バイク女子座談会
五嶋 千夏（日本大学理工学部）

顔写真
座談会参加者：
林 瑞希

(神奈川工科大学創造工学部）

稲田 薫

（本田技術研究所二輪 R&D センター エルゴノミクス担当）

東 裕美子

（本田技術研究所二輪 R&D センター デザイン担当）

1．はじめに

稲田 本田技術研究所の稲田

五嶋 本日はお集まりいただきましてありがとうございます。司会

です。シート高、確かに気にな

を務めさせていただきます日本大学五嶋です。

ると思います。でも実際はシー

「カメラ女子」「歴史女子」ならぬ「バイク女子」企画ということで、

ト高だけが問題かというと、そう

バイクに乗る女子学生と、メーカーでバイクを開発している女性開

いうお話ではないんですよ。

発者との座談会を開催します。

実際私も片足が何とかつく程

まず初めに、本田技研工業本社ショールームにて、展示のバイ

度で乗っていたこともあります。

クを目の前に、実際触れながらお話を始めたいと思います。

理屈で言うと、片足と前後輪の
3 点が接地しているんですから、
立ちゴケなんてことはないで
すよね。
稲田さんの説明を聴く
東 本田技術研究所でデザインを担当している東です。そうです
ね、あんこ抜きという言葉があるじゃないですか。でも、単純にシ
ートの中身を抜くだけじゃむしろ足がつきにくくなったりするんで
すよ。足の生えている方向を考えてシートの形が決められている
んです。
五嶋・林 なるほど…。足がつかないと不安になって、そんなふう
に考えたことありませんでした（笑）。

展示の CB1300 を囲んで
3．開発の仕事について
2．バイクを囲んで

場所を、青山のおしゃれなカフェに移動して・・・。

五嶋 では早速（笑）。バイク女子として一番気になるところは、や
はり、男子に比べて体格が小さめなことから、シート高なんですよ

五嶋 今回は、お二人にどのようなお仕事をなさっているか伺い

ね。乗りたいなと思うバイクでも、実際は乗れないものがあるし…。

たいと思います。

林 神奈川工科大学の林

稲田 私は、人間工学的視点での商品

です。

開発を担当しています。たとえば、バイ

五嶋さんの言うように、シ

クを押す時や引く時に、とりまわしやす

ート高は気になります。私

くするなどの工夫を、実際に乗ることに

も背が低いので…。ほら、

よって造り出しています。ほかにも、ス

足がつかないんです。

ケッチやクレイモデル（実物大の粘土モ
デル）の段階で、乗車時に邪魔になる
ものを指摘、改善しています。

CB1300 にまたがる林さん

稲田 薫
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東 私は、デザインの仕事をしています（デザイン画を広げなが

林 私は通学のために原付スクーターに乗りはじめて、はじめは

ら）。車両のデザインは当たり前ですが、その車両に乗る人をイメ

実用本位だったんですけど、バイクに乗るうちにバイクの良さを知

ージして、いっしょにスケッチに描き込んだりするんです。現在は

って自動二輪の免許をとりました。

CG 技術も進んでいるので、ここにあるスケッチのほとんどはパソコ
ンを使って描いているんですよ。スケッチが決まると、次はクレイ

東 私は元々四輪の F1 が好きで、モータースポーツ繋がりでバイ

モデルを作っていきます。

クに興味を持ちました。学生の頃、モーターショーに行くのにとて
も不便な思いをして、こんなときバイクに乗れると行動範囲も広くな
るかな？と思い付き、そのまま教習所に行きましたね。
稲田 私の動機はとても不純ですが・・・。以前行っていた美容院
のお姉さんがバイクに乗っていて、カッコイイなって思ったことが
きっかけです。そのときはまだ中学生だったので、まだ何も行動を
起こせなくて…。大学生になったとき、親に内緒で免許を取りに行
きました。バイクも親に内緒で買ったんですよ。
東・五嶋・林 …行動力ありますね（笑）。
5．バイクに乗ってどこに行く？

初めて目にするデザイン画を真剣に見入る

五嶋 バイクの楽しみといったらやはり乗ることですよね。普段どう
いう風にバイクを使って楽しんでいますか。

稲田 私の仕事では、ユーザー視点での開発、ということが重要
になります。それでも自分が町で乗っているのとは異なりますが、

林 私は、いつも一緒にツーリングに行

楽しむことでユーザー視点と同じ目線に立てると思っています。

っていた先輩が卒業してしまって、最近
は通学や買い物だけですね…。

東 あと，これまでの仕事ではグリップ
ヒーターの開発もしていました。ゴー

五嶋 私は休日にみんなで海や近場の

ルドウィング以外はすべてオプション

山へ出かけることが多いんですよね。

なんですが、ゴールドウィングに始ま

いつかは、北海道！と思っているんで

り、ほとんどのグリップヒーターに携わ

すけどまだ行けてません。
林 瑞希

っていました。

稲田・東 北海道はおすすめですよ！絶対 1 回は行ったほうがい
五嶋・林 ありがとうございます。お二
東 裕美子

いと思います。

人の仕事に少し触れることができたよ
うな気がします。

五嶋 では、思い出に残ったツーリングのお話をお願いします。

4．バイクを好きになったきっかけ

稲田 私は社会人になっても北海道に行ってます（笑）。新潟発

五嶋 では、みなさんの「バイクとの出会

のフェリーがおすすめ。普段は関東の日帰りが多いですね。一番

い」についてお話を伺いたいと思います。

思い出に残っているのは、バイクが田園調布で止まってしまって、

まずは私からバイクを好きになった時の話

埼玉にある家まで一日中、手で押して帰ったことです。さすがに

をしますね。私の場合は父が無類のバイ

大変でした。バイクが愛おしいので、預けたり置いていったりする

ク好きで、その父の後ろに乗ったことがき

ことができなかったんです。

っかけとなりました。それまでは、ただうる
さいだけの存在だったのですが、そこで
バイクに対しての考え方が変わり、今へと
至ります。

東 私は、カブで 2 人乗りして旅行したことです。2 人とも大きいバ
イクを持っていたのですが、なぜかカブでって（笑）。山道（オフロ

五嶋 千夏

ード）も走ったので、それなりに大変だったけど、今となればいい
思い出です。
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五嶋 他にも何か思い出に残ったツーリングってありますか。

のパットが外れるようになって洗えるようになったのは女性視点ら
しいですよ。

稲田 学生の頃は埼玉に住んでいたんですけど、朝 5 時に出発
して下道で山梨に行きました。日帰りで（笑）。

東 原付スクーターのデザインでも女性が活躍する場面がありま

とりあえず帰ってきたときは朝方の 3 時でした。ずっとバイクに

したね。やはりメインのユーザーさんと近い視点でいろいろ考える

乗ったままで 400km は走っていました。

ことができるのは、いいことだと思います。

林 下道 400km はきついですね。私の体力だと無理っぽいです。

五嶋 ところで、女性が大型バイクを乗る
となると、体の大きさの面でかなり難しい

東 先ほども話に出てきたのですが、私は北海道ツーリングです。

と思います。それが理由で大型をあきら

地平線が見渡せて、ひたすらまっすぐな道を走る気持ちよさと言

めている人も多いと思いますが、その点

ったらなかったですね。ぜひお二人も北海道には一度行ってみ

を克服するために何か設計を変更して

てくださいね。

いる点はありますか。

稲田 あともう一つ。夜の 11 時ごろかな？急に温泉に入りたくなっ

稲田 これも女性だから、男性だから、ということはありませんが、

て、バイク飛ばして栃木県の那須まで行ったんですよ。

バイクを設計するときには、誰が乗るバイクかということが前提とし

朝の 5 時まで温泉に浸かっていました（笑）。

てあります。身長 150cm 以上なのか、身長 170cm 以上なのかなど、
対象者が変わってくることでバイクのサイズを変えています。特に

6．オススメのバイク用品

体格の小さい人を考慮したバイクには、シートの幅を狭くしたり、

五嶋 ツーリングネタで盛り上がったところで質問です。お勧めの

シート自体の高さを下げたり、ハンドルを手前にするなどの工夫を

バイク用品って何かありますか？

しています。

東 グリップヒーターはおススメですよ。冬でも暖かいのはとても魅

8．女性ライダーを増やすには？

力的です。グリップヒーターの開発をしていたからなのか、やはり

林 女性ライダーを増やす工夫みたいな

最初に思いつきました（笑）。

ことって、会社でなにかしていますか。

稲田 私はこれと言ったお勧めはないんですが、とにかく自分の

稲田・東 会社としてというわけではない

好きなものを使って、自分色にバイクをカスタムすることがいいん

ですが、会社のツーリングに女性を誘う

じゃないですか。

ことはしています。

林 私は原付についていたコンビニフックが便利で良かったです

林 やはり女性は少ないんですか。

ね。ちょっと買ったものをサクッとひっかけられる、みたいな。
稲田・東 研究所に勤めている女性は
7．女性視点での開発

多くはないですが、バイクに乗れる女

五嶋 ではそろそろ、開発者視点でのお話をお願します。

性の比率は高いと思います。
Honda としては、女性をターゲットと

林 女性の開発者は会社に少ないと思いますが、男性では気付

した車両を発表する際にオンナゴコロ

きにくい、女性だからこそ気づいた点のようなものってありますか。

をくすぐる Webサイトを立ち上げました。
たとえば、GIORNO（ジョルノ）という原

稲田 開発においては、特に男性が、女

付スクーターの女性向け Web サイト

性が、ということはありません。でも「力が

で、「恋するカノジョルノ」という企画をやっています。とてもかわ

ない」、「身体が小さい」ことで発見でき

いいのでぜひ見てください（インタビュー時は掲載されていたが、

たことはありますよ。先ほど出たシート高

現在は掲載終了）。

の話で言うと、足の着きやすいシート形
状の研究は女性開発者中心で進めてい
ました。あ、ちなみに、ヘルメットの中
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9．二輪業界に入るために

林 使っている側と、開発している側の両方の視点でお話を聞くこ

五嶋 それでは、この場をお借りして、二輪車業界を目指している

とができて本当によかったと思います。

学生たちへのアドバイスをいただこうと思います。
五嶋 本日はバイク好きの女性が集まったということでとても新鮮
林 二輪車業界に入るために何か特別に努力したことってありま

でした。バイクを好きになるのに男か女かなんて関係ありませんよ

すか。

ね。私もこのままバイクに乗り続けたいと思います！

稲田 私はこれと言って思い当たらないんですけど、とにかく二輪

謝辞

が好きであることを前面に押し出しました（笑）。私は何だか二輪

今回の座談会にあたり、本田技術研究所の東様、稲田様には

車業界に入るんだろうなって勝手に思っていました。

大変お世話になりました。お忙しい中、大変貴重な時間を使って
座談会を快く引き受けて、なおかつ多くの質問にも答えていただ

東 大学の勉強でやってきたこと、自分自身の二輪車経験をうまく

きありがとうございました。

アピールすることなのかな。やはり必要なのは「やる気」と「熱意」
でしょ。
稲田 そうですね。私は二輪が好きだからこそ、この仕事をやって
いけていると思います。好きじゃないとつまらないものも作ってし
まいそうで・・・。
五嶋・林 ありがとうございます。私たちも一生懸命頑張りたいと思
います。

10．感想
五嶋 本日は本当にありがとうございました。初めての司会だった
こともあり、至らない点が多々あったと思いますがご容赦ください。
ではここで、本日の感想を一言お願いします。
東 普段あまり接する機会のない学生さんたちと話すことができ
て、とても有意義な時間でした。自分の好きな、やりたいことを見
つけてください。
稲田 バイクが好きな女子に会えて、とってもよかったと思いまし
た！
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