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1．トライアルとは？ 

イギリスで始まったモータースポーツで，元々はオートバ

イの耐久テストとして荒れ地を走行していたことが発端とな

り，やがて「いかに足を着かずに難しい地形を走破するか」

と言う競技に発展．当初はオフロード車等を流用していたが，

やがてテクニックの進化に伴って専用車両が登場した． 

トライアル競技は，基本的に自然の地形で人間が歩くこと

さえ難しい場所をいかにスムースに走れるかを競う競技であ

る(図１)．近年は，人工的に作られた障害物を助走なしで駆

け上がるような設定が増えてきている (図２)．その競技はセ

クションと呼ばれる“数十メートルの難区間”をいかに足を

着かずに走破したかで争われる．約30のセクションをトライ

し，総減点数の も少ないライダが優勝者となる．減点は，

ライダが地面に足を１回着いたら減点1，再び着いたら減点2，

３回以上は減点3，転倒などでセクションを出られなければ減

点5，１度も足を着かずにセクションを走りきれば減点０とな

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 自然の地形を利用したセクション 
 

2．トライアル世界選手権 
トライアル世界選手権はヨーロッパを中心に日本，アメリ

カなどで開催され，年間約10戦のシリーズ戦でチャンピオン

が争われている．2007 年は Honda のトニー・ボウ選手がチャ

ンピオンを獲得した．現在，世界選手権参加ライダの国籍は

さまざまで，日本人ライダでは “藤波 貴久”選手(2004年日

本人初の世界チャンピオン獲得)の活躍が今年も期待される． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2人工セクション 
 
トライアル競技の大きな特徴として，世界選手権から地方の

草大会に至るまで，開催される地元の市町村と共同で開催さ

れている，と言う点にある． いわば地域密着型のモータスポ

ーツですが，この競技の特徴から，ロードレースやモトクロ

スのように閉鎖された土地で行うことが困難で，むしろ一つ

の場所を拠点として大自然の中に出ていくことが必要である． 

トライアルは，個人競技と見られがちですが，チームのサ

ポート体制無しには成立しない．その中でマインダと呼ばれ

るスタッフは常にライダのそばで，セクション攻略の際にタ

イヤの位置の“数センチ”のずれをライダに指示したり(図３)，

ライダが失敗したときには“数メートル”もある岩からの転

落を支えたりする． 

 

3．4ストロークトライアル車の開発 

3.1． 4ストローク化への流れ 

1990年代から2004年までは，トライアル競技では，Hondaを

含めすべてのメーカが２ストロークエンジンを採用していた．

低回転からのスロットルレスポンスに優れ，軽量コンパクト

なことが主な理由であった．しかし，FIM(Federation 

Internationale de Motorcyclisme：国際モーターサイクリズ

ム連盟)レギュレーションの変更により 2006 年からトライア

ル世界選手権への参加車両の４ストローク化が決定した．(現

状，レギュレーション再変更により２ストロークエンジンは 
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Fig. 3 マインダと一体の競技 

 

容認されている．）Hondaはこれに先駆け，優れたコンペティ

ション能力と環境性を高次元で融合させた 4 ストロークエン

ジンを開発し，そのエンジンを搭載したトライアル車

“RTL250F”を 2005 年から市販した．この車両には，２スト

ロークエンジン同等のドライバビリティを実現するために電

子制御燃料噴射システム(PGM-FIシステム)を採用した． 

 

3.2． 開発コンセプト 
トライアル車に要求される性能は，(1)軽量，低重心のスリ

ムな車体，(2)低速トルクがあり，高回転までまわり，高い瞬

発力が発揮できるエンジン，(3)スロットル急開時にリニアに

反応するスロットルレスポンスが挙げられる．エンジンの４

ストローク化に伴い環境適合性にも優れた高い戦闘力を有す

るトライアルマシンの開発コンセプトとして，下記４項目を

重点開発目標として設定した． 

(1) ２ストロークエンジンを搭載した RTL250R と同等以上の

操縦安定性，動力性能を有すること． 

(2) ４ストロークエンジンの小型・軽量化 

(3) 従来の２ストロークエンジンモデルから乗り換えた時に，

違和感のないエンジン特性 

(4) 環境適合性と優れたドライバビリティの確保 

 

3.3． 機種概要 

RTL250F の外観を図４ に示す．RTL250F では２ストローク

RTL250R と同じ戦闘力を確保するために，完成車質量を同じ

72 kg(乾燥質量)とする必要があった．そのため各部の軽量化，

低重心化，マスの集中を図った(図５)． 

PGM-FI システムではスロットルレスポンス向上のために，

インジェクタをシリンダヘッドに直接装着し(図６)，トライ

アル走行の激しい車体挙動でも安定して燃料を供給するため

に燃料ポンプを燃料タンク内に配置した(図７)．スロットル

ボデは小型モーターサイクル用 ECU 一体型をベースに，アイ

ドル回転数をユーザが調整可能なエアスクリュータイプに変

更した．さらにデコンプカムを採用し，キックレシオを見直

したことにより，スムースなキック始動を実現できた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 RTL250F外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 フレームボデー比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 フューエルインジェクタレイアウト 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 燃料ポンプ内蔵 燃料タンク 

 

 3.4． エンジン 

エンジンは市販モトクロッサ CRF250R をレイアウトベースと

して各部の変更を行い，低重心，コンパクト化を実現した図

８)． 大出力はCRF250Rの 31 kWに対し14 kWに抑え，フラ

ットなトルク特性にするとともに，低速域のトルク向上を優



 

 
 
 

先した(図９)．また，低回転パーシャル域の出力向上を図っ

たことにより，スロットル全開域のトルクが２ストロークに

対し劣るにもかかわらず，同等以上のトルク感を達成してい

る． 

 

Fig. 8 エンジンサイズ比較 

 

Fig. 9 出力カーブ比較 

 

3.5． バッテリレス PGM-FI システム 
3.5.1． システム概要 

バッテリレス PGM-FI システム概要図を図１０に示す．燃

料ポンプから圧送されたガソリンはタンク内の高圧フィルタ

を通り，高圧フィードホースを経てインジェクタに送られる．

高圧ガソリンはプレッシャレギュレータにて 294 kPa に調圧

され，フィードホースによりタンク内へ戻される．バッテリ

レス PGM-FI は，エンジン回転数，スロットル開度，吸入管

負圧，吸入空気温度，吸入管負圧から算出される大気圧，水

温及びクランクアングルの情報をもとに噴射量，噴射タイミ

ングを ECU が演算し，負荷に応じた目標空燃比を決定する． 
点火時期制御はスロットル開度とエンジン回転数により決

定される３次元マップにより， 適な点火時期に制御される． 
 
3.5.2． ドライバビリティ 

図１１にスロットル急開時の指圧データを示す．2 ストロ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 燃料ライン システム概要 

 
Fig. 11 スロットル急開時の筒内圧力比較 

 
ーク(RTL250R)はスロットルの開け始めから指圧が大きく立

ち上がり，良好なスロットルレスポンスが体感される．

RTL250F は 2 ストロークエンジン車からスムースな乗り換

えができるように，スロットル急開時のレスポンスを 2 スト

ローク並みにすることに主眼を置いた．その結果，後述の新

しい制御方式の採用により，2 ストロークと同じ指圧の立ち上

がりが得られ，良好なスロットルレスポンスを実現できた． 
バッテリレス PGM-FI 化の大きな理由の一つに空燃比の安

定化がある．先行テストはキャブレタ仕様にてテストを実施

したが，トライアル走行の激しい車体挙動変化で空燃比の変

化が著しく，パスエンスト，ブレーキエンスト（下り坂など）

などが発生した．また，スロットル急開時は吸入管内負圧の

追従遅れによる息つきが発生した．PGM-FI 化と燃料ポンプ

の配置を工夫することで，上記事象は完全に解消された． 
トライアルに要求されるドライバビリティは，低回転域か

らのスロットル急開時のレスポンスと，低速域のトルク感が

あげられる．上級ライダは，図１２に示すようなロックセク

ションを走行するとき，スロットルのオンオフと，微妙なク

ラッチ操作でマシンをコントロールする．このとき，ライダ

の意志どおりに反応するスロットルレスポンスが大変重要で

ある．図１３にトライアル競技時の単位時間あたりのスロッ

トルスピード（以下，DTH：Delta Throttle (deg/20ms)とい

う）データと，参考にMoto GP レーシングマシンにおける１



 

 
 
 

ラップの DTH データの一例を示す．トライアルは低回転領域

からの早いスロットルスピードを多用し，ロードレースと大

きく異なるのがわかる．RTL250F はこの要求を満たすため，

5 000 r/min.以下の回転数領域に量産車としては初となる 2
回演算噴き終わり制御を採用した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 ロックセクション 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 スロットルスピード比較データ 

 

3.5.3． 制御系 

ドライバビリティに対する要求の中で， も大きな課題と

なったのがアイドル近辺の極低回転域からのスロットル急開

操作に対する追従性であることは前に述べた．従来は，吸気・

圧縮・燃焼・排気のクランク 720°の行程に対して１回噴射

量の演算をおこなっていた．しかし，これでは噴射量演算の

間隔が長くトライアルのような急激なスロットル操作に対し

ては演算の遅れによるレスポンス不足が問題となった．そこ

で，噴射量の演算を 2 回に増やし，吸気タイミングの手前で

再演算（2 回目）をおこない，その演算結果をもとに噴き終わ

りタイミングの修正をおこなう方式を考案した．これにより，

急激なスロットル操作に対しても噴射量を 適に調整するこ

とができ，目標空燃比を供給することが可能となった．また，

2 回演算を低回転時（5 000 r/min.以下）のみおこない，演算

間隔の短くなる高回転域では噴射量演算を 1 回に切り替える

ことで廉価で処理速度の低い ECU でも制御可能なシステム

とした(図１４)． 
 

3.5.4． 電装系 
バッテリレスでキック始動可能とするため，AC ジェネレー

タは３相式とし，回転数 1 000 r/min にて出力電流 7.5 A を発

生し，キック始動時の低回転で必要十分な電力を得られる特

性とした．AC ジェネレータで発生した電力を３相全波整流式

レギュレート・レクチファイヤにより，直流 14.4V に整流・

調圧，10 000μF コンデンサにより平滑し，各電気負荷へ電

力を供給している． 
キック始動時には燃料供給用フューエルポンプとインジェ

クタ，点火用イグニッションコイル，制御用 ECU のみ電力を

供給し，冷却用ファンモータには電力を供給しないよう制御 
している．これによりクランクシャフト１回転目から十分な

燃料供給が可能となった． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 燃料噴射タイミングチャート 

 

４．ま と め 
・初心者からトライアル世界選手権ユーザまでの幅広いユ

ーザを対象に４ストロークトライアル車 RTL250F を開発

した． 

・ PGM-FI，新しい制御システム等を採用することで優れた

ドライバビリティが得られた． 

・バッテリレス化，エンジンのコンパクト化，車体の軽量

化で２ストローク車と同等以上の競技性能が得られた． 
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