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誰もが手軽に乗れる廉価で高性能

な第１世代スーパーカブ

　ホンダは「ベンリイＪ型」以来進

めてきたモーターサイクルの大衆

化を加速するため，1957年1月にス

ーパーカブＣ１００の開発が始ま

った．企画のポイントは，跨ぎやす

く操作しやすい車体に，４ストロー

ク50ccエンジンを載せ，全世界に通

用する小型高性能バイクを廉価に

提供しようというものであった．検

討の過程では，当時欧州で市場を伸

ばしていたスクータやペダル付き

モペッドも検討されたが，日本の道

路事情や地理的条件，さらには市場

におけるホンダ４ストロークエン

ジンの評判なども考慮し，高性能な

４ストローク50ccエンジンを，安く，

しかも小型・軽量につくりだす技術

に挑戦することとなった．車体に関

しても「らくらく気持よく走れる二

輪車の仕様とは何か」を原点から問

い直し，オートバイでもモペッドで

もない，まったく新しいカテゴリの

二輪車の具体化を進めていった．そ

の企画は，以下にあるような徹底し

て使う側に立った内容であった．

• 誰でもらくに乗降できる低床

式フレームで，運転操作も簡単

なこと．

• 小型４ストロークエンジンの

出力，信頼・耐久性，使いやす

さを高めること．

• 手軽に扱える大きさのフレー

ムで，売り値が廉価なこと．

• 未舗装路もらくらく走れる信

頼性の高い足まわりであること．

開発の経緯

　1957年の暮れには，車体関係の仕

様が期待どおりにまとまり，高出力

で，使い勝手のよい試作エンジンも

できた．これは絶対に永く売れるヒ

ット商品に育つ，と確信した本田宗

一郎と藤沢武夫は，当時いちばん売

れていたドリーム号の10倍にもあ

たる月産３万台の生産を埼玉製作

所大和工場(現和光)で始める計画

をたて，1958年８月から量産に入っ

た．しかし生産能力を10倍に上げた

にもかかわらずその後も大量のバ

ックオーダを抱え，カブ専用の工場

（のちの鈴鹿製作所）を急きょ1960

年に建設することとなった．なお，

モデル名であるスーパーカブＣ１

００の「スーパー」は，先行した「カ

ブＦ型」に対し，すべての点で勝っ

ているとの自信からつけたもので

ある．

第１世代の技術

 エンジン

　スーパーカブ（第１世代）が高い

人気を博した理由は，何といっても

空冷４ストロークＯＨＶエンジン

の高い性能によるものであり，具体

的には下記の項目がとくに高く評

価された．

• 当時の実用車としては驚異的

な出力（4.5PS/9,500rpm）によ

る力強い走り．

• これまでの実用車では想像も

できなかった70km/hの 高速

度．

• 高い耐久・信頼性と使用環境に

対するタフさ．リッター90kmの

燃料経済性．

• チェンジペタルを踏むだけで

変速できる，便利なクラッチ連

動の前進３段変速機．

 自動クラッチ連動トランスミ

ッション

　スーパーカブの人気のひとつ

は，第１世代から採用しているチ

ェンジペタルを踏み込むだけで

クラッチレバーを使わずに変速
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できる，使いやすい変速機構にあ

る．このクラッチ連動式の変速機

構は，多板式の遠心クラッチに断

接構造とカム機構を組み合わせ，

発進機能，変速時の断続機能，エ

ンジンブレーキ作動およびキッ

ク始動時の接続機能を巧みに行う

構造になっている．この変速機構は，

操作荷重とチェンジショックの低

減，生産性の向上などに関する改良

を重ねながら，現在でも引きつづき

使われている．

 低床式バックボーンフレーム

　女性ユーザの乗降性を向上させ

るため，スーパーカブは低床式バッ

クボーンフレームを第１世代から

採用している．フレームの設計にあ

わせてシリンダヘッド傾き角を決

めたといわれるほど徹底してフレ

ームの高さを下げたデザインは，ス

ーパーカブのユーザをさらに大き

く広げることにつながっている．

 タイヤ

　二輪車の大きさや性格は，タイヤ

サイズの影響を大きく受ける．初期

の試作車で，当時規格の市販タイヤ

ではデザインと操縦安定性の両立

を図ることができず，企画を成立さ

せるためには 2.25－17 という専用

サイズのタイヤが必要だと判った．

ところが，当時のホンダはまだまだ

小さな会社であり，そのうえスーパ

ーカブ自体の売れゆきも不透明で，

タイヤメーカからもリムメーカか

らも，なかなか試作品を納入しても

らえず苦労した逸話が残っている．

 樹脂製大型部品

　泥はね・水はねからライダーの足

もとを守る大型レッグシールドは，

スーパーカブの商品魅力のひとつ

であり外観上の特徴にもなってい

る．当初は鋼板製を考えていたが，

たまたま開発段階に加工性のよい

プラスチック材とインジェクショ

ン成形技術の売り込みがあり，軽量

化とデザインの自由度に関するポ

テンシャルが高いと判断し，採用す

ることとした．レッグシールドの試

作は，これだけ大きなインジェクシ

ョン成形の経験がなく，形も複雑で

大きく作りにくかったために大変

苦労し，金型メーカ，樹脂メーカの

協力を得て量産化技術を確立した．

なお，レッグシールド以外にもヘッ

ドライトケース，フロントフェンダ

ー，サイドカバーなどをポリエチレ

ン樹脂製とした．

 サスペンション

　フロントのサスペンションはボ

トムリンク式，リアはスイングアー

ム式とし，両者ともダンパには油圧

緩衝式を採用して乗り心地を大き

く向上させた．ボトムリンク式のフ

ロントサスペンションは，制動時に

前輪の沈みこみを抑える効果があ

り，初めての人でも安心して乗るこ

とができた．

 ドライブチェーンケース

　スイングアームに取り付けられ

たドライブチェーンケースは，密閉

式とし，ドライブチェーンの耐久性

を高めるとともに，チェーンから飛

ぶオイルの飛沫で衣類が汚れるの

を防いだ．

ＯＨＣエンジンを搭載した第２世

代スーパーカブ

　1960年代も半ばを迎えると，オー

トバイの使われ方も，所得水準の向

上とともに変わってきた．走行速度，

静粛性，安全性，操作性に関する要

望も，８年前に第１世代の「スーパ

ポリエチレン製レッグシールドｳｪｲﾄﾛｰﾗ

クラッチ・チェンジ連動機構



ーカブＣ１００」が開発された時代

とは大きく変わってきていた．当時

はＯＨＶエンジンでは動弁系の騒

音低減や耐久性向上に限界がある

と感じられ，エンジンをＯＨＣエン

ジンに刷新し，あわせて外観形状，

スイッチ類の操作性，灯火器類等の

見直しを意図したモデルチェンジ

を行うこととなった．「つばめ作

戦」の愛称で呼ばれたスーパーカブ

の第２世代，Ｃ５０の開発要件は以

下のとおりであった．

• エンジンの静粛性・耐久性をよ

り向上させること．

• エンジンの外観寸法および重

さは，第１世代のＣ１００を超

えないこと．

• 点灯スイッチをハンドルに移

すなど，操作性を向上させるこ

と．

• エキゾーストパイプとマフラ

を溶接結合させるなど，改造防

止に考慮をすること．

このエンジンは，燃費向上仕様を適

用した第３世代のベースとなり，

72ccや90ccのシリーズ機種も生産

されるようになった．

開発の経緯

ＯＨＣエンジンを搭載した第２世

代スーパーカブＣ５０シリーズの

開発が始まった時点で，第１世代

「Ｃ１００」シリーズの年間生産台

数は，80万台を超えていた．スーパ

ーカブは特別な存在の機種であり，

第２世代へ移行するにあたっては，

つまらないトラブルや初期品質に

関する問題を発生させ生産ライン

が止まるようなことは，万が一にも

あってはならないということで，開

発段階から十分なテストを重ね生

産ラインの切り替えも慎重に行わ

れた．まず1964年末に，第１世代の

「スポーツカブＣ１１０」の車体を

ベースに，第２世代の63ccエンジン

を搭載したスポーツモデル「ＣＳ６

５」を立ち上げてエンジンラインの

確認を行い，次いで1965年末にスポ

ーツモデル「ＣＳ５０」と「スーパ

ーカブＣ６５」を立ち上げ，50cc

エンジンとスーパーカブ車体の確

認を行った．主力の「Ｃ５０」が登

場したのは1966年５月で，「ＣＳ６

５」の立ち上がりからじつに1年半

の時間が経過していた．

　スーパーカブ系の派生機種はホ

ンダのなかでも，きわめて多くの種

類が生産されていた．スーパーカブ

は，まさに“超”のつく長寿命のベ

ストセラー商品で，輸出先は150ヵ

国におよんで，全世界で17ヵ国に生

産拠点があった．海外の主な生産拠

点は，タイ，インド，インドネシア

等で，生産量はすでに日本国内での

それを超えていた．

1958 年のカタログ紙面



エコノパワーエンジンを搭載した

スーパーカブ誕生

　1981 年発売の「新型スーパーカ

ブ」に搭載した 50cc エンジンの，1

リッター当り 105km の燃費(30km/h

定地走行)は，エンジン技術の基本

である“燃焼効率”を追求した結果

得られたもので，同時に大巾な出力

向上を実現した．これは長年にわた

りホンダが蓄積してきた，50cc4 ス

トロークエンジンのノウハウを基

に，レースで培った燃焼技術をいか

し，完成させた新設計エンジンであ

る．これをエコノパワーエンジンと

名づけました．まさに，省エネルギ

ー時代に対するホンダ 4 ストロー

クエンジン技術のポテンシャルを

示したものです．

　ホンダは，近い将来オートバイに

も「燃費時代」が来るものと予測し，

この数年間 50cc４ストロークエン

ジンのメリットである“低燃費性，

静粛性，耐久性”など諸要素の徹底

的な見直しを図ってきた．

　これらの結果として，時代の要請

である〈経済性=低燃費〉と〈高性

能=出力向上〉とを同時に満足させ

たビジネスバイク「新型スーパーカ

ブ」を開発しました．

  

新エンジン技術を投入

　燃費:105km/L(30km/h 定地走行

テスト値) 馬力:4.5PS/7,500rpm と

向上させた新設計 4 ストローク

49cc のエコノパワーエンジン．

 燃焼効率の向上

　燃焼室内の混合気をムダなく良

く燃やすために，シリンダヘッド部

とピストン頭部の間に 適なスキ

ッシュエリアと角度を設け，なおか

つピストン頭部形状の改良により，

混合気のカクハン効果を促進させ，

確実な火炎伝ぱを得て燃焼効果の

向上を図った．

　燃焼室は熱エネルギーをできる

だけ失なわないように，表面積と容

積の比(サーフェイスボリュームレ

シオ)の低減を図った半球形とした．

 吸入効率の向上

　空気の流れをスムーズに，かつ流

速を高めるため吸気管の形状と吸

気バルブの小径化をはかった．また，

これにより吸気慣性を積極的に利

用でき燃焼室内への充てん効率も

高めた．

 摩擦損失馬力の低減

　ピストン，コンロッドなどの往復

運動部分の軽量化，カムシャフト軸

受部分のフリクション(摩擦抵抗)

低減，発電用コイルコア(鉄心)の小

型化を図り磁気ロスを低減するな

どで摩擦損失を少なくした．

　カムチェーンの調整が，不要とな

る油圧式自動調整のチェーンテン

ショナーを採用した．

 新ロータリチェンジ機構

　停車時のみ 3速(トップ)からニュ

ートラルへチェンジ可能な変速機

を採用し操作性，安全性を高めた．

このチェンジ機構は，走行中はドラ

ムロックプレートがシフトドラム

の溝に当り，3速からニュートラル

へのチェンジを防いでいる．

 クラッチ機構

　振り子の原理を応用した自動遠

心式の採用で耐久性を高めた．

 点火装置

　確実な点火とメンテナンスフリー

のCDI(電子点火)装置を採用した．

 スタイル

　発売当初(1958 年)から好評の基

本レイアウト〈アンダボーン，プレ

スフレーム，レッグシールド，水平

型空冷 4ストロークエンジン，大径

タイヤ〉はそのままに，泥はね，風

防性をさらに高めた新大型レッグ

シールドを採用し，より頼りがいの

ある機能的なスタイルとした．

第２世代スーパーカブ

ＯＨＣエンジン

エコノパワーエンジン

第３世代エコノカブ



タイから里帰りした，カブ系の最大

排気量モデル(１９８８年)

　Ｃ１００ＥＸはタイの輸出と日

本の輸入を促進するため，タイホン

ダで生産している２人乗りシ－ト

の「ドリーム１００」（カブ 100cc

の現地名）を日本仕様に仕立てて輸

入した，限定生産モデルである．外

観が似ていることもあって「カブ９

０」の単なるボアアップと誤解され

がちであるが，このエンジンでは変

速時のショックを低減するために，

発進用の遠心クラッチと変速用ク

ラッチを分離し，カムシャフトには

デコンプレッション機構を内蔵す

るなど，多くの変更点をもつ専用設

計のエンジンである．また車体でも，

フロントサスペンションにテレス

コピック式フォ－クを採用し，リア

サスペンションは手動アジャスト

付きとし，アルミニウム製ピリオン

ステップホルダ，大型ポジションラ

ンプ，コンビロック（ハンドルロッ

ク装置付きのメインスイッチ）など

を組みこんでおり，国内生産のカブ

と比べるとかなり贅沢な，商品性の

高い仕様となっている．

ビジネスバイクについて

　二輪車が世の中で使われ始めた

当初は，貴重な交通・運搬の手段“ビ

ジネスの足”として主に利用されて

いました．昭和 33年，スーパーカ

ブの登場は，50cc，4ストローク，

という従来にないすぐれた性能・メ

カニズムとアンダボーンの扱いや

すい斬新なデザインが大好評を得

て，二輪車市場を飛躍的に拡大し，

確固たるものにしました．この第一

次二輪車ブームとも言われる，スー

パーカブの普及がベースとなって，

その後，時代の移ろい，生活意識，

価値観の変化とともにバイクは“商

用”中心から，“スポーツ・趣味”

などさまざまな用途に適したバイ

クが求められ，スポーツバイク，レ

ジャーバイクといった新しいタイ

プが生まれ，さらにファミリバイク

へと拡がりました．経済の発展にと

もなって多様化しながら増大して

きた二輪車の中にあって，今昔変わ

りなく愛用され続けているビジネ

スバイクは，いわば二輪車の原点，ベ

ーシックバイクと言えるでしょう．

　ビジネスバイクに求められるの

は〈運転操作性〉〈経済性〉〈耐久

性〉である．仕事の足としての使用

頻度が高いビジネスバイクは，どの

ような要素が求められているか．購

入時の選択ポイントとして〈運転操

作が簡単〉〈燃費・維持費が安い〉

〈耐久性がある〉などが重視されて

おり，他のバイクは〈スタイル〉が

重視されているのと比べ著しい違

いを見せています．

　スーパーカブは，現在まで数次に

わたる改良が加えられ，走行性能，

燃料経済性の著しい向上が図られ

ているが，基本設計，コンセプトは

変わらず，その独自のスタイルはビ

ジネス車の主流となるとともに，

“カブ”という名称はビジネス車の

代名詞にまでなっています．また，

1959 年に米国に輸出を開始して以

第３世代エコノカブの特徴

タイ生産“ドリーム１００”



来，海外延べ 160 カ国以上で愛用さ

れており，現在では，二輪市場が拡

大している東南アジア地域を中心

に世界 14 カ国で生産され，2002 年

に生産累計台数 3,500 万台を達成

するなど，世界の実用車として高い

評価を得ています．

生産累計台数

生産台数

スーパーカブ５０スタンダード

プレスカブ５０

リトルカブ

スーパーカブ５０・ストリート仕様

(注)本編は弊社史実資料を基に編集

したものである．


