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全日本モトクロスレースにおける 

データ計測について 

 

中山 洋一 （ヤマハ発動機株式会社 車両実験部 プロジェクト車両グループ） 

 
1． はじめに 

全日本モトクロス選手権は、世界選手権、AMA モトクロスと同様、

自然の地形の中にテーブルトップ （頂上が平らなジャンプ台） や

フープス （ほぼ等ピッチの連続ギャップ） などの人工セクションを

設けたクローズドの周回コースで行われ、決勝は 30 分＋1 周の 2

ヒート制のモトクロス競技である。 

現在は国際 A 級のライセンスを持ったライダーが参戦できるク

ラスとして IA1 と IA2 の 2 クラスが設定されており、IA1 は国内最高

峰として位置づけられている。 

 

Fig.1 全日本モトクロスレース（IA1） 

 

当社は、市販モトクロス車両として YZ シリーズを開発しており、

レースを先行開発の場、あるいは市場評価の場として、新機構/

構造のテストを行い、課題の抽出/改善を繰り返しながら技術を高

めていき、仕様を確立、その新しい技術/仕様を、モデルに採用

する、というスタイルを継続してきた。 

メディアへの露出や観客動員数の面では、AMA スーパークロ

スシリーズが有名だが、AMA での使用マシンは市販車ベースと

なり改造範囲が限られるために、上記のような先行開発には改造

範囲の広い全日本モトクロスが最適と考えて、開発チームでの参

戦を続けている。 

 

2． モトクロス車両のレース実走データ計測 

モトクロス車両に限らず、2 輪車の開発では、コンポーネントテ

スト（エンジン単体でのベンチテストや、各種台上評価）やテストコ

ースでの実走行テストが繰り返し行われる。 

コンポーネントテストにおいては、結果は数値として得られるの

で、仕様別、年度別の比較も容易である。 

それに対して、レースなどの実走行テストでは、結果はこれまで

主にライダーのコメントとして得られるものであった。 

開発者は、自身やライダーの経験から、そのコメントをエンジン

回転数や、スロットル開度、サスペンションストロークなどに置き換

えて評価してきたが、実際の数値を知りたい、という要望は強く、

実走でのデータ計測が望まれてきた。 

 

実走でのデータ計測は、4 輪車はもとより、2 輪車でもロードレ

ースの分野では、早くから実用化されていて、2 輪ロードレースの

最高峰である MotoGP では、計測チャンネルは 100ch を超え、車

両に搭載するセンサ類も数十個におよんでいるのが現状である。 

 

一方、モトクロス車両では、下記のような課題によりデータロガ

ーや各種センサ類の搭載が進まなかった。 

 

2.1. モトクロス車両のデータ計測での要求用件 

a.耐衝撃性の要求 

ギャップ走行やジャンプの着地で、車体には数十 G を超えるよ

うな大きな衝撃が常に加わっており、搭載機器には高い耐衝撃性

が要求される。  また、オフロードコースでの走行条件から、耐水

性、耐塵性も厳しい要求となる。 

b.軽量、コンパクトさの要求 

レーサーとしての軽量シンプルな車体構成のため、機器の搭

載場所が限られている。  それはデータロガーのみにとどまらず、

各種センサからの配線も同様に配置が困難である。 

またグラム単位で軽量化を図っている車両に、追加の重量物を

搭載することで、ウエイトバランスが崩れることも懸念される。 
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c.センサ性能の要求 

特にサスペンションストローク計測には、大きな測定レンジのセ

ンサが必要となる。  たとえば、フロントフォークは 300mm を超え

るストローク長を持つので、使用可能なセンサが限られる。  ま

たその速度は、ジャンプ着地で 10m/s を超えることがあり （通常

のロードモデルでは、1m/s レベル）  取り付けを工夫しないと簡

単に破損してしまうことになる。 

弊社では上記の課題に対応するために、モトクロス車両用デー

タロガー本体の開発から着手し、現在、レースでの計測に使用し

ている。 

 

2.2. モトクロス車両用データ計測システムについて 

a.の耐衝撃性については、データロガー内に可動部をなくすこ

とはもとより、データ記憶部を基盤一体化し、全体を樹脂モールド

することで耐水性、耐塵性の向上も図りつつ信頼性を高めてい

る。 

b.の軽量コンパクトさについては、データロガーを極力小型軽

量化し、後で述べる FI 仕様車では、データ計測の多くを CAN  

（Controller Area Network）  による転送として、配線の簡略化を

図っている。 

 

＊CAN によるデータ転送とすることで、従来、データ 1 種あたり

電源を含め最低 3 本の配線が必要となっていたところを、複数の

データを CAN-Hi/CAN-Lo の最低 2 本、電源を含めても 4 本の

配線でまとめることができ、簡略化に大きく貢献している。 

 

モトクロス車両でも、ここ数年はキャブレタに置き換わって FI（電

子制御燃料噴射）化が進み、ECU（Engine Control Unit）によるエ

ンジン関連情報の把握により、データの一元化が可能となってい

ることも、配線類の簡略化につながってきた。 

c.のセンサ性能の要求については、テストコースでの使用では

問題ないレベルは達成できている。  が、特に車体の動き関連

センサについては、次項に述べるように、レース使用に耐えうるた

めには、センサの内蔵化などの進歩が必要と考えられる。 

 

ここでは、YZ 開発チームで参戦している全日本モトクロスでの

実走データ計測を行うことで、ライダーコメントと実際の数値との相

関を取り、課題の抽出/改善の精度を高めることを目標として取り

組んでいる内容の一部を紹介する 

 

Fig.2 データロガーと、データダウンロード状況 

 

3. 全日本モトクロスレースでのデータ計測 

3.1. レースでのデータ計測における課題 

実走データ計測に対する技術的な課題は少なくなってきてい

るが、レースでのデータ計測ではモトクロスレースの特殊性を考

慮する必要がある。 

モトクロスレースでは、ロードレースと異なり、不整地路面走行

により車両の挙動が不安定な上に、マシンコントロールのために

ライダーの動きが非常に大きくなる。  また轍などでの （タイヤ

以外の） 車体と路面との接触も頻発し、さらに前車からの飛び石

なども多い。  このような状況では、車体やライダー、路面などと

の接触で長大なストロークセンサなどが破損することも考えられる。  

このように、破損したセンサ類により問題を生じないように、また、

ライダーの動きを制限しないように検討して、レースでのデータ計

測に当たっては、いくつかの計測は除外することとした。 

 

 

Fig.3 コースにできる轍（わだち） 

（雨天ではもっと深い轍ができる） 
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3.2. 計測項目 

計測候補の項目としては、 

・車両全体として、 

 ラップタイム（ラップトリガ→ゴールライン通過時の信号）  

 前後輪車速（モトクロス車両にはスピードメータがない） 

・エンジン関連項目として、 

 エンジン回転数（モトクロス車両にはタコメータがない） 

 スロットル開度 

 ギアポジション（＋クラッチの使用状況） 

 点火時期 

 （FI の場合） 燃料噴射タイミング、燃料噴射時間 

・車体関連項目として、 

 前後のサスペンションストローク 

 前後のブレーキ油圧 

 各部に発生する応力、ひずみ 

などが挙げられるが、実際には信頼性、重量面を考慮して先に

述べたように、必要最小限に絞らざるを得ない。 

開発チームの初期の目標としては、エンジン関連のデータ計

測を行い、ライダーのコメントとエンジン使用領域の相関をとること

で、開発へのフィードバックを図ることとした。 

 

3.3. ラップトリガと車速 

実走データの計測においては、得られたデータを有用なものと

するために位置情報が重要である。  ライダーは、現象をコメン

トする中で 「○○ラップ目の、コース上のこの位置で」 と指定す

ることが多いので、相関するデータをいち早く見つけるためには、

計測データと位置情報の関連付けが必要となる。 

開発チームでは、初回走行時に、コースマップを作成しておき、

ラップトリガから車速と経過時間でコース上の位置を把握している。  

そのため、車速の計測が必要となるが、ロードレースなどのように

車輪のブレーキディスクの穴などを磁気センサで検出し、回転数

を得てタイヤ外径から車速を演算するシステムでは、センサや配

線の破損が考えられるので、GPS を利用している。  GPS そのも

のの位置情報を使っての解析も行えるが、測位条件によって得ら

れる位置情報の精度が安定しないので、位置情報から演算され

た車速を使用している。 

 

Fig.4 コースマップの 1 例 

（カラースケールは、GPS 車速の分布を表している） 

 

3.4. エンジン関連データ 

2009 年の IA1 クラスでは、前半戦はキャブレタ仕様、後半戦は

ニューモデルの FI 仕様での参戦となった。 

FI 仕様の場合、エンジン関連データのほとんどを ECU から直

接データロガーに入力することができ、さらに GPS やデータロガ

ー駆動用の電源も車両から供給できるので、外部バッテリが不要

となり、かなりシンプルなシステムとすることができた。 

IA2 クラス （キャブレタ仕様車） や、IA1 でも前半戦では、エン

ジン回転は点火コイル 1 次線のパルスをカウントし、スロットル開

度やギアポジションは、それぞれキャブレタやシフトカムに取り付

けたポテンションメータからの電圧変化をアナログ値としてデータ

ロガーに入力している。 

 

 

Fig.5 全日本モトクロスレースでのデータの 1 例 

（大きいジャンプのあるセクションのデータ、ジャンプ離陸時の

スロットルの扱い方、空中での時間やエンジン回転の落ち込み度

合いなどが読み取れる） 
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4. レースでの実走データ計測で得られるもの 

実走のデータ計測により、ライダーのコメントとエンジンの使用

領域の相関をとることができるようになる。 (モトクロス車両には、

スピード/タコメータは無い。)  すなわちライダーのコメントする

「エンジン回転の中速」が4000rpmなのか、6000rpmなのか、「スロ

ットル開け始め」が開度10%までなのか、20%までなのか、そんな基

本的なところでも、意外とデータとコメントが異なることがあり、相関

性の精度向上につながっている。 

 

 

Fig.6 コースマップ活用の 1 例 

（コース上でのギアの使い方と、そのセクションの最高速、エン

ジン回転から、その設定ギアの妥当性を検証する） 

 

Fig.6 は、コース上での使用ギア段数とそのセクションの最高速、

エンジン回転を表したもので、この図からは、ギアレシオ設定の妥

当性が検証できる。 

また、このデータを基にしたライダーとの会話の中で、 「このコ

ーナー立ち上がりのシフトアップのポイントは、もう少し先にしたほ

うが、エンジン回転を有効に使えるのでは？」 というような走り方

の検証にも使うことができる。 

 

計測によって得られるデータは、そのままでも有用であるが、演

算処理をすることでさらに活用範囲が広がる。  たとえば、スロッ

トル開度を微分することで、開度速度の把握が可能で、ライダー

の要求するスロットルレスポンスに応じた台上テストへの置き換え

に展開することができる。 

 

 
 

 
Fig.7 コースキャラクタの解析の例 

 

 

Fig.7 は、異なるコースでの 1Lap のスロットル開度とエンジン回

転数の頻度をグラフ化したものである。 

これから、下記のような考察ができる。 

 

上のグラフのコースは、 

・ エンジン回転はほぼ全域にわたって使われているが、スロッ

トル開度に比例した成分 （下のグラフには顕著に現れる） 

が少ない。 

→路面グリップが悪く、スロットルを開け続ける場面が少ないこと

が推測できる。 

・ スロットル開度は全閉状態がもっとも多く、そのときのエンジ

ン回転も低い。 

→コーナーの立ち上がり状態よりも、コーナー進入でのブレーキ

ング状態が長いコースだと推測できる。 

 

対して、下のグラフのコースは、 

・ エンジン回転は、スロットル開度の大きいエリアでは、スロット

ル開度と比例した動きが多い。 

→路面グリップが良いか、高速のコーナーが多いと推測できる。 
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・ スロットル開度は全閉状態が少ない。 

→これもコーナー進入でのスピードの低下の少ないレイアウトコ

ースだと推測できる。 

 

このように、モトクロスでは、コースレイアウトだけでなく、土質や

そのコンディションにさまざまな条件があり、データからコースのキ

ャラクタを推測することも可能である。 

 

5． 最後に 

実走のデータを計測するに当たって、もっとも懸念される課題

は、重量増である。  レース車両として 1g でも軽量化したい車両

に、計測器 （場合によってはバッテリも） を搭載することは、ライ

ダーやメカニックに対して心苦しいものがある。  機材の小型軽

量化はもとより、搭載場所もハンドリングへの影響の少ない場所を

検討していきたいと考えている。 

データ計測により現象を数値化、定量化できたとしても、あくま

でライダーのコメントがもっとも正しいものであることに変わりはな

い。  ライダーのコメントとデータに相関が取れないときには、デ

ータ解析が不十分ということであり、データ計測/解析システム、解

析手法の更なる改良が必要ということである。 

 

一方、ライダーからは 「これまで感覚に頼っていたデータが数

値化されることで、コメントの校正ができて助かる。」 との声もある。  

これは、車両開発ではないが、ライダーがデータを見ながら、自

身の走り方の検証をする使い方である。 

 

これらの計測データが、ライダー/エンジニア間の共通言語とし

てのみならず、一般ユーザーの間でも使える日はそう遠くないの

ではと推測している。 

今後も、ライダーコメント、すなわちユーザーの感じることを第

一に、最後にデータの姿勢を忘れないように、計測/解析システム

の改良を進めていきたい。 


