CB900F/750F のデザイン
森岡 實 ㈱本田技術研究所 OB

顔写真

昭和 17 年生まれ (㈱)本田技術研究所入社後，GL1000，CB900F/750F，CB1100R，ダックス,エルシノア
などのデザインを手掛けた．

第 1 弾：1974 年発表の水平対向４気筒 1000 cc エンジンを搭載し
た GL1000 の投入は，ツーリングバイクとして新たなマー
ケットを開拓したが，スポーツバイク市場での他社の追随
を抑えることはできなかった
第２弾：1975 年，ニューモデル開発までの中継ぎとして投入され
た CB750Four-Ⅱも有効な玉とはならなかった．
第３弾：1977 年投入の CB750EARA (オートマッティックトランスミッ
ション車) は，大型バイク市場の幅を広げる玉として発売
されたが，時期尚早でまだまだ市場に理解されなかっ
た．
CB900F/750F のデザイン
2.2. Honda の反撃開始
1．序章

この状況を踏まえ，Honda は当時最大の収益元であった二輪

それは 1 本の電話から始まった．

ビジネス再強化に向け，開発力を増強した．

「久米ですが」

1976 年，USA の大型スポーツバイク市場奪回をめざしたフラッ

「あなた，く，く，久米社長から電話よ」

グシップモデルとして，CBX-1000（DOHC6 気筒 6 キャブレター

妻が思いがけない人からの電話に驚いて私に受話器を渡した．

1000 cc）の開発がスタートした．続いてメインカテゴリーの量販モ

1977 年 7 月 10 日，日曜日のことであった．

デル NEW CB750 (新設計 DOHC エンジン．) の開発がスタート

「絵を描く用意をして月曜日の便でフランスに来て下さい，会社

した．

ですべての出張準備は整えてあるので，連絡を取って下さい」

ヨーロッパ市場においては，1966 年ワールド GP レース休止後，

ヨーロッパ出張中の久米社長からの国際電話であった．

希薄となってしまった Honda の技術先進イメージ回復のため，耐
久レースに参戦した．常時 10 万人を超える観客を動員する耐久

2.市場背景

レースシリーズでの劣勢は，ヨーロッパ二輪ビジネスに大きな打撃

2.1. 二輪ビジネスで他を圧倒していた Honda に他社の猛追が

を与えていた．

始まった．

1976 年，HERT (HONDA ENDURANCE RACING TEAM) とし

1970 年代前半，世界の二輪市場を圧倒的な商品力によりリー

てレース活動が再開された．新しいトリコロールのレーシングカラ

ドしてきた Honda であったが，四輪ビジネス拡大のため開発の力

ーに彩られた RCB1000 が参戦し，翌 1977 年には圧倒的な強さを

点を四輪にシフトした．この期に乗じて他社の猛烈な追い上げが

見せ始めた．

始まった．
1968 年発表，翌 1969 年に発売され，大きなヒットとなった

3.マル N 作戦展開

CB750Four の成功から次の進化に手間取る Honda に対し，新し

3.1. 作戦概要

い技術力と商品力，市場性を兼ね備えた製品が各社から投入さ

ヨーロッパでの Honda の技術先進イメージも回復し始めた 1977

れた．KAWASAKI Z900/Z750 等がその代表モデルであった．

年 7 月，久米社長と研究所企画スタッフが欧州市場を視察し，ヨ

これに対し Honda も決して腕をこまねいていた訳ではないが，

ーロッパ二輪市場奪回戦略を立案した．戦略案には欧州市場の

結果的には販売を好転させるにはいたらなかった．

全モデルラインナップが網羅され，ヨ－ロッパ地域のニーズに合
わせた NEW MODEL の投入やモデルチェンジ，マイナーモデル
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チェンジ計画を含む，全 16 モデルの開発日程や発売時期が盛り
込まれた．戦略案は各国の販売会社である現地法人に提示し承
認された．
そこに急遽追加されたのは，ユーロスポーツの頂点モデルとし
て CB900F と，その普及版モデル CB400N/250N であった．
このヨーロッパ二輪市場奪回戦略は，社内で “マル N 作戦” と
名付けられ極秘に展開された．(第二次世界大戦で連合軍が決定
的な勝利を収めたノルマンディ上陸作戦にちなんで，Normandy
の N からマル N 作戦と呼ばれた)
私はこの作戦の先行実戦部隊としてフランスに呼び寄せられた
のであった．
トリアノンパレスホテル
3.2. いきなりくらった“気合とプレッシャー”
羽田発アンカレッジ経由，北極回り 19 時間余りのロングフライト

3.3. デザイン作業の準備

でやっとシャルルドゴールに到着した．空港でフランスホンダの駐

元オペルのデザイナーで，ヨーロッパ在住の経験があり，現地

在員にピックアップしてもらい，用意されたパリ市内のホテルに向

の事情にも詳しい A 氏と 2 人でデザイン作業を展開することにな

かった．ルーブル美術館に隣接した歴史を感じさせる大変立派な

った．

ホテルだ．私はやっと到着した安堵感と今後の展開への緊張を感

マル N 作戦の説明を受けたあと，デザイン専用に１部屋追加で

じていた．チェックインをしようとフロントに向かうと，「戦略チーム

借りてスケッチ作業の準備に取り掛かった．

の一行は急遽パリ郊外のベルサイユにあるトリアノンパレスホテル

由緒ある高級ホテルの客室だけあって，天井はすこぶる高く，

に移動した．ホテルをキャンセルしてベルサイユへ来て下さい」と

壁面は淡いシックな色でまとめられている．ヨーロッパ調の伝統的

いうメッセージが残されていた．

なテーブルや調度品が配され，落ち着いた雰囲気だ．しかしそれ

トリアノンパレスホテルはベルサイユ宮殿に隣接したプチトリア

ほど広くはなく，デザインルームとしては使い辛かった．

ノン宮殿 (王妃マリーアントアネットの宮殿) の横にあり，第一次

スケッチ机は部屋に備えられた狭い読書机を２台並べて使うこ

世界大戦終結時，ベルサイユ条約の準備がされた由緒あるホテ

とにしたが，机の周りに施された装飾がスケッチ作業の妨げにな

ルでもあった．パリ市内の騒がしいところではろくな仕事もできな

った．美しく装飾された読書ランプもスケッチには光量が足りず，

いだろうとベルサイユへの移動を決めたのは，歴史と戦記ものが

机を窓際に移動した．なんとかデザイン室らしくなってきたところ

大好きな久米社長らしい選択だが，マル N 作戦を展開するには

で，「明るいうちにトリアノン宮殿にいってきたら」との社長の勧めも

打って付けの舞台と言えなくもない．

あって，私と戦略チームメンバーは社長に留守居をお願いして出

トリアノンパレスホテルに到着すると，戦略チームは中庭のテラ

掛けた．

スで昼食を取っていた．
「今到着しました｣
と挨拶すると
「はい，まぁ，ご苦労さん」
と社長がねぎらってくれた．だが次に出た言葉は，
「ヨーロッパをよく見ないで仕事をしているから，市場は大変な
ことになってしまっているんだよ」
と，腹に一発喝をくらった．
緊張感とプレッシャーの中で，チームと合流して初めての昼食
となった．
「フランスは食べ物も大変美味しいし，パリでは優れた芸術や
文化に触れることができる．“イイモノ”をしっかり吸収してデザイン

プチトリアノン宮殿にて

して下さいよ」
と言いながら社長がチョイスしてくれた“メロンの生ハム巻き”は，

ルイ 16 世によってマリーアントアネットに与えられたプチトリアノ

メロンの甘味と生ハムの旨味が絶妙にミックスされ，とても美味し

ンは，ピンクの大理石を印象的にあしらった小宮殿で，庭園の

かった．

花々や木々とうまくマッチし，その佇まいは女性的で美しい．宮殿
の中に入ると，淡い色調を基本とした大変お洒落でシックなデザ
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インにまとめられている．ベルサイユ宮殿の豪華絢爛とは異なっ

このような環境で育ったヨーロッパの人々は，我々よりも遥かに

た美しいデザインだ．“女性を魅了する化粧品や装身具デザイン

優れたデザインセンスを持っているのではないか，私は彼らの心

の原点はこれだ”とある種の感動を覚えた．

を捉えるデザイン画を描くことができるのだろうか，ホテルに戻り机

フランス貴族の優れたデザインセンスに触れ，感動しながらル

に向かっても手が動かなかった．

ンルン気分でホテルに戻ると，いきなり仏頂面をした社長にこっぴ

大理石造りの高級ホテルは 7 月半ばというのに肌寒い (デパー

どく怒られた．その原因は我々がホテルを出た直後に，部屋の掃

トでセーターを買い求めたほど)．ホテルのどこからか聞こえてくる，

除を始めてもよいかとルームキーパーが入ってきて，社長はベッ

オペラ歌手の発声練習らしき金切り声が耳障りで落ち着かない．

ドの上に置き去りにされた写真や資料を大慌てで隠した，というも

ホテルの食事は実に時間が掛かる．朝食に 1 時間半，昼食に 2

のであった．

時間，夕食は 3 時間だ（オーダーしてからレシートにサインをする

「まったく機密意識がないんだから，こうやって整理するんだよ」

までの時間だが）．バケーションでゆったりと食事を楽しむのであ

と衣装棚を利用して整理収納するように手ほどきを受け，また

れば 1 日 6 時間の食事も理解できなくもないが，我々にそんな余

社長に借りを作ってしまった．

裕はなかった．パリ祭の花火がホテルの窓越しに見えたが，それ

あくる朝，社長は

を楽しむ気にもなれなかった．すべてがネガティブに感じる心理

「ヨーロッパで本当にイイと言われるデザインができなかったら，

状態の中で，瞬く間に 5 日間が過ぎた．スケッチを描くには描いた

このホテルの 3 階の窓もかなり高いし，この庭には枝ぶりの良い松

が，お客さまを見失い，自信を失した私のスケッチは何も生み出

の木もあるので，どちらを選んでもいいんだよ，森岡さん」

せなかった．焦りは頂点に達していた．

と言い残して帰国していった．
5.原点に返り“お客さまの夢”をデザインするために
4.ヨ－ロッパの偉大な歴史と文化に圧倒される

5.1. ユーザー調査

我々はパリ市内と近郊の優れた芸術文化施設を観てまわること

“お客さまの心を研究するのが技術研究所の仕事だ”という初

から始めた．最初に訪れたベルサイユ宮殿の壮大さ，豪華絢爛さ

代社長，本田宗一郎の教えを思い出し，わらをもつかむ思いで，

には度肝を抜かれた．シャルトルの大聖堂，ノートルダム寺院，凱

「オートバイユーザーの顔が見たい，どこかお客様の顔が見える

旋門，エッフェル塔，ルーブル美術館，オルセー美術館，モンマ

ところに連れていって欲しい」と，フランスホンダに頼んだ．

ルトルの丘，シャンゼリーゼ大通り，シャンジェルマン学生街，サ
ントノーレ通りのブランドショップ街などを 2 日間駆け足で回った．
彫刻も絵画も，そして建物も桁外れに凄い．パリを横切って流れる
セーヌ河畔も橋も街燈も芸術品のように美しい．
凄い！凄い！凄い！街中がデザインされ整理整頓された公園
のように美しい．

サーキットにて
あいにく大きな二輪車のイベントは開催されていなかったが，
週末に南フランスのポールリカールサーキットで開催される耐久
レースを観にいくことにした．パリからマルセイユ空港までは空路
で，そこからポールリカールまではコートダジュールの眩しい陽光
を浴びながら 2 時間余りのドライブであった．
シャルトルの大聖堂

ポールリカールは世界選手権ボルドール 24 時間耐久レースで
有名なサーキットだ．そしてまた，私が尊敬していた隅谷守男氏

これまで 15 年余りを Honda でプロのデザイナーとして働き，

が練習中の事故で命を落としたところでもあった．隅谷氏は，社員

数々の商品を生み出し，近頃は少々自分のデザイン力にも自信

でもあり，国内トップクラスのライダーでもあった．

を持ち始めていた私だったが，歴史と芸術の凄さに完全に打ちの

ポールリカールでは，レースの観戦よりもユーザー調査に時間

めされ，あまりにもちっぽけな自分を思い知らされた．

を費やした．
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ローカルレースのためか観客は少なめで，ガラガラに空いた駐

ベルサイユとパリの往復で見かける街の様子がそれまでと違っ

車場をコースに沿って車でゆっくりと回った．そしてウォッチングポ

て見えるようになった．凱旋門の近くにある二輪車販売店の店頭

イントごとに集まっているバイクを調査して回った．

を華やかに飾る耐久レーサーや，シャンゼリーゼで見かけるバイ
クのファショナブルな使われ方など，先週まで見えなかったモノが
見えてきた．
1 週間スケッチに集中し，CB900F と CB400N のスケッチを完成
させた．それに加えてマル N 作戦関連モデルである 12 機種のリ
ファイン案とカラーリング案もすべて完了させた．
作成したデザイン画の現地人による評価は，週明けの水曜日
に現法会議としておこなわれた（現法会議：ヨーロッパの現地法人
でフランス，ドイツ，イギリス，イタリア，ベルギー，オランダ，スイス
など販売会社の営業担当現地人と社長による会議）．
5.3. 斬新なユーロスポーツスタイル

ユーザー調査

“欧州のスポーツバイクユーザーが憧れる，耐久レーサーの迫
力とスピード感を表現した斬新なユーロスポーツスタイル”をテー

サーキットの外周を半周したころであった．100 m 位先の木陰

マに，タンクからリヤーカウルまで流れるようなフローイングライン

に霞んで見える 2 台のバイクが私の目を引き付けた．

の一体シェイプ，強力なパワーをイメージ付けるエンジン，ブレー

「カッコイイじゃない，近くにいってみようよ」

キ，足まわり，排気系のデザイン，HERT のレーシングカラーであ

と車を降りて近づいてみると，なんとそれは初期型 Honda

るトリコロールを生かしたカラーリングをスケッチに表現した．

CB750 の改造車だった．アフターマーケットのパーツを使ってカ

スケッチを披露すると現地人から大きな拍手が起き，彼等は興

スタムメイドされたそのバイクは，出来栄えこそ良くないが，2 台と

奮した様子で握手を求めてきた．「トレビアン，メルシーボクー！」

も憧れの耐久レーサーへの夢を追い駆けた，ユーザーの熱い思
いが表現されていた．崖っぷちに立たされ，敗北感に打ちひしが
れ，苦しんだからこそ見えた，“お客さまの夢”であり“ユーザーの
熱い思い”であった．
5.2. もう少しも迷うことはなかった
パリへの帰路，フライトまでの少ない時間であったが，海パンを
買い求めてマルセイユの海辺を楽しむ余裕さえ生まれていた．
トリアノンパレスホテルに戻ってからの我々は，脇目も振らずス
ケッチに打ちこんだ．朝食と昼食はホテルを出て近くのパン屋さ
んで済ました．夕食は気分転換も兼ねてパリ市内まで片道 45 ㎞，
HERT の耐久レーサーRCB1000

日本定食屋“あじ半”まで通った（サントノーレ通りにある日本食屋
で特大の鯖の塩焼きが美味かった）．それでもホテルでの食事に
比べると，時間と滞在費を大いにセーブすることができた．

完成した CB750F のスケッチ
スケッチに没頭する著者
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ヨーロッパに私を呼び，崖っぷちに立たせた社長の強い意志
がなかったら，CB900F は存在しなかったかもしれないし，経営者
の一つのデシジョンが企業業績を大きく左右してしまう怖さを今更
のように感じた．
6.2. 記録的なスピードでデザインモデル作成
夏季連休明けの 8 月 19 日から始まったデザインモデルの作成
はすこぶる順調だった．
モデルベースの組立てと並行して，欧州で描いた 6 分の 1 のス
ケッチを実物大に拡大し，テープドローイングと言われる手法でラ
インを整え，クレイモデルに反映していった．
通常半年は必要とされるデザインモデル作成期間であるが，8
カラー，グラフィックのスケッチ

月 29 日には方向性が見え，9 月１日にはクレイモデルが完了した．
モデルベースを立ち上げてから，なんと実働 9 日間で完了したこ

会議を終えて数日はマル N 計画全体のスケッチの整理や日本

とになる．

での報告資料の作成に費やし，現地で大好評を得た成果を土産
に 8 月 2 日夕方，羽田着で無事帰国した．

完成したクレイモデル
業務を終え，シャンゼリーゼのカフェでくつろぐ著者

モックアップモデルの製作も記録的な早さだった．9 月 2 日クレ
イモデルから石膏型を採り，プラスティックモデルに置換する作業

6．帰国，そして本開発

をスタートし，塗装を施した実物そっくりのモデルを完成させるま

6.1. 意気揚々と帰国，認識の違い

で，2 日間の休日出勤を含めて，実質 10 日間で完成させた．

帰国翌日の 8 月 3 日，社長と専務への報告会に臨んだ．
自信満々でスケッチを提示し，欧州現法会議の結果を報告す
ると，専務が渋い顔をして肘をつき，中指で額を押しながら，口を
開いた．
「私は非常に残念です．手塩にかけて育てた娘が，こんな厚化
粧になって帰ってくるとは思いませんでした」
一瞬場がしらけ，その後ざわめきが起こった．専務の意見に賛
同する先輩デザイナーの声も少なくなかったと記憶している．
思いもよらぬ展開に，ヨーロッパのトレンドと日本国内の動向，
認識の違いを改めて強く感じた瞬間だった．
しばらく静寂が続いたあとに
「ま，現地が評価し欲しいと言っているのだから，このまま進め
て見ましょうよ」

クレイモデル製作時のデザイン室を忠実に再現したジオラマ

と社長が決断してくれた．
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完成したモックアップモデルをデザイン室の中庭に出して，チ

デザインなど，フランスで学んだ，貴族の装飾金具の質感を思い

ーム全員で眺めた．イタリアンレッドに塗られたモデルが陽光を浴

起こしながらデザインを進めた．

びて輝いている．多くの試練を乗り越えて目標を達成した喜びに，
胸が震え目頭が熱くなった．チームの皆も本当に満足そうに，し

6.4. 世界 No.1 のパフォーマンスを実証

ばし見とれていた．

デザインがほぼ固まった 9 月中旬から，開発チームの活動が本

お客様の夢，目標が明確に示されれば，チーム一丸となって

格的にスタートした．短期開発完了をめざし，既に年初より開発が

発揮するパワーは想像を絶する高い成果をもたらすことを実感し

スタートしていた新しい 750 cc の車体に 900 cc の強力パワーを搭

た．

載し，高いレベルの運動性能と信頼性を両立させることに開発の
重点が置かれた．
開発責任者となった入交氏のカリスマ的魅力に引っ張られるよ
うに，チャレンジ魂を刺激されたエンジニアやテストライダーが幾
多の困難を次々に乗り越えた．
78 年初夏に欧州で現地確認テスト，そして秋にはプレス発表
試乗会を開催し，競合車を圧倒的に凌駕する，世界 No.1 のパフ
ォーマンスを実証できた．

塗装が完了，デザイン室中庭で眺める

RCB の優勝を祝し，CB900F 販促のために作られたステッカー
７．おわりに
営業戦略で BOL D'OR(フランス語で金杯の意味)のネーミング
を与えられた CB900F は，79 年春に欧州市場から先行して販売
が開始された．際立つデザイン，性能，セールスの相乗効果で，
79 年の欧州，日本(国内販売は 750 cc)でのセールスは記録的な
ものとなった．
好調なセールスで 79 年モデルは早々に完売した．80 年モデ
ルの早期リリースが始まった 1979 年 12 月，我々研究所の企画デ
ザインスタッフはマル N 作戦の成功におぼれることなく，次の商品
完成したモックアップモデル

戦略立案のため，ミラノを旅していた．

6.3. 満足度を高めるパーツデザイン
お客様の満足度を高める最後の決め手となる，小物パーツの
デザインに付いても社長の要求は厳しく，外観に現れるすべての
パーツデザインを一新することになった．
計器，スイッチ類のデザインにあたっては，自衛隊の百里基地
を訪問し，ジェット戦闘機のコックピットを勉強し参考にした．
航空機やワークスレーサーにのみに使用されていた，夢の材
質ジュラルミン鍛造パーツ（ジュラ鍛と呼ぶ）を採用したセパレート
ハンドル，ブレーキ＆クラッチハンドルレバー，ギヤチェンジペダ
ル，フットステップや，切れ端の見えない高質感を追求したスティ
ールパーツ，軽量，高強度でハイテクなアルミコムスターホイール
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