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はい、ヤマハ発動機 広報です。
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ファッション専門学校の学生たちが 若い感性で独創的な「バイクウェア」を提案
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厳冬のダム湖の測量調査で 当社製「自動型無人観測ボート」が大活躍
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引退も考えたこの５年間 「いまはラグビーがやりたくて仕方がない」 ヤマハ発動機ジュビロ 仲谷聖史
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データで見る ヤマハ発動機

陸・海・空にひろがる無人機の活躍
～ ソリューション分野で多彩な用途 ～

社会
Society

ピ ンク の ラ イ ダー ス ベス ト と 襟 の ない
ジャケットを組み合わせた表紙の写真
は、同学院ファッション工科専門課程4
年、長谷川拡希さ んの作品。伊藤さん
のコメントにもあるように、「これを着て
走ってみたい」と感じてくださる若い女性
もきっといることでしょう。
（広報担当： 岩崎 慎）

文化服装学院の4年生を対象とした課外講義「モーターサイクルウェアをつくろう！」。約半年にわたる講義によって独創的なバイクウェア5作品が完成し、昨年12月中旬、同学院校舎のエントランス
ロビーに展示されるとともに、バイク専門誌のカメラマンによる撮影会も開かれた。「この展示をきっかけにして、学生たちがバイクに興味を持ってくれたら嬉しい」と、講師を務めた同校OBの高橋さん

ファッション専門学校の学生たちが
若い感性で独創的な「バイクウェア」を提案
ご覧の写真は、ファッション専門学校文化服装学院（東
京都渋谷区）のエントランスロビー。当社の人気モデルにま
たがるマネキンが着込んでいるのは、同校4年生の学生さん
たちがデザインしたバイクウェアです。12月中旬にはバイク
専門誌のカメラマンが集まって撮影会も開かれました。
同校の卒業生で、アパレルブランドROARS ORIGINAL代
表の高橋生児さん（写真・前列中央）から、ヤマハ発動機販
売（株）にアプローチがあったのは昨年春のこと。「母校で開
く『モーターサイクルウェアをつくろう！』という講義に協力し
てもらえないか？」という相談でした。
「若い世代とバイクの接点を増やすこと、これは二輪車業
界全体の願いです。ですから高橋さんの申し出は当社とし
ても非常にありがたいことでした」と話すのは、同社営業企
画課の伊藤隆さん（前列左）。「とは言え、バイクウェアは一
般の洋服とは異なり、厳しい環境にも耐えうる機能要素が求
められます。多くの学生さんがバイクに乗ったことがないとい
うお話をうかがって、それでは試乗の機会を作りましょうとこ
ちらから提案もさせていただきました」と振り返ります。
さて、こうして都内のクローズドコースで開いた体験試乗
会には、学生さんたちが仮縫いまで進めた作品を持ち込ん
で参加。「バイクで風を受ける気分が爽快！」などと初めて
のライディングを楽しむ一方で、「足を曲げたり、前かがみに
なる姿勢は想定していた以上。着ているだけで『キツい』『痛
い』と言われた」、「エンジンに近い部分に金属素材を使うと
熱を帯びてしまうことを実感した」など、実体験を通じての発
見も多かったようです。

6月に始まったデザインスケッチから、素材の検討、さらに
は試乗によって得た知見の反映などを重ね、やがて若い新
鮮な感性で独創的なバイクウェア5作品が完成（表紙の写真
など）。同校の先生方も「機能要件が厳しいバイクウェアの
デザインに取り組むことで、日頃学んでいるファッションとは
違ったテクニックを身につけられた」とこの講義の意義を語り
ます。
また、講師を務めた高橋さんも、「ヤマハの皆さんの協力
によって、非常に実践的な講義として完結することができま
した。最後にはプロのカメラマンたちに作品を撮影され、表
通りから見えるエントランスにも展示もされた。学生たちは作
品づくりに対してモチベーションを高めたでしょうし、素晴ら
しい体験になったことと思います」と充実の表情。
国内二輪車購入者の平均年齢が50歳を超えたいま、冒
頭の伊藤さんの言葉にもあるように、若い世代にオートバイ
に関心を持ってもらうことは業界が抱える大きな課題です。
今回の試みはそうした意味でも大きな意味がありそうです。
「まずは体験試乗によってバイクの楽しさを学生さんたち
が体感してくれたこと。私たちも若者が集まる場所で展示会
などを開いていますが、やはり乗っていただくと伝わるもの
が違うと感じました」と伊藤さん。また、「それ以上に大きいの
が、ファッションを通じたバイクとの接点という視点です。今
回の作品は、どれも『これを着て走ってみたい』と思っていた
だけるものばかり。若い世代との接点づくりに、大きなヒント
や提案を私たち自身がいただけたように感じています」と締
めくくってくれました。
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厳しい環境の中で行われる深浅調査。
その業務の省力化や軽労化に貢献する
無人艇の開発過程では、現場の作業者
の皆さんから大きな期待を感じたそうで
す。黒澤さんも、「そうした期待が我々の
モチベーション」と話していました。
（広報担当： 加藤 隆博）

「BREEZE10」は、国内の深浅調査で過半数のシェアを持つ米・SONIC社のナローマルチソナーを搭載できる自動型の無人観測艇。リチウムイオン電池と小型発電機の組み合わせにより、連続約6
時間の運用・航行が可能。また、測量現場の環境に応じて、①プログラム自動航行モード、②コントローラー操作による遠隔操縦モード、③乗船（1名）しての操縦モードの切り替えが可能

厳冬のダム湖の測量調査で
当社製「自動型無人観測ボート」が大活躍
ご覧のボートは、当社が昨年からレンタルサービスを開始
した自動型の無人小型電動観測艇「BREEZE10（ブリーズ
10）」。全国のダム湖で深浅調査の最盛期を迎え、これから
ワンボックスカーに積み込んで測量会社のお客さまのもとへ
お届けに向かうところです。
全国のダム湖では、貯水量に影響を与える堆砂を除去
するため、定期的に浚渫作業が行われています。「その際、
事前情報として深浅調査が必要となるのですが、厳冬期に
ボートに乗船して行われることの多いこの測量は過酷な労
働環境です」と話すのは、当社UMS※１事業推進部の今井純
郎さん（写真・中央）。「あらかじめ設定された航路を無人で
走り、与えられたミッションをこなして帰ってくる。当社は、先
行する産業用無人ヘリコプターでこうした自動航行の技術を
磨いてきました。その技術を応用・横展開すれば、深浅調査
の業務の軽減やコストの削減、また作業者の安全確保など
にも貢献できるのではないか……と考えたのがそもそもの始
まりです」と続けます。
折り畳み式のアンテナなど、調査に必要となる付属機器
を含め、ワンボックスカー1台に収まるコンパクトな艇体は全
長3.2m×幅1.2m。「当社製のマリンモーターに、やはり当社
製の発電機から電気を供給するシステムです。コンパクトな
設計ですが、スピードと安定性の両立を求めて専用設計の
艇体を採用しています」と、開発を担った黒澤敦さん（写真・
左）。黒澤さんはこのプロジェクトに加わるまで市販EV ※１二
輪の開発や燃料電池二輪車の研究を歴任し、「発電、蓄電
しながらモーターを回すという基本構成には、燃料電池車

※1 UMS＝Un-Manned System （アンマンドシステム）の略
※2 EV＝Electric Vehicle の略

研究の経験が活きている」そうです。
さて、当社では「BREEZE10」以前にも自動型の無人観測
艇の研究を、長年、段階的に進めてきました。たとえば2010
年に横浜で開催されたAPECでは、開発実験中の無人艇が
海上警備に用いられ、また水質に関わる環境学術調査の
シーンでは、いまも「BREEZE10」の前身艇が大学の研究機
関で活躍しています。
「無人の観測艇は、さまざまなソリューション分野で活躍
する可能性を秘めています。その一つである深浅測量は、
昨年度の実績で250件程度・10億円超もの規模で行われて
おり、まずは確実なニーズが存在するこのジャンルから実績
をつくっていきたいと考えました」（今井さん）。一方、レンタ
ルというビジネスモデルでスタートしたのは、「使い終わった
船が戻ってくることでさまざまな知見を得られますし、その都
度、お客さまの改善要望に耳を傾けることができるから」（黒
澤さん）という狙いがあるそうです。
測量会社の協力を得て繰り返し行ってきた開発の過程で
は、無人艇ならではのメリットの発見もありました。「それが作
業効率。有人艇の場合、まっすぐ走っているつもりでも実際
はずいぶん蛇行してしまいます。しかし航路をプログラムした無
人艇なら、最小限の航跡で最大限の面積を測ることが可能
です。無駄塗りのないぬり絵のイメージです」（今井さん）。
将来的には無人ヘリとの連携で、陸上と水面下を同時に
測量するような「ヤマハならではのシステム」を提案していき
たいと口を揃える皆さん。新たな知見をどん欲に取り込みな
がら、初めての冬を終えようとしています。
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長いキャリアの中で、今まで縁のなかっ
た日本代表。35歳で初のジャパンに選
出されたときは社内でも大きな話題とな
りました。同期入社の元日本代表、大田
尾選手と山村選手も「ナッカンが選ばれ
たのは本当に嬉しかった。僕らももう一
度あの場所に行きたいと、大きな発奮
材料になった」と口を揃えていたのが印
象的でした。
（広報担当： 石田 大樹）

仲谷聖史（なかたに・さとし）、大阪府高槻市出身、170cm・105㎏。ニックネームは“ナッカン”。立命館大学卒業後の2004年、ヤマハ発動機に入社。2016年には35歳にして初めて日本代表に招集さ
れ、左プロップとしてアルゼンチン、ジョージア、ウェールズ、フィジーと戦った全4試合に出場。「3歳の息子は何となくわかっていたようで、代表になったことを喜んでもらえた」という一男一女の父

引退も考えたこの５年間
「いまはラグビーがやりたくて仕方がない」
2016年11月19日、火柱の吹き上がる演出の中、ヤマハ発
動機ジュビロの仲谷聖史選手は、日本代表としてウェール
ズのラグビーの聖地、プリンシパリティースタジアムに立ちま
した。収容人数7万4,500人という巨大なスタジアムを埋め尽
くした人々の歓声。それは、まるで地鳴りのように身体に共
鳴したそうです。試合が始まると、彼はウェールズの大男た
ちを相手に堂々とスクラムを組み、低いタックルを何本も突き
刺し、相手のチャンスを摘み取りました。するとまた地鳴りの
ような歓声。スタジアムの観衆は、敵味方関係なく良いプ
レーには惜しみなく賞賛を送る、夢のような舞台でした。
「ラグビーは30歳ぐらいまで、それ以降は社業に専念する
のかなと、漠然と考えていました。実際、30歳を超えると怪我
も多くなってきて、毎年のようにそろそろ潮時かとチームにも
相談していたんですが、チーム事情などいろいろあってここ
まで続けてきました」。
ところが、35歳になって初めて日本代表に招集。そして昨
年11月のウェールズ戦の体験は、忘れかけていた思いを胸
に蘇らせました。「ウェールズの、耳がおかしくなるような大
声援の中で、満足のいくプレーができた。30歳を過ぎてから
は代表よりもヤマハの優勝に貢献したいという気持ちに切り
替わっていたのですが、ラグビーを始めたときのように、ラグ
ビーって本当に楽しいなと心から思うようになったんです。
いまはラグビーがやりたくて仕方がない」と振り返ります。
初の日本代表入り、そしてヤマハ発動機ジュビロも14勝1
敗の2位という堂々たる成績でトップリーグを終え、仲谷選手
にとっては充実した2016—17年シーズンとなりました。

「でも全勝対決で敗れたサントリー戦だけは心残りです。あ
の試合は怪我からの復帰直後で、ベンチには入っていたん
ですが出場できず無念でした」。ラグビーに怪我はつきもの
とはいえ、それに苦しめられてきた仲谷選手はこれまで以上
に身体を気遣うようになったそうです。｢セルフケアはアップ
ダウン、ストレッチ、温冷交代浴と意識的に取り組むようにな
りました。また、トレーナーの皆さんにも毎日のトリートメント
で怪我の防止をしてもらい、感謝しています」。
2019年には日本でワールドカップが開催されます。そのと
き38歳となる彼は、2017年シーズンの現役続行を決意。と同
時に国際的なビッグイベントの開催を控え、多くの人にラグ
ビーを知って欲しい、楽しんで欲しいと、強く願っています。
「町の通りすがりの、ラグビーのことを知らないおばちゃん
に ス ク ラム の 映 像 を 見 せ て、『こ れ、ど っ ち が 勝 っ て ま す
か？』って聞くとするじゃないですか。そのおばちゃんが
『こっち』って即答できるような、そんな圧倒的なスクラムが組
みたい。そんなわかりやすいラグビーを見せたいんです」。
いまやヤマハラグビーの代表的な強みとなった「スクラ
ム」。昨シーズンのヤマハの安定した強さは、これまでスクラ
ムにこだわり続け、練習を重ねてきた結果だと、仲谷選手も
断言します。そして、「まだまだ上積みできる」とも。
「僕にはスクラムとタックルしかありませんからね」と笑う仲
谷選手は、チームメイトとともに、さらなる高みを目指します。
あと一歩届かなかったトップリーグの頂点。その悔しさをバネ
に戦うヤマハ発動機ジュビロの来シーズンにも、ぜひご期待
ください。
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データで見る

ヤマハ発動機

陸・海・空にひろがる無人機の活躍
人々の重労働や危険な作業を助ける無人機（アンマンドビー
クル）は、近年ますます存在感を増しています。この分野に当
社UMS（Un-Manned System）事 業 推 進 部 で は、「無 人 車
（UGV：Unmanned Ground Vehicle）」「無人艇（UMV：
Unmanned Marine Vehicle）」「無人ヘリコプター（UAV：
Unmanned Aerial Vehicle）」と、陸・海・空を網羅する無人
機の開発を推進しています［表1］。
当社の無人機開発の始まりは、1980年代に農林水産省の外郭
団体から委託を受けて開発した、世界初の産業用無人ヘリコプ

～ソリューション分野で多彩な用途～

ターです。現在、日本の稲作の農薬散布において4割以上で利用
されるまでに普及しており、農業に限らず火山観測等の科学学
術調査などさまざまな用途で活躍の場を広げています。また、
当社のマリン事業の強みを活かした無人艇は、科学技術振興事
業団の海洋大気観測のプロジェクトで2000年に初めて実用化。
昨年にはダムなどの深浅測量を目的とした無人艇のレンタル事
業 を 開 始 し ま し た。無 人 車 に つ い て も、当 社 のATV（四 輪 バ
ギー）やゴルフカーの基本性能を応用し、果樹園での作業効率
化に貢献するシステム構築などを視野に開発を進めています。

［表1］当社のUMS事業について

無人車

無人艇

無人ヘリコプター

＜主な開発実績＞

＜主な活用実績＞

＜主な活用実績＞

果樹園における作業効率化

海洋大気観測

農薬散布（稲作、野菜、果樹、森林など）、施肥、直播（稲作）

（運搬・農薬散布・施肥など）

ダムなどの深浅測量

火山観測、地滑り計測、放射線計測、植生調査、遺跡調査

法改正を受けて、大幅に性能を向上させた新型無人ヘリを開発
より標高の高い火山観測など、目視範囲外の自動飛行での用途拡大にも期待
2014年の法改正で無人航空機の総重量規制が緩和されたことを受
け、当社は無人ヘリコプターの性能を大幅に向上させたニューモデ
ル「FAZER R」（2016年）を発売しました。さらに、この新型機をベース

［表2］当社自動航行型無人ヘリ 新旧モデル性能比較

RMAX G1

（2006年～）

FAZER R G2

（2017年～）

積載能力： 10kg

積載能力： 35kg

航続時間： 90分

航続時間： 100分

用途向けにレンタルおよび業務委託を開始します。

航続距離： 3km

航続距離： 90km

従来モデルの自動航行型無人ヘリコプター「RMAX G1」と比較して、

運用高度： 1,000m

運用高度： 2,800m

＜従来の火山観測の事例＞

＜今後対応可能な火山例＞

に、目視範囲外の無人地帯を自動航行することが可能な「FAZER R
G2」を開発し、2017年4月から計測・観測・監視・撮影・運搬等の産業

許容積載量は10kgから35kg、運用高度は1,000mから2,800mに拡大
し（ともに燃料6L時） 、これまで運用できなかった標高の高い火山の
観測等にも対応が可能となります［表2］。さらに、衛星通信を可能と

・有珠山 （標高1,420m）

・浅間山 （標高2,568m）

・桜島 （標高1,117m）

・十勝岳 （標高2,160m）

する受信機の搭載により、航続距離は3kmから90km（燃料12L時）ま

・新燃岳 （標高737m）

・草津白根山 （標高2,077m）

で拡大し、活用の可能性のひろがりに注目が集まっています。

・口永良部島 （標高657m）

・阿蘇山 （標高1,592m）

※運用高度以下で測定
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