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１．はじめに
2022 年 1 月 19 日にカワサキモータース株式会社
市様（Ninja H2/H2R, ZX-25R の開発リーダー）、徳見
様、浅井様と兵庫県明石市の明石工場にて 2 輪車の
製造ラインと歴史車展示場の見学及び座談会を開催
しました。座談会を実施するにあたり、新型コロナ
ウイルスの感染対策のためにマスクを着用していま
すが、写真を撮る際は顔がわかるようにマスク未着
用ですのでご了承ください。
今回の座談会では、2 輪車が現在から未来に向け
てどのように変化してくのか、また若い世代の技術
者には何が求められるのかを中心に現役の開発技術
者の方にインタビューしました。
私は、5 年前に友人の「バイク」の後ろに乗せて
もらった際に、風を切って進んでいく感覚や、全身
で「バイク」を操作する感覚を味わい、こんな世界
があるのかと感激し自分自身も所有するようになり
ました。4 年間バイクに乗っている間に、世間では
環境対策のための EV 化の波が来ました。しかし、
私の中では内燃機関はまだまだ改善する余地があり、
完全な EV 化をする必要がないのではないかという
思いがありました。そこで、2 輪車メーカーの開発
者の方々は、この EV 化の波をどのように考えてい
るのだろうかと気になり、インタビューを申し入れ
ました。

２．2 輪車の歴史
カワサキの 2 輪車の歴史は古く、第二次世界大戦
後、航空機・航空機用エンジンの製造を禁止された
際に、会社存続のために開始した事業の一つと聞き
ました。1960 年には、目黒製作所と提携し現在でも
人気の高い、W シリーズや Z シリーズを発売しまし
た。

図2

メグロ 250（後の W シリーズ）

図 3 カワサキ 900 Super4（通称 Z1）

図１ 川崎重工 明石工場
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そして時代は現代になり、記憶に新しい Ninja
H2/H2R（図 4）が発売されました。当時の私は、バ
イクにスーパーチャージャーを搭載し、200 馬力以
上の出力を発揮するエンジンに対して内燃機関を専
攻している技術者予備軍として衝撃を受けました。

図 4 H2R にまたがる大塚
さらに 2020 年には、国内 4 メーカーの中で唯一
の 250cc の 4 気筒の ZX-25R（図 5）が発売されまし
た。かつては 250cc の 4 気筒エンジンを搭載した 2
輪車を各メーカーが販売していたものの、時代の流
れで生産中止になってしまいました。そして、誰も
がこの再販をあきらめていたところに登場したた
め、衝撃だったことを鮮明に覚えています。

図５

ZX-25R

３．工場見学
明石工場内にある、2 輪車の生産ラインを見学さ
せていただきました。カワサキモータースでは、一
日に生産する台数が決まっており無駄なく製造する
ことが可能です。また明石工場で生産されている 2
輪車の 90％は輸出用です。私が見学させていただい
た 1 月は春の新車販売に向け生産台数がピークにな
る時期とのことで、フル生産体制の現場を見ること
ができました。カワサキモータースの生産ラインの
特徴的な点は、一つの生産ラインで多機種製造する
混流生産です。他のメーカーを見学した際は、1 車
種で１ラインでの生産が普通でした。この 1 ライン
で多機種製造するという技はカワサキモータースの
強みという話も聞きました。また、工場内には
Ninja H2/H2R の内部が見られるようになっている車
両が展示されており、インジェクターが各気筒に 2
つ設置されていることや、ファンネルに金属のネッ
トが設けられていることを知りました。高回転時に
図 6 のファンネルの上にあるインジェクターから燃
料を噴射することにより燃料噴射量を増やすだけで
なく、吸入空気を冷やすことにより空気の密度を高
め高出力に貢献します。またネットを取りつけるこ
とにより空気の流れを整え、混合気形成を促進する
働きがあるそうです。また、一般的に、過給された
空気を冷却するインタークーラーが性能確保のため
に必要になりますが、高効率の遠心式過給機を開発
し、クランク軸から直接駆動することで、高出力時
に過給機の高効率領域だけを使用し、空気圧縮時の
温度上昇を低く抑えることを可能にしたことと、エ
ンジン手前の吸気チャンバの素材を熱伝導性の高い
アルミにする工夫で、インタークーラーなしで成立
させているとお聞ききし、高過給圧にはインターク
ーラーという常識にとらわれない技術をどう検討し
たのかと、開発者はどのような人物なのかと興味が
深まってきました。
また、なぜこのような高出力エンジンを搭載する
2 輪車を開発したのかをお聞きしたところ、
「お客様
に驚きを提供するのがカワサキである」とのことで、
考えてみると H2/H2R や ZX-25R のように、私の 2 輪
車人生の中で衝撃を受けたものはカワサキの製品で
あると思いました。
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図６

Ninja H2/H2R の吸気周り

４．歴史車展示場見学
工場見学の後に、明石工場敷地内にある、歴史車
展示場の見学をさせていただきました。

図 8 Vulcan 2000 エンジン
Vulcan のエンジンの横には、かつてカワサキが
MotoGP に参戦していた際に使用していたエンジン
が展示されていました。倍速ジェネレータなどの技
術を駆使し、図 9 にあるように 990cc のエンジンサ
イズとは思えないほどのコンパクトさでした。また、
これらの技術は市販車にフィードバックされていま
す。

図 7 歴史車展示場
左：桑江 中央：大塚 右：田中教授
入り口には、市さんが初めてエンジン設計を行っ
た、Vulcan 2000 のエンジンが展示されていまし
た。アメリカンスタイルのバイクであるため、あえ
て古い技術である OHV にこだわり設計したそうで
す。また、カワサキは技術者が商品開発の方針を決
めることが多いそうで、このようにこだわりをもっ
た設計が実現しやすいそうです。2 輪車は一般の 4
輪車と違い、趣味性が強いことが特徴です。一方、
4 輪車では壊れなくて燃費が良いものが市場に受け
入れられるかもしれません。この性能と商品性の両
立が 2 輪車ではより難しい点と考えます。このよう
な考えにより、乗り手が衝撃を受けるような製品が
受け入れられる傾向にあると思います。カワサキで
は技術者のこだわりや独創性を製品に反映しやすい
環境であるためファンを魅了する製品が数多く生み
出されているのだと感じました。

図9

MotoGP 用エンジン

５．座談会
工場見学と歴史車展示場のあと、座談会を設けて
頂きました。
座談会の目的は、電動化の流れに対して 2 輪車の
今後がどのように変化していくのか、また、どのよ
うなことが必要とされているのかをお聞きすること
です。2035 年までに、東京都では純内燃機関搭載の
2 輪車の販売が禁止されようとしています。雑誌な
どでは、 カワサキは 2025 年には、 10 機種以上の
EV、ハイブリット EV を投入すると見聞きします。
このように電動化の流れが進んでいますが、 2 輪車
ユーザーとしては内燃機関の存続を望む声も多く耳
にします。
まず、カワサキモータースの事業方針として、1.
電動化 2.水素燃料の活用の説明を聞かせていただき
ました。カワサキでは、内燃機関販売禁止の流れに
対応できるように HEV（図 10）、BEV（図 11）を現
在開発中だそうです。また市さんは、H2/H2R のエ
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ンジンを水素燃料用にしたものも現在開発している
そうです。そして H2/H2R のエンジンを用いた、無
人の輸送ヘリコプター（図 12）も現在開発中とお聞
きしました。

図 10 ハイブリット技術搭載 2 輪車

図11

図12

EV project 車両

H2/H2Rのエンジンを搭載したK-RACER

Q:電動化におけるバイクの実用性と趣味性は両立が
可能であるのか。カーボンニュートラルと趣味性の
両立は可能であるか。BEVやHEVは配送などの特定
の区間を走行する業務には有効であると考えられる
が、趣味で2輪車を使用している長距離ツーリング
ユーザーにはどのように訴求していくのか。また2
輪車の楽しみ方の一つにカスタムがあげられるが
EVではマフラーなどが存在しないため、そういっ
た楽しみを創造することはできるのか。

A:可能です。BEVはバッテリーのエネルギー密度が
低いため、近距離移動やバッテリー交換式が現実的
です。また航続距離の問題は、HEVならバッテリー
とエンジンの組み合わせなので1000㎞以上のツーリ
ングも可能になります。都市部などがICE（内燃機
関）禁止区域になった場合でもEVとしても使用で
きます。しかし、ハイブリットを搭載することによ
って重量は増加します。
カスタムに関しては、工夫と創造次第で楽しみ方は
無限であると言えます。スーパースポーツ系のマシ
ンに関しては、ピュアEVでは厳しい部分があるた
め、カーボンニュートラルの達成にはe-fuelや水素
の利用が考えられます。
大塚が思ったこと
仮に、図10のようなスーパースポーツの形をした
内燃機関搭載車（ガソリン、e-fuel、水素）で重量
200㎏・出力50馬力のものと、ハイブリット技術を
搭載し、重量が10％増加し220㎏で、出力110馬力に
なったものがあったとします。この二つの車両のパ
ワーウエイトレシオは2倍の違いが生じます。「バ
イク」に乗っている方々ならわかると思いますが、
「バイク」において重量の違いは、顕著にコーナリ
ング時に出ます。同じ速度で同じくらい車体を傾か
せたとしても、重量が重いとコーナリングの最中に
感じる恐怖感は大きくなります。ですから、パワー
ウエイトレシオで優れていることが必ずしも乗って
いて楽しいものになるとは思いません。スーパース
ポーツのように全身にカウルをまとった「バイク」
に乗る方々は、軽やかに曲がる・鋭い加速をする、
これらにロマンを感じていると思います。私は、
「バイク」は合理性だけでは成り立たないと思って
います。ですからハイブリットを搭載することによ
ってロマンを感じるようなものを生み出さねばなら
ないと思いました。また、2輪車の特有な事故とし
て「立ちごけ」があります。私も、信号待ちでバラ
ンスを崩し転倒した経験があります。この「立ちご
け」は、車両重量に大きく依存しています。同じサ
イズで比較した場合、重量が重いほど「立ちごけ」
のリスクは増えていきます。趣味で乗る・仕事で乗
る、に限らず重量に非常に敏感な人が多い傾向にあ
ると思います。過去のバイクと現在のバイクを比較
するとパワーに対して車重はどんどん軽くなってい
ます。この流れを見てきたバイク乗りに対して、重
量は増加したけれども、少しパワー上がっただけで
はでは、市場に受け入れられないのではないかと思
いました。ですから、ハイブリットを搭載した場合
は、どのクラスの車両もパワーウエイトレシオが1
を切るなど、常識を覆す必要があるのではないかと
思いました。
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また、将来的に純内燃機関搭載車がICE禁止区域
に入ることができないなどの規制が行われる可能性
があります。この区域が都市部（山手線の内側くら
い？）だった場合を考えたとしても、都市部に2輪
車で行く人は、仕事・通勤で使用する割合が高いと
考えられます。趣味で「バイク」に乗ることを考え
ると、大型の2輪車でも1回の給油で1000㎞以上走れ
るようにするなどの今までの物を凌駕する必要があ
ると思いました。これを達成するには、モーターだ
けでなくエンジンの高性能化が必要になると思いま
す。今後もエンジンの研究開発は続ける必要がある
と思いました。
Q:現在自分自身が、大学院の研究でバイオ燃料をデ
ィーゼルエンジンに適用する実験を行っています。
またかつてディーゼルエンジンを搭載した2輪車が
存在するため電気、水素以外にバイオ燃料という選
択肢があるのか。
A:可能です。しかし、2輪車に求めとめられる特性
として、軽量でコンパクト・高回転高出力・俊敏な
応答（ツキ感）が求められるため、ディーゼルエン
ジンはそれに向かないことが予想されます。しか
し、ハイブリットと組み合わせるなど実現する方法
はいろいろあります。
大塚が思ったこと
アメリカンスタイルやクラシックスタイルの俊敏
性を必ずしも求められないバイクならハイブリット
にしなくてもディーゼルエンジンとの相性が良さそ
うだと思います。
また、今のディーゼルエンジンはかつての物とは
違い俊敏であるため、スーパースポーツには使えな
いにしても、ネイキッドやオフロード車などでは独
特の加速感やトルク感で新しい価値観を生むことに
なるのではないかと思います。
Q:カワサキの 2 輪車はグリーンのイメージが強いの
ですが由来は何ですか。
A:かつてレースに出る際に、後発であったため欧米
諸国で不吉な色とされているグリーンしか選べなく
なってしまいました。しかし、不吉なカラーリング
で高戦績を収め定着し、カワサキカラーとなりまし
た。時代はめぐってグリーンは良いイメージを持た
れるようになりました。
Q:EV やハイブリットでいかに他社との差別化を図
るのか。内燃機関搭載の 2 輪車では、気筒数の違い

による加速性能や、振動、音などの違いがはっきり
と確認できる。しかしＥＶやハイブリットのモータ
ー駆動では個性がわかりづらくなり、デザインによ
る差別化以外は難しいのではないか。
A:完成車メーカーにはそれぞれ独自の歴史と伝統が
あります。特に 2 輪車は個性的です。基本技術の共
通化は進むと思いますが、乗り味などは感覚を軸に
開発して作り込むため、個性が表現されると思いま
す。
大塚が思ったこと
とは言うものの、やはり音の違いなどが小さくな
り、個性は少なからず減るだろうと思いました。今
までの 2 輪車も乗り味を大切にして開発されている
はずなので、BEV で個性を出すのは、今までの感覚
では難しいのではないかと思いました。また、既存
の 2 輪車のデザインは内燃機関が搭載されるために
考えられたものです。そのため、モーターに乗せ換
えただけでは、従来からの「バイク」ユーザーから
は不評になりかねないと思います。BEV に関しては
既存の「バイク」にこだわっていると、継続ユーザ
ーを取り込むことができず失敗に終わるのではない
かと思いました。
Q:Ninja H2/H2R を開発する際に、なぜターボチャー
ジャーではなくスーパーチャージャーを選んだの
か。
A:ターボチャージャーでは構造上かならずターボラ
グが生じるため、俊敏な応答が実現できるスーパー
チャージャーを選択しました。また、自動車などに
使用されるスーパーチャージャーは容積型ですが、
高回転時にはロスにつながります。そこで、タービ
ン技術を利用した遠心型のスーパーチャージャーを
採用しています。この遠心型過給技術を持ち合わせ
ているあたりがカワサキの強みだと思います。
大塚が思ったこと
かつては、各メーカーからターボ搭載車が販売さ
れていた時代がありましたが、その一時代以降登場
してこなかった理由がわかりました。また、他メー
カーが過給機搭載車を出してない状況で、カワサキ
が市販化に成功したことで、市場に対するインパク
トが大きくなったのだと、改めて実感しました。
また、常識を覆す技術にも関わらず、高い水準の
燃費の確保も実現しています。技術者を目指す者と
して今のままでは、私は力量不足だと感じました。
Q:水素エンジンはパワー出るのでしょうか。また課
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題はあるのでしょうか。
A:水素エンジンは、バックファイアが生じるためポ
ート噴射が困難です。そのため、水素の筒内直接噴
射方式（図 13）を検討しています。またノッキング
を防止するため希薄燃焼が好ましいです。カワサキ
には、H2/H2R で培った過給技術があるため、高出
力を実現することが可能だと考えています。しか
し、水素は空気に比べて比重が軽いため混合気形成
が難しいことや、燃焼の際に NOx が生じる、ガス
の状態では体積当たりのエネルギー密度が液体燃料
に比べて小さいため航続距離の確保などが課題とし
て挙げられます。
大塚が思ったこと
航続距離の問題について考えると、やはり液体燃
料にまさる燃料はないのではないかと思いました。
ですから、現在は水素を気体状態で開発がされてい
ると思いますが、ゆくゆくは何かしらの液体状態を
狙っているのではないかと思いました。また、
H2/H2R の遠心過給技術は、遠い将来を見越して水
素を利用する目的で開発されたのだと思いました。

図 13 水素の筒内直接噴射方式
Q: 車両開発において、機械工学系の技術者に求め
られるものが変化していっているのか。また自動車
技術を学ぶ学生に期待することや伝えたいことは。
A:専門分野を超えた高い目線で広い視野を持ちまし
ょう。技術を作り込む歩みも大切ですが次の社会課
題解決に向けた、分野を超えるジャンプも必要で
す。またたくさんの経験が、素晴らしい製品を生み
出します。
大塚が思ったこと
カワサキが持っているタービン技術は、一見する
と 2 輪車技術とかけ離れているように感じますが、
タービン技術を 2 輪車に落とし込むことで常識を覆

した製品になりました。このように、少し離れた技
術同士も融合することで、常識を覆すことが可能で
あるということの証明であると思いました。いろい
ろなことに興味をもって接していないと、分野を超
えるジャンプは不可能だと感じ、私の考え方を見直
すきっかけになりました。これからは、固定概念に
とらわれぬように様々な分野に触れて、自分の意見
を持つことが必要であると痛感しました。

図 14 座談会風景
6．まとめ
今回は、工場見学・歴史車展示場見学・座談会で
2 輪車の現在と今後についてお聞きしました。
カワサキの 2 輪車はなぜ古くからファンに愛され
ているのか、そしてなぜ現在も多くのファンを魅了
するのかを見させていただきました。カワサキの 2
輪車は昔も今も、驚きを提供してくれます。これ
は、開発者の方々がスーパーチャージャーを搭載し
たエンジンなど、2 輪車の固定概念にとらわれるこ
となく、様々な技術を結集させることによって生み
出されているのだと感じました。
また、カーボンニュートラルを達成することが目
標とされ、ガソリンエンジン搭載車を販売すること
が不可能になるのではないかと落胆する 2 輪車・4
輪ファンの方々も多くいると思います。また、EV
が世に出るにつれて、内燃機関の良さについても見
直されているという事もまた事実だと思います。私
は話を聞いて、内燃機関にはまだまだ改善の可能性
があると思いました。様々な分野の技術を結集させ
ることで、燃料は変わっても内燃機関を進化させる
ことは可能であると感じました。将来、「あの頃か
ら 2 輪車は衰退した」と言われないように、進化し
続ける必要があると感じ、技術者を目指す者として
努力しなければと、改めて考える大変有意義な機会
になりました。
そして、工場見学・歴史車見学・座談会を通し
て、市様をはじめ皆様から、2 輪車に限らず様々な
開発に携わっているお話をお聞きし、一つのことに
こだわることも大切ですが、広い視野を持つことに
よって、技術を結集することが大切であると感じま

学生活動企画 WG レポート
した。このことから、インタークーラー無しでのス
ーパーチャージャー搭載車などは、単に高出力を求
めた物ではなく、遠い将来の原動機の在り方を見越
した開発だと思いました。そして、私自身も広い視
野を持てるように、様々な分野の見聞を広めていか
なければ開発技術者として通用しないと痛感しまし
た。また、大多数とは違う意見でも自分の意見を持
つことが重要であるという事も感じました。この自
分の意見が他の意見と融合することで、常識を覆す
新たなものになる可能性になりうることがわかりま
した。

図 15 集合写真
左から桑江,田中教授,大塚
市様,浅井様,徳見様
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今回の企画を開催するにあたり、市様、徳見様、
浅井様をはじめとするカワサキモータース株式会社
の皆様方、このような貴重な機会を設けてくださ

いました自動車技術会関係者の皆様に大変お世話
になりました。重工系企業では硬い雰囲気になる
のではと緊張して臨みましたが、非常に話しやす
く質問をしやすい雰囲気を作っていただきありが
とうございました。まさか立ち入り禁止の囲いを
取り払って展示車である H2R にまたがることが
できると思いませんでした。
大変お忙しい中、企画を快く受けてくださり、
心より感謝申し上げます。
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