009～2018年
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年に彼が乗ったMVアグスタ 500-4（イタリア）は
並列4気筒で、最高出力は約75馬力、最高速度は
255km/h以上であった。
　そして、1966年には、500ccクラスに初めて日本
車が登場する。それはホンダ RC181で、同車の並
列4気筒エンジンは、当時としては群を抜く85馬力
以上の最高出力を1万2,000回転で発生させた。ホ
ンダは1959年から世界グランプリに挑んでいたが、
ずっと中・小排気量クラスへの参戦で、1966年は
満を持しての最上位クラス進出だった。同社は
250ccや350ccの世界グランプリ用車両に並列6気
筒エンジンを採用し、圧倒的な出力によって勝利を
重ねていたが、500ccクラスでは車体とのバランス
を考慮し、あえて4気筒とした。そのホンダ RC181
は1966年と1967年の2年使用され、マイク・ヘイ
ルウッドとジム・レッドマンという当代切っての名
手たちが走らせた。それでも彼らはチャンピオンに
手を届かせることができなかった。
　1960年代におけるホンダの最上位クラス個人タ
イトル獲得を阻んだのは、並列3気筒エンジン車で、
RC181より1割以上は最高出力が低いとみられてい
たMVアグスタ 500-3だった。これは四輪にも二輪
にもいえることだが、エンジン出力が車体の能力と
釣り合い、それを御する乗り手が出力を使い切れる
車両の方がよほど速い。この傾向は、二輪の、特に
エンジン出力が大きいものほど強い。そのことを如
実に示したのがMVアグスタ 500-3であった。ホン
ダが1967年をもって世界グランプリから一時撤退
し、しばらくの間、500ccクラスに公式参戦する二
輪メーカーが他にいなくなったこともあって、3気
筒のMVアグスタは最強であり続け、それを駆った
ジャコモ・アゴスチーニは、1966年から1972年ま
での7年にもわたって500ccクラスの頂点に立ち続
けた。
　3-2　エンジンから見る500cc・2ストローク時代
　7年連続で世界タイトルを獲得したMVアグスタ 
500-3は、さまざまな改良や出力の向上はもちろん
あったものの、基本的な仕様を変えることはなかっ
た。技術の面から見れば、その時期は停滞期でもあっ
たが、やがて新しい波が押し寄せてきた。2ストロー
クエンジンである。
　同じエンジン回転数であれば、2ストロークは4
ストロークの倍の燃焼機会があり、同じ排気量であ
るならば、2ストロークの方が高い出力を取り出す
ことができる。だが、同タイプのエンジンでは、ク

ランクシャフトのベアリングやシリンダー（4スト
ロークのものにはない掃気／排気孔を持つ）の耐久
性が問題となりがちで、高出力になるほどそれがシ
ビアに問われたことから、500ccクラスで2ストロー
クエンジンはなかなか使用されなかった。しかし、
時代が下って材料や加工の技術が進んだことで、
1960年代末から大排気量の2ストロークエンジン車
が徐々に台頭する。そして、1971年のアルスター
GPレースにおいて、空冷・並列2気筒のスズキ 
TR500が2ストローク車として初めての最上位クラ
ス優勝を飾って明らかな可能性が示されると、今度
はヤマハが水冷・並列4気筒のYZR500の初代モデ
ル 0W20型を1973年の世界グランプリ開幕戦から
投入し、デビュー戦優勝を決めた。1974年には、
それまで4ストローク車のMVアグスタを駆ってき
た帝王アゴスチーニが、2ストロークのヤマハ 
YZR500に乗り替え、時代の変化を決定的に印象づ
けた。彼は、1975年には0W23型のYZR500によっ
て通算8回目の500ccクラス個人タイトルを獲得し、
2ストローク車が初めて最上位クラスを制すること
になった。
　以後、2001年に至るまで500ccクラスは、2スト
ローク車の独壇場となる。エンジンの性能開発は、
高出力の追求に加え、それを扱いやすいものとする
ことが大きなテーマとなっていった。そこにおける
2ストロークエンジンならではの開発項目は、混合
気（燃料と混ざり合った空気）のシリンダーへの流
入を制御する仕組みと、排気の流出を制御する仕組
みであった。
　なお、1968年から500ccクラスはエンジンの気筒
数は4までとする規定となっており、1980年代中盤
以降の500ccクラスに登場した大半の車両は、4気
筒エンジン車であった。2ストローク車として初め
て同クラスを制覇した1975年の0W23型ヤマハ 
YZR500の最高出力は約90馬力だったが、1980年
の0W48型では110馬力以上、1985年の0W81型で
は140馬力以上と、急な右肩上がりの向上を果たす。
しかも、出力の出方は現在の基準からすればかなり
唐突で、その制御に現在のような電脳的な補助は入
らず、ライダーの右手による操作だけで行わなけれ
ばならない時代であった。
　そうしたことから、出力をできるだけ扱いやすい
ものとすることが改めて問われていった。1990年
代に入ると、クランクシャフトが1回転する間に各
気筒が爆発する間隔を不等間とする策が採られるよ

　競技性の違いにより、二輪モータースポーツは、
速さを競うレース競技、目標所要時間どおりに走る
正確さを競うラリー競技／エンデューロ競技、車両
を操る技術を競うトライアル競技の3つのジャンル
に大別できる。ただし、おのおののジャンルの中で
も、走行する路面や使用する車両などの違いからさ
まざまなカテゴリーに枝分かれしている。以下、そ
うした二輪モータースポーツの主立ったカテゴリー
をみていく。
　2-1　ロードレース
1 ）MotoGP
　舗装路のコースにおいて、二輪車を用いて競い合
うレース競技をロードレースと呼ぶ。使用される車
両は、ロードレース専用設計のものと一般の公道走
行用車両を改造して競技用にしたものに大別でき、
さらなる技術仕様の違いなどによってさまざまなカ
テゴリーが存在している。
　ロードレースで使用される車両に共通しているの
は、伸縮長がそれほど長くないサスペンションを持
ち、乗り手（ライダー）は強い前傾姿勢を取るとこ
ろである。旋回（コーナリング）においては、車体
を内側に大きく傾けながら、ライダーはさらに内側
に身体を入れる走り方をする。強い遠心力に抗しな
がら、高い旋回速度を実現するためである。そして、
前後のタイヤに適切な荷重をかけて高い摩擦力（グ
リップ力）を引き出す。
　そんなロードレースにおける最高峰のシリーズ
が、FIMロードレース世界選手権である。通称「世
界グランプリロードレース」で、毎年8カ月にわた
るレースシーズンを催し、世界15カ国（2019年現在。
以下同様）で19大会が開催されている。
　世界グランプリにはMotoGP（Fig.1）、Moto2、
Moto3の3クラスがあり、いずれも4ストローク・
自然吸気のピストンエンジンの車両が使用されてい
る。これら3クラスを分けている最も大きな要素は
エンジン排気量で、MotoGPが1,000cc、Moto2が
765cc、Moto3が250ccである。すべての大会にお
いて各クラスのレースが行われているが、Moto2と
Moto3は若手選手向けという色合いが濃いクラスと
なっており、MotoGPより格段にコスト抑制を強く
意識したさまざまな規制が行われている。
　そして、名実ともにロードレースの頂点に立つク
ラスがMotoGPである。その知名度は二輪モーター

スポーツの中では突出しており、世界グランプリ全
体のことをMotoGPと言い表すケースも多くなって
きている。
　MotoGPで使用される車両はこのクラス専用のも
ので、二輪車の先端技術を結集した仕様である。最
高出力は250馬力以上、最高速度は350km/hに達す
る。そんなMotoGP車両を、ホンダ、ヤマハ、スズキ、
ドゥカティ（イタリア）、アプリリア（イタリア）、
KTM（オーストリア）という6つの二輪メーカー
がそれぞれ独自に開発し、レースに送り込んでいる。
なお、タイヤは出場全車が一つのメーカーから供給
される共通仕様のものを使用する仕組み（これをワ
ンメイク制という）になっており、少なくとも
2023年シーズンまでは、ミシュラン（フランス）
のタイヤが使用される。
　MotoGPの各レースは、走行距離が110～120km
程度、走行時間が40分強となる設定で開催されて
いる。二輪車として先鋭的な車両によって行われ、
レースの醍醐味といえる抜きつ抜かれつの激しい攻
防が至るところで繰り広げられることから、世界的
に人気が高い。テレビ放映は200を超える国々で行
われており、年間視聴者数は延べ人数で50億人を
大きく上回るといわれている。
2）スーパーバイク
　運動性能が非常に高い1,000ccクラスの舗装路走
行用の市販一般車両に、専用の改造を施して仕立て
られたロードレース用車両がスーパーバイクであ
る。日本、アメリカ、イギリスなど15カ国以上に
おいて、国内ロードレース選手権の最上位クラスは、
スーパーバイクによって行われている。そして、国
際的なレースシリーズとしてFIMスーパーバイク
世界選手権がある。

大会が開催されており、各大会ではMXGPクラス、
MX2クラスともに、走行時間30分プラス2周とい
う長さのレースが2回行われる。また、女性ライダー
によるクラスもあり、こちらは年に5大会で開催さ
れている。
　なお、モトクロスをはじめとする二輪オフロード
スピード競技のアメリカにおける人気は非常に高
く、競技人口も多い。そのため、同国における最高
峰シリーズであるAMAモトクロス選手権は、世界
シリーズであるFIMモトクロス世界選手権と互角
の競技レベルとステータスを持つ。
　野球場などのスタジアムで行われるモトクロス
レースもあり、これはスーパークロスと呼ばれてい
る。コースは大量の土砂によって人工的に造成され
るもので、自然の地形を利用した屋外型のオフロー
ドサーキットとはひと味違う急角度のジャンプや
カーブなどが設けられる。アメリカで発展したカテ
ゴリーで、ライダーのアクションに富み、観戦スタ
ンドからコースのほぼ全周を見渡せることなどから
大いに人気を博すものとなり、やがてヨーロッパな
どでも開催されるようになった。
　2-5　スーパーモト
　大半は舗装路であるものの、一部には平らなダー
ト路や凹凸のある不整地路の区間を持つ周回コース
で行われる二輪スプリントレースがスーパーモトで
ある。使用される車両はモトクロッサーをはじめと
するオフロード用バイクだが、タイヤは小径のロー
ドレース用を使う。ロードレースとダートトラック
レースとモトクロスのそれぞれの要素を取り込んだ
異種混交競技といえ、1980年代に入ってアメリカ
で発展した。それがヨーロッパに伝播すると、スー
パーモタードとも呼ばれるようになり、やがてオフ
ロード用バイクに小径の舗装路用タイヤを履かせた
モタードというジャンルが、一般の公道走行用車両
の世界に確立された。
　2-6　ラリー
　ラリーとエンデューロ（後述）は、ともに指定さ
れた区間を指定された目標所要時間どおりに走る正
確さを競うモータースポーツで、ひたすら速く走る
ことを目指すレース競技とは異なる特性のものであ
る。目標時間との差異の分だけ減点が課せられ、そ
の積算値の大小によって順位を争う。目標時間より
早く走っても減点されるわけである。もっとも、目
標時間は達成が難しい短さに設定されるのが常であ
り、それより余計に時間がかかった分だけ減点され

ることから、競技者は自ずと全力での走行を行うこ
とになる。また、昨今はラリーでも所要時間の短
さを競うタイムトライアルの区間を大半とし、も
はやレースと競技性が違わない大会が多くなって
きている。
　ラリーは二輪でも四輪でも行われているが、二輪
のラリーは砂漠やジャングルのような道なき道を行
くような走行条件を特徴とするクロスカントリーラ
リー、あるいはラリーレイドと呼ばれる種類のもの
が大半である（Fig.4）。そうしたラリーは、何日間
にもわたって行われ、数百kmから数千kmの距離
を走行するもので、代表的な大会がダカール・ラリー
である。ラリーで使用される二輪車は、モトクロッ
サーより大柄で、大容量の燃料タンクなど、この競
技ならではの装備を持つ。
　2-7　エンデューロ
　森林地帯などに設定される1周が数十kmの不整
地路のコースを周回、トータルで200～300kmにな
る距離を数時間にわたって走行する二輪オフロード
競技がエンデューロである。その名称は、人車とも
に耐久性が問われるところから来ている。
　指定された目標所要時間どおりにいかに走るかを
競うもので、コースの各所にはチェックポイントが
設けられ、その通過時間によって所要時間の正確さ
が確認される。また、車両の整備は選手自身が行わ
なければならず、その作業時間もわずかなものしか
与えられない。最高峰のイベントは6日間にわたっ
て行われる国際大会で、森の中や岩場や河川などを
走る1,000kmを超えるコースが待ち受け、連日の車
両の整備時間は、走行前の10分と走行後の15分し
かない、というものである。
　なお、長い距離の不整地路コースを確保すること

周回して競い合う二輪レースが、世界各地に数種類
存在している。その一つであるダートトラックレー
スは、基本的には土を固めた路面のコースで行われ
るもので、アメリカで発展した（Fig.2）。そして、
同国における人気の高さが突出している競技であ
る。後輪にしかブレーキが付いていない車両を使い、
カーブでは後輪を外側に振り出すように滑らせなが
ら速度を調整して走る。その際、ライダーは上体を
立て気味にして車体の外側に置き、後輪が外側に横
滑りする動きを御しやすくしている。同時に、内側
の足を突き出して足の裏を路面に接地させ、滑らせ
ながら走るが、これは前後輪の横滑りの大きさをじ
かに感じ取りつつ、横滑り量の変化に対応して身体
の重心バランスを取り続けるためである。コースの
長さは、1マイルや0.5マイルなどの種類があり、1
マイルコースにおける最上位クラスのレースであれ
ば、各ライダーは200km/hに近い速度でカーブに
進入し、車両を横滑りさせながらクリアしていくと
いう技を繰り返す。このダートトラックで滑りをコ
ントロールする能力を磨いたアメリカ人ライダーた
ちが、1980年代に世界グランプリロードレースの
最上位クラスを席巻したことで、世界的に注目度・
認知度が高まった。
　2-3　ドラッグレース
　短く真っ直ぐな舗装路のコースで加速力を競うの
がドラッグレースで、400mのコースで行われるも
のが最もよく知られている。ドラッグレースにおけ
る最上位クラスは、二輪も四輪もトップフューエル
という名称で、二輪の場合でも約1,500馬力を発生
させるエンジンを使用し、400mを6秒を優に切る
所要時間で走り切る。この競技が最も盛んに行われ
ているのはアメリカだが、日本でも愛好家たちが競

技を行っている。
　2-4　モトクロス
　起伏の激しい不整地路の周回路（サーキット）で
行われるスプリントレースがモトクロスである
（Fig.3）。使用される車両はモトクロッサーと呼ば
れるもので、一般公道の走行は不可の競技専用車両
である。
　このモトクロッサーに限らず、未舗装路（オフロー
ド）用の二輪車の多くは単気筒エンジンを使用して
いる。それは、低いエンジン回転域で粘り強い出力
特性を得られることと、より軽量であることの2点
が大きい。また、路面の凹凸を吸収しやすいよう伸
縮長の長いサスペンションを持ち、高い走破性の必
要から径の大きなタイヤを履く。そして、ライダー
は上体を立てた乗車姿勢を取る設定とされている。
　オフロード走行においても、二輪車は、旋回時に
は車体を内側に傾ける。ただし、路面の摩擦係数が
低いため、ライダーは車体の外側に身体を置き、上
体を立てた姿勢を取る。これによって、車輪が外側
に横滑りする動きに対応しやすくし、また、後輪へ
荷重をかけやすくしている。
　そんなオフロード走行において、速さを競い合う
二輪モータースポーツを代表するカテゴリーがモト
クロスである。そのレースの大多数は専用のオフ
ロードサーキットで開催されている。土、砂、泥濘、
あるいは牧草など、路面は多様で、世界中で数多く
のレースが行われている。最高峰のシリーズは
FIMモトクロス世界選手権で、4ストローク・
450cc以下あるいは2ストローク・250cc以下の車両
によるMXGPクラスと、4ストローク・250cc以下、
あるいは2ストローク・125cc以下の車両による
MX2クラスがある。1年に世界19カ国において19

の難しさの高まりから、昨今は短い距離の大会が増
えてきているほか、所要時間の短さを競うタイムト
ライアルの区間を多く設定した大会が増えてきてい
るというように、ラリーと同様の状況にある。
　2-8　トライアル
　車両を速く走らせる技術ではなく、車両を操る技
術が問われる二輪モータースポーツがトライアルで
ある（Fig.5）。大きな岩や崖、あるいは人工的な障
害物を乗り越えていくように設定されたセクション
と呼ばれる競技区間を、いかに車両に乗ったまま走
り切れるかを競う。セクションを通過中に足を1回
着くと1点、2回着くと2点、3回以上の足着きは3
点減点される。また、セクション内で車両をバック
させた場合や足を着いた状態でエンジンを停止させ
た場合などは、5点の減点が課される。そうしたセ
クションを何カ所もこなし、トータルの減点をいか
に少なく済ませたかで順位を争う。
　トライアルでは、駆動力を発生させていない状態
でも車両を静止させ続けたり、静止状態から前輪を
一気に高く持ち上げたり、前輪と後輪の両方を浮か
せて定点上で方向転換を行ったり、といった曲芸的
なライディングが展開される。使用されるトライア
ル車両はオフロード用の二輪車の基本仕様を踏まえ
るが、セクションにおいて競技中のライダーは基本
的にステップバーの上に立った状態で乗車し続ける
ため、シートは最小限の大きさにされている。トラ
イアル競技専用車両に至ってはクッション性を持た
せたシートは備えていない。また、トライアルで求
められるのは瞬発力で、エンジンは低回転域から大
きなトルクを発生させる特性とされている。
　トライアルには、一定のエリアにすべてのセク
ションを固めて設けて開催されるタイプの大会と、

広いエリアにセクションを散らして設け、出場者は
公道を自走して各セクション間を移動して競技を行
うタイプの大会がある。後者は特にツーリングトラ
イアルと呼ばれる。公道走行があるため、参加でき
るのは保安部品を装備し、行政に登録してナンバー
を持った車両となる。
　こうしたトライアルの最高峰のシリーズがFIM
トライアル世界選手権で、年間に世界8カ国におい
て開催される8大会で争われる。その最上位クラス
はトライアルGPクラスと呼ばれるが、使用する車
両のエンジン排気量には制限がない。これはトライ
アルが、エンジン出力が大きければ有利とは一概に
言えない性格の競技であるためである。
　また、体育館などの屋内型の施設の中に人工的な
セクションを設定して行われるインドアトライアル
と呼ばれる種類の大会もあり、その世界選手権シ
リーズもある。モトクロスにおけるスーパークロス
と同じ発想のもので、観客はスタンド席からコース
のほぼすべてを見渡すことができる。

　3-1　エンジンから見る500cc・4ストローク時代
　数ある二輪モータースポーツの中でも特に幅広い
人気を持つものが、FIMロードレース世界選手権
（通称「世界グランプリロードレース」）の最上位ク
ラスである。そして、同シリーズ初年度の1949年
から2001年までの53年間にもわたって、その地位
にあったのが500ccクラスである。
　かつての世界グランプリ各クラスにおいては、エ
ンジンが4ストロークであろうが2ストロークであ
ろうが、上限排気量は同じであった。そして結果的
に、1949年から1974年までの500ccクラスでは、4
ストロークエンジン車に乗った選手たちがシリーズ
の頂点に立った。また、彼らの車両のエンジンは、
すべて空冷式であった。
　世界グランプリ初年度である1949年の500ccクラ
スでチャンピオンとなったレズリー・グラハムが
駆ったAJS E90S（イギリス）の500ccエンジンは
並列2気筒で、吸気バルブと排気バルブを別個のカ
ムシャフトによって駆動するDOHC式をすでに採
用しており、最高出力は排気量1,000cc換算で100
馬力の一線を優に超える60馬力程度であった。そ
れから11年後の1960年には、やがて四輪に転向し、
ホンダ F1で優勝を飾るジョン・サーティースが3
年連続・4度目の500ccクラス王者となったが、同

うになった。クランクシャフト1回転中のトルクの
出方をあえて不規則なものとすることによって、後
輪の駆動力をライダーがつかみやすくする狙いで
あった。
　その一方で、高出力化の開発ももちろん続けられ
た（Table 1）。例えば、ホンダの500ccクラス公式
車両であったNSR500は、1993年には世界グランプ
リ史上初の320km/hを超える最高速度を記録した。
そのV型4気筒エンジンは、1994年のNV0S型で
188馬力を発生させており、1997年のNV0X型では
200馬力、つまり1,000cc換算で400馬力を超えるレ
ベルに達していたことは確実である。ただ、1998
年から世界グランプリには、使用燃料を無鉛ガソリ
ンのみとする規制が入り、シリンダーの圧縮比をそ
れ以前より下げざるを得なくなって、ここで各車の
出力は軒並み一旦下がる。が、弛まぬ開発努力によっ
て、失った出力はほどなくして取り返された。

　3-3　エンジンから見るMotoGP時代
　500ccクラスは2001年までとされ、2002年からは
MotoGPが世界グランプリの最上位クラスとなっ
た。それは、4ストロークエンジンは990cc以下、2
ストロークエンジンは500cc以下の排気量の車両を
対象とするものであった。つまり、2ストローク車
も依然参加可能とされたわけだが、実際には、4ス
トローク・990ccのMotoGP車両に太刀打ちできず、
淘汰されていった。
　そのMotoGP初年度を制したホンダ RC211Vの最
高出力は225馬力で、最高速度は340km/hに迫るも
のであった。まさに有り余るほどの高出力であり、
それを扱うライダーを補助する電子制御技術の開発
が、この時期に急速に進むことになった。後輪の滑
りを検出すると、それに伝達されるトルクを自動的
に弱め、最も効率の良い駆動力を得られるようにす
るといった類のものである。そうした制御技術の



　蒸気機関や電気モーターも原動機だが、二輪車
（モーターサイクル）が用いる原動機といえば、もっ
ぱらガソリンエンジンである。同エンジンを搭載し
た史上初の量産二輪車はドイツのH&W号で、1894
年からの3年間で約1,000台が製造された。同車は
排気量1,487cc、最高出力2.5馬力の水冷・4ストロー
ク・2気筒エンジンを搭載、最高速度は38km/hだっ
た。このH&W号は1895年にイタリアで開催され

た走行距離約100kmの公道レースに出場し、ダイ
ムラーの四輪車に続く2位と3位に入った。
　やがてヨーロッパやアメリカを主とした世界各地
で、二輪車だけによるレースが開催されるように
なった。また、二輪車の普及とともにその種類は増
えていき、併せて二輪モータースポーツのカテゴ
リーも増えていった。そして、早くも1904年には、
二輪モータースポーツの国際的な統括組織である国
際モーターサイクリストクラブ連盟が結成されてい
る。同連盟は1949年に改組され、国際モーターサ
イクリズム連盟（FIM）となった。FIMは、現在
も世界の二輪モータースポーツの中心的な組織であ
り、各カテゴリーの国際標準ルールを定めることが
大きな役割となっている。

　スーパーバイクのレースは、走行時間が40分以
下のスプリントレースとして開催されるものが主で
ある。ベースとする市販一般車両に改造を加えるこ
とができる領域は限られており、車体フレームにつ
いては、ベース車両のものに補強を加えることがで
きる程度とされている。エンジンも、シリンダーや
ピストンなどはベース車両のものから一切変更でき
ない。それでも最新のスーパーバイクの性能はとて
も高く、優れた選手が乗れば、MotoGP車両に大き
く劣ることのない速さで走行する。
3）プロダクションバイクレース
　舗装路走行用の市販一般車両に改造を施して仕立
てられた競技車両によって行われるロードレースを
総じてプロダクションバイクレースと呼ぶ。使用す
る車両のクラスや改造の度合いなどによって多くの
種類のレースがある。ロードレースの最も大きな層
を成しているカテゴリーである。なお、先に触れた
スーパーバイクも厳密にはプロダクションバイク
レースの一つだが、その花形として確立されたもの
となっていることから、分けて単独で語られること
が多い。
4）サイドカーレース
　二輪車に側車を付けたものがサイドカーである。
車輪は3つになるが、駆動や転舵は二輪車の側で行
われる。そんなサイドカーを使ったレースは古くか
ら行われてきた。二輪車の側に乗るライダーと、側
車に乗るパッセンジャーの2名が乗車した状態で走
行するレースである。純粋な二輪車のように車体を
傾けて旋回を行うことが物理的にできないため、
パッセンジャーが側車の上で大きな体重移動を行う
ことで旋回時の遠心力を減じ、旋回速度を高める。
初期のロードレース用サイドカーは、二輪車に側車
を付けた、サイドカー本来の形態だったが、やがて
それは二輪車と側車を一体化させたものへと変わっ
ていった。そして1970年代後半からは、四輪の
フォーミュラカーのような形態の車両が主流となっ
た。使用されるタイヤも、二輪用のような半円形の
断面のものではなく、四輪用を転用したものとなっ
ている。
5）耐久レース
　二輪モータースポーツ界の狭義においては、耐久
レースとは、2名以上の選手が1台の車両に交替で
乗り、長距離あるいは長時間走行するロードレース
のことを主に指す。つまり、耐久レースには距離設
定のものと時間設定のものがある。後者は耐久レー

スならではのもので、定められた時間の中でいかに
長い距離を走行するかを競う。そして、耐久レース
をスプリントレースと分ける決定的な要素は、1台
の車両に複数の選手が交替で乗ることである。その
ため、各車はレース中にピットインし、ライダー交
替を行う。走行距離が長い場合は、燃料の補給や消
耗が進んだタイヤを新しいものに着け換える作業な
ども行われる。
　二輪の耐久レースの最高峰のシリーズは、FIM
ロードレース耐久世界選手権（EWC）である。各レー
スには、4つのクラスの車両が出場し混走する。そ
の最上位クラスはフォーミュラEWCと呼ばれるも
ので、スーパーバイク車両の耐久レース仕様ともい
うべき1,000cc級市販一般車両をベースとした車両
で争われる。EWCは全5戦からなるシリーズで、
そのうちの2戦は24時間、残る3戦は8時間という
レース時間で行われている。8時間レースの一戦は、
日本の鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿8時間であ
る。世界の4大二輪メーカーの母国で開催される同
レースは、他のEWC戦とは一線を画す内容と盛り
上がりを見せるものとして知られている。
6）公道レース
　一般車両の通行を一時的に遮断した公共の道路を
コースとして用いて行われるロードレースのことを
公道レースと呼ぶ。常設サーキットのような広い退
避スペースはなく、安全性に著しく劣るが、それで
も二輪車による公道レースは、現在も世界各地で開
催されている。その中でも最も有名なものは、イギ
リス領のマン島で毎年5月ないし6月に開催されて
いるマン島TTレースである。
　初開催は1907年で、100年を大きく超える歴史を
持つこのレースのコースは、1周が60.72kmもある。
大半は牛や羊の放牧地帯を抜けていく片側1車線の
なだらかな道路だが、いくつかの町の目抜き通りも
通過する。競技は、全車一斉にスタートするもので
なく、一定の間隔で1台ずつ走り出し、指定周回数
をいかに速く走り切るかを競うタイムトライアル形
式で行われる。そんなマン島TTにおける現在の最
上位クラスがスーパーバイクで、60.72kmの公道
コースを16分42秒778、平均速度217.989km/hで周
回したのが最速記録であり、瞬間的な最高速度は
320km/hに達する世界である。
　2-2　ダートトラックレース
　平らな路面の長円形、もしくは楕円形のコースを
基本的には左回り（反時計回り）のみの走行方向で

数々も、車両開発競争における重要な領域となった。
　2007年、エンジン出力を低下させて速度を下げ
ようという安全上の理由から規則の変更が行われ、
MotoGP車両の最大排気量は800ccに引き下げられ
た。それでも、電子制御技術の発展が大きく寄与し
て、MotoGP車両がサーキットを周回する速さはほ
とんど損なわれなかった。そして、2012年には、
MotoGP車両の最大排気量が今度は1,000ccとなる。
二輪モータースポーツの花形としての商品性を高め
る狙いが大きく働いての排気量拡大で、車両の性能
抑制には別な方策が講じられていくことになった。
車両のさまざまな電子制御をつかさどる装置を、従
来よりあえて機能を落としたものとし、それをどの
二輪メーカーの車両も使用しなければならない規則
の導入（2016年）は、その策の一つである。

　原動機に電気モーターを採用した二輪車による
モータースポーツが各所で始まっている。ロード
レースでは、最も長い歴史を持つマン島TTレース
において、2010年大会からTT Zeroという名称の
電動車両クラスが開催されており、2012年大会か
らは、ホンダ車によるレース活動で知られる
M-TECが出場し、常勝を誇っている。同社の車両は、
2018年大会では1周60.72kmのコースを所要時間18分
34秒956、平均速度196.05km/hで走破し、275km/h
の最高速度をレース中に記録している。また、この
2019年から、世界グランプリにMotoEという名称
の電動車両クラスが設けられる。全出場選手が同じ
仕様の車両とタイヤを使用するワンメイクレースと
して、ヨーロッパで開催される世界グランプリ4大
会において行われる。さらに、トライアル競技にお

いても、2017年から電動車両による世界選手権が
行われるようになり、これに呼応したヤマハが電
動トライアル車両を開発して参戦している。
　車両を電動とする最大の利点は、やはり排気ガス
を出さないことだが、エンジン車に比べて車両が発
する音が格段に小さいことも、二輪車の社会性を上
げるという点においては利点となり得る。静音であ
ることは、モータースポーツにおいては、特にトラ
イアルに有効と考える。エンジン車両では、騒音問
題が生じてしまうであろう都心部に人工セクション
を設定して、電動車両のみによるトライアル大会を
開くことも可能になるだろう。

　二輪車は、動力がなければ倒れてしまう。そして、
自転車とは違って原動機が発生させる動力を使用
し、その動力を操るという行為が伴う。そうした特
性が二輪車の魅力となっており、そうであるかぎり、
動力源が何になろうと、二輪車を用いて競技（モー
タースポーツ）を楽しもうという人々が絶えること
はないだろう。娯楽のための乗り物としての二輪車
は、一般の人々にとっては、むしろ煙たい存在であ
ることが多い。そうした二輪車への印象の改善に貢
献するためにも、二輪モータースポーツの健全な発
展を期待したい。
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年に彼が乗ったMVアグスタ 500-4（イタリア）は
並列4気筒で、最高出力は約75馬力、最高速度は
255km/h以上であった。
　そして、1966年には、500ccクラスに初めて日本
車が登場する。それはホンダ RC181で、同車の並
列4気筒エンジンは、当時としては群を抜く85馬力
以上の最高出力を1万2,000回転で発生させた。ホ
ンダは1959年から世界グランプリに挑んでいたが、
ずっと中・小排気量クラスへの参戦で、1966年は
満を持しての最上位クラス進出だった。同社は
250ccや350ccの世界グランプリ用車両に並列6気
筒エンジンを採用し、圧倒的な出力によって勝利を
重ねていたが、500ccクラスでは車体とのバランス
を考慮し、あえて4気筒とした。そのホンダ RC181
は1966年と1967年の2年使用され、マイク・ヘイ
ルウッドとジム・レッドマンという当代切っての名
手たちが走らせた。それでも彼らはチャンピオンに
手を届かせることができなかった。
　1960年代におけるホンダの最上位クラス個人タ
イトル獲得を阻んだのは、並列3気筒エンジン車で、
RC181より1割以上は最高出力が低いとみられてい
たMVアグスタ 500-3だった。これは四輪にも二輪
にもいえることだが、エンジン出力が車体の能力と
釣り合い、それを御する乗り手が出力を使い切れる
車両の方がよほど速い。この傾向は、二輪の、特に
エンジン出力が大きいものほど強い。そのことを如
実に示したのがMVアグスタ 500-3であった。ホン
ダが1967年をもって世界グランプリから一時撤退
し、しばらくの間、500ccクラスに公式参戦する二
輪メーカーが他にいなくなったこともあって、3気
筒のMVアグスタは最強であり続け、それを駆った
ジャコモ・アゴスチーニは、1966年から1972年ま
での7年にもわたって500ccクラスの頂点に立ち続
けた。
　3-2　エンジンから見る500cc・2ストローク時代
　7年連続で世界タイトルを獲得したMVアグスタ 
500-3は、さまざまな改良や出力の向上はもちろん
あったものの、基本的な仕様を変えることはなかっ
た。技術の面から見れば、その時期は停滞期でもあっ
たが、やがて新しい波が押し寄せてきた。2ストロー
クエンジンである。
　同じエンジン回転数であれば、2ストロークは4
ストロークの倍の燃焼機会があり、同じ排気量であ
るならば、2ストロークの方が高い出力を取り出す
ことができる。だが、同タイプのエンジンでは、ク

ランクシャフトのベアリングやシリンダー（4スト
ロークのものにはない掃気／排気孔を持つ）の耐久
性が問題となりがちで、高出力になるほどそれがシ
ビアに問われたことから、500ccクラスで2ストロー
クエンジンはなかなか使用されなかった。しかし、
時代が下って材料や加工の技術が進んだことで、
1960年代末から大排気量の2ストロークエンジン車
が徐々に台頭する。そして、1971年のアルスター
GPレースにおいて、空冷・並列2気筒のスズキ 
TR500が2ストローク車として初めての最上位クラ
ス優勝を飾って明らかな可能性が示されると、今度
はヤマハが水冷・並列4気筒のYZR500の初代モデ
ル 0W20型を1973年の世界グランプリ開幕戦から
投入し、デビュー戦優勝を決めた。1974年には、
それまで4ストローク車のMVアグスタを駆ってき
た帝王アゴスチーニが、2ストロークのヤマハ 
YZR500に乗り替え、時代の変化を決定的に印象づ
けた。彼は、1975年には0W23型のYZR500によっ
て通算8回目の500ccクラス個人タイトルを獲得し、
2ストローク車が初めて最上位クラスを制すること
になった。
　以後、2001年に至るまで500ccクラスは、2スト
ローク車の独壇場となる。エンジンの性能開発は、
高出力の追求に加え、それを扱いやすいものとする
ことが大きなテーマとなっていった。そこにおける
2ストロークエンジンならではの開発項目は、混合
気（燃料と混ざり合った空気）のシリンダーへの流
入を制御する仕組みと、排気の流出を制御する仕組
みであった。
　なお、1968年から500ccクラスはエンジンの気筒
数は4までとする規定となっており、1980年代中盤
以降の500ccクラスに登場した大半の車両は、4気
筒エンジン車であった。2ストローク車として初め
て同クラスを制覇した1975年の0W23型ヤマハ 
YZR500の最高出力は約90馬力だったが、1980年
の0W48型では110馬力以上、1985年の0W81型で
は140馬力以上と、急な右肩上がりの向上を果たす。
しかも、出力の出方は現在の基準からすればかなり
唐突で、その制御に現在のような電脳的な補助は入
らず、ライダーの右手による操作だけで行わなけれ
ばならない時代であった。
　そうしたことから、出力をできるだけ扱いやすい
ものとすることが改めて問われていった。1990年
代に入ると、クランクシャフトが1回転する間に各
気筒が爆発する間隔を不等間とする策が採られるよ

　競技性の違いにより、二輪モータースポーツは、
速さを競うレース競技、目標所要時間どおりに走る
正確さを競うラリー競技／エンデューロ競技、車両
を操る技術を競うトライアル競技の3つのジャンル
に大別できる。ただし、おのおののジャンルの中で
も、走行する路面や使用する車両などの違いからさ
まざまなカテゴリーに枝分かれしている。以下、そ
うした二輪モータースポーツの主立ったカテゴリー
をみていく。
　2-1　ロードレース
1 ）MotoGP
　舗装路のコースにおいて、二輪車を用いて競い合
うレース競技をロードレースと呼ぶ。使用される車
両は、ロードレース専用設計のものと一般の公道走
行用車両を改造して競技用にしたものに大別でき、
さらなる技術仕様の違いなどによってさまざまなカ
テゴリーが存在している。
　ロードレースで使用される車両に共通しているの
は、伸縮長がそれほど長くないサスペンションを持
ち、乗り手（ライダー）は強い前傾姿勢を取るとこ
ろである。旋回（コーナリング）においては、車体
を内側に大きく傾けながら、ライダーはさらに内側
に身体を入れる走り方をする。強い遠心力に抗しな
がら、高い旋回速度を実現するためである。そして、
前後のタイヤに適切な荷重をかけて高い摩擦力（グ
リップ力）を引き出す。
　そんなロードレースにおける最高峰のシリーズ
が、FIMロードレース世界選手権である。通称「世
界グランプリロードレース」で、毎年8カ月にわた
るレースシーズンを催し、世界15カ国（2019年現在。
以下同様）で19大会が開催されている。
　世界グランプリにはMotoGP（Fig.1）、Moto2、
Moto3の3クラスがあり、いずれも4ストローク・
自然吸気のピストンエンジンの車両が使用されてい
る。これら3クラスを分けている最も大きな要素は
エンジン排気量で、MotoGPが1,000cc、Moto2が
765cc、Moto3が250ccである。すべての大会にお
いて各クラスのレースが行われているが、Moto2と
Moto3は若手選手向けという色合いが濃いクラスと
なっており、MotoGPより格段にコスト抑制を強く
意識したさまざまな規制が行われている。
　そして、名実ともにロードレースの頂点に立つク
ラスがMotoGPである。その知名度は二輪モーター

スポーツの中では突出しており、世界グランプリ全
体のことをMotoGPと言い表すケースも多くなって
きている。
　MotoGPで使用される車両はこのクラス専用のも
ので、二輪車の先端技術を結集した仕様である。最
高出力は250馬力以上、最高速度は350km/hに達す
る。そんなMotoGP車両を、ホンダ、ヤマハ、スズキ、
ドゥカティ（イタリア）、アプリリア（イタリア）、
KTM（オーストリア）という6つの二輪メーカー
がそれぞれ独自に開発し、レースに送り込んでいる。
なお、タイヤは出場全車が一つのメーカーから供給
される共通仕様のものを使用する仕組み（これをワ
ンメイク制という）になっており、少なくとも
2023年シーズンまでは、ミシュラン（フランス）
のタイヤが使用される。
　MotoGPの各レースは、走行距離が110～120km
程度、走行時間が40分強となる設定で開催されて
いる。二輪車として先鋭的な車両によって行われ、
レースの醍醐味といえる抜きつ抜かれつの激しい攻
防が至るところで繰り広げられることから、世界的
に人気が高い。テレビ放映は200を超える国々で行
われており、年間視聴者数は延べ人数で50億人を
大きく上回るといわれている。
2）スーパーバイク
　運動性能が非常に高い1,000ccクラスの舗装路走
行用の市販一般車両に、専用の改造を施して仕立て
られたロードレース用車両がスーパーバイクであ
る。日本、アメリカ、イギリスなど15カ国以上に
おいて、国内ロードレース選手権の最上位クラスは、
スーパーバイクによって行われている。そして、国
際的なレースシリーズとしてFIMスーパーバイク
世界選手権がある。

大会が開催されており、各大会ではMXGPクラス、
MX2クラスともに、走行時間30分プラス2周とい
う長さのレースが2回行われる。また、女性ライダー
によるクラスもあり、こちらは年に5大会で開催さ
れている。
　なお、モトクロスをはじめとする二輪オフロード
スピード競技のアメリカにおける人気は非常に高
く、競技人口も多い。そのため、同国における最高
峰シリーズであるAMAモトクロス選手権は、世界
シリーズであるFIMモトクロス世界選手権と互角
の競技レベルとステータスを持つ。
　野球場などのスタジアムで行われるモトクロス
レースもあり、これはスーパークロスと呼ばれてい
る。コースは大量の土砂によって人工的に造成され
るもので、自然の地形を利用した屋外型のオフロー
ドサーキットとはひと味違う急角度のジャンプや
カーブなどが設けられる。アメリカで発展したカテ
ゴリーで、ライダーのアクションに富み、観戦スタ
ンドからコースのほぼ全周を見渡せることなどから
大いに人気を博すものとなり、やがてヨーロッパな
どでも開催されるようになった。
　2-5　スーパーモト
　大半は舗装路であるものの、一部には平らなダー
ト路や凹凸のある不整地路の区間を持つ周回コース
で行われる二輪スプリントレースがスーパーモトで
ある。使用される車両はモトクロッサーをはじめと
するオフロード用バイクだが、タイヤは小径のロー
ドレース用を使う。ロードレースとダートトラック
レースとモトクロスのそれぞれの要素を取り込んだ
異種混交競技といえ、1980年代に入ってアメリカ
で発展した。それがヨーロッパに伝播すると、スー
パーモタードとも呼ばれるようになり、やがてオフ
ロード用バイクに小径の舗装路用タイヤを履かせた
モタードというジャンルが、一般の公道走行用車両
の世界に確立された。
　2-6　ラリー
　ラリーとエンデューロ（後述）は、ともに指定さ
れた区間を指定された目標所要時間どおりに走る正
確さを競うモータースポーツで、ひたすら速く走る
ことを目指すレース競技とは異なる特性のものであ
る。目標時間との差異の分だけ減点が課せられ、そ
の積算値の大小によって順位を争う。目標時間より
早く走っても減点されるわけである。もっとも、目
標時間は達成が難しい短さに設定されるのが常であ
り、それより余計に時間がかかった分だけ減点され

ることから、競技者は自ずと全力での走行を行うこ
とになる。また、昨今はラリーでも所要時間の短
さを競うタイムトライアルの区間を大半とし、も
はやレースと競技性が違わない大会が多くなって
きている。
　ラリーは二輪でも四輪でも行われているが、二輪
のラリーは砂漠やジャングルのような道なき道を行
くような走行条件を特徴とするクロスカントリーラ
リー、あるいはラリーレイドと呼ばれる種類のもの
が大半である（Fig.4）。そうしたラリーは、何日間
にもわたって行われ、数百kmから数千kmの距離
を走行するもので、代表的な大会がダカール・ラリー
である。ラリーで使用される二輪車は、モトクロッ
サーより大柄で、大容量の燃料タンクなど、この競
技ならではの装備を持つ。
　2-7　エンデューロ
　森林地帯などに設定される1周が数十kmの不整
地路のコースを周回、トータルで200～300kmにな
る距離を数時間にわたって走行する二輪オフロード
競技がエンデューロである。その名称は、人車とも
に耐久性が問われるところから来ている。
　指定された目標所要時間どおりにいかに走るかを
競うもので、コースの各所にはチェックポイントが
設けられ、その通過時間によって所要時間の正確さ
が確認される。また、車両の整備は選手自身が行わ
なければならず、その作業時間もわずかなものしか
与えられない。最高峰のイベントは6日間にわたっ
て行われる国際大会で、森の中や岩場や河川などを
走る1,000kmを超えるコースが待ち受け、連日の車
両の整備時間は、走行前の10分と走行後の15分し
かない、というものである。
　なお、長い距離の不整地路コースを確保すること

周回して競い合う二輪レースが、世界各地に数種類
存在している。その一つであるダートトラックレー
スは、基本的には土を固めた路面のコースで行われ
るもので、アメリカで発展した（Fig.2）。そして、
同国における人気の高さが突出している競技であ
る。後輪にしかブレーキが付いていない車両を使い、
カーブでは後輪を外側に振り出すように滑らせなが
ら速度を調整して走る。その際、ライダーは上体を
立て気味にして車体の外側に置き、後輪が外側に横
滑りする動きを御しやすくしている。同時に、内側
の足を突き出して足の裏を路面に接地させ、滑らせ
ながら走るが、これは前後輪の横滑りの大きさをじ
かに感じ取りつつ、横滑り量の変化に対応して身体
の重心バランスを取り続けるためである。コースの
長さは、1マイルや0.5マイルなどの種類があり、1
マイルコースにおける最上位クラスのレースであれ
ば、各ライダーは200km/hに近い速度でカーブに
進入し、車両を横滑りさせながらクリアしていくと
いう技を繰り返す。このダートトラックで滑りをコ
ントロールする能力を磨いたアメリカ人ライダーた
ちが、1980年代に世界グランプリロードレースの
最上位クラスを席巻したことで、世界的に注目度・
認知度が高まった。
　2-3　ドラッグレース
　短く真っ直ぐな舗装路のコースで加速力を競うの
がドラッグレースで、400mのコースで行われるも
のが最もよく知られている。ドラッグレースにおけ
る最上位クラスは、二輪も四輪もトップフューエル
という名称で、二輪の場合でも約1,500馬力を発生
させるエンジンを使用し、400mを6秒を優に切る
所要時間で走り切る。この競技が最も盛んに行われ
ているのはアメリカだが、日本でも愛好家たちが競

技を行っている。
　2-4　モトクロス
　起伏の激しい不整地路の周回路（サーキット）で
行われるスプリントレースがモトクロスである
（Fig.3）。使用される車両はモトクロッサーと呼ば
れるもので、一般公道の走行は不可の競技専用車両
である。
　このモトクロッサーに限らず、未舗装路（オフロー
ド）用の二輪車の多くは単気筒エンジンを使用して
いる。それは、低いエンジン回転域で粘り強い出力
特性を得られることと、より軽量であることの2点
が大きい。また、路面の凹凸を吸収しやすいよう伸
縮長の長いサスペンションを持ち、高い走破性の必
要から径の大きなタイヤを履く。そして、ライダー
は上体を立てた乗車姿勢を取る設定とされている。
　オフロード走行においても、二輪車は、旋回時に
は車体を内側に傾ける。ただし、路面の摩擦係数が
低いため、ライダーは車体の外側に身体を置き、上
体を立てた姿勢を取る。これによって、車輪が外側
に横滑りする動きに対応しやすくし、また、後輪へ
荷重をかけやすくしている。
　そんなオフロード走行において、速さを競い合う
二輪モータースポーツを代表するカテゴリーがモト
クロスである。そのレースの大多数は専用のオフ
ロードサーキットで開催されている。土、砂、泥濘、
あるいは牧草など、路面は多様で、世界中で数多く
のレースが行われている。最高峰のシリーズは
FIMモトクロス世界選手権で、4ストローク・
450cc以下あるいは2ストローク・250cc以下の車両
によるMXGPクラスと、4ストローク・250cc以下、
あるいは2ストローク・125cc以下の車両による
MX2クラスがある。1年に世界19カ国において19

の難しさの高まりから、昨今は短い距離の大会が増
えてきているほか、所要時間の短さを競うタイムト
ライアルの区間を多く設定した大会が増えてきてい
るというように、ラリーと同様の状況にある。
　2-8　トライアル
　車両を速く走らせる技術ではなく、車両を操る技
術が問われる二輪モータースポーツがトライアルで
ある（Fig.5）。大きな岩や崖、あるいは人工的な障
害物を乗り越えていくように設定されたセクション
と呼ばれる競技区間を、いかに車両に乗ったまま走
り切れるかを競う。セクションを通過中に足を1回
着くと1点、2回着くと2点、3回以上の足着きは3
点減点される。また、セクション内で車両をバック
させた場合や足を着いた状態でエンジンを停止させ
た場合などは、5点の減点が課される。そうしたセ
クションを何カ所もこなし、トータルの減点をいか
に少なく済ませたかで順位を争う。
　トライアルでは、駆動力を発生させていない状態
でも車両を静止させ続けたり、静止状態から前輪を
一気に高く持ち上げたり、前輪と後輪の両方を浮か
せて定点上で方向転換を行ったり、といった曲芸的
なライディングが展開される。使用されるトライア
ル車両はオフロード用の二輪車の基本仕様を踏まえ
るが、セクションにおいて競技中のライダーは基本
的にステップバーの上に立った状態で乗車し続ける
ため、シートは最小限の大きさにされている。トラ
イアル競技専用車両に至ってはクッション性を持た
せたシートは備えていない。また、トライアルで求
められるのは瞬発力で、エンジンは低回転域から大
きなトルクを発生させる特性とされている。
　トライアルには、一定のエリアにすべてのセク
ションを固めて設けて開催されるタイプの大会と、

広いエリアにセクションを散らして設け、出場者は
公道を自走して各セクション間を移動して競技を行
うタイプの大会がある。後者は特にツーリングトラ
イアルと呼ばれる。公道走行があるため、参加でき
るのは保安部品を装備し、行政に登録してナンバー
を持った車両となる。
　こうしたトライアルの最高峰のシリーズがFIM
トライアル世界選手権で、年間に世界8カ国におい
て開催される8大会で争われる。その最上位クラス
はトライアルGPクラスと呼ばれるが、使用する車
両のエンジン排気量には制限がない。これはトライ
アルが、エンジン出力が大きければ有利とは一概に
言えない性格の競技であるためである。
　また、体育館などの屋内型の施設の中に人工的な
セクションを設定して行われるインドアトライアル
と呼ばれる種類の大会もあり、その世界選手権シ
リーズもある。モトクロスにおけるスーパークロス
と同じ発想のもので、観客はスタンド席からコース
のほぼすべてを見渡すことができる。

　3-1　エンジンから見る500cc・4ストローク時代
　数ある二輪モータースポーツの中でも特に幅広い
人気を持つものが、FIMロードレース世界選手権
（通称「世界グランプリロードレース」）の最上位ク
ラスである。そして、同シリーズ初年度の1949年
から2001年までの53年間にもわたって、その地位
にあったのが500ccクラスである。
　かつての世界グランプリ各クラスにおいては、エ
ンジンが4ストロークであろうが2ストロークであ
ろうが、上限排気量は同じであった。そして結果的
に、1949年から1974年までの500ccクラスでは、4
ストロークエンジン車に乗った選手たちがシリーズ
の頂点に立った。また、彼らの車両のエンジンは、
すべて空冷式であった。
　世界グランプリ初年度である1949年の500ccクラ
スでチャンピオンとなったレズリー・グラハムが
駆ったAJS E90S（イギリス）の500ccエンジンは
並列2気筒で、吸気バルブと排気バルブを別個のカ
ムシャフトによって駆動するDOHC式をすでに採
用しており、最高出力は排気量1,000cc換算で100
馬力の一線を優に超える60馬力程度であった。そ
れから11年後の1960年には、やがて四輪に転向し、
ホンダ F1で優勝を飾るジョン・サーティースが3
年連続・4度目の500ccクラス王者となったが、同

うになった。クランクシャフト1回転中のトルクの
出方をあえて不規則なものとすることによって、後
輪の駆動力をライダーがつかみやすくする狙いで
あった。
　その一方で、高出力化の開発ももちろん続けられ
た（Table 1）。例えば、ホンダの500ccクラス公式
車両であったNSR500は、1993年には世界グランプ
リ史上初の320km/hを超える最高速度を記録した。
そのV型4気筒エンジンは、1994年のNV0S型で
188馬力を発生させており、1997年のNV0X型では
200馬力、つまり1,000cc換算で400馬力を超えるレ
ベルに達していたことは確実である。ただ、1998
年から世界グランプリには、使用燃料を無鉛ガソリ
ンのみとする規制が入り、シリンダーの圧縮比をそ
れ以前より下げざるを得なくなって、ここで各車の
出力は軒並み一旦下がる。が、弛まぬ開発努力によっ
て、失った出力はほどなくして取り返された。

　3-3　エンジンから見るMotoGP時代
　500ccクラスは2001年までとされ、2002年からは
MotoGPが世界グランプリの最上位クラスとなっ
た。それは、4ストロークエンジンは990cc以下、2
ストロークエンジンは500cc以下の排気量の車両を
対象とするものであった。つまり、2ストローク車
も依然参加可能とされたわけだが、実際には、4ス
トローク・990ccのMotoGP車両に太刀打ちできず、
淘汰されていった。
　そのMotoGP初年度を制したホンダ RC211Vの最
高出力は225馬力で、最高速度は340km/hに迫るも
のであった。まさに有り余るほどの高出力であり、
それを扱うライダーを補助する電子制御技術の開発
が、この時期に急速に進むことになった。後輪の滑
りを検出すると、それに伝達されるトルクを自動的
に弱め、最も効率の良い駆動力を得られるようにす
るといった類のものである。そうした制御技術の

写真提供）本田技研工業 写真提供）ヤマハ発動機

Table 1　500cc車両 ホンダ NSR500（1985年型） および MotoGP車両 ヤマハ YZR-M1（2019年型） 主要諸元

エンジン排気量

最高出力

燃料供給装置

フレーム

車軸距離

前輪リム径

後輪リム径

フロントサスペンション

リアサスペンション

フロントブレーキ板材料

車重

燃料タンク容量

499.27 cc

147 馬力

キャブレター

アルミ製ツインスパー型

1,382 mm

17 インチ

17インチ

テレスコピックフォーク

リンク式

鋳鉄

120kg

32ℓ（規定最大値）

エンジン
水冷・2ストローク・V型 4気筒
クランクケースリードバルブ吸気

1,000 cc（規定最大値）

240馬力以上

電子制御燃料噴射

同左

（公表されず）

17インチ（規定値）

17インチ（規定値）

同左

同左

カーボンコンポジット

157kg（規定最小値）以上

22ℓ（規定最大値）

水冷・4ストローク・並列 4気筒
DOHC・各気筒 4弁

1985 年型 ホンダ NSR500 2019 年型 ヤマハ YZR-M1

車両



　蒸気機関や電気モーターも原動機だが、二輪車
（モーターサイクル）が用いる原動機といえば、もっ
ぱらガソリンエンジンである。同エンジンを搭載し
た史上初の量産二輪車はドイツのH&W号で、1894
年からの3年間で約1,000台が製造された。同車は
排気量1,487cc、最高出力2.5馬力の水冷・4ストロー
ク・2気筒エンジンを搭載、最高速度は38km/hだっ
た。このH&W号は1895年にイタリアで開催され

た走行距離約100kmの公道レースに出場し、ダイ
ムラーの四輪車に続く2位と3位に入った。
　やがてヨーロッパやアメリカを主とした世界各地
で、二輪車だけによるレースが開催されるように
なった。また、二輪車の普及とともにその種類は増
えていき、併せて二輪モータースポーツのカテゴ
リーも増えていった。そして、早くも1904年には、
二輪モータースポーツの国際的な統括組織である国
際モーターサイクリストクラブ連盟が結成されてい
る。同連盟は1949年に改組され、国際モーターサ
イクリズム連盟（FIM）となった。FIMは、現在
も世界の二輪モータースポーツの中心的な組織であ
り、各カテゴリーの国際標準ルールを定めることが
大きな役割となっている。

　スーパーバイクのレースは、走行時間が40分以
下のスプリントレースとして開催されるものが主で
ある。ベースとする市販一般車両に改造を加えるこ
とができる領域は限られており、車体フレームにつ
いては、ベース車両のものに補強を加えることがで
きる程度とされている。エンジンも、シリンダーや
ピストンなどはベース車両のものから一切変更でき
ない。それでも最新のスーパーバイクの性能はとて
も高く、優れた選手が乗れば、MotoGP車両に大き
く劣ることのない速さで走行する。
3）プロダクションバイクレース
　舗装路走行用の市販一般車両に改造を施して仕立
てられた競技車両によって行われるロードレースを
総じてプロダクションバイクレースと呼ぶ。使用す
る車両のクラスや改造の度合いなどによって多くの
種類のレースがある。ロードレースの最も大きな層
を成しているカテゴリーである。なお、先に触れた
スーパーバイクも厳密にはプロダクションバイク
レースの一つだが、その花形として確立されたもの
となっていることから、分けて単独で語られること
が多い。
4）サイドカーレース
　二輪車に側車を付けたものがサイドカーである。
車輪は3つになるが、駆動や転舵は二輪車の側で行
われる。そんなサイドカーを使ったレースは古くか
ら行われてきた。二輪車の側に乗るライダーと、側
車に乗るパッセンジャーの2名が乗車した状態で走
行するレースである。純粋な二輪車のように車体を
傾けて旋回を行うことが物理的にできないため、
パッセンジャーが側車の上で大きな体重移動を行う
ことで旋回時の遠心力を減じ、旋回速度を高める。
初期のロードレース用サイドカーは、二輪車に側車
を付けた、サイドカー本来の形態だったが、やがて
それは二輪車と側車を一体化させたものへと変わっ
ていった。そして1970年代後半からは、四輪の
フォーミュラカーのような形態の車両が主流となっ
た。使用されるタイヤも、二輪用のような半円形の
断面のものではなく、四輪用を転用したものとなっ
ている。
5）耐久レース
　二輪モータースポーツ界の狭義においては、耐久
レースとは、2名以上の選手が1台の車両に交替で
乗り、長距離あるいは長時間走行するロードレース
のことを主に指す。つまり、耐久レースには距離設
定のものと時間設定のものがある。後者は耐久レー

スならではのもので、定められた時間の中でいかに
長い距離を走行するかを競う。そして、耐久レース
をスプリントレースと分ける決定的な要素は、1台
の車両に複数の選手が交替で乗ることである。その
ため、各車はレース中にピットインし、ライダー交
替を行う。走行距離が長い場合は、燃料の補給や消
耗が進んだタイヤを新しいものに着け換える作業な
ども行われる。
　二輪の耐久レースの最高峰のシリーズは、FIM
ロードレース耐久世界選手権（EWC）である。各レー
スには、4つのクラスの車両が出場し混走する。そ
の最上位クラスはフォーミュラEWCと呼ばれるも
ので、スーパーバイク車両の耐久レース仕様ともい
うべき1,000cc級市販一般車両をベースとした車両
で争われる。EWCは全5戦からなるシリーズで、
そのうちの2戦は24時間、残る3戦は8時間という
レース時間で行われている。8時間レースの一戦は、
日本の鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿8時間であ
る。世界の4大二輪メーカーの母国で開催される同
レースは、他のEWC戦とは一線を画す内容と盛り
上がりを見せるものとして知られている。
6）公道レース
　一般車両の通行を一時的に遮断した公共の道路を
コースとして用いて行われるロードレースのことを
公道レースと呼ぶ。常設サーキットのような広い退
避スペースはなく、安全性に著しく劣るが、それで
も二輪車による公道レースは、現在も世界各地で開
催されている。その中でも最も有名なものは、イギ
リス領のマン島で毎年5月ないし6月に開催されて
いるマン島TTレースである。
　初開催は1907年で、100年を大きく超える歴史を
持つこのレースのコースは、1周が60.72kmもある。
大半は牛や羊の放牧地帯を抜けていく片側1車線の
なだらかな道路だが、いくつかの町の目抜き通りも
通過する。競技は、全車一斉にスタートするもので
なく、一定の間隔で1台ずつ走り出し、指定周回数
をいかに速く走り切るかを競うタイムトライアル形
式で行われる。そんなマン島TTにおける現在の最
上位クラスがスーパーバイクで、60.72kmの公道
コースを16分42秒778、平均速度217.989km/hで周
回したのが最速記録であり、瞬間的な最高速度は
320km/hに達する世界である。
　2-2　ダートトラックレース
　平らな路面の長円形、もしくは楕円形のコースを
基本的には左回り（反時計回り）のみの走行方向で
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　4.　今後の二輪モータースポーツの展望

　5.　おわりに

数々も、車両開発競争における重要な領域となった。
　2007年、エンジン出力を低下させて速度を下げ
ようという安全上の理由から規則の変更が行われ、
MotoGP車両の最大排気量は800ccに引き下げられ
た。それでも、電子制御技術の発展が大きく寄与し
て、MotoGP車両がサーキットを周回する速さはほ
とんど損なわれなかった。そして、2012年には、
MotoGP車両の最大排気量が今度は1,000ccとなる。
二輪モータースポーツの花形としての商品性を高め
る狙いが大きく働いての排気量拡大で、車両の性能
抑制には別な方策が講じられていくことになった。
車両のさまざまな電子制御をつかさどる装置を、従
来よりあえて機能を落としたものとし、それをどの
二輪メーカーの車両も使用しなければならない規則
の導入（2016年）は、その策の一つである。

　原動機に電気モーターを採用した二輪車による
モータースポーツが各所で始まっている。ロード
レースでは、最も長い歴史を持つマン島TTレース
において、2010年大会からTT Zeroという名称の
電動車両クラスが開催されており、2012年大会か
らは、ホンダ車によるレース活動で知られる
M-TECが出場し、常勝を誇っている。同社の車両は、
2018年大会では1周60.72kmのコースを所要時間18分
34秒956、平均速度196.05km/hで走破し、275km/h
の最高速度をレース中に記録している。また、この
2019年から、世界グランプリにMotoEという名称
の電動車両クラスが設けられる。全出場選手が同じ
仕様の車両とタイヤを使用するワンメイクレースと
して、ヨーロッパで開催される世界グランプリ4大
会において行われる。さらに、トライアル競技にお

いても、2017年から電動車両による世界選手権が
行われるようになり、これに呼応したヤマハが電
動トライアル車両を開発して参戦している。
　車両を電動とする最大の利点は、やはり排気ガス
を出さないことだが、エンジン車に比べて車両が発
する音が格段に小さいことも、二輪車の社会性を上
げるという点においては利点となり得る。静音であ
ることは、モータースポーツにおいては、特にトラ
イアルに有効と考える。エンジン車両では、騒音問
題が生じてしまうであろう都心部に人工セクション
を設定して、電動車両のみによるトライアル大会を
開くことも可能になるだろう。

　二輪車は、動力がなければ倒れてしまう。そして、
自転車とは違って原動機が発生させる動力を使用
し、その動力を操るという行為が伴う。そうした特
性が二輪車の魅力となっており、そうであるかぎり、
動力源が何になろうと、二輪車を用いて競技（モー
タースポーツ）を楽しもうという人々が絶えること
はないだろう。娯楽のための乗り物としての二輪車
は、一般の人々にとっては、むしろ煙たい存在であ
ることが多い。そうした二輪車への印象の改善に貢
献するためにも、二輪モータースポーツの健全な発
展を期待したい。

関連資料
・富塚清『オートバイの歴史』山海堂、1980年
・中沖満、ピーター・クリフォード『サーキットの
軌跡』グランプリ出版、1987年

・出水力『オートバイの王国』第一法規、1991年
・『RACERS』三栄書房、2009～2018年

年に彼が乗ったMVアグスタ 500-4（イタリア）は
並列4気筒で、最高出力は約75馬力、最高速度は
255km/h以上であった。
　そして、1966年には、500ccクラスに初めて日本
車が登場する。それはホンダ RC181で、同車の並
列4気筒エンジンは、当時としては群を抜く85馬力
以上の最高出力を1万2,000回転で発生させた。ホ
ンダは1959年から世界グランプリに挑んでいたが、
ずっと中・小排気量クラスへの参戦で、1966年は
満を持しての最上位クラス進出だった。同社は
250ccや350ccの世界グランプリ用車両に並列6気
筒エンジンを採用し、圧倒的な出力によって勝利を
重ねていたが、500ccクラスでは車体とのバランス
を考慮し、あえて4気筒とした。そのホンダ RC181
は1966年と1967年の2年使用され、マイク・ヘイ
ルウッドとジム・レッドマンという当代切っての名
手たちが走らせた。それでも彼らはチャンピオンに
手を届かせることができなかった。
　1960年代におけるホンダの最上位クラス個人タ
イトル獲得を阻んだのは、並列3気筒エンジン車で、
RC181より1割以上は最高出力が低いとみられてい
たMVアグスタ 500-3だった。これは四輪にも二輪
にもいえることだが、エンジン出力が車体の能力と
釣り合い、それを御する乗り手が出力を使い切れる
車両の方がよほど速い。この傾向は、二輪の、特に
エンジン出力が大きいものほど強い。そのことを如
実に示したのがMVアグスタ 500-3であった。ホン
ダが1967年をもって世界グランプリから一時撤退
し、しばらくの間、500ccクラスに公式参戦する二
輪メーカーが他にいなくなったこともあって、3気
筒のMVアグスタは最強であり続け、それを駆った
ジャコモ・アゴスチーニは、1966年から1972年ま
での7年にもわたって500ccクラスの頂点に立ち続
けた。
　3-2　エンジンから見る500cc・2ストローク時代
　7年連続で世界タイトルを獲得したMVアグスタ 
500-3は、さまざまな改良や出力の向上はもちろん
あったものの、基本的な仕様を変えることはなかっ
た。技術の面から見れば、その時期は停滞期でもあっ
たが、やがて新しい波が押し寄せてきた。2ストロー
クエンジンである。
　同じエンジン回転数であれば、2ストロークは4
ストロークの倍の燃焼機会があり、同じ排気量であ
るならば、2ストロークの方が高い出力を取り出す
ことができる。だが、同タイプのエンジンでは、ク

ランクシャフトのベアリングやシリンダー（4スト
ロークのものにはない掃気／排気孔を持つ）の耐久
性が問題となりがちで、高出力になるほどそれがシ
ビアに問われたことから、500ccクラスで2ストロー
クエンジンはなかなか使用されなかった。しかし、
時代が下って材料や加工の技術が進んだことで、
1960年代末から大排気量の2ストロークエンジン車
が徐々に台頭する。そして、1971年のアルスター
GPレースにおいて、空冷・並列2気筒のスズキ 
TR500が2ストローク車として初めての最上位クラ
ス優勝を飾って明らかな可能性が示されると、今度
はヤマハが水冷・並列4気筒のYZR500の初代モデ
ル 0W20型を1973年の世界グランプリ開幕戦から
投入し、デビュー戦優勝を決めた。1974年には、
それまで4ストローク車のMVアグスタを駆ってき
た帝王アゴスチーニが、2ストロークのヤマハ 
YZR500に乗り替え、時代の変化を決定的に印象づ
けた。彼は、1975年には0W23型のYZR500によっ
て通算8回目の500ccクラス個人タイトルを獲得し、
2ストローク車が初めて最上位クラスを制すること
になった。
　以後、2001年に至るまで500ccクラスは、2スト
ローク車の独壇場となる。エンジンの性能開発は、
高出力の追求に加え、それを扱いやすいものとする
ことが大きなテーマとなっていった。そこにおける
2ストロークエンジンならではの開発項目は、混合
気（燃料と混ざり合った空気）のシリンダーへの流
入を制御する仕組みと、排気の流出を制御する仕組
みであった。
　なお、1968年から500ccクラスはエンジンの気筒
数は4までとする規定となっており、1980年代中盤
以降の500ccクラスに登場した大半の車両は、4気
筒エンジン車であった。2ストローク車として初め
て同クラスを制覇した1975年の0W23型ヤマハ 
YZR500の最高出力は約90馬力だったが、1980年
の0W48型では110馬力以上、1985年の0W81型で
は140馬力以上と、急な右肩上がりの向上を果たす。
しかも、出力の出方は現在の基準からすればかなり
唐突で、その制御に現在のような電脳的な補助は入
らず、ライダーの右手による操作だけで行わなけれ
ばならない時代であった。
　そうしたことから、出力をできるだけ扱いやすい
ものとすることが改めて問われていった。1990年
代に入ると、クランクシャフトが1回転する間に各
気筒が爆発する間隔を不等間とする策が採られるよ

　競技性の違いにより、二輪モータースポーツは、
速さを競うレース競技、目標所要時間どおりに走る
正確さを競うラリー競技／エンデューロ競技、車両
を操る技術を競うトライアル競技の3つのジャンル
に大別できる。ただし、おのおののジャンルの中で
も、走行する路面や使用する車両などの違いからさ
まざまなカテゴリーに枝分かれしている。以下、そ
うした二輪モータースポーツの主立ったカテゴリー
をみていく。
　2-1　ロードレース
1 ）MotoGP
　舗装路のコースにおいて、二輪車を用いて競い合
うレース競技をロードレースと呼ぶ。使用される車
両は、ロードレース専用設計のものと一般の公道走
行用車両を改造して競技用にしたものに大別でき、
さらなる技術仕様の違いなどによってさまざまなカ
テゴリーが存在している。
　ロードレースで使用される車両に共通しているの
は、伸縮長がそれほど長くないサスペンションを持
ち、乗り手（ライダー）は強い前傾姿勢を取るとこ
ろである。旋回（コーナリング）においては、車体
を内側に大きく傾けながら、ライダーはさらに内側
に身体を入れる走り方をする。強い遠心力に抗しな
がら、高い旋回速度を実現するためである。そして、
前後のタイヤに適切な荷重をかけて高い摩擦力（グ
リップ力）を引き出す。
　そんなロードレースにおける最高峰のシリーズ
が、FIMロードレース世界選手権である。通称「世
界グランプリロードレース」で、毎年8カ月にわた
るレースシーズンを催し、世界15カ国（2019年現在。
以下同様）で19大会が開催されている。
　世界グランプリにはMotoGP（Fig.1）、Moto2、
Moto3の3クラスがあり、いずれも4ストローク・
自然吸気のピストンエンジンの車両が使用されてい
る。これら3クラスを分けている最も大きな要素は
エンジン排気量で、MotoGPが1,000cc、Moto2が
765cc、Moto3が250ccである。すべての大会にお
いて各クラスのレースが行われているが、Moto2と
Moto3は若手選手向けという色合いが濃いクラスと
なっており、MotoGPより格段にコスト抑制を強く
意識したさまざまな規制が行われている。
　そして、名実ともにロードレースの頂点に立つク
ラスがMotoGPである。その知名度は二輪モーター

スポーツの中では突出しており、世界グランプリ全
体のことをMotoGPと言い表すケースも多くなって
きている。
　MotoGPで使用される車両はこのクラス専用のも
ので、二輪車の先端技術を結集した仕様である。最
高出力は250馬力以上、最高速度は350km/hに達す
る。そんなMotoGP車両を、ホンダ、ヤマハ、スズキ、
ドゥカティ（イタリア）、アプリリア（イタリア）、
KTM（オーストリア）という6つの二輪メーカー
がそれぞれ独自に開発し、レースに送り込んでいる。
なお、タイヤは出場全車が一つのメーカーから供給
される共通仕様のものを使用する仕組み（これをワ
ンメイク制という）になっており、少なくとも
2023年シーズンまでは、ミシュラン（フランス）
のタイヤが使用される。
　MotoGPの各レースは、走行距離が110～120km
程度、走行時間が40分強となる設定で開催されて
いる。二輪車として先鋭的な車両によって行われ、
レースの醍醐味といえる抜きつ抜かれつの激しい攻
防が至るところで繰り広げられることから、世界的
に人気が高い。テレビ放映は200を超える国々で行
われており、年間視聴者数は延べ人数で50億人を
大きく上回るといわれている。
2）スーパーバイク
　運動性能が非常に高い1,000ccクラスの舗装路走
行用の市販一般車両に、専用の改造を施して仕立て
られたロードレース用車両がスーパーバイクであ
る。日本、アメリカ、イギリスなど15カ国以上に
おいて、国内ロードレース選手権の最上位クラスは、
スーパーバイクによって行われている。そして、国
際的なレースシリーズとしてFIMスーパーバイク
世界選手権がある。

大会が開催されており、各大会ではMXGPクラス、
MX2クラスともに、走行時間30分プラス2周とい
う長さのレースが2回行われる。また、女性ライダー
によるクラスもあり、こちらは年に5大会で開催さ
れている。
　なお、モトクロスをはじめとする二輪オフロード
スピード競技のアメリカにおける人気は非常に高
く、競技人口も多い。そのため、同国における最高
峰シリーズであるAMAモトクロス選手権は、世界
シリーズであるFIMモトクロス世界選手権と互角
の競技レベルとステータスを持つ。
　野球場などのスタジアムで行われるモトクロス
レースもあり、これはスーパークロスと呼ばれてい
る。コースは大量の土砂によって人工的に造成され
るもので、自然の地形を利用した屋外型のオフロー
ドサーキットとはひと味違う急角度のジャンプや
カーブなどが設けられる。アメリカで発展したカテ
ゴリーで、ライダーのアクションに富み、観戦スタ
ンドからコースのほぼ全周を見渡せることなどから
大いに人気を博すものとなり、やがてヨーロッパな
どでも開催されるようになった。
　2-5　スーパーモト
　大半は舗装路であるものの、一部には平らなダー
ト路や凹凸のある不整地路の区間を持つ周回コース
で行われる二輪スプリントレースがスーパーモトで
ある。使用される車両はモトクロッサーをはじめと
するオフロード用バイクだが、タイヤは小径のロー
ドレース用を使う。ロードレースとダートトラック
レースとモトクロスのそれぞれの要素を取り込んだ
異種混交競技といえ、1980年代に入ってアメリカ
で発展した。それがヨーロッパに伝播すると、スー
パーモタードとも呼ばれるようになり、やがてオフ
ロード用バイクに小径の舗装路用タイヤを履かせた
モタードというジャンルが、一般の公道走行用車両
の世界に確立された。
　2-6　ラリー
　ラリーとエンデューロ（後述）は、ともに指定さ
れた区間を指定された目標所要時間どおりに走る正
確さを競うモータースポーツで、ひたすら速く走る
ことを目指すレース競技とは異なる特性のものであ
る。目標時間との差異の分だけ減点が課せられ、そ
の積算値の大小によって順位を争う。目標時間より
早く走っても減点されるわけである。もっとも、目
標時間は達成が難しい短さに設定されるのが常であ
り、それより余計に時間がかかった分だけ減点され

ることから、競技者は自ずと全力での走行を行うこ
とになる。また、昨今はラリーでも所要時間の短
さを競うタイムトライアルの区間を大半とし、も
はやレースと競技性が違わない大会が多くなって
きている。
　ラリーは二輪でも四輪でも行われているが、二輪
のラリーは砂漠やジャングルのような道なき道を行
くような走行条件を特徴とするクロスカントリーラ
リー、あるいはラリーレイドと呼ばれる種類のもの
が大半である（Fig.4）。そうしたラリーは、何日間
にもわたって行われ、数百kmから数千kmの距離
を走行するもので、代表的な大会がダカール・ラリー
である。ラリーで使用される二輪車は、モトクロッ
サーより大柄で、大容量の燃料タンクなど、この競
技ならではの装備を持つ。
　2-7　エンデューロ
　森林地帯などに設定される1周が数十kmの不整
地路のコースを周回、トータルで200～300kmにな
る距離を数時間にわたって走行する二輪オフロード
競技がエンデューロである。その名称は、人車とも
に耐久性が問われるところから来ている。
　指定された目標所要時間どおりにいかに走るかを
競うもので、コースの各所にはチェックポイントが
設けられ、その通過時間によって所要時間の正確さ
が確認される。また、車両の整備は選手自身が行わ
なければならず、その作業時間もわずかなものしか
与えられない。最高峰のイベントは6日間にわたっ
て行われる国際大会で、森の中や岩場や河川などを
走る1,000kmを超えるコースが待ち受け、連日の車
両の整備時間は、走行前の10分と走行後の15分し
かない、というものである。
　なお、長い距離の不整地路コースを確保すること

周回して競い合う二輪レースが、世界各地に数種類
存在している。その一つであるダートトラックレー
スは、基本的には土を固めた路面のコースで行われ
るもので、アメリカで発展した（Fig.2）。そして、
同国における人気の高さが突出している競技であ
る。後輪にしかブレーキが付いていない車両を使い、
カーブでは後輪を外側に振り出すように滑らせなが
ら速度を調整して走る。その際、ライダーは上体を
立て気味にして車体の外側に置き、後輪が外側に横
滑りする動きを御しやすくしている。同時に、内側
の足を突き出して足の裏を路面に接地させ、滑らせ
ながら走るが、これは前後輪の横滑りの大きさをじ
かに感じ取りつつ、横滑り量の変化に対応して身体
の重心バランスを取り続けるためである。コースの
長さは、1マイルや0.5マイルなどの種類があり、1
マイルコースにおける最上位クラスのレースであれ
ば、各ライダーは200km/hに近い速度でカーブに
進入し、車両を横滑りさせながらクリアしていくと
いう技を繰り返す。このダートトラックで滑りをコ
ントロールする能力を磨いたアメリカ人ライダーた
ちが、1980年代に世界グランプリロードレースの
最上位クラスを席巻したことで、世界的に注目度・
認知度が高まった。
　2-3　ドラッグレース
　短く真っ直ぐな舗装路のコースで加速力を競うの
がドラッグレースで、400mのコースで行われるも
のが最もよく知られている。ドラッグレースにおけ
る最上位クラスは、二輪も四輪もトップフューエル
という名称で、二輪の場合でも約1,500馬力を発生
させるエンジンを使用し、400mを6秒を優に切る
所要時間で走り切る。この競技が最も盛んに行われ
ているのはアメリカだが、日本でも愛好家たちが競

技を行っている。
　2-4　モトクロス
　起伏の激しい不整地路の周回路（サーキット）で
行われるスプリントレースがモトクロスである
（Fig.3）。使用される車両はモトクロッサーと呼ば
れるもので、一般公道の走行は不可の競技専用車両
である。
　このモトクロッサーに限らず、未舗装路（オフロー
ド）用の二輪車の多くは単気筒エンジンを使用して
いる。それは、低いエンジン回転域で粘り強い出力
特性を得られることと、より軽量であることの2点
が大きい。また、路面の凹凸を吸収しやすいよう伸
縮長の長いサスペンションを持ち、高い走破性の必
要から径の大きなタイヤを履く。そして、ライダー
は上体を立てた乗車姿勢を取る設定とされている。
　オフロード走行においても、二輪車は、旋回時に
は車体を内側に傾ける。ただし、路面の摩擦係数が
低いため、ライダーは車体の外側に身体を置き、上
体を立てた姿勢を取る。これによって、車輪が外側
に横滑りする動きに対応しやすくし、また、後輪へ
荷重をかけやすくしている。
　そんなオフロード走行において、速さを競い合う
二輪モータースポーツを代表するカテゴリーがモト
クロスである。そのレースの大多数は専用のオフ
ロードサーキットで開催されている。土、砂、泥濘、
あるいは牧草など、路面は多様で、世界中で数多く
のレースが行われている。最高峰のシリーズは
FIMモトクロス世界選手権で、4ストローク・
450cc以下あるいは2ストローク・250cc以下の車両
によるMXGPクラスと、4ストローク・250cc以下、
あるいは2ストローク・125cc以下の車両による
MX2クラスがある。1年に世界19カ国において19

の難しさの高まりから、昨今は短い距離の大会が増
えてきているほか、所要時間の短さを競うタイムト
ライアルの区間を多く設定した大会が増えてきてい
るというように、ラリーと同様の状況にある。
　2-8　トライアル
　車両を速く走らせる技術ではなく、車両を操る技
術が問われる二輪モータースポーツがトライアルで
ある（Fig.5）。大きな岩や崖、あるいは人工的な障
害物を乗り越えていくように設定されたセクション
と呼ばれる競技区間を、いかに車両に乗ったまま走
り切れるかを競う。セクションを通過中に足を1回
着くと1点、2回着くと2点、3回以上の足着きは3
点減点される。また、セクション内で車両をバック
させた場合や足を着いた状態でエンジンを停止させ
た場合などは、5点の減点が課される。そうしたセ
クションを何カ所もこなし、トータルの減点をいか
に少なく済ませたかで順位を争う。
　トライアルでは、駆動力を発生させていない状態
でも車両を静止させ続けたり、静止状態から前輪を
一気に高く持ち上げたり、前輪と後輪の両方を浮か
せて定点上で方向転換を行ったり、といった曲芸的
なライディングが展開される。使用されるトライア
ル車両はオフロード用の二輪車の基本仕様を踏まえ
るが、セクションにおいて競技中のライダーは基本
的にステップバーの上に立った状態で乗車し続ける
ため、シートは最小限の大きさにされている。トラ
イアル競技専用車両に至ってはクッション性を持た
せたシートは備えていない。また、トライアルで求
められるのは瞬発力で、エンジンは低回転域から大
きなトルクを発生させる特性とされている。
　トライアルには、一定のエリアにすべてのセク
ションを固めて設けて開催されるタイプの大会と、

広いエリアにセクションを散らして設け、出場者は
公道を自走して各セクション間を移動して競技を行
うタイプの大会がある。後者は特にツーリングトラ
イアルと呼ばれる。公道走行があるため、参加でき
るのは保安部品を装備し、行政に登録してナンバー
を持った車両となる。
　こうしたトライアルの最高峰のシリーズがFIM
トライアル世界選手権で、年間に世界8カ国におい
て開催される8大会で争われる。その最上位クラス
はトライアルGPクラスと呼ばれるが、使用する車
両のエンジン排気量には制限がない。これはトライ
アルが、エンジン出力が大きければ有利とは一概に
言えない性格の競技であるためである。
　また、体育館などの屋内型の施設の中に人工的な
セクションを設定して行われるインドアトライアル
と呼ばれる種類の大会もあり、その世界選手権シ
リーズもある。モトクロスにおけるスーパークロス
と同じ発想のもので、観客はスタンド席からコース
のほぼすべてを見渡すことができる。

　3-1　エンジンから見る500cc・4ストローク時代
　数ある二輪モータースポーツの中でも特に幅広い
人気を持つものが、FIMロードレース世界選手権
（通称「世界グランプリロードレース」）の最上位ク
ラスである。そして、同シリーズ初年度の1949年
から2001年までの53年間にもわたって、その地位
にあったのが500ccクラスである。
　かつての世界グランプリ各クラスにおいては、エ
ンジンが4ストロークであろうが2ストロークであ
ろうが、上限排気量は同じであった。そして結果的
に、1949年から1974年までの500ccクラスでは、4
ストロークエンジン車に乗った選手たちがシリーズ
の頂点に立った。また、彼らの車両のエンジンは、
すべて空冷式であった。
　世界グランプリ初年度である1949年の500ccクラ
スでチャンピオンとなったレズリー・グラハムが
駆ったAJS E90S（イギリス）の500ccエンジンは
並列2気筒で、吸気バルブと排気バルブを別個のカ
ムシャフトによって駆動するDOHC式をすでに採
用しており、最高出力は排気量1,000cc換算で100
馬力の一線を優に超える60馬力程度であった。そ
れから11年後の1960年には、やがて四輪に転向し、
ホンダ F1で優勝を飾るジョン・サーティースが3
年連続・4度目の500ccクラス王者となったが、同

うになった。クランクシャフト1回転中のトルクの
出方をあえて不規則なものとすることによって、後
輪の駆動力をライダーがつかみやすくする狙いで
あった。
　その一方で、高出力化の開発ももちろん続けられ
た（Table 1）。例えば、ホンダの500ccクラス公式
車両であったNSR500は、1993年には世界グランプ
リ史上初の320km/hを超える最高速度を記録した。
そのV型4気筒エンジンは、1994年のNV0S型で
188馬力を発生させており、1997年のNV0X型では
200馬力、つまり1,000cc換算で400馬力を超えるレ
ベルに達していたことは確実である。ただ、1998
年から世界グランプリには、使用燃料を無鉛ガソリ
ンのみとする規制が入り、シリンダーの圧縮比をそ
れ以前より下げざるを得なくなって、ここで各車の
出力は軒並み一旦下がる。が、弛まぬ開発努力によっ
て、失った出力はほどなくして取り返された。

　3-3　エンジンから見るMotoGP時代
　500ccクラスは2001年までとされ、2002年からは
MotoGPが世界グランプリの最上位クラスとなっ
た。それは、4ストロークエンジンは990cc以下、2
ストロークエンジンは500cc以下の排気量の車両を
対象とするものであった。つまり、2ストローク車
も依然参加可能とされたわけだが、実際には、4ス
トローク・990ccのMotoGP車両に太刀打ちできず、
淘汰されていった。
　そのMotoGP初年度を制したホンダ RC211Vの最
高出力は225馬力で、最高速度は340km/hに迫るも
のであった。まさに有り余るほどの高出力であり、
それを扱うライダーを補助する電子制御技術の開発
が、この時期に急速に進むことになった。後輪の滑
りを検出すると、それに伝達されるトルクを自動的
に弱め、最も効率の良い駆動力を得られるようにす
るといった類のものである。そうした制御技術の


