
 
 
１． はじめに 
  元来スノーモービル（以下 SMB
という｡）は、人が踏み入ることが

できない新深雪の中をいかに走破

できるかが重要要求品質である。 
近年、北米のスノーベルト地域に

は、冬期期間閉鎖される道路の雪を

圧雪して造るトレールコースが充

実した。それに伴い車両の高速化が

促進され、エンジンは高出力化に向

かった。現在のエンジンは２ストロ

ークで 83Kw 以上、車両乾燥質量

220kg 程度のモデルが主流となっ

ている。 
現在、北米では、地球環境保護の

観点からSMBに対して２００６年

から排気ガスを規制化する動きが

ある。 
大自然の中を縦横無尽に走行す

る乗り物に対しては、むしろ遅すぎ

る動きかもしれない。  
RX-1（図１）は、このような環

境対応はもとより、お客様の期待を

越える感動を提供すべく開発され

た商品である｡  

 
図１．RX-1 

  RX-1 の仕様諸元（表１）､ キー

フィーチャー（図２）を示す。 

 
図２．フィーチャー 

 
２． RX-1 コンセプト 

 『 Advanced Aggressive  
Performance  Trail』SMB をコン

セプトに、『業界初の、圧倒的パワ

ーを誇る４ストロークエンジンと、

軽快感のあるハンドリングを実現

した新世代のトレールマシンとす 

 
 
 
 
 
 
 
 
る。』を主題とし開発した。ここで

は、この主題を高次元で達成した主

な構成要素について紹介する。 
SMB に４ストロークエンジンを

搭載する場合の主な課題を以下に 
示す。 
１）オイル潤滑方式がウエットサン

プ形式のエンジンでは、エンジン全

高が高く、車両が高重心となり目指

すハンドリングの実現は不可能で 
あった。  
２）従来のフレームに後方吸気、前

方排気のレイアウトで搭載すると

車輌前側の質量が大きくなり過ぎ 
機敏な動き、シャープなハンドリン 
グを実現することが困難であった。 
３）低温環境での機能信頼性の確保

が必要である。 
 
３． エンジン概要 
３．１ エンジンへの要求 
小型超軽量、高出力エンジンでな

くては SMB には採用できない。 
RX-1 は、エンジンのコンパクト化

のためにオイル潤滑方式をドライ

サンプとし、V ベルト自動変速機を

使うための出力軸構造の工夫がポ

イントと言える。エンジンの性能に

寄与が大きいカムシャフト、吸排バ

ルブ廻り、燃焼室形状はスーパース

ポーツモーターサイクル YZF－R1
（ヤマハ発動機(株)）と共通とした。

鍛造ピストン、コンロッド、メッキ

シリンダーも共通仕様である。クラ

ンク、クランクケース、ヘッド、潤

滑、冷却、吸排気系、減速軸廻りは

全て新設計である｡  
３．２ ドライサンプ化と 

オイルタンク 
エンジン高を下げるため、またオ

フロード走行でも安定した潤滑を

実現するためにドライサンプ方式

を採用した｡また、ピッチング姿勢

変化を伴う加減速時、オフロード走

行時でも安定してオイルを供給す

るためスワール通路を形成したオ

イルタンクを採用した。（図３） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図３．オイルタンク 

３．３ クランク軸、 
カウンター軸、 
補機軸の 3 軸 
レイアウト 

クランクシャフトから減速しク

ラッチ軸を駆動するリダクション

システムを持つ｡ エンジンの高回

転出力を確保しつつ、クラッチ回転

速度を抑え V ベルトの耐久性を確

保した｡  補機軸を含めた３軸を三 
角形配置する方式を採用した。これ

により、エンジン前後幅を最小限に

抑え，車両の低位置レイアウトを実

現し車輌の低重心化を実現した。 
（図４） 

 
図４．3 軸レイアウト 

（ア）4-2-1-2 集合排気管 
排気抵抗を最小に抑えつつ，排気

騒音を最小にし，静粛性と 低回転

の高トルクと最高回転の高出力を

高次元でバランスさせたRX-1特有

のレアイウトである｡（図５） 

 
図５．排気管 
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（イ）キャブレターと 
希土類スタータ 

Constant-Velocity φ37mm  
キャブレターに冷却水（温水）ヒー

ターと電気ヒーターを配置、制御し

アイシングを防ぐ機能を持つ。また、

低温環境での安定したエンジン始

動性を確保するため、希土類磁石を

使用した小型軽量、高出力モータを

採用した｡ 使用オイルに５W-30 を

採用することとあわせ、–30℃での

始動性を確保した｡ （図６） 

 

 
図６．キャブレターとスタータ 

 
４．車体概要 
４．１ 前方吸気、 

後方排気レイアウト 
車輌前側の質量アップを最小限

とし優れた運動性能を発揮できる 
ポテンシャルをもたせるため採用

したレイアウトである｡（図７） 

 

 
図７．後方排気レイアウト 

エンジンの吸気経路、排気経路をな

るべくスムースにつなげるための

エンジン搭載角度を決め、排気管を

一旦フレーム下部を通し最後端の

サイレンサーにつなげた。排気管冷

却には、雪を積極的に利用している。

また、前方からの走行風をガソリン

タンク、シート下へ導入する通路を

設け走行中の排気管からの熱を効

率よく後方へ排出している。サイレ

ンサーを後端に配置できたため、４

ストロークエンジンの質量アップ

分をほぼ前側から後方に移したこ

とになりスキーに掛かる分担荷重

は、既存２ストロークエンジンの

SMB とほぼ同等にできた。 
  一方、ハンドリングの新たな進歩

を照準に、開発された構成でもある｡ 
トレールコースが整備されてくる

に従い、コーナーリング性能に代表

される安定したハンドリングの要

求品質も上がってきている。排気管

を前側から移動することでフロン

トサスペンションのジオメトリー

の設定に自由度が大幅に増し、

RX-1 の剛体特性に最適化した諸元

を実現した。また、RX-1 では、フ

レームのねじり剛性に着目し、単に

４ストロークを搭載する為のフレ

ームではなく、フレーム剛性を向上

させ、優れたハンドリングを実現す

るフレーム構成とした。 
４．２ 高剛性軽量アルミ材 

複合フレーム 
SMB は、雪の上のスポーツカー

である。フレームは、すでにオール

アルミフレームであるが、RX-1 で

は、ダイカスト，押し出し材，展伸

材のアルミ合金を適所に配置し更

に軽量､ 高剛性を実現した。 軽量、

高強度ダイカストは、最適材料、高

真空、高圧力をコンピュータ制御し

て実現する HV ダイカスト※製法で

ある｡ この製法によるダイカスト

部品を採用したことで部品点数の

削減、形状の自由度が上がり、最適

強度を最少質量で実現できるよう

になり軽量化が図られた。押し出し

材は、高いステアリング剛性の確保

とステップ剛性を実現した｡ 展伸

材は、パネルフレーム、フートステ

ップに採用しモノコックを構成し

ている｡ （図８） 
既存フレームに対し約 2 倍の剛

性を達成している。 
 

 

 
図８．フレーム 

５ おわりに 
  日本国内におけるSMBの認知度

は非常に低い。走行環境が制限され

ている状況もあるし、決して手軽な

スポーツではないが、雪の中で非日

常性を楽しむとともに、この上ない

経験を得られる乗り物は、SMB 以

外ない。 
スノーボーダー、スキーヤーなど

のスノーフリークの方々に雪のフ

ィールドを楽しむひとつの手段と

して今後広がっていくことを希望

する。 
 
※ HV ダイカスト：日立金属株式

会社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



表１．RX-1 諸元表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 諸元値 

全長 2,755mm 
全幅 1,210mm 
全高 1,190mm 
排気量 998cm3 
気筒数・配列 並列 4 気筒 DOHC 

ボアｘストローク 74 X 58 mm 
圧縮比 11.8 
バルブ数 5 バルブ／気筒 
冷却方式 水冷 

潤滑方式 ドライサンプ 

キャブレタ形式 BSR37 X 4 連装 
点火方式 デジタル D.C. C.D.I.  
エキパイ・マフラ形式 4-2-1-2 
変速機 V ベルト自動変速機 
ブレーキ形式 対向ピストン 

スキー形式 樹脂スキー 

スキースタンス 1,069 mm 
フロントサスペンショ

ン形式 

インディペンデント ダブ

ルウィッシュボーン  
フロントサスペンショ

ントラベル 
229 mm 

リヤサスペンション形

式 

クイックアジャスト機構

付  プロアクション プラ

ス 

リヤサスペンショント

ラベル 
292 mm 

トラックベルトサイズ 
（幅ｘ周長ｘパターン高さ） 

381 ｘ 3072ｘ 25.4 mm 

燃料タンク容量 38 L 
オイル容量 3.8 L 
 


