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1．ユニットスイング懸架と防振リンク 

スクータ型二輪車では、後輪を含めた駆動系とエンジンを一体

化したユニットスイング懸架方式を採用する例が多い。この方式

のメリットとして、一体構造による部品点数削減、後輪懸架まわり

の構造簡素化、車両全体の小型軽量化やスペース効率向上など

のほか、加振源であるエンジンと駆動系をまとめて車体・フレーム

系から切り離すことにより、騒音・振動面で有利な構成とすることが

できる。特に、パワーユニットをフレームに直接懸架せず、両端を

回転自由に支持した防振リンクを介して結合することで、エンジン

の加振力によって発生するパワーユニットの揺動運動を吸収し、

フレームへの振動伝達を大幅に低減可能である。図 1 に典型的

なユニットスイング懸架と防振リンクの略図を示す。 
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Fig.1 ユニットスイング懸架方式（防振リンクあり） 

 

2．防振リンクの利点と欠点 

防振リンク構造は昭和 30 年代に富士重工業のラビットシリーズ

で採用され、その後各社に普及した。その利点は、車体に伝わる

エンジン振動を大幅に低減できることである。エンジン振動には、

回転速度の自乗に比例する慣性力や慣性偶力、負荷に比例する

燃焼トルク変動などさまざまな成分が含まれるが、スクータ型二輪

車で多く使われている単気筒エンジンで最も問題となるのは回転

の基本周波数で変動する回転 1 次の慣性力である。 

回転1 次慣性力をベクトル表示し、クランクが1回転する間その

先端を結んだ包絡線を（１次）慣性力楕円と呼ぶが、この楕円の

長径・短径の比率と長軸方向の向きをクランクウェブに取り付けた

アンバランスウェイトの大きさと位相（以後、これをクランクバランス

と呼ぶ）によって調整可能（１）である。特に、長径 100%かつ短径 0%

と設定することで、エンジンの１次慣性力をある特定方向のみに

発生させることができる。 
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Fig.2 クランクバランスによる慣性力楕円の調整 

 

一方、スクータ型二輪車におけるパワーユニットの振動は瞬間

回転中心の考え方によって予測計算できる。 
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Fig.3 重心から離れた点に働く力の作用 

 

重心から離れた点に働く力は図 3 のように重心に働く並進力と

重心と作用点の距離によって発生する偶力の２つに分解できる。

このとき並進力によって発生する加速度と偶力によって発生する

加速度が釣り合う点を瞬間回転中心といい、全体がこの点を中心
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とした回転運動を示す。 
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Fig.4 瞬間回転中心 

 

スクータ型二輪車では、一般的に後輪を含めたパワーユニット

全体の重心がクランク軸中心と一致しないため、エンジン慣性力

は並進力と偶力の２つの作用を持ち、パワーユニットは瞬間回転

中心のまわりに回転振動する。瞬間回転中心の位置はエンジン

慣性力方向により変化するため、クランクバランスを調整して防振

リンクの延長上に設定することで、エンジン１次慣性力による振動

を防振リンクによって効果的に吸収させることができる。 
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Fig.5 瞬間回転中心とパワーユニットの回転振動 

 

このように防振リンクを利用することで車体に伝わる振動を大幅

に低減できるが、一方でスロットル操作に対しリンクが変化を吸収

するように動くため車体の反応が遅れる、旋回操作時にリンクが

ねじれることによって車体の動きと後輪の動きにずれを生じるなど

ライダーの操作に対する車両の一体感が損なわれる欠点も存在

する。また、リンクの揺動によりパワーユニットの動く範囲が増える

ことからシート下のレイアウトが制約され、収納容量を増やすには

車体の大型化が不可避となり、足着き性向上のためにシート高を

低くすることが難しいなどの課題もある。 

 

3．バランサによる瞬間回転中心の制御 

単気筒エンジンで最も問題となるのは回転１次の慣性力であり、

排気量が大きくなると慣性力楕円の調整では十分に振動を低減

できないため、１軸１次バランサを装備した例も存在する。従来、

バランサによる振動低減ではクランク軸の慣性力楕円を大きさ

50%の真円とし、バランサによる遠心力と釣り合うように設定する例

がほとんどであった。この場合、並進力はゼロとなるが、クランク軸

とバランサ軸の距離によって発生する偶力により、パワーユニット

の重心を中心とした回転振動を示すことになる。 
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Fig.6 重心まわりの回転(バランサ付き単気筒エンジン) 

 

ところで、クランク軸に発生するエンジン１次慣性力は既に説明

したようにクランクバランスによってその慣性力楕円の形状を変更

可能である。これをうまく活用して、偶力と並進力の組み合わせに

より決まる瞬間回転中心をエンジン懸架点付近に設定できれば、

防振リンク無しでもエンジン１次振動を効果的に低減可能である。 
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Fig.7 並進力と偶力の最適化による振動低減 

 

これを実現したのが2007年モデルのマジェスティに搭載された

プログレッシブピボットマウントと呼ぶ懸架方式である。 

詳細は論文(2)を参照頂きたいが、図 8～10 に示すとおり、通常

のバランサ設定のままで防振リンクを廃止した場合（図中、「従来

のピボット」として示す）に比べて大幅に振動を低減させており、

防振リンクあり（リンク）とほぼ同等な体感振動レベルを実現した。 

なおグラフの縦軸は、振動加速度から人間の振動体感曲線を

考慮して算出した体感振動レベル、VGL（3）である。 
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Fig.8 ハンドル体感振動レベル 
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Fig.9 フットレスト体感振動レベル 
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Fig.10 シート体感振動レベル 

 

4．路面から受ける力 

スクータ型二輪車が走行中にパワーユニットから車体へ伝わる

振動はエンジン加振力によるものばかりではなく、路面の凹凸に

よって発生する振動も存在する。この力は主にサスペンションを

経由してフレームに伝わり、ライダーの乗り心地に影響を与える。 

従来はリヤサスペンションを後車軸付近の上下方向へ配置した

例が多かった。 
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Fig.11 従来のリヤサスペンション 

 

この場合、図11に示すように路面からの入力はフレーム後端を

上方へ加振し、車両重心との距離によって大きな回転モーメント

を発生させる。車体の動きはフレーム前端を瞬間回転中心とした

回転運動となり、シートはライダーを上に突き上げるように動く。 
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Fig.12 プログレッシブピボットマウントのリヤサスペンション 

 

一方、プログレッシブピボットマウントではリヤサスペンションを

図 12 に示すように傾斜させて配置しており、路面からの力は車両

重心に近い位置を前方へ加振するため発生する回転モーメント

は小さく、車体の動きはほぼ並進方向となる。ライダーは前方に

押し出されるように感じるが、体感上は突き上げられるような動き

に比べ不快感が少なく、快適性を向上させることができる。 

 

5．プログレッシブピボットマウント 

これまで説明してきたように、プログレッシブピボットマウントは

エンジンの慣性力による振動と路面の凹凸による振動を効果的に

吸収し、同時に収納容量の増加とシート高の低下を両立させると

いう点で「静」の快適性を向上させることが可能である。 

一方、スロットル操作に対する車体の反応遅れや旋回操作時

の車体と後輪の動きのずれなどの問題点も、防振リンクを使わず

パワーユニットをフレームに直接懸架することによって解決でき、

ライダーが思う通りにコーナーを走り抜けられる「動」の快適性を

大幅に向上できる。 

このプログレッシブピボットマウントを採用した 2007 年モデルの

マジェスティは、「運動器の 10 年世界運動キャンペーン」の一環

として行なわれた二輪車によるユーラシア大陸横断の中で、冒険

家の風間深志氏と帝京大学医学部付属病院医師の竹中信之氏

により 52 日間で約 18,000km を走破した。この快挙に新しい懸架

方式による「静」と「動」の快適性向上がいくらかでも貢献できたと

すれば、望外の喜びである。 
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