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1.工業製品にとっての「音」 

1.1 人間の誕生と音 

胎児は妊娠５ヵ月で音を感じ, 妊娠 8 ヵ月では音の大小を

聞き分けると言われる. 実際には胎児は羊水の中にいるので、

プールの中で音を聞くようなものとされている.人間の誕生

する過程で聴覚は, 五感（視覚・嗅覚・味覚・触覚・聴覚）

の中で最も早くから働く「感」と言えよう. 

人間はは誕生後いつしか音の存在に目覚め音を作り, 音に

一喜一憂する. 言語を使い生活を営み文化を作り, 唄や音楽

を後世に伝える. 安心で快適な音もあり, 不安を感じさせ注

意を払わせる音もある. 音は多くの人々に生活を豊かにして

和ませる役割を果した.  

ただ産業革命以来の工業発展は「不愉快な」「気に入らな

い」音を増やしていったのかもしれない.音は, 時として人々

が争う要因ともなっていったのだ. 

 
1.2 工業製品にとっての音 
さて今日の工業製品の音を整理すると, 製品本来の動きに

伴って生じるものと, 注意や確認を促すものに区分できよう. 
例えば、エンジンやモーターの音, 自動車のドア開閉音などは

製品本来の動きに伴って生じる. これらは「作動音」と呼ばれ

一般に騒音と認識されるケースが多い. これらを消すことは, 
コストや性能などを度外視すれば,今日技術上可能とも言われ

るが,非現実的である. 
またこれらの音は, 製品を扱う人や周囲の人にとって情報

源として意味を持つことがある. エンジン音は, 歩道を歩く

人にとって騒音となることも多いが, ドライバーが「いい音」

と惚れることもある. 高級車のドアの閉まる音はがっしりと

した車の造りを示唆する. 
一方工業製品の音には, 操作する人に作動状況を伝えるケ

ースや, 周りの人に存在を知らせる役割をもつものがある. 
ギアをバックに入れると発信される自動車の「ピーッピーッ」

という警告音. 携帯電話の操作時の電子音などは入力状況を

伝える.これらは「信号音」と呼ばれるが, 使用する環境をひ

とつ間違えば騒音になる. 
これらの音は, 今では多様な顧客の嗜好と価値基準で評価

され製品イメージに繋がる要素となっている. すでに日本の

自動車業界では’80 年代からこの音質開発に精力的に取組く

んでおり, 快適な音質の研究開発と実用化が進んでいる. 携
帯電話機も通話のクリアー性やメール機能は今や当たり前と

なっており, 店頭では携帯電話を折りたたむ時の感触や作動

音を確かめる客の姿が見られる. 自動車から携帯電話まで

様々な分野で工業製品が進化した今, 音質は製品の個性化や

ブランドを向上させる大切な要素となりつつある.  
Fig.1  工業製品の音 

 

2.二輪車での「音」の開発 

2.1 多様な二輪車の種類と音 

自動車の音質は, 車種や用途によりニーズが異なる. 高級

車なら静粛性が重要で,スポーツカーなら運転する楽しさに

繋がるパワー感を演出する音が欲しい.  

ところでエンジンが車体に囲まれる自動車に対し, 二輪車

ではエンジンが多くの場合露出している. フェアリング装着

型やスクーターでは樹脂製カバーでエンジンが覆われるが, 

冷却用開口部があるので音の遮断性は低い. 二輪車は一般に

エンジン音が直接放射され易いのである. 

さらに二輪車のエンジン音は, 自動車と比較して排気量が
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小さく高回転の使用が多いため,耳障りな高い音が多く含ま

れている.  

車体の大きさの点でも大容量の消音装置を装着するのは困

難である. またエンジン種類も 2 ストローク型と 4 ストロー

ク型があり, 細分化すると気筒数, 気筒の配列, 気筒相互の

配置角度, などでも区別されそれらの音は実に千差万別であ

る. 

 

2.2 二輪車の音に対するライダーのニーズ 

乗員が自動車のようにボディで囲まれていない二輪車では, 

周囲の音や自車の音が聞こえやすい.さらに, 吸気音, 排気音, 

エンジン以外の駆動系,車体振動音, 装着タイヤの種類,ヘル

メットの種類, ヘルメットと頭部のフィット具合,高速走行で

は風切り特性などが音質に影響する. 

Fig.2  二輪車の音源 
 
排気量や車種によりユーザー側からの音質の要求も異なる. 

ファミリースクーターなら「小さい・柔らかい・かわいい・

まろやかな・軽快な」音が求められるが, 1000cc 級のロード

スポーツ車では「重厚な・低い・迫力がある・力強い・太い」

音が求められる. 同一ジャンルでもライバル車との優劣がユ

ーザー間で語られ, 如何に個性的な音質を供給できるかが商

品性を左右する要素となっている. 

 

3.ヤマハ発動機の二輪製品開発の事例 

3.1 音質開発を重要視した欧州向け二輪車 

’80年代まで二輪車の「音」への対応, つまり製品開発にお

ける音の作り込みは,騒音対策といった消極的要素を取り除

くのが主な課題であった. そうした中, ヤマハ発動機は’80年
代中頃から一部のロードスポーツモデルで, スポーティな排

気音や鼓動感あるエンジン音の開発を行ってきた. 

こうした開発を経て今日,ヤマハ発動機は二輪車の開発に

おいて音質の開発も重要項目とし設定し,機種ごとに研究開

発を行っている. 2005 年から輸出用として発売した 1670ccV

型２気筒エンジン搭載の製品「MT-01」は音質を重要テーマに

開発した代表的なモデルである. 

この「MT-01」の主な市場は欧州で,“ソウルビート V ツイ

ンスポーツ”を開発コンセプトとして製品化された. V 型 2

気筒1670 cm3エンジンが生み出す太い鼓動感とトルクを体感

できる走

行性能 , 

個性的な

外観と質

感あふれ

るボディ

の達成な

どが主眼

とされ,製品化された. その中で、数値では語りにくい性能で

ある音質開発を重要項目に設定したのだ. 

 

3.2 設計の工夫 

一般にボディデザインの設計では製品キャラクターを魅力

的に引き出すことがテーマとなるが, これと同様に音のデザ

インにおいても, 製品キャクターを十分に絞り出すことがテ

ーマとなる. 「MT-01」の音質の開発では専用チームを組織し

エンジン関連及び周辺パーツの素材や形状, 相互配置などの

違いと音の関係周波数を数値化して解析する作業が行なわれ

た.  

具体的には日本伝統の『和太鼓』から打ち出され響く、あの

独特の“鼓動”をイメージさせる重厚感ある音の開発を照準

とした.目標音質は「断続的に発せられる低音部・歯切れのい

い低音」とし, 高音部を消すことでより低音部を強調できる

排気構造を研究開発した. 

Fig.3  ヤマハ「MT-01」 
 

もちろん開発では,設計段階からコンピュータによる音の解

析を行うが,最終的に音を判断するのは人である. したがって

数値化して厳選された「いい音」は, 人の感性, つまり開発

スタッフによる調整が加えられる. この言わば職人芸的な作

業を開発プロセスに織り込むのは、エンジン音から風切り音

まで様々な音の集合体として二輪車の音が存在するからであ

る. こうして作り出される製品の「音」は、製品ブランドの

個性的魅力として市場で高評価を得ている. 

 

4. EVを含めた今後の「音」開発と「ブランドサウンド」 

4.1 ヤマハのEV（エレクトリックビークル） 

二輪車の種類は実に様々で, ヤマハ発動機のラインナップ

もクルーザー, スーパースポーツ, ネイキッド,オフロード, ,,

原付スクーター, ビッグスクーター, EV（エレクトリックビ

ークル）などがある.エンジン性能, 走行性能, ボディデザイ

ン等で製品キャラクターを強調することが必要だが, 同時に

製品キャラクターに相応しい音質をいかに達成するかが開発
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上の重要な課題となってきている. 

とりわけEVは, 従来型のエンジン付二輪車と比べて音質の

作りこみでは大きく異なる. ちなみにヤマハ発動機の二輪 EV

への取り組みは 1991 年の東京モーターショーで発表した

「FROG」（フロッグ）が最初で、その後の研究を経て2003年

EVコミューターで原付１種の「Passol」を発売. 05年には発

展型の「EC-02」を発売した.  

 

4.2 信号音（サイン音）の開発とEV 

これらEV二輪や電気自動車は, 従来のエンジン車に比較し

て動力源の作動音が極端に少なく, 通常の使用では運転者も

周囲の歩行者もその動力源はほとんど聞こえないレベルであ

る. しかし, それは必ずしも有益とは言いきれない。運転者

や周囲の歩行者にとって, 動力源からの音は運転状況や存在

を確認できる重要な情報源であったからだ. またEVではアイ

ドリングという状態がなく, 停車中の待機状態では完全に無

音である.  
Fig.4 ヤマハ「Passol」 

そこでこれら二輪EVでは, 運転者に対し走行状態を音で知

らせる工夫が施されている. 「Passol」の場合は、車両の状

態に応じ各種のサイン音が開発され,織り込まれている.スイ

ッチのON/OFF時、走行待機時, フラッシャーの作動時, バッ

テリー残量警告時などである. 

 

4.3 ユニークなフラッシャー音の開発 

これらのサイン音を, ,のべ100種類以上試作し, そこから

厳選した 3 セットの音を製品に搭載しユーザーが選択できる

ようになっている.音量調節ボタンも採用されている. このよ

うに今後は, このサイン音を如何に作りだすかが工業製品の

開発で重要な役割を果たすことになるであろう.  

 

4.4 二輪車の音質開発における必須課題 

現在二輪車の音作りにおいては、騒音低減、異音対策など

様々な課題があるが、上記のEVを含め今後はサウンドデザイ

ンの重要性が徐々に増していくと見られている. そこでは, 

1)目標音質を設計するためのルートと仕組みの確立, 2)目標

の音質を如何に開発するかの技術の確立, 3)そしてそれを担

う「サウンドデザイナー」の育成も必要となるであろう. 

同じ音

を聞いて

も環境に

よって人

は不愉快

に感じる

ケースが

ある. 使

用 環 境 , 

地域, ユーザー特性, 二輪車が使われる環境の周囲の人々な

どの相互関係を俯瞰した上で,最適な音質, サウンドデザイン

を提供し不要な音は極力周囲に出さないことが大切である. 

肝要なのは環境との調和である. 

 

4.5 「ブランドサウンド」をめざす技術開発 

  このように運動性能,環境性能,デザインと同様に製品キャ

ラクターに相応しい音質開発は二輪及び二輪EVにとって重要

である. ただし単にカテゴリーとして“相応しい”というだ

けならライバル製品との差別化が図りにくく, ブランド力を

持つ製品とは言えない.  

 各製品ジャンルに相応しい音質を具現化するなかで, 聞いた

だけで「YAMAHA だ！」と分かる個性をもつ音質の開発と製品

化こそ, 市場競争力アップに繋がる筈である. この指針のも

とに今後の音質開発も進められるであろう. 

二輪車の音質開発は, まさに「オンリーワン・ブランド」づ

くりを牽引する技術開発として, つまり「ブランドサウンド」

の研究開発として今後も, 積極的に取り組くんでいきたい. 
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