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1．はじめに 

近年、国内の２輪車需要は残念ながら漸減傾向が続いて

いる。若年人口の減少や、原付免許新規取得者の減少などを

背景に原付第１種（５０ｃｃ）の需要減少が止まらないこと

が大きく起因している。しかし一方で、高速道路二人乗り解

禁や二輪車 ETC システムの導入など利用環境の改善により、

大型二輪車（４０１ｃｃ以上）の市場が堅調に推移するなど

明るい要素も見られる。 
需要の構造を見ると３０－５０代を中心とするコミュー

ティング（通勤・通学）需要は堅調である。また大型二輪車

においては「若い頃の夢をもう一度取り戻したい」と考える

レジャー志向のリターンライダーが顕在化してきているし、

お洒落な女性ライダーの増加も話題になっている。 
そう考えると以前との比較において最も元気がなくなって

いて、且つ今後の市場活性化の鍵を握るのは若者（特に男性）

ということになろう。そこで、若者を中心に推移してきた二

輪車（ここでは原付を除く中型以上の二輪車を対象とする）

のトレンド変遷を、文化・ファッションや価値観変化との関

連を切り口として捕らえ、求められる機能やデザインの変化

を振返ってみることにする。 
 

2．レーサーレプリカの時代 
二輪車の需要は８０年代に入り大きく伸張した。性能競争

がどんどん過激になっていった時代であり、馬力や最高速度

の高いバイクがもてはやされ、「レーサーレプリカ」と呼ば

れるカテゴリーが全盛であった。レーサーと同じ最新テクノ

ロジーが搭載されていて、スタイリングやカラーリング（メ

ーカーワークス）もレーサーそのままであることで羨望の眼

差しを浴びることができた。当時のバイクファッションはと

言うと、ブランドロゴをあしらいバイクとコーディネートし

た派手な革ツナギに身を包むのがステイタスであった。「バ

リバリ伝説」をはじめとするマンガの影響も少なからずあっ

たと思われる。 

世の中はバブル期が始まろうとしていた時代であり、若者

でも自由になるお金が増えてきていた。若者のファッション

においてお気に入りのＤＣブランドに身を固め、男らしさや

個性を主張していた当時の風潮との関連が伺える。 

Fig.1  YAMAHA RZ250 

Fig.2 YAMAHA TZR250 

Fig.3 YAMAHA FZ400R 

 

3．ネイキッドの時代 
性能一辺倒で進化していった「レーサーレプリカ」は８０

年代終盤には翳りを見せ、代わって「ネイキッド」と呼ばれ

るカウリングをまとわないオートバイ然としたカテゴリーが

台頭することになる。ストイックな性能至上主義に対するア

ンチテーゼとして発生し、気軽に楽なポジションで乗れ、ス

ポーツ性と快適性を併せ持った位置付けが受容れられた。普

段の街中使用においてより合理的であり、競争することを強

いらないバイクへ若者の志向はシフトしたのである。 

丁度バブルが崩壊し節約・無駄の排除といった意識が高ま

っていた時代であり、過度な高級消費から実質的・合理的な
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価値消費に移行していた背景と整合するように思われる。ま

たファッションにおいてもＤＣブランドに対する反動からカ

ジュアルファッション（紺のブレザーにストレートジーンズ

といった渋カジ）が流行したことなど、より自然体でリーズ

ナブルな志向への変化と整合している。 

Fig.4 ＹAMAHA XJR400 

 

4．多様化の時代 

９０年代前半からは「アメリカン」タイプが活況を呈する

こととなったが、決して「ネイキッド」が前述の「レーサー

レプリカ」のように終焉を向かえ、主役が移り変わった訳で

はない。アメリカン程ではなかったものの時を同じくして「オ

フロード（オン・オフ共用）」や「トラディショナル」とい

ったカテゴリーも盛り上がりを見せ、９０年代終盤まではま

さに多様化の時代と言っていいだろう。 

当時、アメリカンは大型免許が必要なクラスにしかモデル

がなく「大人のバイク」的存在であったが、４００ｃｃモデ

ルの投入で一気にブレイクした。肩肘張らないバイクとして

「ネイキッド」が売れたことは先に述べたが、「アメリカン」

はさらにスタイリッシュ且つワイルドで威張りも効き、お洒

落な普段着が似合うことがポイントだったと思う。 

Fig.5 ＹAMAHA Drag Star400 

一方、「トラディショナル」タイプも独自の価値観に共感

する若者に好評を博した。ビンテージスタイルと言えども古

臭さはなく、単気筒の味わいやシンプルさ故に長く付き合え

るというバイクとの絶妙な距離感があった。 

Fig.6 YAMAHA SR400 

Fig.7 YAMAHA TT250R 

文化背景を考えると、チョッパースタイルの「アメリカン

カルチャー」や、ロッカーズ、カフェレーサースタイルとい

った「ブリティッシュカルチャー」のわかりやすい憧れイメ

ージがあったと思われる。 

ファッション視点で見ると９０年代は音楽と密接に関係し

ながらいくつかのジャンルに分化しており、２輪の多様化に

影響を与えていると言えると思う。２輪は主にストリートフ

ァッションと強い関連があり、ある特定の志向を共有する集

団への帰属意識という点で、先のアメリカンやブリティッシ

ュ志向に通ずるものがある。 

 

5．ストリートカスタムの時代 

９０年代終盤からは、「ストリートカスタム」が急速に流

行し始める。カスタマイズと言っても性能を求めるものでは

なく、いかにお洒落にカッコよく自己主張するかに主眼を置

いたものである。これは若者の２輪に対するスタンスが根本

的に変わったことを暗示する現象だと言える。バイクは若者

にとってファッションアイテムの１つになった訳で、これま

ではバイクありきでユーザーがバイクに合わせてきた消費ス

タイルであったが、いよいよユーザーが主役となり自分のラ

イフスタイルにあうようにバイクを仕立てていく消費スタイ

ルに変わったのである。そのような背景でストリートバイク

に求められた要素は、性能は高くなくともスタイリッシュで

扱いやすく且つ何と言っても自分流にカスタマイズがしやす

いことであった。ＴＶドラマでキムタクが当時の代表モデル

とも言える当社の「ＴＷ２００」に乗ったことでブームは一

層加速していった。 

 

Fig.8 YAMAHA TW200 

ファッションに目を向けると若者の間では依然ストリート

ファッションが主流だったが、中でも６０年代から７０年代

のアフロ・アメリカンやヒスパニック系黒人文化から生まれ

たヒップホップファッションが隆盛を極めた。ダボダボの服
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にど派手なアクセサリーというファッションだけでなく、社

会に対する不満をダンスや音楽で表現するというスタイル・

生き方に共感した若者が多かったのであろう。自分流のスタ

イルに仕立てる意味でストリートバイクが支持されたのだ。 

 

6．ビッグスクーターの時代へ 

排気量（＝性能）を基軸にしたバイクの優劣の概念が崩壊

したことで、車検がなく合理的な軽二輪（２５０ｃｃクラス）

のメリットがクローズアップされるようになり、２０００年

から需要は大きく伸張していった。その原動力はもちろんビ

ッグスクーターの躍進である。ブームとなったストリートモ

デルは急速にその勢いを失うことになった訳だが、いくつか

の要素が考えられる。数が出回り個性化・他人との差別化が

難しくなったこともあるだろうが、やはり本質的にはストリ

ートの項で述べた「バイクのファッションアイテム化」「ラ

イフスタイル中心のバイク選定」という価値観変化に対して

ストリートバイクが究極の選択ではなかったということだと

思う。 

 

Fig.9 YAMAHA MAJESTY-C 

Fig.10 YAMAHA MAXAM 

スクーターは４輪のようなエクステリアとインテリアの概

念があり、ＭＣ（モーターサイクル）と比較してカスタマイ

ズの幅が更に広い。また、ＡＴトランスミッションは利便性・

快適性だけでなく、ストリートファッションにおいて非常に

重要なアイテムであるスニーカーをギア操作で傷つけたり、

汚したりしなくてよいというベネフィットをももたらした。

さらには、彼女や友人など大事な人とのタンデム（二人乗り）

での移動をより快適にしたいという欲求の高まりに対して、

シートが大きくクッション性もよいスクーターが支持された

のもうなずける。足乗せスペースや前部のプロテクションが

あることで、多少の雨風は凌げ服装の自由度が飛躍的に向上

したし、近未来的でお洒落なスタイリングはどんなファッシ

ョンにもマッチした点も大きい。若者のライフスタイルや価

値観のソフト化は、必然的にビッグスクーターを選択するこ

とになった訳である。 

 

7．ビッグスクーターの今後 

ここまでカテゴリーの変遷を述べてきたが、２輪業界にお

けるブームは７～８年の周期で盛衰を繰り返すと言われてい

る。とするとビッグスクーターもそろそろ終焉か？となる訳

だが、このビッグスクーターの流行は単純なそれまでのＭＣ

の流行の延長上にはないのではないかと個人的には思う。そ

れはスクーターにはＭＣにない「実用性」があるからである。

お洒落で所有感もあり、実用性もあって、週末のＦＵＮ要素

も持ち合せた非常にリーズナブルでバランスの良い２輪なの

である。従ってユーザーは様々な使用シーンにおいてそのベ

ネフィットを享受でき、単なる流行廃りとは次元の異なるム

ーブメントと捉えることも可能ではないかと思うのである。 

ビッグスクーターの購入層は非常に幅広く、２０代に偏重

していたストリートモデルとは大きく異なる。これはビッグ

スクーターのトレンドが決して若者だけのものではないこと

を意味している。元々、ビッグスクーターは言葉は悪いが「オ

ヤジの乗り物」であったのだが、カスタマイズすることでそ

れを若者仕様に変え、差別化することで、結果的に共存が可

能になったのである。 

登録推移を見ると２００６年から減少傾向にあるが、これ

は都心部を中心とする違法駐車の取締り強化の影響が大きい

と思われる。交通渋滞を回避し快適に速く経済的に移動が可

能な２輪のメリットが活きなくなっているのだ。勿論機能開

発の加熱による高価格化の要素もあり我々メーカーも大いに

反省すべき点がある訳だが、やはり駐輪場設置等の使用環境

整備が進めば状況は徐々に好転すると思うし、そうしなくて

はならないと思う。 

 

8．さいごに 

話の取留めがなくなってしまったが、もう一度冒頭に話を戻

すと、我々の国内２輪市場における課題認識の１つに若者の

２輪離れがある。若者のパーソナルモビリティに対する関心

が薄れつつあるとよく言われる。確かに公共交通機関の発達

している都心部で敢えてパーソナルモビリティを所有する理

由が見つからないのかも知れない。また、関心はあるものの

ファッションや飲食、携帯電話や多様化する趣味等と比較し

プライオリティが低く視野に入ってこないのかも知れない。

過去、これまで述べたように若者はそれなりの理由があって

２輪に乗ってきたし、その価値観変化に伴い２輪もその機能

やカタチを変えてきた訳だが、決してビッグスクーターがそ

の終着駅ではないし、ハードだけではなくソフトも併せて新

たな提案をしていく必要がある。その意味でターゲットとな

る若者と交流する機会を多く設け、２輪に対する期待や要望

などを吸い上げていきたいと思う。 
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