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１．はじめに 

当社は，1990 年に前面衝突時のライダ保護システムとして

二輪車用エアバッグシステムの研究に着手し，1996 年～2000 

年においては，第２期 ASV テーマの一つと位置付けて取り組

んだ． 

多くの実車衝突試験や，コンピュータシミュレーションな

どによって，多様な衝突形態や二輪車特有の挙動に対しての

データ収集と分析を実施した．これらの長年にわたる研究開

発によって種々課題を解決し，2006 年にエアバッグ搭載二輪

車の量産販売に至った．本稿では，この世界初の量産二輪車

用エアバッグシステムを紹介する． 

 

２．開発のねらい 

図 1に日本の二輪運転者の死傷事故データ(1)を示す．二輪

ライダの典型的な負傷は，前面衝突時に二輪車から離脱後，

相手車や路面との打撃によるものと認識できる．したがって，

前面衝突時における二輪車からのライダの離脱速度の抑制が，

有効なライダ保護手法の一つと考えられる．本システムのコ

ンセプトは，「二輪車体内で支持されるエアバッグによって，

前面衝突時にライダの運動エネルギーを吸収し離脱速度を低

減する」こととした． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Fatalities of motorcycle accidents in Japan 
 

３．システム構成 

本システムは，図２に示すように衝撃センサ，コントロー

ルユニット，エアバッグモジュールの三つのコンポーネント

で構成されている． 

３．１．衝撃センサ 

衝撃センサは，メインスイッチがオンの状態で常時加速度

を検知し，そのデータをコントロールユニットに送信してい

る．現状の二輪車の構造を変更せずに，迅速かつ正確な衝突

判定ができるようフロントフォークに衝撃センサを配置した． 

３．２．コントロールユニット(エアバッグECU) 

各衝撃センサからの加速度データを演算し，所定の作動判

定値と比較することで瞬時に作動すべきか否かを判定し，エ

アバッグが作動すべき衝突と判定した場合は，瞬時に点火電

流をインフレータに供給する． 

３．３．エアバッグモジュール 

エアバッグモジュール内には，インフレータとエアバッグ

本体が収納されている． 

インフレータは，コントロールユニットからの点火電流に

より瞬時に反応し，窒素ガスなどの気体を発生させ，その気

体をエアバッグ本体内へ供給する． 

エアバッグ本体は，インフレータで発生した気体により，

エアバッグモジュール上面のカバーを押し開いて展開し，効

果的に機能する大きさと形状，さらに車体に連結した支持ベ

ルト，排気孔などにより，前面衝突時のライダの運動エネル

ギーを効果的に吸収する（図３）． 

 

Fig.2 Large touring motorcycle equipped airbag system 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Deployed airbag 
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４．センサシステム性能 

本エアバッグは，縁石乗り越しや悪路，陥没路などを含む

通常走行，および一般的な取扱いによる衝撃では展開するこ

となく，ライダが二輪車の前方へ離脱するような前面衝突に

おいて展開することとした．また，ライダが到達するまえに

エアバッグの展開が完了することを基本とした．センサシス

テムは，フロントフォークに設置の左右 2 個の衝撃センサの

加速度をもとに図４に示す衝突判定をおこない上記の要求を

満たす．さらに，左右に各 1 個，合計 4 個のセンサによって

この衝突判定を二重におこない，信頼性を高めている． 

Fig.4 Decision flow for deployment. 
 

５．システムの作動プロセス 

図５に停止乗用車の側面への 50 km/h での衝突におけるシ

ステムの作動を示す．衝突開始からライダの運動エネルギー

吸収完了までの時間は，約0.15秒である． 

 

0 sec Impact begins 

 

Approx. 

0．015 

sec 

 

 

Collision recognized 
・Inflator activated 

・Inflation gas released 

・Lid opened 

・Airbag deployment begins 

 

Approx. 

0．06 

sec 

 

 

Approx. 

0．15 

sec 

 

Airbag deployment  

complete 
 

 

・Rider’s kinetic energy 

absorbed by airbag 

・Deflation via vents 

 

 

 

Rider kinetic energy  

absorption finishes 
 

 

Fig.5 System operational flow 

６．エアバッグの評価 

衝突時の二輪車の車体挙動は，衝突条件の違いにより大き

く異なるので，ライダ保護システムの評価においては，さま

ざまな衝突条件を考慮する必要がある．このような観点から

作成されたライダ保護デバイスの評価方法がISO 13232(2)であ

る．当社では，このISO13232の評価法に当社独自のテストも

加えて，本エアバッグシステムの評価をおこなった． 

以下に示すこれらの評価結果，本エアバッグシステムは妥

当な乗員負傷低減性能を有すると判断できた． 

６．１．ISO13232－実車衝突テスト 

ISO13232 に規定の７形態に，当社として設定した１形態を

加えた８形態の実車衝突テストの結果を図６に示す．ISO 

13232 に規定のライダダミー(AM50%ile）を使用した．直角前

面衝突（図中の A，B）に加え，二輪車がヨー運動を伴う衝突

（図中の C，D）においても展開したエアバッグによる有効な

ライダダミーの運動エネルギー吸収効果が確認できた． 

Fig.6 Result of full scale crash tests 
 

６．２．ISO 13232－コンピュータシミュレーション 

二輪車と相手車の衝突ポイント，衝突角度，衝突速度の組

み合せにより規定されている２００形態の衝突条件に対して

エアバッグ有無での負傷値の変化をコンピュータシミュレー

ションにより解析した．２００形態全体における負傷低減効

果として，各形態での全身負傷指標であるNIC値(Normalized 

Injury Cost)のエアバッグ有無による変化から総合平均ベネ

フィット（負傷低減効果）と総合平均リスク（負傷増加）を

求めた．NIC 値は ISO 13232 に規定されているダミー各部(頭

部，首部，胸部，腹部，脚部）の負傷を総合した全身の負傷

程度を示し，０で無傷，１で死亡相当である．また，本解析

では衝突開始からライダダミーの路面着地時までを含む衝突

全域でのNIC値を用いた． 

解析結果は，総合平均ベネフィット値が0.048，同リスク値

が 0.004 であった．本エアバッグが妥当な負傷低減効果を有

することが確認できた． 
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６．３．種々条件を考慮した評価 

６．３．１．ライダの体格違い 

AM95%ile，AM50%ile，AF5%ileの３タイプのダミーでスレッ

ドテスト（ΔV=50 km/h）をおこない，エアバッグの性能変化

の有無を確認した．これらの結果，３タイプのいずれのダミ

ーの場合も，二輪車の前方へ離脱することがなく，また表 1

に示すように傷害要件値を超える負傷値の発生はなかった． 

 

 

 

 

 

 

Table 1 Dummy injury indices in sled test results 
 

６．３．２．ライダ前傾姿勢時の展開傷害防止の確認 

ライダダミーの姿勢を「ライダが前方視界を確保できる限

界の前傾度(図７)」とし，AM50%ile，AF5%ileの両ダミーで静

展開テストをおこなった．これらの結果，表２に示すように

両ダミーとも傷害要件値を超える負傷値は計測されなかった． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Static inflation test with forward leaning 
AF5%ile-dummy. 

 
 
 
 
 
Table 2Dummy injury indices in static inflation tests  
 
６．３．３．二人乗り＆高速衝突 

ライダダミーにAM50%ile，パッセンジャダミーにAM95%ile

の二人乗りとした静止二輪車に，75 km/hで走行の乗用車を衝

突させて，強度的な要素も含めてエアバッグのライダに対す

る運動エネルギー吸収性能が維持されるかを確認した．ライ

ダダミーは，図８に示されるようにエアバッグとパッセンジ

ャダミーに挟まれる状況を呈したが，表３に示すように胸部

のAIS１(Abbreviated Injury Scale，AIS１が軽症，AIS 6が

死亡相当の６段階指標)以外，頭部，首部，腹部にAISでカウ

ントされる負傷値の発生もなく，運動エネルギーを吸収され

て二輪車上にとどまった．パッセンジャダミーは，前方に離

脱した．エアバッグは破損することがなかった． 

 

 

 

 

 

 

Fig.8. 75 km/h crash test with passenger  
 

 

 

Table 3 Dummy injury indices in 75km/h crash test 
 

６．３．４．ＳＵＶ車側面への高速衝突テスト 

実事故での本エアバッグの有効性を推察する一つとして，

車高1 720 mm，質量2 170 kgの静止SUV車の側面への75 km/h

実車衝突テストをエアバッグ有無について実施した．ライダ

ダミーはAM50%ileとし，一人乗りでおこなった．本テストの

結果，エアバッグ有無の両ケースとも相手車への頭部打撃が

発生したが，エアバッグ無での頭部AIS 5（瀕死）に対し，エ

アバッグ付では頭部AIS 2（中等症）であり，エアバッグによ

る有効な負傷低減効果が確認できた． 

 

 

 

Table 4. Dummy injury indices in 75km/h crash test 
(in to side of SUV) 

 

７．むすび 

本稿で紹介した以外にも耐久性，耐候性，商品性などを含

む多くのテスト確認をおこなって二輪車用エアバッグシステ

ムを完成し，2006年に世界初のエアバッグ搭載二輪車の量産･

販売を開始した．2007 年５月には，実際の衝突事故で本エア

バッグが展開し，運転していたお客さまは，ほぼ無傷であっ

たという情報を受け，多いに興奮した．万一の場合には役立

って欲しいエアバッグであるが，事故のないことが最善であ

る． 
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