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ＧＳＸ1300R ハヤブサの開発 

                   

スズキ株式会社 2 輪技術本部二輪カーライン 飯尾浩士 

 

 

 

 

1. はじめに 

GSX1300R ハヤブサは、「アルティメット スポーツ」（公道に

おける、究極のスポーツバイク）というコンセプトを基本に開発

した。GSX1300R では、スポーツバイクに求められる基本性能

（走る・曲がる・止まる）を高めながら、特に、 

①クラス 大の出力 

②操縦安定性に優れたバランスの良い車体 

③優れた空力特性 

④扱い易さ  

を追求することにより、コンセプトの具現化を図った。そして、

GSX1300R は、1999 年の発売以来、多くのユーザーに支持さ

れ、スズキのフラッグシップモデルとしての地位を築くことがで

きた。2008 年には、普遍のコンセプトのもと、さらなる進化を目

指し、フルモデルチェンジを行った。GSX1300R は、10 年以

上にわたり、高い人気を維持しており、「アルティメット スポー

ツ」というコンセプトがユーザーに受け入れられた結果と考え

ている。 

 

２. 初期型GSX1300R 

初期型 GSX1300R （図１） は、二輪市販車 大のパワーを

持ちながら、扱い易さを兼ね備えたモーターサイクルとして、

高い評価を得た。 

 

図 1 GSX1300R 初期型 

 

 

２-1 エンジン 

エンジンはスーパーバイクレース用７５０ｃｃエンジンをベー

スとして排気量を拡大し、各部をリファインしたものであり、レ

ーシングエンジンなどで採用されている技術を集大成したも

のである。当時は GSX−R1100 がスズキのフラッグシップスポ

ーツとされており、その直列 4 気筒エンジンは 大出力

111.8kw/10,000rpm、 大トルク 114.7Nm/ 9,000rpm であった。

それを GSX1300R のエンジンは出力とトルクで完全に超越し、

大出力 128.7kw/9,800rpm、 大トルク 138.2Nm/7,000rpm

を発揮した。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 GSX1300R 初期型エンジン 

 

２-２ 車体 

フレームは軽量高剛性化のために も有利な形状であるア

ルミ製ツインスパータイプで、既存機種に対して剛性を１５％

アップした。また、加速時と高速走行時の安定性向上のため、

車体重量の前後輪分担比は前輪のウエイトを高めて、前：後

＝５１：４９とした。タイヤはフロント１２０／７０ＺＲ１７、リヤ１９０／

５０ＺＲ１７で、これは高出力エンジンの走行を実現するために

実走行テストを重ねて開発されたものである。フレーム・サス

ペンション・タイヤの改良により、操縦安定性に優れた車体を

実現した。 

２-３ 空力特性とスタイリング 

初期型 GSX1300R では、空気抵抗の低減に大変な時間を

費やした。車体の空気抵抗を小さくするには、できるだけ凹凸

がなく、また、切れ目がなくてきれいにつながった表面形状に

することが重要であるが、基本的に連続した滑らかな表面形

状の四輪車と違い、二輪車はハンドルやタイヤの露出、そして
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ライダーの影響など、面の切れ目と凹凸が多い。ライダーに、

車体にへばりつく様な、きついライディングポジションを強要

すれば、空気抵抗はかなり低減できるが、それではライディン

グの快適性が失われてしまう。そこで、ライディングポジション

を犠牲にすることなく、ウインドプロテクションと空気抵抗を同

時に考慮し、これらを高い次元でバランスさせるため、これま

で蓄積してきた多くのデータを反映させると共に、多数の風洞

実験を繰り返し（図 3）、カウリングやウインドスクリーンの細部

にわたる形状、そして、ライディングポジションを決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図 3 風洞実験 

 

これにより、車体とライダーがあたかも一体となった様なイメー

ジを実現する車体形状を作り出す事ができた。この結果、Ｃｄ

Ａ値は横幅の小さい代表的な二気筒エンジンのスポーツバイ

クに対しても８％程度向上した。 

1999 年 GSX1300R が 初に登場した時、そのスタイリング

はジャーナリストや二輪愛好者の間で賛否両論が巻き起こり、

不格好とも、理解不能とも言われたが、その空気力学に基づく

革新的なスタイリングは、多くの熱狂的なファンから支持される

ことになった。 

 

３． 2008 年型 GSX1300R 

2008 年型GSX1300R (図４) は、開発コンセプト 「アルティ

メット スポーツ」の更なる進化を目指し、初期型 GSX1300R を

基本として開発した。 

 

 図４ 2008 年型 GSX1300R 

 

３-１ エンジン 

エンジンは初期型GSX1300Rを基本として、回転数を上げ

ることなく出力アップを図った。ボア・ストロークについ

ては、81mmのボアは変えずにストロークを2mm伸ばし65mm

とし、排気量を1,340cm3とした。特に、これまで地道に積

み上げてきたメカロス低減技術と最新のエンジンマネージ

メントシステムにより、高出力と扱い易さの両立を図った。

エンジン外観を図5に、エンジン主要諸元を表１に示す。 

 

      図５ 2008 年型 GSX1300R エンジン外観 

 

 ＧＳＸ１３００Ｒ 

（2008 年型） 

ＧＳＸ１３００Ｒ 

（初期型） 

エンジン形式 並列４気筒４サイクル 

内径×行程 ８１×６５ｍｍ ８１×６３ｍｍ 

排気量 １,３４０㎝ 3 １,２９９㎝ 3 

圧縮比 １２．５ １１．０ 

高出力(kW/rpm) １４５/９,５００ １２８．７/９,８００ 

大ﾄﾙｸ(Nm/rpm) １５５/７,２００ １３８．２/７,０００ 

バルブ駆動方式 チェーンドライブ、ＤＯＨＣ 

ＩＮバルブ傘径 ３３ 

ＥＸバルブ傘径 ２７．５ 

ＩＮ 大リフト量 ９．０ ８．８ 

ＥＸ 大リフト量 ８．６ ７．５ 

バルブ材質 チタン 鉄 

燃料供給装置 フューエルインジェクション 

スロットルボア ４４ ４６ 

インジェクター数/気筒 ２ １ 

排気集合方式 ４－２－１－２ 
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表１ エンジン主要諸元 

 

３-１-１ メカロス低減 

2008 年型 GSX1300R は、往復運動部の軽量化・ポンピング

ロスの低減・摩擦係数の低減といった地道なメカロス低減技術

を盛り込み、目標出力を達成した。 

（１）シリンダ 

シリンダは、高い放熱性、優れた耐久性と耐磨耗性で定評

の あ る 、 SCEM 高 速 メ ッ キ 処 理 （ Suzuki Composite 

Electrochemical Material）を施した。そして、シリンダスカート部

を U 字型に大きく切り欠いた形状とし、ピストン下降時のクラン

クケース内の圧縮空気を、切り欠き部から隣のシリンダー（ピス

トンは上昇中）に逃がし、ポンピングロスを低減した。（図６） 

 

図６ シリンダ 

 

（２） ピストン、ピストンリング 

アルミ鍛造ピストンは、ピストンスカートの短縮を図り、高さを

低減した。また、ピストンクラウン形状の見直しにより、コンパク

トな燃焼室を実現し、圧縮比は、初期型の 11.5：1 に対して

12.5：1 を実現した。さらに、ピストンピン径を 18mm とすること

により（初期型は 20mm）ピストン 1 個あたり 5g の軽量化ができ、

往復運動部の軽量化を図ることができた。 

アッパーコンプレッションリングとオイルコントロールリングは、

窒化クロムを真空室内で表面に付着させるイオンプレーティン

グ処理（PVD製法）を施した。これにより、通常のクロムメッキに

比べ、より均一なメッキ層の厚みと滑らかな表面にすることが

でき、フリクションロスとオイル消費量を低減した。（図７） 

 

   図７  ピストン、ピストンリング 

 

（3） バルブ 

バルブ材質は、耐熱鋼からチタンに変更した。これによりイ

ンテークバルブは 1 本あたり 14.1g、エキゾーストバルブは

11.7g と、大幅な軽量化を実現した。バルブリフト量を増加しな

がらも、往復運動部の軽量化により、メカニカルロスの低減と、

出力の増大を図った。（図８） 

（４） ブリーザーリードバルブ 

クランクケース内の背圧をエアクリーナーへ逃がすブリーザ 

ーシステムに、リードバルブを設け、吸気脈動がクランクケー

スに逆流することを防止した。これにより、ポンピングロスを低

減した。 

 

     図８  チタン製バルブ 

 

３-１-２ エンジンマネジメントシステム 

2008年型GSX1300Rは、 新のエンジンマネジメントシステ

ムを備えており、32bit CPUと大容量1024kBのROMを搭載し

たマイコンによって制御している。 

（１） SDTV（スズキ・デュアル・スロットル・バルブ） 

2008 年型 GSX1300R は、44mm 径テーパー形状のダブル

バレル型スロットルボディに、SDTV（Suzuki Dual Throttle 

Valve）採用した。 
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SDTV は各スロットルボディーバレル内に 2 個のバタフライバ

ルブを備えている。メインスロットルバルブは、ライダーの操作

するスロットルグリップと連動している。サブスロットルバルブ

は、エンジン回転数、ギヤポジション、メインスロットルバルブ

開度に基づき、ECM（Engine Control Module）が 適な開度を

計算、モーター駆動で制御する。 

（２） フューエルインジェクションシステム 

各スロットルボディには、軽量コンパクトな 12 ホールインジ

ェクター（初期型は 4 ホール）を２個装着した。より細かな霧化

により、燃焼効率の向上と低燃費を実現した。すべての状況

下で作動するプライマリインジェクターは、30°の急角度でイ

ンテークポートに噴射する。良好な霧化とスロットルレスポンス

に貢献している。セカンダリインジェクターは、サブスロットル

バルブに向け噴射し、高回転・高負荷時に作動する。（図９） 

プライマリインジェクターの噴射時間（エンジンへの燃料供給

量を決定する）は、エンジン回転数、吸気圧、およびスロットル

開度に基づき ECM が算出する。セカンダリインジェクターの

噴射時間は、エンジン回転数とスロットル開度に基づき算出す

る。 

（3） ISC（アイドル・スピード・コントロール） 

スロットルボディに設けられたバイパス通路のエア流入量を、

冷却水温を基に ECM が演算し、ISC（Idle Speed Control）バル

ブを自動制御する。寒冷時のスムーズな始動や、様々な状況

下において安定したアイドリングを実現する。 

 

初期型 GSX1300R  2008 年型 GSX1300R 

ボア A     42mm           44mm  

ボア B     46mm 52mm 

長さ C     90mm 90mm 

 

       図９  スロットルﾎﾞﾃﾞｨ比較図 

 

（４） S-DMS（スズキ・ドライブ・モード・セレクター） 

2008 年型 GSX1300R には、右ハンドルバーのスイッチによ

って、3 つのエンジンコントロールマップを選択できる S-DMS

を搭載した。様々な走行状況の中でユーザーの好みに応じ、

A、B、C の異なる出力特性が選択できる。エンジンは常に A

モードでスタートし、モードスイッチを押すごとに順次切り替わ

る。各モードの内容は下記の通り。（図１０，１１，１２） 

A モード： すべてのスロットル開度においてフルパワーを

発揮し、俊敏なスロットルレスポンスとした。 

B モード： A ﾓｰﾄﾞより、ﾞリニアなパワーカーブとし、スロット

ル全開時においてやや出力を抑えた特性とした。 

C モード： B モードより、もさらに出力を抑えた特性とした。 

 

 

図１０ S-DMS ﾓｰﾄﾞ切り替えスィッチ  

 

 

図１１ S-DMS ﾓｰﾄﾞ表示部 

 

            図１２ 出力特性イメージ 

 

３-２ 車体 

 車体は、初期型 GSX1300R 基本とし、操縦安定性と制動性

能の向上を図った。 

（１） フレーム・スイングアーム 

2008 年型 GSX1300R は、定評のある初期型 GSX1300R の

ツインスパーアルミ合金フレームとスイングアームを基本に開

発した。操縦安定性の向上のために、ホィールﾍﾞｰｽとキャスタ

ーを変更するとともに、スイングアームの捻じれ剛性を 10％ア

ップし、バランスの良い車体を実現した。（図１３） 
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 図１３  車体外観 

（２）サスペンション・タイヤ 

フロントフォークは、インナーチューブ径43mmのKYB製倒

立タイプで、DLC（Diamond-Like Carbon） 処理を採用し、表

面の均一化とフリクションロスの低減を図った。スプリングプリ

ロード、伸側・圧側減衰調整が可能である。リヤサスペンション

は、KYB製で、スプリングプリロード、伸側・圧側減衰調整が可

能である。タイヤは、高性能なブリヂストン製で、フロント

120/70ZR17 MC、リヤ 190/50ZR17 MC である。フレーム・スィ

ングアームとこれらのパーツを調整することにより、操縦安定

性の向上を図ることができた。ただし、目標達成までには、走

行試験の繰り返しによる長期間の地道な改良テストが必要だ

った。 

（３）フロントブレーキ 

フロントブレーキキャリパーは、TOKICO 製対向アルミ 4 ピ

ストンを採用した。ラジアルマウントとすることにより、優れた制

動力を実現した。これにより、フロントフローティングディスクは、

従来型の直径 320mm から直径 310mm に小径化、 厚さも

5.5mmから5.0mmとすることができた。これにより、バネ下重量

の低減によるサスペンション性能が向上した。 

３-３ 空力特性とスタイリング 

風洞実験によって裏付けられた初期型 GSX1300R のスタイ

リングは、空気抵抗とライダーのウインドプロテクションにおい

て、非常に優れていた。2008 年型 GSX1300R では、それを超

えるという目標を立て、風洞実験を繰り返した。特に、ライダー

のウインドプロテクションを向上させるために、通常のライディ

ングポジションから伏せ姿勢まで、ライダーを取り巻く空気の

流れを観察し、スタイリングデザインに反映させた。（図１４） 

 

         図１４ ウインドプロテクション 

 

フェアリングは全体的にややワイドにし、ライダーの膝、肘、手、

足を流れる風圧を低減した。ウィンドスクリーンは、上部エッジ

の形状を見直し 15mm 高く、サイドフェアリングとの取り付けボ

ルトをなくし、風の流れをよりスムーズにした。また、ライダー

の伏せ姿勢に対応するため、フュールタンク上部を低く設定

した。フェアリングに内蔵された力強いフォルムのターンシグ

ナルは形状が見直され、テールセクションのターンシグナル

まで流れるラインは、ジェットエンジンを連想させるものとなっ

た。 

 

４． おわりに 

  GSX1300R ハヤブサは、常にその時代において、「アルティ

メット スポーツ」というコンセプトにふさわしいスポーツバイク

でなければならないと考える。これからも、社会の要求に適合

しながら、ユーザーにとって、真に楽しめる性能を持ったスポ

ーツバイクとして存在し続けるように、進化させていきたい。 
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