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1.はじめに 

 私は 2011 年から 2012年の２年間，二輪

車の運動特性部門委員会下に組織されたワ

ーキンググループ（WG）が実施した二輪

車の定量的な評価手法構築におけるデータ

取得の実験に携わりました． 2011 年度学

部４年時には，主に計測要員及び実験車両

作成に携わり，2012年度は大学院生の代表

として，計測要員，実験車両作成及び走行

実験の運営を担いました．これら走行実験

を通して学んだことを以下にまとめます． 

 

2.活動目的 

二輪車の車両運動における評価は，これ

まで熟練したテストライダによる主観評価

が中心となっています．さらに，その評価

は各メーカ毎に行われ，必ずしも定量的に

車両評価が行われている訳ではありません．

そこで，WGの目的は，二輪車の運動特性

を定量的に解析するために必要なデータ取

得を行うことです。WG内で共有可能な解

析手法構築を行うため，各メーカ共通の評

価手法構築のために、各メーカからテスト

ライダを４名出して頂き、検討を行ってい

ます．今回は，2012 年の 2月 26～27 日に

行われた走行実験に参加した体験をご紹介

します． 

 

図 1:テストコース(旋回試験場) 

 

図 2:実験車両 A(CBF1000 ) 

 

図 3:実験車両 B(FZ1 FAZER) 

 

図 4:実験風景 
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3.実験準備に関して 

今回打ち合わせの結果決まった実験車両

の数は大型バイク 2 台で試験内容は，定常

円旋回試験・レムニスケート試験でした．

特に，実験は複数台の車両で複数の試験を

行う必要があったため大変苦労しました．

具体的なスケジュール作成の際には，テス

トライダの方にどのような順番で乗って頂

くかを決めました．また，そのスケジュー

ルは数多くの条件をこなすために，分単位

のスケジュール構成となりました．また，

車両製作に関しても，車両 2台共に日本大

学にて製作しました．また，計測器ステー

製作及び取りつけをWGメンバーの本田技

術研究所の手塚氏，宮岸氏にご協力頂きま

した． 

 

4．計測機器に関して 

 まず実験に使用した車両運動計測機につ

いて説明します．主にポテンショメータ，

車速計，ジャイロセンサ等を用い，それぞ

れ，操舵角・前後方向速度・横方向速度・3

軸方向加速度・3 軸回りの角度及び角速度

を計測しました．続いて，人間による制御

入力を計測する機器について説明します．

主に，ステア 6 分力計・シート 6分力計を

用い，それぞれ 3軸方向の力と 3軸回りの

モーメントを計測しました．また，車両軌

跡を計測するため，GPSアンテナ及び補正

機を搭載し，緯度・経度・高さを計測しま

した．これらの計測機器を使用して，実験

当日はそれぞれのコースを走行し，各デー

タ収集を行いました． 

 

 

 

図 5:搭載した計測機器(車両 A) 

 

 

図 6:搭載した計測機器(車両 B) 
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5．理論的展開 

以前から，二輪車の特性は，車両の特性

を等価的に評価するステア特性と横すべり

特性により表現できることが分かっていま

す．二輪車のステア係数とは，同一旋回半

径上を，同速度で走行する場合操舵角がど

のように変化するかについて

です．同様に横すべり特性は，

おいて横すべり角がどのように変化するか

について着目したものです．

にデータ取りを行うと車両，コース，ライ

ダ，姿勢角を同一条件設定したにも関わら

ずデータのばらつきがあり，

は至りませんでした．そこで，二輪車特有

のライダの姿勢角を考慮することにより，

定量的な評価を行えるのではないかと考え

ました．まず，図 7 にライダの姿勢角の定

義を示します．図 7 より，車両よりも内側

に身体を入れる姿勢をリーンイン，車両を

倒し身体を起こす姿勢をリーンアウト，車

両中心と身体の中心が同一線上にある姿勢

をリーンウィズと一般的に言われています

この姿勢角変化を図 8に示すよう

持って，定式化を行いました

理論的な展開を示します． 

定常円旋回中において，力のつり合いか

ら力学的ロール角は近似的に

れます． 

φ＝tan���ωV g	 
	   

 さらに，力学的ロール角は，車両ロール

角とライダの姿勢角変化によって変化した

ロール角の和で表わされます
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ライダによる姿勢角変化分

度に比例すると仮定し次式が成

 

二輪車の特性は，車両の特性

を等価的に評価するステア特性と横すべり

できることが分かっていま

二輪車のステア係数とは，同一旋回半

径上を，同速度で走行する場合操舵角がど

ついて着目したもの

同様に横すべり特性は，上記条件に

横すべり角がどのように変化するか

．しかし，実際

にデータ取りを行うと車両，コース，ライ

ダ，姿勢角を同一条件設定したにも関わら

，特性を見るに

そこで，二輪車特有

のライダの姿勢角を考慮することにより，

定量的な評価を行えるのではないかと考え

にライダの姿勢角の定

，車両よりも内側

に身体を入れる姿勢をリーンイン，車両を

倒し身体を起こす姿勢をリーンアウト，車

両中心と身体の中心が同一線上にある姿勢

ーンウィズと一般的に言われています．

に示すような考えで

行いました．以下にその

 

定常円旋回中において，力のつり合いか

近似的に次式で表わさ

	   �1
 

さらに，力学的ロール角は，車両ロール

変化によって変化した

の和で表わされます． 

  �2
 

変化分は，求心加速

式が成り立ちます． 

表 1:計器名称

番号 名称 

① ⑦ GPSアンテナ 

② ⑪ 車速計 

③ ステア 6分力計 

④ ⑧ ポテンショメータ 

⑤ シート 6分力計 

⑥ ⑧ ジャイロセンサ 

⑩ データロガー 

図７:姿勢角の定義

 

図 8:解析に使用するモデル

図:9解析結果の一例

計器名称 

メーカ 

Novatel 

Datron 

共和電業 

 Penny 

共和電業 

Crossbow 

Keyence 

 

姿勢角の定義 

 
解析に使用するモデル 

 

結果の一例 
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φ:力学的ロール角，φv:車両ロール角， 

φh:ライダ姿勢角，ch：リーン角係数， 

ω:ヨーレート，V:合成速度，g:重力加速度 

 

この式展開において，ch＝0 はリーンウィ

ズを，ch＞0 はリーンインを，ch＜0はリー

ンアウトを示しています．ここで，ch が同

一のデータを抽出することで，同一の姿勢

角で走行を行っていると仮定します．今回

の実験では，これらの理論的な展開をもと

に二輪車の定量的な評価手法構築のための

データ取りを行いました．図 9 に解析結果

の一例を紹介します．図 9 より，chを用い

て，ライダの姿勢角を考慮した車両特性計

測の可能性を確認しました． 

今後は，より精度良く解析を行うために

新たにオーバーターニングモーメント(車

両をキャンバさせた時に接地面内に発生す

る車体を起こそうとする力)等を考慮した

理論的な展開を行いたいと考えています． 

 

6.実験当日に関して 

実験は 2012年 2月 26 日 27 日に日本自

動車研究所 城里テストセンター 旋回試

験場にて行われました．実験当日は，計測

器等のトラブルも生じ，予定通りの実験運

営ができない事も多くありました．そうい

った時に，その場で最適な修正を見出すこ

とが求められ，大変苦労いたしました． ま

た，ライダの方々に計測器及びバッテリー

によって，かなり重心が高くなっていると

いう指摘を頂きました．その際は，今まで

車両評価を行ってきたプロのライダの方の

意見の重要性すなわち，人間のセンシビリ

ティの高さを改めて実感いたしました．今

後は，ライダの方の意見も盛り込んだよう

な実験運営及び車両製作を行いたいと思い

ます。 

 

7．おわりに 

 WGの走行実験に参加させて頂いたこと

は，自分にとって貴重な経験となりました．

特に，WGの実験を通し数多くのメーカの

方々と協力し，実験に臨むことで経験不足

であることや事前準備不足など，身を持っ

て実感致しました．また，新たな課題も多

く見つかりました．しかし，実施時のトラ

ブル等予定通りいかなかった時の対処に関

しては，その場その場で考え今やるべきこ

とを見出す力を身につけることができたと

思っております．また，1 人で全てをまか

なうのでは無く，多くの仲間と協調し助け

合うことで 1人 1人の力では見出せないよ

うなことを皆でやってのける大切さを肌で

感じることができました．今回の経験を次

回の実験に活かし改善を図るのはもちろん

のこと，自分の将来に必ずや活かしていき

たいと思いました． 
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