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1995年3月 NSX-T
オープンモデルを登場させ、
先進のDBWやFマチックを装備

2018年10月 NSX
ダイナミクス性能の熟成を図り
一体感が生み出す操る喜びを向上

1999年9月 NSX
安全・環境性能の進化と
アルミホイールなどデザインの進化

2001年12月 NSX
固定式ヘッドライトの採用、
空力性能向上による運動性能進化

2002年5月 NSX-R
ダウンフォースによる空力操安で
初代NSXの走りを完成の域へと到達

2016年8月 NSX
SPORT HYBRID SH-AWDによる
走りの新体験を実現した2代目

1997年2月 NSX type S
3.2Lへの排気量アップ、ワインディングベストの
type Sが登場

1990年9月 NSX
Hondaの原点である人間中心を具現化し
かつてない存在として誕生

1992年11月 NSX-R
サーキットで最も快適であることを追求した
ピュアスポーツモデル
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プロジェクトのテーマは、「Hondaらしい、先進でアイデアあふ

れるスポーツカーを提案し、長年のHonda dreamを実現する」

こと。

チームにとって最初の難題はコンセプトの立案でした。思いの丈

を存分にぶつけあうためにチームは研究所を抜け出し、旅館に

連泊しての検討会、いわゆる“山籠もり”に入ります。当時、F1で

快進撃していた※1ことから、ある者は「F1直系のシンプルでなに

も付いていないピュアスポーツカーだ」と言い、またある者は「ハ

イテクのHondaイメージを象徴する電子制御にあふれたスポー

ツカーだ」と言います。まさに議論百出。果てしない議論の末に

たどり着いたのは、それまでの概念を超える新世代のスポーツ

カーとして、高性能と快適性を高次元で両立させた「快適F1」を

世に送り出そうというコンセプトでした。

三軸図
NSXの開発にあたり、Hondaは三軸図と呼ぶ3つのテーマを掲げた。「走る」

「曲がる」「止まる」の高次元バランスをめざした「ビークル・ダイナミクス」、人
に快適で最適なドライビングをもたらす「ヒューマン・フィッティング」、天候
や道路、走行時の環境に適合するための「ロードコンディション・アダプタビ
リティー」、これら3つの輪を最大限に広げることをめざした。

世界の名門スーパースポーツに多大な影響を与え続けるNSXは、

人間を中心とするHondaの原点ともいえるフィロソフィーによって誕生しました。

NSXがどのような思いでつくり上げられ、何を成し遂げたのか。

30年を経て、次代へと語り継ぐために、その一端をここに記します。

N S X  –  A  P r o u d  H i s t o r y

※1 Honda F1第二期（1983-1992）。1985年終盤、ウィリアムズ・ホンダとして3連勝を飾り、翌1986年には16戦9勝という圧倒的な強さでコンストラクターズタイトルを獲得した。

1990年9月 NSX誕生

新世代のスポーツカーを実現するためにHondaがめざしたの

は、「走る」「曲がる」「止まる」の基本性能を極限まで高め、それ

らを高次元でバランスさせること、すなわち、世界一のビークル

ダイナミクス（運動性能）を実現することでした。

しかし、パワーをやみくもに求めるだけではクルマは大きく重く

なり、ハンドリングに難のあるヘビーウエイトクラスのスポーツ

カーになってしまいます。反対に軽量化を突き詰めるだけでは、

俊敏なハンドリングではあってもパワーが物足りないライトウエ

イトクラスのスポーツカーになってしまう。そこでHondaは、パ

ワーとハンドリングのバランスに優れたミドルウエイトクラスに

着目。スポーツカーとしての利点を数多く持つミッドシップエン

ジン・リアドライブ（MR）レイアウトを基本に、パワーとハンド

リングの高度な両立を追求しました。

その目標を明快に表現しているのが「天の川チャート」と呼ばれ

るコンセプト図です。それまでのスポーツカーが高性能の象徴と

してきたパワーウエイトレシオに加え、ホイールベースウエイトレ

シオという指標をはじめて導入。それらを縦軸と横軸に配した

分布図において、ほとんどのスポーツカーが帯状ゾーン（天の川）

に位置づけられるのに対し、天の川を飛び出し、F1マシンにより

近づく高性能スポーツカーをめざしました。

天の川チャート
縦軸をパワーウエイトレシオ（主に加速性能を表す）、横軸をホイールベース
ウエイトレシオ（主に運動性能を表す）としたコンセプト図。帯状ゾーン（天の
川）右下のヘビーウエイトクラスから左上のライトウエイトクラスまで大半の
スポーツカーが天の川に留まるところ、HondaはF1マシンにより近い高性能
スポーツカーをめざした。

「快適F1」という世界に類を見ないコンセプトを具現化した初代

NSXは、2005年、惜しまれながら生産を終了します。「人間中心

のスポーツカー」というHondaの思想は、世界の自動車メーカー

にスポーツカーの在り方を再考させるほど大きなインパクトを与

え、いまでは、スーパースポーツの多くが人間重視の設計や運転

のしやすさを採り入れるようになりました。

しかしHondaは、それらは正常進化の範囲にあり、新たな走

りの提案やスーパースポーツの革新には至っていないと考え

ていました。だからこそHondaは、モーターを用いた独自の

先進技術を手段に加え、再び、新たな走りの喜びの創造をめ

次の課題は、「快適F1」をいかにして実現するかということ

でした。そもそもスポーツカーにとっての「快適」とは何か。

解決のヒントは当時の伝統的なスポーツカーにありました。

1980年代のスポーツカーには、乗り手を選んだり、乗員に

なんらかの我慢を強いたり、「ねじ伏せてこそスポーツカー」

という風潮がありました。

Hondaが提案する新世代のスポーツカーはそうであって

はならない。ドライバーの意志に忠実なクルマ、運転

の緊張からドライバーを解き放つクルマ、運転に快

適な環境を持ったクルマ。つまり「人間中心」に考

えつくり上げていけばスポーツカーを革新できる

と考えたのです。その背景には、Hondaが創業期

快適 F1

から大切に受け継いできた「人間尊重」の基本理念がありま

した。この考え方は、3代目シビック（1983年）の「ヒューマ

ン・フィッティング」という言葉につながり、「快適F1」を実現

する3つのテーマのひとつとして受け継がれたのです。

#1 コンセプト
高性能と快適性を高次元で両立する新世代のスポーツカー

人間中心のスポーツカー

受け継がれる理想

めざすは世界一の運動性能
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#2 軽量化
マイナス200kgへの挑戦

ざしたのです。「快適F1」、「人間中心」という初代の志を、色褪

せることなく2代目へと受け継ぐ一方、初代が掲げた三軸図の

テーマを時代進化分を加えて深化させ、まったく新しい走りの

体験「New Sports eXperience」、世界第一級の速さである

「Peak Performance」、優れた視界と快適な操縦性を確保す

る「Driver-centric Cockpit」として継承。これらの指標を最

大限に広げることで、日常からサーキットまで新たな理想の走り

を実現する、Hondaスーパースポーツの開発に挑んだのです。エ

ンジンと3つのモーターによる高度なトルクベクタリングを筆頭

に、世界第一級の速さと快適な操縦性を両立させた2代目NSX

は、Hondaにしかつくり得ないスーパースポーツとして、さらなる

理想に向けて走り続けます。

2代目NSXの三軸図
サーキットで優れた性能を発揮する「Peak Performance」、NSXならでは
の快適性に優れた運転席を実現する「Driver-centric Cockpit」を達成した
上で、モーターによるレスポンスに優れた加速、ダイレクトヨーコントロールの
新感覚のハンドリングなど「New Sports eXperience」の実現をめざした。

※2 1985年発売の3代目ACCORD（2.0Si ABS装着車）。
※3 のちの本田技研工業7代目社長・伊東 孝紳。
※4 本田技術研究所（当時）社長、のちの本田技研工業4代目社長・川本 信彦。2016年8月 2代目NSX

「快適F1」へのアプローチはエンジンの検討からスタートしまし

た。Hondaがめざすのは、世界一のビークルダイナミクスを持つ

ミドルウエイトクラスのスポーツカーであり、大きく重い車体を

大排気量エンジンで走らせる重量級スポーツカーではありませ

ん。そこでまず、重量、重心、パッケージングに優れ、高回転高出

力化に有利な直列4気筒2.0リッターエンジンを選択。同時に、

パワーウエイトレシオの目標を、当時の大排気量スーパースポー

ツをしのぐ5.0kg/PSに設定しました。たとえ最高出力は低くと

も、そのぶん軽量であればスーパースポーツを上まわる加速性

能が得られる上、圧倒的に優れたハンドリング性能を獲得でき

ます。それはまさに、「快適F1」がめざす「ヒューマンフィッティン

グ」の考え方に一致するものでした。

当時、自然吸気エンジンでは排気量1リッター当たり100PS、2

リッターエンジンで200PSが上限でした。つまり、5.0kg/PSの

パワーウエイトレシオを達成するには車重を1,000kg以下に抑

える必要があるのです。当時の2.0リッター量産車は1,130kgほ

ど※2。これにスポーツカーにふさわしい剛性や耐久性を与えると

なると1,200kgを超えることは明らかでした。マイナス200kgと

いう途方もない壁が立ちはだかります。Hondaは、二輪の経験を

もとに他の自動車メーカーに先駆けてエンジンのアルミ化を実現

していました。その知見とノウハウを最大限に生かしシャシー部

品の大半をアルミ化したとしても50kgの軽量化が限界です。残り

150kgを削るためには、ボディーの骨格から外板まで、従来とは

違った新技術にチャレンジする必要があったのです。

量産車世界初 NSXのオールアルミボディー

アルミ部品を適材適所に使い分けるアルミスペースフレームは、

いまでこそ他社スーパースポーツなどで採用されていますが、

当時はヨーロッパメーカーでさえ実験段階にあり実用化のメド

は立っていませんでした。Hondaも先行基礎研究としてアルミ

の検討はしていたものの、外板への適用が検討されていたにす

ぎず、骨格を形成するフレームのアルミ化などまったく未知の領

域。それでも「快適F1」を実現するためにはアルミフレームが不

可欠だと考えたチームは、アルミフレームと樹脂外板の組み合わ

せでボディーをつくることを検討しはじめます。

しかし、ボディー設計プロジェクトリーダー（PL）※3の考えは異

なっていました。「新幹線だって飛行機だってアルミでできてい

る、クルマにできないわけがない」。そして、骨格から外板まです

べてをアルミ化したオールアルミボディーを提案したので

す。アルミの比重が鉄の3分の1ほどであることは確かです。

しかし、クルマの骨格から外板にまで適用するためには、クルマ

として必要な剛性・強度耐久性などの課題や、プレス性、溶接性、

塗装性など、クリアしなければならない問題が山のように残され

ていました。研究所の社長※4に報告したところ、「そんなんでお

まえ、本当にアルミでできるのか!?」と、叱責にも似た質問が返っ

てきました。しかしPLは「やってみないとわかりません！」と開き

直ったのです。「そうか、それならやってみろ！」というのが報告

会での結論でした。「思い切ってやれ。失敗したって会社がつぶ

れるわけじゃない。チャレンジして世間をあっと言わせるんだ」。

善し悪しは別にして、Hondaには昔からそういう企業文化があ

るのです。

社長の了解も取り付け、「快適F1」の方向性は、直列4気筒2.0

リッターエンジンをミッドシップに搭載した、オールアルミ・モノ

コックボディーの軽量スポーツカーに定まったかのように思えま

した。ところが欧米、とりわけアメリカの猛反対に遭遇します。

当時、北米を中心としたHondaのプレミアムブランド「ACURA」

の立ち上げを控えていたアメリカは、イメージリーダーとなるス

ポーツカーを強く望んでいました。しかし、アメリカの感覚では4

気筒はベーシックエンジン。「まったくスポーツカーのフレーバー

を感じられない」と言っては6気筒エンジンを搭載するよう一歩

も譲りません。アルミボディーに対しても、「パワーウエイトレシ

オに価値を感じない、コストアップになるから要らない」の一点

張りです。

世界中を見渡してもどこにもない新世代スポーツカーをつくり

たいという思いはまったく受け入れてもらえません。開発チーム

は苦渋の選択をします。巨大市場アメリカが望むV6は飲もう。

しかし「快適F1」にとって命とも言える「軽さ」は譲れない。まる

でV6と刺し違えるようにして、オールアルミボディーの企画を守

り抜いたのです。

そうして完成させた量産車世界初のオールアルミ・モノコックボ

ディーは、ホワイトボディー※5比較で鉄製に対しマイナス140kg

を達成。エンジンやシャシー部品を含む初代NSXの車重は、従

来技術で製作した場合に比べてマイナス200kgという軽量化

を実現しました。これは、エンジン出力に換算して実に約40PS

の高出力化に相当します。またパワーウエイトレシオも、目標の

5.0kg/PSを下まわる4.82kg/PS※6を達成。初代NSXは、大

排気量の重量級スポーツカーをしのぐ加速性能と圧倒的に優れ

たハンドリング性能を獲得したのです。その軽さは、エンジン負

荷の軽減や車体各部への入力の低減をもたらし、部品の長寿命

化に貢献。“誰にとっても使いやすく長く愛していただけるスポー

ツカー”という、当初の願いを叶える原動力ともなりました。

※5 各部品を溶接で組み立てた塗装前のボディー。
※6 初代NSX 5速MT車（1,350kg/280PS）。

複数素材を用いた2代目NSXのスペースフレーム

マイナス200kgの壁

目標は5.0kg/PS

「それならやってみろ」

「軽さ」という正義
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初代NSXのパッケージング

Hondaは、初代NSXで培ったアルミボディー技術の研究をさら

に重ね、三次元曲げ成形やダイキャスト成形技術を駆使した低

コストなアルミ適用技術を開発。1999年の初代インサイトで、

820kg（5速MT車）という軽自動車レベルの車重を実現する新

骨格軽量アルミボディーを実現するなど、さまざまなカタチで量

産車の軽量化に継承されています。

さらに、2代目NSX（2016年）では時代進化した要素技術をフ

ルに活用し、アルミと超高張力鋼管など複合素材技術を新たに

開発。外板には、アルミのほかカーボンファイバーやシートモー

ルディングコンパウンド（ガラス繊維強化ポリエステル成形材）

を採用するなど、さまざまな素材を適材適所に用いることで、高

い剛性と優れた衝突安全性能を達成しながら最大限の軽量化を

実現したのです。

快適なドライビングのためにもっとも重視したのは、「ヒューマン・

フィッティング」の考え方に基づく、運転視界とドライビングポジ

ションでした。前方視野角を決定づけるフロントピラーの在り方

はもちろん、フロントフードの見え方や側方・後方の視界までを良

好にし、運転や運転負荷の軽減に役立てようという考え方です。

スポーツカーにふさわしい低ドライビングポジション（低アイポイ

ント）としながらも、全方位にわたって段違いの良好視界を確保

することをめざし、「低全高全方位視界」を目標に設定。運転のし

やすさ、ひいては人とクルマのインターフェースという視点から、

初代のコンセプトである「快適F1」の創造に取り組んだのです。

当時のスーパースポーツは、フロントタイヤのハウジングが室内

に張り出し、ドライバーがステアリングホイールやペダルと正対

しにくいものが少なくありませんでした。

NSXは、運動性能の向上を主目的に、フロントタイヤの径をリア

タイヤに対して小さくする“前後異径タイヤ”を検討しており、ド

ライバーに無理な姿勢を強いるスーパースポーツに対し、足もと

空間に有利なパッケージでした。その優位性をさらに生かし、フ

ロントタイヤをより前方に配置することで足もとに十分な空間

を確保。同時にステアリングシステムのレイアウト自由度を高め

ることで、ドライバーがペダルやステアリングホイールと自然に

正対できる、人間中心の快適ドライビングポジションを実現し

たのです。

良好な前方視界を確保するためには、常識を超えてインストルメ

ントパネルを低くし、さらにフロントフードまで低くする必要が

ありました。チームはまず、内蔵部品のなかでも容積の大きいエ

アコンユニットを新開発し縦置にしてセンターコンソール前部の

わずかなスペースに収納。優れた空調性能を確保しながら、常

識外に低いインストルメントパネルを両立させたのです。

一方、Hondaは古くから、上下2枚のアームで構成するダブルウ

イッシュボーン式サスペンションを得意としており、アコードや

プレリュードでは低フロントフードを実現していました。NSXで

は、その技術をさらに進化させ、インホイールタイプのダブルウ

イッシュボーン・フロントサスペンションを新たに開発。新構造

のコンプライアンス・ピボットにより操縦安定性と乗り心地を高

次元で両立させながら、低フロントフードによる良好な前方視界

をも達成したのです。

後方視界については、リア全体を一枚の高曲率ラウンドガラス

で構成するキャノピースタイルを発案。低全高・低ドライビング

ポジションでありながら、優れた後方視界を獲得しました。この

キャノピースタイルは、良好な視界のみならず優れた空力性能や

エクステリアデザインの特徴をもたらし、やがて、NSXの象徴と

も言える「前進キャノピー・デザイン」へと昇華されていくのです。

後方視界をきっかけに生まれたキャノピースタイルをもとに、

F-16戦闘機をイメージし、高曲率の大型ラウンドガラスをフロ

ントウインドウにも採用。サイドウインドウも三次元曲面ガラス

とすることで、塊感のあるグラスエリアでキャビン全体を表現。

V型6気筒エンジンを横置きとすることで、ミドルサイズのスー

パースポーツとして適切な全長とホイールベース、そして居住

空間を実現しました。さらに、ミッドシップエンジンの利点を生

かしてノーズを薄くコンパクトにする一方、長く流れる独創的な

テールエンドを設けることで、空力性能に優れた全身エアロフォ

ルムを創出。F-16戦闘機を彷彿とさせる、革新的な「前進キャノ

ピー・デザイン」を完成させたのです。

2代目NSXのパッケージング

優れた視界と快適な操縦性。「ヒューマン・フィッティング」をめ

ざした初代NSXの理想は、その後のHonda車に脈々と受け継

がれ、独自の価値と魅力を創造してきました。

2016年に誕生した2代目NSXは、「Driver-centric Cockpit」

を開発テーマのひとつに掲げ、視界や操縦性に優れるだけでは

なく、操作時の心地よさといった感性の領域にまで開発目標を

拡大。運転視界では、フロントピラーを極限まで小断面化し視

界を向上。同時にインストルメントパネルに強固な骨格イメージ

のデザインを採用することで「守られ感」を創出。ステアリング

ホイールは、新たなフィット感と操作のしやすさを実現し、シー

トは、サーキット走行時のヘルメット装着を想定してヘッドレス

ト形状を最適化。日常からサーキットまで感性に訴えるスポー

ツ体験の舞台を整えました。

「軽さ」の進化と継承

#3 パッケージ
「人間中心」の思想に基づく、スポーツカーパッケージの革新

低全高全方位視界

快適ドライビングポジション

前方・後方視界

前進キャノピー・デザイン

Driver-centric Cockpit
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#5 鷹栖プルービンググラウンド
NSXの経験が生んだ、過酷だからこそ理想的なテストコース

New Sports eXperienceに達する技術の歩み SPORT HYBRID SH-AWDシステム構成

Hondaが2004年に実用化したトルクベクタリング技術「SH-

AWD」は、エンジンと3つのモーターによってより高度なトルク

ベクタリングを可能にする「SPORT HYBRID SH-AWD」へと

進化を遂げ、異次元のオン・ザ・レール感覚を実現していました。

ミドルウエイトクラスの究極にまで到達したNSXの基本思想

に、「SPORT HYBRID SH-AWD」のトルクベクタリング技術

を融合させることで、より高次元の「走る」「曲がる」「止まる」性

能を達成する、新世代のスーパースポーツ、2代目NSXの開発に

挑戦。エンジンは、初代NSXの「ヒューマン・オリエンテッド」の

思想を継承し、3.5LというコンパクトなミドルクラスのV6ツイ

ンターボを選択しながら、大排気量エンジンを凌駕する373kW

（507PS）を達成。35kWを発生するダイレクトドライブモー

ターをエンジンに直結し、さらに27kWモーター2基で高度なト

ルクベクタリングを可能にするツインモーターユニットを前輪に

採用しました。3.5L V6ツインターボエンジンと3つのモーター

が発揮するシステム出力は、最高出力427kW（581PS）、最大ト

ルク646N・m（65.8kgf・m）にまで到達。走りの喜びを、誰も

たどり着けないレベルに引き上げる技術を完成させたのです。

初代NSXの誕生以来、他社スーパースポーツの多くが「人」を

重視した設計を導入し、運転のしやすさと高性能の両立をめざ

しました。しかしHondaにとってそれは、従来技術の正常進化

であり、新たな走りの価値の創造ではありません。Hondaは、

モーターを用いたHonda独自の先進技術をひとつの手段に加

えることで、「人」の内面にある気持ちとクルマがダイレクトにつ

ながったかのような、まったく新しい走りの体験「New Sports 

eXperience」の創造をめざしたのです。

アクセルを踏んだ瞬間、ドライバーの気持ちに即応し遅れなく

強力にシームレスに加速する、エンジンだけでもモーターだけ

でも得られない加速フィールを実現。左右の駆動力を自在に制

御することで、驚くほどの回頭性とオン・ザ・レール感覚のハン

ドリングを実現します。そしてさらに、「SPORT HYBRID SH-

AWD」とシャシー設定などを統合制御し、4つの車両特性を実

現するインテグレーテッド・ダイナミクス・システムを開発。サー

キットで世界第一級の速さを発揮するスーパースポーツであり

ながら、住宅街ではEV走行優先のQUIETモードによって音も

なく走り去るという品格を兼ね備えた、新世代のスマートなスー

パースポーツ、2代目NSXを誕生させたのです。

初代NSXの開発が佳境を迎えた1989年、鈴鹿サーキットでの

走行テストの日、F1ドライバー、アイルトン・セナによるテストド

ライブの機会が訪れたのです。彼は、エンジンやシフトフィール、

乗り心地や静粛性などにおおむね好評価を与えたのち、「曲が

りくねったコーナーや路面がうねったところで、車体が“よれる”

感じがする」、そして、「車体のねじれ剛性をどう評価しているの

か」と切り出します。つまり、「剛性が足りない」と指摘したので

す。チームは、もちろん他社スーパースポーツ並みの剛性値を達

成したうえでテストに臨んでいます。しかし、いくら数値が優れ

ていても、「頼りない」「しっくりとこない」といった違和感や不

安感をいだかせてしまっては、「意のままの走り」をめざす「快適

F1」にとっては致命的でした。

「クルマを鍛え上げるにはドイツのニュルブルクリンクの北コー

スがいい」という話しは、Hondaもかなり前から知っていまし

た。セナに剛性不足を指摘されたことをきっかけにマネジメント

サイドを説得し、長期におよぶニュル通いをスタートさせます。

しかし、そこに待ち受けていたのは想像を超えるニュルの厳し

さでした。200km/hオーバーの高速コーナーでは横方向の加

ニュルブルクリンク　カルーセルコーナーを走るプロトタイプ（NS-X）

#4 トルクベクタリング
「SPORT HYBRID SH-AWD」がもたらした、新たな走りの喜び

SPORT HYBRID SH-AWD

スーパースポーツの新たな体験

「剛性が足りない」

ニュルブルクリンク北コース

テスト車はすでに他社スーパースポーツ同等以上の剛性値を達

成しています。それでも足りない。剛性値はあくまでも数値指標

であってドライバーが覚える剛性感とは違うのです。そこでチー

ムは、剛性の目標を剛性値から人間の感性へと変え、「ニュルを

安心して速く走れる剛性感」をめざすことに定めます。

安心が得られるまで妥協なく剛性感を高め、重量増は設計の工

夫で徹底的に抑える。そうした姿勢で数え切れないほどのテス

トと改良を行った結果、NSXのボディーは他のスポーツカーを

凌駕する剛性感を手に入れ、高性能と快適性が高次元で両立す

る「快適F1」の母体となったのです。

速度（G）は1Gにも達し、路面の起伏はボディーやサスペンショ

ンに絶え間なく強い入力を与えます。しかも連続するコーナー

の多くはブラインドで見通しがきかない。「頼りない」などの違

和感は“恐怖 ”にまで増幅されドライバーを襲うのです。それが

世界一過酷なコースとして知られるニュルブルクリンクでした。

目標は安心して速く走れる剛性感

ニュルブルクリンク北コース
コースレイアウト  全長20.832km
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ニュルの経験は、「理想のクルマをつくるためには、理想のテス

トコースが必要だ」という真実をHondaに突きつけるものでし

た。かねてから検討していた新テストコース建設のプロジェクト

は、ニュルの経験によって加速。1990年に鷹栖プルービンググ

ラウンドの高速周回コースや冬季関連コースが開設しました。そ

して1993年、ニュルブルクリンクの厳しさを1周6.2kmに凝縮

したワインディングコースが完成します。ニュルのエキスを注入

した激しいアンジュレーションやジャンプポイントまでを備え、

開発段階のクルマを鍛え上げる試練の道。すべてのHonda車

は、この試練を乗り越えてはじめて、お客様のもとへ旅立つ資格

を得るのです。ニュルの経験は、世界のさまざまな道で快適に

運転できるクルマをつくるための、理想的なテストコースとして

昇華され、いまも進化を続けているのです。

ニュルブルクリンクを凝縮した鷹栖プルービンググラウンド

驚きと賞賛のもとでデビューした初代NSX。その魅力を維持し

続けるため“次の一手”の検討の際、「サーキットでもっと走り

やすい高性能バージョンが欲しい」というお客様の声が聞こえ

てきました。開発初期の山籠もりでも、速さのためにパワステや

エアコンといった快適装備は極力はぎ取って徹底的に軽量化し

たいというストイックなアイデアがありました。

実際に走りに不要な装備を取り去った走行テストにより、軽快

さ楽しさを確認。軽量化をやり切るというコンセプトを立て、の

ちの「TYPE R」となるNSXスーパーライトのプロジェクトをス

タートさせました。遮音材や制振材の廃止、バンパービームやド

アビームのアルミ化、クラッチダンパーの廃止、リアスポイラー、

リアパーテーションガラス、さらにはシフトノブなどグラム単位

の軽量化などを突き詰め、ベース車に対し120kgもの軽量化を

達成。ニュルブルクリンクをはじめとする世界各地のサーキッ

トで走行テストを重ねながら足まわりを煮詰め、コーナリングス

ピードを向上させました。こうして、自走で往復してサーキットの

走りを楽しめるサーキットベストのNSXスーパーライトが磨き

上げられていったのです。

天の川チャート NSX-R版
NSXの性能コンセプトで用いた天の川チャートに、NSX-Rを描き込んだも
の。NSX-Rは、さらにF1に近づけるポジショニングである。

スーパーライトとして開発してきたNSXのサーキットベストバー

ジョンは、「TYPE R」のサブネームを与えられ、1992年、3年間

の限定生産で発売されます。本格スポーツカーとしての地位を

確立したNSX-Rから10年後の2002年、チューニング領域を空

力にまで拡大し、ダウンフォースを活用して高速域での安定性

と低・中速域の切れのよさを両立させて進化させたNSX-Rを投

入。唯一無二、孤高の存在へと登り詰めます。そしてまた、初代

NSXが確立したTYPE Rの開発手法、すなわち、“軽さと速さを

研ぎ澄ましたピュアスポーツモデル”は、インテグラ TYPE R、

シビック TYPE Rへと受け継がれ、Hondaの究極スポーツモ

デルの称号として、そして、Hondaのチャレンジングスピリット

の象徴として、多くのお客様から愛され続けているのです。

第1期F1で初優勝を遂げたRA272。アイボリーホワイトのボディーに赤エン
ブレムを纏っていた。

「人間中心のスーパースポーツ」をめざしていたNSX開発チーム

は、幅広いユーザー層、とりわけAT車を選ばれるお客様にパワ

ステは必要不可欠と考えていました。当時、乗用車のパワステは

すべて油圧式でした。ミッドシップエンジンのNSXに適用する

ためには、後方のオイルポンプから前方のステアリングギヤボッ

クスまで長いオイルパイプを通さねばならず、重量増とオイルポ

ンプ用に最大6PSものエンジンパワーを消費してしまうのです。

そこで着目したのが、油圧に代わる次世代パワーステアリングと

して研究を進めていた電動パワーステアリング（EPS）です。

電動モーターで操舵をアシストするEPSは、コンピューター制御

によって必要なときに必要な量だけアシストすることが可能。パ

ワーロスを極めて少なく抑えることができ、しかもドライバーの

操作や走行状況に応じた最適なアシスト量を自在に設定できま

す。まさにNSXにふさわしい装備なのですが、当時の開発状況

は、量産はおろか基礎研究の段階。しかし開発チームは諦めま

せんでした。

ニュルの経験を次代に活かす理想的なテストコース

#6 TYPE R
NSXが拓いた、究極スポーツモデルの称号

さらなる軽量化へのチャレンジ

Honda第一期F1の血統
NSXスーパーライトは、のちに、Honda TYPE Rシリーズの象

徴となる白を専用のボディーカラーに選択しました。なぜなら

NSXスーパーライトは、単にベース車両から装備をはぎ取った

だけのクルマではなく、Honda F1の血統を受け継ぐピュアス

ポーツモデルと位置づけていたからです。Hondaは四輪事業に

進出して間もない1964年、世界最高峰の自動車レースF1に参

戦し、翌1965年の最終戦メキシコGPで、Honda初、そして、純

日本製F1マシン初の優勝を成し遂げました。その記念すべきマ

シン「RA272」がまとっていたのが黄味の強いホワイトだったの

です。チームは「RA272」を彷彿とさせるアイボリーホワイトを

専用カラーに設定し、F1初優勝を連想させる「チャンピオンシッ

プホワイト」と命名。さらに、「RA272」がノーズに付けていた赤

色のエンブレム（通称 赤バッジ）を、Hondaのチャレンジングス

ピリットの象徴として与えました。

究極スポーツモデルの称号、TYPE R

#7 新価値創造技術
次代を拓き未来を導く初代NSXの先進技術

基礎研究の段階から量産化した
世界初の電動パワーステアリング
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量産化へ向けた最大の課題は、システムの信頼性でした。温度、

天候、振動、塵埃（じんあい）などの信頼性要件に加え、電波障

害への対応といった高いハードルをクリアした上で、極寒と酷暑

の地で長距離走行テストを行い、極めて高い信頼性を確認。直

接フル制御式として世界初となるEPSを完成させ、NSXへの搭

載を実現したのです。

Hondaは、この次世代パワーステアリングEPSを、低燃費化技

術として、また、理想的な操舵フィールをもたらすステアリングシ

ステムとして、他社に先駆けて幅広いモデルに展開。それを可能

にしたのは、「人間中心」のNSXが、理想を妥協せず研究・開発

を加速したからにほかなりません。

EPSシステムの構成
操舵センサーと車速センサーからの信号をもとに、コントロールユニットが車
両の速度や走行状態に応じて適切なアシスト量を判断し、モーターの駆動力
を無段階に調整して最適な操舵力を生み出す。

発売から5年後の1995年、Hondaはマイナーモデルチェンジ

を行うとともに、「TYPE R」に続く新たなモデル「TYPE T」を

投入します。それは、単にオープントップというだけではなく、い

くつもの新技術を搭載した革新的なモデル追加でした。なかで

も特筆すべきは、当時、次世代のスロットル制御システムと考え

られていたドライブ・バイ・ワイヤ（DBW）の採用です。

DBWは、アクセルペダルの動きを検知したセンサーが送った電

気信号を元に、モーターによりスロットルバルブを開閉するシステ

ム。機械式スロットルのように強靱な金属製ワイヤを用いないた

め、フリクションなどがありません。ミッドシップの場合、コックピッ

ト先端のアクセルペダルから車両後方のスロットルバルブまでワ

イヤの長さは数メートルにおよびますから、それだけのフリクショ

ンをなくすことができれば、ドライバーのアクセルワークに、より

忠実に応える緻密なスロットルコントロールが実現できるのです。

DBWは、もともと高度な信頼性が要求される航空機の分野で、

フライ・バイ・ワイヤ（FBW）として生まれた技術。しかも、戦闘

機F-16や超音速旅客機コンコルドから適用がスタートしたとい

う先進技術です。自動車の分野では1992年、F1マシンのマク

ラーレン・ホンダ MP4/7Aが最初と言われ、量産車への普及は

まだこれからという時代でした。しかしHondaは、1980年代

の半ばから、爽快エンジン研究の一環としてDBWの先行基礎研

究をスタートしており、1980年代末には基本的な制御技術をす

でに確立。その一部を応用しNSX用トラクション・コントロー

ル・システムとして実用化していました。その実績と長年の知見

を活かしDBWの開発を推進。徹底的に信頼性を高めてDBWを

完成、NSXへの搭載を可能にしたのです。

NSXは私にとって「夢」ですね。我が家のNSXは、99年式ですけ

ど、当時は購入することは無理でしたので、ユーズドです。99年は、

ちょうど私の娘が生まれた年で、それを見たときに「これは運命だ

な」と。日本的な「凛」としたデザイン、雰囲気というか佇まいという

か、そこが非常に好きです。もうひと目惚れでしたね。妻には、「乗ら

ないクルマはいらない」と言われていたので、私は毎日通勤でこのス

ポーツカーを使っていまし

た。それだけで日々の会社

のストレスや疲れを癒して

くれました。

日本的な「凛」としたデザイン
佇まいが好き
石川さんご夫妻

ご主人：1989年の2月にシカゴのオートショーで「NS-X」が発表さ

れて、翌年即申し込みました。1991年の8月末に納車になり、それか

ら29年間ずっと乗っています。加速の良さ、運転のしやすさ、意外と

オーディオが良くてそれに感心して結構な長距離ドライブにあちこ

ち行きました。奥様：子育てが終わって大体人生半分過ぎたところ

で、NSXでサーキットを走れるようになるなんて想像もつかなかっ

たですね。NSXがなかっ

たら、こんなに楽しいこと

はなかったと思うくらい私

の人生は激変しました。

私たちの人生を
本当に楽しく変えてくれたNSX
松井さんご夫妻

NSXとは、私の一部ですね。長く使い込んだから（現在60万km以

上を走破）、ペンのグリップを握っていると少し指の形が凹んできた

りするように馴染んでしまいました。40歳過ぎて新しい友達ができ

るということは普通はありませんが、NSXを所有したことでたくさ

んの友達ができ交流を楽しんでいます。それはNSXで集まれる場を

Hondaが提供してくれたからです。クルマの価格の何十倍のソフト

がついてきたようなものだ

と思います。NSXがなかっ

たらきっと25年つまらな

かったと思いますよね。

クルマの価格の何十倍もの
ソフトがついてきた
大井さん

ご主人：私が20歳前後の頃、近くにフェラーリ512BBをお持ちの

方がいて見て以来、買うならミッドシップと決めていました。それか

らHondaのバイクに乗り、アクセルとリアタイヤが一体となった感

触がなんとも言えず、クルマはHondaに限ると。02のNSX-Rは、

どうせ後悔するなら買う前ではなく買った後と思って購入し、2代目

NSXは個性を放つオーラに惹かれて購入しとても満足しています。 

奥様：2代目が快適ですし

写真映えがしますよね。主

人はまわりから注目される

のが嬉しいみたいです。

クルマはHondaに限る
買わなければ後悔する
和田さんご夫妻

DBWシステムの構成
アクセルペダルの動きをアクセルセンサーが検知して電気信号に変換、ステッ
プモーターに直結したスロットルバルブをダイレクトに動かすことで、より緻
密なスロットルのファインコントロールを実現。

緻密なコントロールを実現するドライブ・バイ・ワイヤ

NSXオーナーのみなさま、NSX-GTマシンでレースに参戦するみなさまや

販売やサービス、ドライビング・ミーティングのスタッフのみなさまから

メッセージを伺ってきましたのでご紹介させていただきます。

N S X  P e o p l e
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ご主人：会社をつくって10年経ったときに妻が「何が欲しい」と聞く

ので、NSXのミニカーを指差して「これが欲しい」と言って購入しま

した。奥様：私もクルマは好きで、独身のときにバイクに乗ったり解

体して組み立てたりしていました。夫が「日本に唯一あるスポーツ

カーメーカーだから」と言い方も上手でしたので（笑）。ご主人：妻と

初代のTYPE Sと2代目に分乗してロングドライブを楽しんでいま

す。最近は長距離は1台で

行くことが多いですが、ハ

ンドルを握るのはほとん

ど私です（笑）。

あって当たり前過ぎて
ないことが想像できない存在
三谷さんご夫妻

NSX30周年おめでとうございます。ここに模型がありますように私

も今このクルマでSUPER GTレースに参戦しています。こんなにも

素晴らしいクルマで我々が活動できることを、本当に幸せに思って

おります。1995年、NSXでル・マンに出場して勝つということがあ

り、本当に驚きました。それと国内のSUPER GTレースは大変人気

がありまして、これに私もまだ関係していられることを喜んでおりま

す。Hondaのスーパーカー

30周年、本当におめでと

うございます。

こんなにも素晴らしいクルマで
活動できることは本当に幸せ
TEAM KUNIMITSU総監督　高橋 国光さん 

1990年に誕生したNSXが2020年で30周年ということで、おめで

とうございます。NSXが発売された頃、僕はモータージャーナリスト

のようなことをしていて世界中のスポーツカーに乗っていました。そ

のなかでNSXに乗ったときに、「これは世界で闘えるクルマだ」と思

いました。印象深いのは、1995年ル・マン24時間レースのGT2ク

ラスで、ポルシェやフェラーリを打ち破っての優勝。90年からNA2

のTYPE Rま で、4〜5台

NSXを乗ってきました。こ

んなに素晴らしいクルマは

世の中にないと今でも言

えます。

こんなに素晴らしいクルマは
世の中にないと今でも言えます
ARTA エグゼクティブ・アドバイザー　土屋 圭市さん

NSX30周年おめでとうございます。僕がレーシングドライバーを志

すきっかけとなったのがNSXです。父が仕事の関係で借りてきた赤

いNSXと出会い、低くてかっこよくていつかこのクルマを運転して

みたいと憧れとなった一台でした。そのNSXに乗って、SUPER GT

で今レースを戦えているということに何か非常に縁を感じます。そ

して2018年にSUPER GTのGT500クラスで、NSXを駆ってル・マ

ンで優勝された偉大な大

先輩である高橋 国光総監

督のもとでタイトルを獲る

ことができたことにも縁を

感じます。

幼少のころに出会ったNSXで戦えて
勝てたことに縁を感じる
Hondaレーシングドライバー　山本 尚貴さん

サービス担当というのは、整備するだけでなくて、お客様と直接や

りとりをしてサービスを提供する仕事です。お客様に喜んでいただ

くことが、一番嬉しいです。整備を行う上で、自分がNSXのオーナー

で、整備に出してこうなっていたら嬉しいということを実施するよう

に心がけています。点検だけでもタイヤを外して、綺麗にクリーニン

グしてからホイールを付けています。Hondaのサービス担当にとっ

てNSXはやはり憧れです。

最終的にはNSXを整備で

きるようになりたいとみん

な思っています。

最終的にはNSXを整備できるように
なりたいとみんな思っています
Honda Carsスタッフ　サービス担当 川元さん

鈴鹿 所長 小澤さん：ときに難しさも感じながら、一般公道で安全に

楽しく運転いただけるようさまざまなプログラムを実施しています。

倉田さん：1991年から延べ約250回を数えるほど多くのスクール

を開催しました。ツインリンクもてぎ 所長 大谷さん：NSXを乗りこ

なしているオーナーさんに対しては尊敬しかないです。氏家さん：速

度領域を徐々に上げ、クルマの性能を発揮させる練習をしています。

平塚さん：一般道ではNSXの実力を出し切れないので、みなさん非

常に楽しまれています。

写真左上から：小澤さん、

倉田さん、大谷さん、氏家

さん、平塚さん

NSXの高い性能を引き出して
安全にお楽しみいただくために
NSXオーナーズ・ミーティング スタッフ

都内で2代目NSXを取り扱っているのが2拠点で、専任販売員も2名

のなかで私がその1名であることに非常に責任とやりがいを感じて

います。まさにHondaの夢が実現されたクルマ、初代も2代目NSX

も販売に携われていることが、何よりHondaの営業スタッフとして

幸せですし、やりがいになっています。これは大袈裟でも何でもな

く、NSXを通じて出会ったお客様によって、私の人生は変わりまし

た。ひと言で言えば「自分

を非常に成長させてくれた

クルマ」だと思っています。

初代も2代目NSXも
販売に携われていることが何より幸せ
Honda Carsスタッフ　営業担当 岩井さん

小沼さん：NSXリフレッシュセンターはあこがれの職場でした。小栗

さん：Hondaの社内でも直接お客様の声が聞けるのは貴重です。山

下さん：お客様の感謝の言葉が一番嬉しいですね。本多さん：NSX

に触れることが一番のやりがいです。矢田部さん：「これ本当に私の

クルマなの？」と驚かれているのが印象的でした。岡田さん：このプラ

ンはサプライヤーさんに努力いただき良い部品の提供があってこそで

す。所長 古市さん：お客様に長く乗り続けていただくことが、我々に

とっての最大の使命です。

写真左から：小沼さん、本多さん、山下さん、岡田さん、古市さん、矢田

部さん、小栗さん

お客様に長く乗り続けていただくことが
我々の最大の使命
NSXリフレッシュセンター スタッフ

NSX30周年おめでとうございます。90年のデビューというと、多分

僕は中学生か高校生になるくらいだったのですが、NSXの登場で、

本当に世界のスポーツカーのスタンダードを引き上げたと思います。

特にこのTYPE Rの登場はセンセーショナルで、クルマとドライバー

がこれだけ一体になれるクルマというのは、僕は出会ったことがあ

りません。それくらい本当に素晴らしいマシンです。自分が2017年

にインディ500で優勝し

たときにいただいた2代目

NSXは、僕も開発に携わり

ましたし一生の宝物です。

クルマとドライバーがこれだけ
一体になれるクルマは他にはない
Hondaレーシングドライバー　佐藤 琢磨さん
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ーー では開発の苦労がたくさんあったのでは。

上原： もちろん技術的な難しさはありましたが、苦労という感じは

ないんですね。それはHondaのクルマづくりが元々、「人」を中心

にして快適に操縦できて走りが楽しくて、きちっとした耐久要件を

満たすものだからです。そのHondaのクルマづくりの手法に則っ

てスーパースポーツをつくったということです。

まず基本をキチッとすること。走る・曲がる・止まる性能をキチッ

とやって、それから高性能なクルマをつくるために軽いボディーが

必要だということでアルミボディーを使い始める。快適なクルマに

するということでエアバッグをはじめエアコン、4輪操舵、ALB（現

在のABS）など、重量のかかるものをドーンと載せてクルマをつく

るわけです。そうすると当然競合他社に対して重くなる、だからア

ルミを使わざるを得ない。このクルマのコンセプトを成り立たせる

ためには軽量化が欠かせない。だからアルミボディーがNSXの基

本を成り立たせているんです。

ーー 量産車では初めてのオールアルミボディー。

上原： はい。世の中で一番最初のオールアルミボディーの量産車

で、しかも短い時間で完成させないといけないということで、のち

にHondaの社長になる伊東さんがやったんですけれど、目新しい

飛び道具は使いませんでした。あまり飛び抜けた冒険はしていな

いというと怒られるかもしれませんが、オールアルミ自体、やるこ

と自体が冒険ですので。でもアルミというのは金属で鉄と変わり

ないんですよ。ですから、普通に設計して溶接してそれで車体を構

成すればボディーができるんですよね。樹脂とかと違って、親和性

は高かったんです。

人を中心に考えるHondaが
真っ直ぐつくるとNSXになる

ーー 価値を革新したNSXには当初異論もあった？

上原： ありましたね。従来のポルシェ、フェラーリの価値観で見て

いる人にとっては、それと異なっていることは悪いことだというよ

うなご意見は多かったですね。音なんかうるさくていいと、狭くて

もいいとかね、トランクルームは不要だとか。運転しやすいなんて

もってのほかだと。

でも、それはそれでその通りなんですね。まあそんなもんですよと

言ったんですよ。そのうちにわかりますという感じで、あまりその

ことに対して深い議論はしませでんでした。

ーー 結果的には他のスーパースポーツも

 NSXの影響をその後受けることになるわけですよね。

上原： そうですね。他のスーパースポーツに影響を与えたというの

はどうも確からしいですね。

ーー 誇らしく思いますか。

上原： そうですね。新しい領域を開拓してひとつの答えを出したと

いうことは。まあ私だけではなくてHonda全体として誇りだと思

います。

時代を先取りした価値は
すぐには理解されにくい

ーー クルマに造詣が深い人物には

 高い評価がなされたところも素晴らしいですね。

上原： F1ドライバーでル・マンの覇者であり、世界のトップモー

タージャーナリストであるポール・フレールさんに発売前にニュ

ルのオールドコースで乗ってもらったんですよ。その時は「Best 

handling car in my life」と言っていただきました。これ以上の

賛辞はありません。とても誇りに思いましたね。

また、しばらくして初代TYPE Rを出したとき、鈴鹿のF1グランプ

リが終わったあとで、アイルトン・セナさんにTYPE Rに乗っても

らいました。TYPE Rは世の中で足が硬過ぎるという評価をよく

聞きましたが、彼は「Safety and comforts」と言ってくれました。

ポール・フレール氏など世界の
トップレベルの方々の賞賛を獲得

NSX誕生30周年を記念してトークショーが開催されました。

当初オンラインのみの予定でしたが、ファンのみなさまに直接感謝の気持ちを

伝えたいということで、ウエルカムプラザ青山で新型コロナウイルス感染対策を徹底した上で、

30名様限定でお客様に来場いただいての開催となりました。

登壇したのは、初代開発責任者の上原 繁、2代目開発責任者のテッド・クラウスと

水上 聡、そしてHondaレーシングドライバーの佐藤 琢磨選手です。

ーー 初代NSXは、1990年に日本のみならずアメリカ、

 ヨーロッパでも発売されました。

 Hondaにとっては初めてのスーパースポーツでした。

上原： そうですね。開発には6年もかかりました。

ーー 通常が4年サイクルですから長い？

上原： 一番は、Hondaが出すスポーツカーはどういうスポーツ

カーかというのを一生懸命考えました。

Hondaが出すスポーツカーは
どういうスポーツカーであるべきか

ーー コンセプトの考案に時間をかけた。

上原： コンセプトは案外短くて1ヵ月足らずででちゃったんですよ。

このクルマのコンセプトはあんまり対外的に言っていないんです

けど「快適F１」というコンセプトでした。当時Hondaは、F1でチャ

ンピオンを連取していましたから、そのイメージに重ねながら、F1

のように速さを追求しながらも、快適なスポーツカーにしようと。

ーー なぜ快適であることが大事だったんですか。

上原： 当時のスーパースポーツは、一部の人しか乗れないクルマ

だったんですね。運転が難しいですし、ギアチェンジも難しくて

ね。ハンドルも重くて曲がるのに苦労したり。故障もよくするし、

エンジン音がうるさいし、エアコンがあまり効かなくて。とても快

適とは言えなかった。高性能を出すことが第一で、人のことは二の

次にされていたんです。同じ高性能を快適に実現できればHonda

が出す意味があるじゃないですか。

F1のように「走る、曲がる、止まる」性能を究極の次元まで高めな

がら、一般の人が乗れて、より多くの人が楽しめるスーパースポー

ツは、世の中にありませんでしたから。

社内でも色々な意見がありましたが、人間中心というHondaの

フィロソフィーからクルマをまとめるとみな賛成するんですよ。提

案したコンセプトがスッと通って、上層部は「やろうやろう」と。で

も今までにないものをつくるのでハードルは高い。Hondaでは「2

階に上げて梯子を外す」といいますが、やろうと言って退路を断つ

んです。2階に上がった我々はやるしかないんです。

一方でアルミボディーは軽量化以外にもすごいことがあって、とて

も強くて丈夫なんです。金属として鉄と同じ性格をもっていながら、

鉄より何割増しという強度を持っています。だからNSXは長い年月

走っても劣化しにくい。そういう良さを持ったボディーだと思います。
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ーー 上原さんは2代目NSXに乗られてどうでしたか。

上原： 2代目NSXには発表された少し後に栃木のテストコースで

乗せてもらいました。まずドアを開けて乗りこんだとき、まさに

NSXなんですよね、まったく違和感がない。

ーー 佐藤さんは2代目の最初から関わられた。

佐藤： 2代目NSXをデトロイトモーターショーで出すことになり、そ

のモデルのフィルミングを鈴鹿サーキットで行ったんです。あのとき

はまだできたてのクルマであんまり踏み過ぎないでって言われたの

2019モデルへの進化で
さらにNSXらしい乗り味を獲得

ですが、ついつい楽しくなっちゃって。そこからが始まりで、僕自身は

北米でずっとインディカーシリーズに参戦していて、テッドを紹介し

ていただいて、アメリカにおける確認走行を行わせていただきまし

た。サーキットや山道、高速道路など一般道のテストまでやらせて

いただいて素晴らしい経験をさせていただきました。

それから、水上さんが開発責任者になってつくった2019年モデル

では走りを煮詰めていくお手伝いをさせていただきました。

ーー 水上さんはテッドさんの後を引き継いで。

水上： 一番やりたかったのはドライバーとクルマの一体感、そこを

どう追求していくかっていうところです。クルマとの一体化のなか

で、クルマの姿勢のコントロールと走った軌跡がどれだけ綺麗に

描けているかということをイメージしてつくっていきましたね。

佐藤： 僕は乗って進化を感じましたね。だから19モデルが出たと

き羨ましかった。街なかで乗っているともちろんスタビライザーが

締め上げられたことなんてほとんどわからないんです。わからない

んですけど、フッとステアリングを切り込んでいった瞬間の安定感

が全然違う。そして、アクセルレスポンスもすごく気持ち良くなった

んです。ドライバーのイメージ通りにリニアに感じるようチューニ

ングをしてくれたのが僕のなかでは一番大きくて、走らせていてす

ごく楽しかったですね。

水上：そうした性能アップを、何とか見える化したいという思いが

あり、フロントを低く見せて、よりクルマが低く前に走っていく印

象にしたくて、ボディーと同色のグリルにするとか、グリルのメッ

シュなどをグロスにすることで質感を上げたり、カーボンパーツを

入れたり、性能とデザインをシンクロさせました。それで2020年

モデルまで進化させました。

クラウス： NSXは見てもWow、コクピットに座ってもWow、運転

してもWow。目的はやっぱり人間の喜び、人間のエモーショナルな

リアクション。それがNSXの根本だと思っています。

水上： 初代NSXの「Our dreams come true」に込められた思い、

それがNSXの存在そのものだと僕は思っています。いま2代目NSX

を開発していますが、進化し続けているからこそ“dream”につなが

ると思っていて、それは使命でもあるし宿命だと思っています。

2代目NSXは初代の思想とスピリットを
確かに継承している

ーー 水上さんはNSXの開発責任者の前から

 ダイナミクスの統括責任者をされていますが、

 Honda車の走りのパフォーマンスについて

 教えてください。

水上： やはり原点の人間中心なんです。我々の思いとしては、信頼

というベースのもとに意のままに操ることができる喜びを提供し

たいということです。それが楽しいという感想に繋がると思って

います。そこにトップオブトップでチャレンジするのがNSXです

が、その思いはすべてのHonda車に浸透していると思います。私

が走りをみていたのはアクティトラックからNSXまでですから。

さらにドライバーが楽しいだけではなく、そういう思いでつくった

クルマは同乗している人たちも楽しくなるし気持ちいいと思ってい

ます。そういうクルマをつくることでみなさんに幸せが提供でき

ればという思いでやっています。

ーー 上原さん、これからのHondaのチャレンジ、

 期待していることはありますか。

上原： Hondaという会社はチャレンジするとき、夢の大きさを評

価されるんですよ。夢の大きさと、それが人間中心という形でどう

表現されるか、それに向かっていかにチャレンジするかということ

がHondaの姿勢の根幹です。それは不変ですね。

ーー みなさん、ありがとうございました。

NSXの思いはHondaの思い
チャレンジはこれからも続く

まさに狙った通りの評価でした。TYPE Rはサーキットで快適な

NSXなんです。要するにNSXは使われる場所でコンフォートを考

えているんです。

ーー 佐藤さんはどうですか。

佐藤： NSXのデビューが90年なので、中学2年生だったと思うん

ですけど、本当にセンセーショナルでした。HondaがF1で世界制

覇をしているときにスーパースポーツが出てきて、アイルトン・セナ

も乗っているというのを自分はワクワクして見ていて、ただでさえ

早くクルマに乗りたいのにNSXなんてクルマが出てきたら、もうそ

れでドライブがしたくてしたくて仕方なかった。

その後に色々な機会があって、オリジナルのNSX、そしてTYPE R

とTYPE Sと乗せていただいたことがありますが、やっぱりTYPE 

Rは衝撃でしたね。クルマとドライバーがあれほど一体になれる

ロードカーは今思い浮かべる限りないんですよ。それくらいTYPE 

Rのダイレクト感は本当に衝撃的でしたね。

ーー サーキットで走れるけど一般道も走れる、

 そのバランスもすごい？

佐藤： TYPE Rは、確かに締め上げられたサスペンションで、まあ

街中ではゴツゴツしますし、乗り心地がいいかどうかと言われれば

悪いのかもしれない。でも所有する喜びというか、運動性能を突出

させたマシンを持っているという喜びがあると、あのゴツゴツした

感じや、遮音材などを極力排除して聴こえるエンジンのメカニカル

ノイズが逆に心地よくなるんです。TYPE Rって走り出したときは、

正直ガラガラいっているような感じだけなんですよ。でも、8,000

回転まで回ったときに、エンジンが最後まで吹き抜ける感覚はまさ

にレーシングカーのフィーリング。そんなマシンが自分のガレージ

にあると思ったら毎日楽しくなっちゃうなって、そんなクルマでした。

ーー クラウスさんは初代NSXが大好きでHondaに入り、

 2代目NSXをつくることになったのですが

 プレッシャーがありましたか？

クラウス： プレッシャーというよりとても光栄なことでした。上原

さんと宇都宮でお会いして、いろいろと議論をして、その後でNSX 

fiestaやオーナーズ・ミーティングに行って日本のNSXオーナーと

も話しました。もちろん初代NSXにも乗りました。そうしてNSX

の価値を深く理解して開発に当たりました。プレッシャーを感じ

たのは、Hondaしかできないことをどうするか。ドライバーを中心

にして、どんな新しい価値を出すのか。それを毎日毎日夜遅くまで

Hondaにしかできないことを
2代目NSXも実現しなければならない

チームで議論しました。

ーー Hondaしかできないことの結論は？

クラウス： 僕は91年にHondaに入社してから、93年まで栃木

研究所にいました。そのときに芝端さんがSH-AWDの前身で

Hondaの独創的な技術である左右駆動配分を研究していました。

それがプレリュードに搭載され、機械式のSH-AWDとなってレ

ジェンドに搭載されました。

そのSH-AWDがモーターを用いた電気的なシステムに進化し、そ

の先進技術とNSXが正常進化してきたダイナミクスの技術を融合

して2代目NSXをつくったのです。左右の前輪モーターの駆動力

配分で曲がる力を発揮するHondaしかチャレンジしていない技

術で、これまでにない“New Sports eXperience”を誕生させ

ました。

水上： 彼のようにコミュニケーションが取りやすいアメリカ人は初

めて。僕のたどたどしい英語で話すより、テッドさんの日本語の方

が意思が通じました。そのくらい日本語を勉強し、Hondaのこと

を日本語で理解していました。そういったエンジニア魂が彼には

あるので、2代目NSXを開発すると聞いたとき、Hondaの魂が埋

め込まれたクルマになると思いましたね。

クラウス： 栃木に赴任したとき、水上さんとよく会いましたね。93

年に僕がインテグラ TYPE Rのタイヤの開発をやっていて、水上

さんがダイナミクス性能のマイスターでした。そのとき、乗り味と

かステアリングセンター付近のフィールとか細かい話をしたのを

覚えています。その経験もNSXの開発に役立ちました。

水上：テッドは元々フォーミュラカーでレースもしていましたし、ダ

イナミクス性能に対する思いもありました。実はSH-AWDの複雑

なシステムをNSXのようなスーパースポーツで成立させるだけで

も本当は大変なことなんです。

クラウス： 一番難しかったのはチームの中ですね（笑）。半分以上

のメンバーが電気的なスポーツカーをつくりたくないと。そこで

我々が先行車をつくってチームのメンバーを乗せて、やっぱりい

いねと。モーターのレスポンスがよく、トルクベクタリングの旋回

フィールはこれまでにない喜びがあると。軽ささえ感じるという

ことになり、やりましょうということになりました。

あと、パッパッとステアリングを切ると、エンジンが低い位置にあ

ることを強く感じました。トルクベクタリングを使ってタイヤの駆

動力配分で曲がるという新しい試みはものすごく苦労したなとい

う感じしましたね。乗ったときは豪雨でスピードは出せなかったん

ですけど、乗り味も私がつくったNSXとよく似ているし、うまくま

とめたなという感じがしました。

クラウス：上原さんがNSXのパパだから、そのような言葉を聞くと

非常にインパクトがありますね。

水上：乗ったらNSXだったっていうのが一番嬉しいですね。

ーー スピリットは受け継がれている。

上原： そうですね、そのままですよ。乗ったときの視界の感じとか

そっくりなんですよ。人間をちゃんと意識してつくっているなとい

う感じがしましたね。
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ル・マン参戦のきっかけ
何でNSXでル・マンにチャレンジしようかと思ったか。NSXっていう

のは新しい概念のスポーツカーをつくりたいんだ、世に出したいん

だっていうのと、それからいままであるスポーツカーの老舗がつくっ

た枠組みをぶち壊したいという思いがあった。そうだよなっていう

風に思って。

それで、今までの枠組みをぶち壊す相手はどうやってスポーツカー

をやってきたんだろうって思ったとき、そうだ彼らはレースにチャレ

ンジしていたよなと。レースへのチャレンジもあると思って、世界3大

レースは何か。F1のモナコ、インディ500、それとル・マン24時間だと。

もちろんNSXはレース活動をやっていなかったわけではないんです

よ。アメリカのIMSAでエンジンを使ってくれて、そこで2年連続でマ

ニュファクチャラーズとドライバーズチャンピオンを獲っている。で

もエンジンなんだよね。もうひとつは93年頃からドイツのツーリング

カー選手権、ADACでBMWとかポルシェと戦って優勝した。でも全

然みんなに知られていなくて、何だよっていうのもあって。よしじゃ

あル・マンに、世界３大レースのル・マンにチャレンジして、Hondaの

真髄みたいのを、あるいはNSXの進化みたいのを見せてやろうと

思って。GT2の市販車ベースのカテゴリーで勝ってやろうと。それで

みんなに見せつけてやろうというのが参戦のきっかけです。

マン島TTレース出場宣言を思い決断
このクルマでル・マンに出るもうひとつのきっかけと

いうか、思うところがあってね。Hondaは1954年の3月20日にマン島

TTレースに出るという宣言を出した。それは本田宗一郎の参戦宣

言で、文章の中段あたりに“このレースに未だかつて国産車をもって

日本人が出場したことはないが”とある。また下段に“日本の機械

工業の真価を問い、これを世界に誇示する”とあって、「よーし」って

そこで完全に決断。それで、その当時マン島TTレースで走った高橋 

国光さんにお願いしようと。Hondaの伝統を引き継いでもらいたい

と思ってね。それで高橋 国光さんが土屋 圭市と飯田 章を選んで3

人連れて行くことにしたの。

ル・マンはかつて、フェラーリとフォードが戦った歴史があって、そこ

で日本車のNSXで負かしたいという思いがあった。

9,000回転で走れ、壊れたら直す
ル・マンは1周13.6kmのコースを走るんだけど、計算すると24時間で

だいたい5,000km走ると。どこが壊れるかわからない。エンジンは

少しチューンアップして280PSから380PSまで上げて9,200回転まで

回せるようにした。ドライバーと話し、パワーカーブの関係から9,000

回転でいこうと。

するとドライバーが「予選は9,000回転で、レースは持たせるために

少し回転数落として走るんですよね」って。だから俺は「冗談じゃね

え」と。「技術の真価を問いたいんだ、だから24時間9,000回転で走

る」って言ったら、「そんなの無理でしょ」って。俺は「チャレンジする

んだ」って。ドライバーに「全部9,000回転で走れ！壊れたら直す」っ

て言った。「どういうことが起こるのか知りたいんだ」と。

そしたら壊れた。ドライブシャフトがバッカンバッカン壊れた。途中

までよかったんだけどね。あまりに壊れるもんだからドライブシャフ

トが足りなくなった。そうしたらドライブシャフトやっているエンジニ

アが「橋本さん壊れているのはインボード、アウトボードのどっちだ

と思います？」って。「アウトボード」って言ったら、「アウトボードと

インボードの形状同じなんですよね、だから壊れていないインボー

ドをアウトボードにつければパーツはいっぱいありますよ」って言わ

れて。お前すげえなって、俺がそばで見ていなかったっていう反省も

あったんだけど、じゃあそうしようって言って裏でドライブシャフトを

リペアリングしながら完走させた。

河島課長が見にきてくれた
1994年に完走できたことはすごくよかったし、何がだめなのかもよ

くわかった。そして、その時元Honda社長の河島さんがピットにき

てくれた。二輪レースを観た帰りに寄ったと。マン島TT参戦宣言し

たときの監督が河島さんだった。そしてライダーだった国光さんが

いる。これはすごいなと。感激

して俺なんか河島さんに

「社長〜」という

感じで接するんだけど、国光さんは「課長〜」だった。当時のままな

の。何か同志という感じで上下ってなくて、Hondaらしいと思ったね。

NSXのお客様に少し恩返しができた
それで次の1995年、2台のNSXはエンジンを縦置きにしてひとつ

上のGT1で、そのうちの1台にターボエンジンを搭載して参戦して

みた。でも俺はまだ市販車ベースでやりたいと、国光さんにエンジ

ン横置きの市販車ベースのNSX、94年の進化版で参戦してもらっ

た。それでご存知の通り、ターボ車がル・マン24時間じゃなくてル・

マン24分で終わっちゃった（実際には36分）。もう本当に申し訳な

いって。すぐに川本さんから連絡があって「馬鹿野郎、何やってん

だ！」ってどやされて。それで「GT2は絶対優勝させますから」と。

それでGT2の高橋国光さんのチームが優勝した。クラス優勝して、

総合で8位だった。これはすごいこと。その年のル・マンは久しぶ

りの雨だったんだけど、クルマが走るのはドライだけじゃないわけ

で、その環境のなかで戦って勝つのはすごいことだぞと言いまし

た。それでお祝い。よかった優勝できて、やったぜ。NSXを買って

いただいたお客様に誇りとプライドを感じていただけるかな、なん

て思いながら、世界にNSXの存在を誇示できたのが自分としては

満足だった。

しかし、これもNSXのお客様のおかげだと思っています。優勝する

ことでみなさまに少しは恩返しができたと思っています。NSX誕

生30周年おめでとうございます。

1995年、NSXは参戦2年目のル・マン24時間レースで

クラス優勝を果たし、総合でも8位に入る快挙を成し遂げた。

そのNSXでのル・マン参戦を率いた橋本 健に参戦秘話を伺った。
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1990年に発売をしてから30年が経ちます。長い間のご愛顧ありが

とうございます。NSXはHondaがどうしてもつくりたかったクルマ

です。私がNSXを手がけてきてとても嬉しく感じていることは、最

初から最後までNSXに携われたこと、そしてたくさんのオーナーの

みなさまの笑顔に出会えたことです。その中には「このクルマで人生

が変わりました」とおっしゃってくださる方もたくさんいらっしゃい

ました。そんなクルマは滅多にありません。大変ありがたいことだと

感じています。オールアルミボディーを持ったNSXは特別な耐久力

を持っています。また、デザインの劣化も少ないと言われています。

私もNSXを使っていますが、30年経った今でもビクともしない走り

をしています。NSXは長く付き合えるクルマです。これからも、NSX

とともに素晴らしい毎日を送っていただきたいと思います。また、長

い間NSXを育ててくださったたくさんの方々に、感謝と同時にこの

場をお借りして心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。

NSXはHondaがどうしても
つくりたかったクルマです
初代開発責任者　上原 繁

私はいまオハイオ州メアリズビルにいます。2017年モデルNSXの開

発は、新時代のスーパースポーツ体験「New Sports eXperience」

を提供するチャレンジでした。初代NSX開発者の上原さんから継承

したコンセプトですが、私たちはスポーツカーに電動化技術を融合

し新たな体験の提供をめざしたのです。加速性能だけでなく、制動

力、そしてステアリングのインプットやコーナリングのレスポンスも

高いレベルで実現しました。NSXはすべてのHondaファンのみなさ

まのためのクルマです。これまでも、そしてこれからもHondaの原

動力はみなさんです。一緒に明るい未来をめざしましょう。

これまでもこれからも
Hondaの原動力はみなさまです
2017年モデルNSX 開発責任者　テッド・クラウス

熱心なエンジニアと技術者に恵まれ、2代目NSXを生産するパ

フォーマンス・マニュファクチャリング・センター（PMC）を立ち上げ

ることができました。まずはみなさんに“ありがとう”と伝えたいで

す。NSXのお客様、ファンは本当にユニークで特別です。日本で開

催されたNSX Fiestaや北米NSXPOでNSXを愛するお客様と交

流する機会がありました。お客様の熱意こそ私たちを奮い立たせ、

偉大なプロジェクトを成功へと導く原動力だと気づいたのです。み

なさんのサポートに感謝すると同時にNSXファンとの強力なパート

ナーシップがあればどんな障壁も乗り越えフロンティアを切り開け

ると思います。私の好きな言葉があります。「未来は１つしかないが、

現状を打ち破り、挑戦する勇気があれば、夢は実現できる」です。初

代NSXそして2代目NSXこそが夢の実現です。熱意溢れる技術者や

エンジニアのチームとともにその言葉を信じ、慣習を打破して限界に

挑めたのは本当に幸運でした。みなさんに伝えたいのは、失敗を恐

れず、リスクを回避するのではなく、新たにチャレンジし信じるもの

のために闘うことです。それが、Hondaの夢が絶えることなく、これ

からもNSXのようなクルマを開発、生産する唯一の道だと思います。

お客様の熱意こそ偉大なプロジェクトを
成功へと導く原動力
2017年モデルNSX　生産責任者　クレメント・ズソーザ

30周年を迎え、NSXを愛し続けていただいたことに感謝いたしま

す。ありがとうございます。みなさんと紡いだNSXヘリテイジを大切

にしています。これからも夢を追い、語り継がれるNSXであることを

願っております。人間中心のスーパースポーツを追求し、時代ととも

に進化し続けること、それがNSXの使命です。操る喜び、見る喜び、

それらをフラッグシップとして、やり遂げるという想いをNSXに込め

ています。私たち開発者は、さらに進化していくことをチャレンジし

続けています。初代NSXのキーワードにある「Our dreams come 

true」にはNSXがHondaの「夢」にとどまらず、共感していただける、

世界中のみなさまと分かち合うということを「思い」にしております。

NSXからHondaのクルマへ脈々と流れる「思い」、それらを体感して

いただけることが喜びに繋がり、また、みなさまとともに夢を追い続

けることを願っています。

みなさまとともに
夢を追い続けることを願っています
2019年モデルNSX 開発責任者　水上 聡

初代、2代目のNSXの開発・生産に携わった責任者から

NSXオーナーのみなさまへ、感謝のメッセージをお贈りします。

N S X  –  E n g i n e e r s


