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新型 899パニガーレ – 完璧な「スーパーミッド」バージョン 

ファン待望の 899 パニガーレは、ドゥカティ・スーパーバイクという独自の世界へのエントリー・モデルとなる「スーパ

ーミッド」バージョンである。899 パニガーレは、日常走行にも適したストリートバイクというキャラクターを備え、新世

代フラッグシップにふさわしいスリルを提供するモデルだ。 

 

完全に新設計されたスーパークアドロ・エンジンは、ボア＆ストロークを見直して幅広いパワーバンドを実現。最高出

力は 148 hp（109 kW）、最大トルクは 10.1 kgm（73 lb-ft ）である。非常にスムーズなこのパワーユニットは、パニ

ガーレ 1199 と同様、革新的なモノコック構造においてフルストレスメンバーとして機能する。169 kg という乾燥重量

により、傑出したパワーウエイトレシオとライディングの質を高める俊敏性が生まれている。1199 を踏襲するシルエ

ットはファミリーの DNA を強調し、ドゥカティ・クイック・シフト（DQS）、ライド・バイ・ワイヤにより完全に統合されたラ

イディング・モード、トリプルステージ ABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール（DTC）、エンジン・ブレーキ・コントロ

ール（EBC）などの装備は数々の賞に輝くパニガーレに搭載されたベンチマークを継承する。 

 

つねに完璧さを追求するドゥカティが世に送る 899 パニガーレは、真のハイパフォーマンスの世界へスタイリッシュ

な方法でエントリーすることのできるオールラウンドな性能を提供する。899 パニガーレには、トラディショナルなドゥ

カティ・レッドにブラックのホイール、あるいは極めて魅力的なアークティック・ホワイト・シルクにレッドのホイールとい

う 2色が用意される。 

 
 



  

2つの世界を両立 

ドゥカティは、サーキットでもストリートでも、パニガーレのコンセプトのさらなる洗練に情熱をもって取り組んでいる。

899 は、プレミアムなパフォーマンスの世界に足を踏み入れたいと思うライダーに用意された「スーパーミッド」バー

ジョンである。快適性に優れたシート・クッション、ミッドレンジにおけるライダビリティを向上するためのファイナルドラ

イブ比など、ライダーにやさしい設定を備えた 899 パニガーレは、正統なイタリアン・パフォーマンスと日常生活にお

ける使い勝手を両立し、完璧なスタイルで両方の世界を最高に楽しむことを可能にする。 

 

革新的な「モノコック」フレームというソリューション、899ccスーパークアドロ L型 2気筒は、モータースポーツからフ

ィードバックされたエレクトロニクス装備と組み合わせられ、「サーキットで生まれ、ストリートで熟成された」という形

容がよくマッチする。899 パニガーレは、世界選手権への参戦によって磨き抜かれた革新的技術が、ライディングの

質と安全性の向上に直接貢献することを実証している。 

 

クラス最先端を誇る数多くの技術を組み合わせたドゥカティのライディング・モードは、ボタンを押すだけでライダーの

自信を高めてくれるパフォーマンスを提供する。最新世代のスポーツ ABSシステム、ドゥカティ・トラクション・コントロ

ール（DTC）、ドゥカティ・クイック・シフト（DQS）、レースからフィードバックされたエンジン・ブレーキ・コントロール

（EBC）、ライド・バイ・ワイヤ（RbW）などが、シームレスなライダーアシスタンスとして電子的に統合されている。 

 

排気量の後に名称を表記するパニガーレの各モデルは、ドゥカティが持つスーパーバイクの伝統における変化を表

している。その名はドゥカティの故郷、ボローニャのボルゴ・パニガーレから採用された。「モーターバレー」として知ら

れているその場所に住む人々たちの血には、ハイパフォーマンスとレースにかける思いが溢れている。この新世代

スーパーバイクに故郷の名称を冠することで、ドゥカティは「メイド・イン・イタリー」を世界に知らしめようという彼らの

プライドを強調する。 

 

ドゥカティそのもの 

パニガーレのあらゆるディテールは、ドゥカティが築き上げてきたレースにおける栄光の歴史に敬意を表している。

すべてのコンポーネントは、優れた効率を誇るばかりか、ミニマリスト主義の下、モーターサイクルアートとも言うべき

レベルにまで完成度が高められ、圧倒的な機能美を解き放っている。 

 

パニガーレに跨がり、ハンドルバーを握った瞬間、純粋無垢なレーシングエキサイトメントが伝わってくる。見事な造

形美を見せるトップブリッジには、軽量化のための形状や加工が施され、イタリアンエンジニアリングの神髄と情熱を

雄弁に物語る。ラジアルブレーキとクラッチポンプ、精妙なスイッチギア、ライド・バイ・ワイヤ・スロットル。そのすべて

にミニマリズムが貫かれ、このモデルがレース直系であることを物語る。モノコックに一体化されたステアリングヘッ

ドはフロント・サブフレームへと連結し、ライダーの目の前には先進のデジタルメーターが配置される。 

 

LED ポジショニング・ライトを備えるツイン・ヘッドランプは、フロント・インテークダクトと一体となってデザインされて

いる。ツイン・リアライトは奥まったシート・エアダクトを囲むように設置され、ライトガイドのサラウンド効果が魅力的

な照明を提供、LED ブレーキライトがそれをさらに引き立てる。フロントの LED ターンシグナルはミラーボディに一

体化されており、同様に LED*を使用するリアの方向指示器にはクリアレンズを採用。 

 

フロントエアダクトから取り込まれたフレッシュエアは、その大半がメインエアボックスに導入されるが、小さなスプリ

ッターがその一部をフェアリングに導き、オンボードエレクトロニクスに十分な冷気を供給する。リアフェアリングの形

状にも細心の注意が払われ、ラジエーターを通過したエアが効率的に排出されるよう工夫が施されている。これによ



  

り、スーパークアドロ・エンジンがポテンシャルをフルに発揮できるばかりでなく、空気抵抗も低減されている。エグゾ

ーストシステムをエンジンの直下に配置したことにより、シートとテールピースが描き出す流麗なラインがいっそう強

調され、ドゥカティ スーパーバイクならではのアグレッシブなデザインをアピールする。  

 
 

エンジン 

 

899スーパークアドロ 

ドゥカティの最新パワープラントである 899 スーパークアドロ・エンジンは、2 気筒デザインおよび技術における大き

な進歩を具現化し、ドゥカティらしいすばらしい性能と極めてスムーズなパワーデリバリーを組み合わせている。148 

hp（109 kW）/10,750 rpmの最高出力と 10 kgm（73 lb-ft）/9,000 rpmの最大トルクを発生するこの新エンジンは、

ボア＆ストロークを 100mm x 57.2mm とし、駆動力と滑らかさのバランスを完璧に達成している。デスモドロミック・

システムを採用するこの 90°L型 2気筒は、1199の構造を踏襲し、モノコックシャシーと完全に一体化する。主要な

定期点検のインターバルは、オーナーにやさしい 24,000 kmに設定されている。 

 

エンジン構造 

革新的な 1199パニガーレを踏襲する 899のエンジンは、それ自体がシャシのフルストレスメンバーとして機能する。

その構造は、レイアウト、重量配分、強度を理想的に備えた車体構成を可能とするため、入念に計算されている。

899 パニガーレにおいて、90°L 型 2 気筒方式のシリンダーはクランクケースを軸として後方に回転され、フロントシ

リンダーと水平面は 21°をなす。これによりエンジンを前方寄りに搭載することが可能となり、最高のフロント/リア重

量配分が生まれている。また、モノコックフレームとシリンダーヘッドのアタッチメント・ポイントも理想的な位置関係と

なっている。 

 

最大限の軽量化を実現し、均一な肉厚と高強度を達成するため Vacural®テクノロジーを使用して真空鋳造された

クランクケースは、ベース面の接合部分を無くすためシリンダーのウォータージャケットをクランクケースに一体化し

ている。この構造を実現するために、スーパークアドロ・エンジンにはクランクケース開口部から挿入されるニカジル

メッキを施した「ウェットライナー」を装着。このデザインは、シリンダーヘッドをクランクケースに対してダイレクトに固

定することで強度が高まる。また薄いシリンダーライナーと周りを流れる冷却水間の熱交換効率が非常に高くなった。

クラッチケーシング、サンプ、カムカバーなどはすべてアルミニウムを使用した鋳造品である。 

 

899に搭載されるスーパークアドロ・エンジンのクランクケースでは、クランクシャフトにプレーンメタルを採用したこと

も新たな特徴だ。それによりクランクジャーナルを大径化して剛性を高め、メインベアリング周囲のクランクケース強

度を増すことができた。プレーンメタルに対しては、メインベアリング・ピラー内部にドリリングされたポートからオイル

が圧送供給されるため、クランクシャフトは常に十分に潤滑される。供給されたオイルは、MotoGP仕様の高性能バ

キュームポンプによって、オイルサンプへと素早く回収される。バキュームポンプは、メインオイルポンプシャフトと同

軸で駆動され、クランクケース内圧を効率的かつ安定的に下げ、ピストン下降時に発生するポンピングロスを減らし、

エンジンのブリージングを制御する。 

 
 



  

 

スーパーミッドの精度 

ドゥカティのエンジニアは、「スーパーミッド」と位置づけられた 899パニガーレに搭載するスーパークアドロ・エンジ

ン用に最適な設定を計算し、ボア・ストローク 100mmX57.2mmを選択し、パワーとフレキシビリティのバランスを達

成した。その結果、エンジンは、148 hp（109 kW）/10,750 rpmの最高出力と 10 kgm（73 lb-ft）/9,000 rpmの最大

トルクを発生する。 

 

このボア＆ストローク比によって優れたトルクバランスが生まれ、インテーク側 41.8mm、エグゾースト側 34mmとい

う効率に優れたバルブサイズが使用可能になった。バルブを駆動するのは「スーパーフィニッシュ」処理を施され、ダ

イヤモンド・ライク・カーボン（DLC）コーティングを与えられたロッカアームである。それによってフリクションロスと金

属疲労の低減が実現した。 

 

899の高充填効率は、ライド·バイ·ワイヤ制御のバタフライ直下に配置されたシリンダーあたり 1インジェクター / 

62mm相当の楕円スロットルボディを通じ空気が供給されることで達成された。 

この新エンジンはまた、1199 と同様の二次エア供給システムを採用しており、パフォーマンス志向のフューエルマッ

ピングを持ちながら、有害排気ガス成分を増加させることなしにスムーズなエンジン特性を実現している。 

 
 

デスモドロミック・バルブコントロール 

ドゥカティのデスモシステムは、バルブを閉じる動作も開ける動作と同様に機械的に行い、大径バルブを過激なカム

プロファイルに合わせ高精度かつ高速で駆動します。 

このシステムはドゥカティのエンジンすべてに採用され、ドゥカティ・コルセが手がけるスーパーバイク世界選手権用

マシン、およびデスモセディチ MotoGPマシンでその性能が証明されている。 

 

デスモドロミック・システムは、クランクシャフトからシリンダーヘッドへ従来型のブッシュタイプ・チェーンを用いたチェ

ーン＆ギアドライブによって駆動される。吸気側カムシャフトと排気側カムシャフトの間に 1つだけ設けられた中間ギ

アは、専用のショートシャフトでマウントされている。中間ギアは、吸気側カムシャフトと排気側カムシャフトの先端に

あるカムギアとかみ合う。これらのギアは可変マウント構造を持ち、カムタイミングの精密調整が可能だ。 

非常に効率的な 2 軸間の伝達効率を誇るカムチェーンは、オートテンショナーを持ち、継続した信頼性を保ち、さら

に定期メンテナンスのコスト削減を可能とする。 

 

排気側カムドライブギアの先端には、遠心式フライウエイトが備わっている。エンジン回転がアイドリング未満の場合

には、ウエイトが収縮状態で同心カムの突起部を突出させているため、吸気バルブが極僅かに開き、デコンプの役

割を果たすようになる。この巧妙な機構によって、大容量バッテリーと大型スターターモーターを使用することなしに

スーパークアドロ・エンジンを始動できるようになり、結果的に車両重量のさらなる削減に貢献できた。エンジンが始

動し、カムシャフトがアイドリング以上の回転を始めると、ウエイトが遠心力でせり出し同心カム突起部を内部へと後

退させ、バルブは完全に閉じるようになる。この画期的な機能は、デザイナーとエンジニアの軽量化に対する一途な

努力の現われと言えよう。 

 



  

 

トランスミッション 

899 スーパークアドロ・エンジンは、1199 と同一のギアボックスを採用する。このギアボックスは、6 速ギアボックス

に収まるシャフトの中心間距離を広げてギアの大径化と強度アップを実現し、強大なトルクに対応できるように設計

されている。 

 

シャシ 

 

モノコックテクノロジー 

899 パニガーレのシャシは、モーターサイクル・デザインにおけるドゥカティらしさ、革新的で勇気ある先進性を体現

している。それは複数のパーツを 1 つのコンパクトで軽量なコンポーネントとしてまとめ上げ、エルゴノミック・トライア

ングルを見直してライダーのポジションを向上するものである。きわめてコンパクトなモノコック構造は、モノコックフレ

ームがエアボックスを兼ねており、乾燥重量を 169 kgに抑え込んでいる。 

 

スーパークアドロ・エンジンをシャシのストレスメンバーとする短くかつ高剛性のモノコックは、鋳造アルミニウム製で

シリンダーヘッドに固定され、前方に突き出した形状によりステアリングヘッド・ベアリングをマウントするスペースを

備えている。モノコックは、エアボックスの役割も兼用する。コンポーネントの最少化コンセプトに則り、エアボックス

は 17リットルのスチール製燃料タンク下部にフィットする設計となっている。 

 

シリンダー配置はドゥカティ伝統の 90°L 型 2気筒であるが、899パニガーレに搭載されるスーパークアドロ・エンジ

ンはクランクシャフトを軸としてエンジン全体を後方に若干回転させてあるので、フロント/リアのバランスが最適とな

るよう搭載位置を調整することができた。フロントエンドのディメンションは、キャスター角 24°、トレール 96mm。新設

計となる鋳造アルミニウム製の両持ち式スイングアームは 1,426 mm のホイールベースを生み出す。前後の重量

配分は 52:48となる。 

 

エグゾーストシステムはエンジンの下側に設置され、スーパークアドロ・エンジンに直接固定されるスチール製の中

空リア・サブフレームはクリーンなラインを維持する。軽量なアルミニウム製フロント・サブフレームはモノコックフレー

ムに直接接続され、ヘッドライト、インストルメントパネル、そしてフェアリングをしっかりと支える。このようにマスの集

中を図ることで、車両全体の俊敏性が高められる。 

 

サスペンション 

899 パニガーレは、ショーワ製 43mmBPF 倒立フォークを搭載する。スプリングプリロードおよび伸び/縮みの減衰

力調整可能なフルアジャスタブルとなっている。アウターチューブはチタニウムグレイ、インナーチューブはクローム

仕上げとなっており、フォーク下部には鍛造によるラジアルキャリパー・マウントを持つ。ショーワ製 BPF 倒立フォー

クは、とくにサスペンション作動スピードが低速の場合、低圧でも大量のオイルを流動させ、圧縮および伸長の間に

フルードが移動する距離を最短に抑えることでダンパー性能を向上させるというものだ。この革新的ソリューションは

総合的なパフォーマンスを引き上げ、かつ従来型フォークよりも軽量である。 

 

リアサスペンションは、ザックス製フルアジャスタブルタイプで、スタイリッシュかつ実用的なサイドマウント方式を採

用。このユニークな配置により、サスペンションユニットのスプリングプリロードおよび伸び側/縮み側の減衰力調整を

行うためのアクセスが容易になった。このサスペンションには、プログレッシブリンクを介して両持ち式スイングアー

ムが装着される。 

  



  

ボッシュ・ブレンボ・ブレーキシステムと 3レベル ABS 

899パニガーレは、ブレンボ製ブレーキシステムでコントロールされるボッシュ製 ABS 9MPを含むドゥカティ・セーフ

ティ・パック（DSP）を搭載する。 

これは最新の安全性と定評あるパフォーマンスを組み合わせるものである。ライディング・モードを ABS と完全に統

合することで、短い制動距離と高い車両安定性が生まれ、899 のブレーキングはライダーにとって新レベルの体験

となる。 

 

3 レベルにプログラムされたシステムにおいて、レベル 1 は ABS をフロントのみ作動させるもので、サーキット志向

の「レース」モード用となる。レベル 2は高い制動性能を提供し、「スポーツ」モードでのスポーティな公道走行のため、

リアのリフトアップ防止機能は控えめである。「ウエット」モードで使用するレベル 3 は、最高の制動安定性が得られ、

リアのリフトアップも最大限に防止。各ライディング・モードでは、インストルメントパネルから ABS の作動をキャンセ

ルすることもできる。システムは、次回のイグニッションオンまでそのセッティングを記憶する。 

 

フロントブレーキは、ブレンボ製 4 ピストン・モノブロックキャリパーである M4-32 を両サイドにラジアルマウント。こ

れらをコントロールするのは高性能ラジアル・マスターシリンダーである。フロントには 2 枚の 320mm ディスク、リア

には 245mmディスクが組み合わせられる。 

 

ホイールとタイヤ 

899パニガーレは、軽量な 10スポークホイールを採用する。ホイール幅はフロントが 3.5 インチ、リアが 5.5 インチ

である。この組み合わせによりターンインは迅速で、加速および制動性能も高い。装着されるタイヤはピレリ製ディア

ブロ・ソッロ・コルサで、フロントは 120/70 ZR17、リアは俊敏性に貢献する 180/60 ZR17となっている。 

 

高性能な公道用タイヤとして、サーキット走行にも対応することを念頭にデザインされたピレリ製ディアブロ・ソッロ・

コルサは、そのプロフィールと構造により 899パニガーレ用として完璧な選択肢となっている。 

フルバンク時には最高の旋回性を発揮し、コーナー脱出時にはバンク中からの強力な加速に貢献する。 

スーパーバイク世界選手権からフィードバックされたピレリ最新のエンハンスト・パッチテクノロジーを採用して開発さ

れたディアブロ・ソッロ・コルサのリアタイヤは、3 つのゾーンに異なるコンパウンドを採用して接地面積を最適化し、

公道でもサーキットでも最高のグリップ性能を生み出す。 

 



  

エレクトロニクス 

 

パニガーレのテクノロジー 

899 パニガーレに搭載される高性能エレクトロニクス・パッケージは、3 種類のドゥカティ・ライディングモード、完全に

システムに統合された ABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール（DTC）、ドゥカティ・クイック・シフト（DQS）、エンジ

ン・ブレーキ・コントロール（EBC）、ライド・バイ・ワイヤ（RbW）スロットルコントロールを特徴としている。 

 

ドゥカティ・ライディングモード 

モーターサイクルの世界に変革をもたらすドゥカティのライディング・モードは、3 種類のプリセットモードにより、ライ

ダーの好みと環境に合った最適なセットアップを提供する。あらかじめプログラムされた各ライディング・モードは、走

行中においてもエンジン特性、ABS、DTC、EBC のレベルを瞬時に変更できる。ライディング・モードは、クラスの最

先端を行く数多くの技術を組み合わせたものである。 

 

スロットルの開閉を電子的に行うライド・バイ・ワイヤ（RbW）システムは、パワーデリバリーを調整するため異なるマ

ッピングを管理する。一方、ドゥカティ・トラクション・コントロール・システム（DTC）は、8 段階のレベルでホイールスピ

ンを抑制することによってコントロール性を高め、9MP 世代のボッシュ・プロセッサーは、適切に設定された 3 段階

の ABS レベルを提供する。EBC は、ハードブレーキング時のクランクシャフトの減速をモニターし、RbW スロットル

開度を調整して理想的なリアタイヤのグリップを確保する。 

 
 

レースモード 

「レース」モードは、サーキットを走るライダーのために、148hpの出力とダイレクトな RbWスロットルレスポンスを組

み合わせる。DTC のシステム介入は抑制され、EBC はレース志向のレベルに設定。ABS はフロントのみに作動し、

リアのリフトアップ防止機能は作動しない。 

 

スポーツモード 

「スポーツ」モードは公道およびサーキット走行の両方に対応し、148hpの出力とスムーズな RbW スロットルレスポ

ンスを組み合わせる。DTC のシステム介入度はやや引き上げられ、EBC はスポーツ志向のレベルに設定。ABS

はフロントとリア両方に作動し、リアのリフトアップ防止機能の作動は控えめとなる 

 

ウエットモード 

「ウエット」モードは、公道およびサーキット走行時に、110hpの出力とスムーズな RbW スロットルレスポンスを組み

合わせる。DTC のシステム介入度は大きく引き上げられ、EBC は走行環境に合ったレベルに設定。ABS は低グリ

ップ環境に合わせ、最大に作動する。 

 



  

インストルメント 

889パニガーレは新設計のコンパクトなインストルメントパネルを採用、白黒の LCDディスプレイは数多くのインフォ

メーションを表示する。エンジン回転数は、ユニットの上部に円弧を描いて延びる読み取りやすいバーグラフにより 0

から 12,000 rpmまでを表示。車速はスクリーン中央に数字で表示する。 

 

「レース」、「スポーツ」、「ウエット」という 3 種類のライディング・モードは速度表示の左側に表示され、左のスイッチ

ギアにあるターンインジケーター・キャンセルボタンでスクロール可能。ライディング・モードを選択した場合、EBC、

DTC、および ABSの各レベルは車速の右側に表示され、ストップウォッチ、DDA、DQSが作動している場合はその

上にタグが現れる。 

 

ライディング・モード表示の左側には、選択されているギアの表示、（DDA アクセサリーを搭載している場合）自動ラ

ップタイム GPSの作動を示すタグ、定期点検のタイミングを知らせるサービスアイコンなどが配置されている。 

 

冷却水温度はスクリーンの中央下部に表示する。両側にはその他のデータを表示する長方形のウインドウを配置。

このウインドウは、左のスイッチギアにあるターンインジケーター・キャンセルボタンの上下にあるボタンを使ってスク

ロールできる。上側のボタンは左側のウインドウでオドメーター、トリップ A、トリップ B、燃料残量、トリップタイム、時

計、ラップタイムの表示を切り替える。下側のボタンは右側のウインドウで外気温、消費燃料量、平均燃費、平均速

度の表示を切り替える。 

 

インストルメントの上部左側には、左側から順に左ターンシグナル、エンジン・エレクトロニクス警告灯、ABS オフ、ニ

ュートラル・ランプを配置。上部右側には、右側から順に右ターンシグナル、燃料残量警告灯、ハイビーム、油圧警

告灯を配置する。左右の警告灯間のライダーが見やすい位置には、赤く発光するレブカウンターが配置され、レブリ

ミットまで順次点灯し、リミットに到達するとディスプレイの上部中央にあるオーバーレブ警告灯が赤く点灯する。イン

ストルメントの上部中央に配置されるレブカウンターの下には、DTC 作動時オレンジに点灯するバーが設けられて

いる。 

 

停車時、899 パニガーレのインストルメントはユーザーフレンドリーなコントロールパネルとして使用でき、各ライディ

ング・モード内の ABS、EBC、DTC、DQS、および RbW セッティングをカスタマイズすることができる。左のスイッチ

ギアにあるパッシングボタンを使うとストップウォッチ機能を手動で起動することが可能（アクセサリーとして GPS を

備えた DDA+を搭載した場合は自動起動）。ストップウォッチは 30 周分のラップタイムとそれぞれのラップナンバー、

最高速度、最高回転数を保存することができる。ディスプレイの輝度もインストルメントパネルから調整することが可

能である。 

 



  

ドゥカティ・トラクション・コントロール（DTC） 

大きな成功を収めているドゥカティの DTC システムは、899 パニガーレ用としてさらなる洗練を受け、ライディング・

モードのエレクトロニクス・パッケージに完全統合された。これは、ドゥカティ・コルセが MotoGP およびスーパーバイ

ク世界選手権用に開発したソフトウェア・ロジックを使用するもので、あらゆる走行環境に対応すべく開発されたセッ

ティングを持つ。 

 

左にあるスイッチで操作し、インストルメントに選択内容を表示するこのシステムでは、ホイールスピンの許容度が 1

～8までの 8段階用意されている。レベル 8は、ごくわずかなホイールスピンを感知しただけでシステムが作動し高

いレベルの介入を行う、いわば安心のセッティングである。それに対してレベル 1 はサーキット上級者向け、システ

ム介入は最小限に抑えて高度なホイールスピン・マネジメントを許容する。DTC システムのステータスとレベルはつ

ねにインストルメントに表示されるため、ライディング・モードを変更した場合も、現在の介入レベルがどの程度なの

かを即座に知ることができる。 

 

ストリートあるいはサーキットの路面状況とライディングスタイルに合わせたレベルが選択され、DCT がオンとなって

いる場合、フロントおよびリアホイールに設置されるセンサが回転速度の差を比較し､リアのトラクションが失われて

いる状態（ホイールスピン）を検出する。DTC は複数のソースから得られたデータをもとに計算を行い、瞬時に 2 種

類のコンピュータの電子的調整における最適な組み合わせを判断する。システム介入の初期である「ソフト」段階で

は、ソフトウェアが電子的な調節を瞬時に行って、少しずつ程度を変えながらイグニッションに制御をかけ、エンジン

トルクを低減する。この最初の「ソフト」段階の介入でホイールスピン制御が不十分と DTC ソフトウェアが判断すると、

システムは引き続きイグニッション制御を行いながらエンジン ECU に対し指令を出して燃料カットの回数を徐々に

増やし、最終的に必要に応じて燃料を完全にカットする。 

 

DTC システムが介入を開始すると、いずれの段階においても、ライダー視界の一番見やすい位置となるインストル

メント上部に設置されるオレンジの警告灯が点灯し、DTC が作動していることを示す。前後輪のホイールスピードが

等しくなるにつれ、システムは徐々に通常のパワーデリバリーへと復帰する。このシームレスな相互作用は、非常に

スムーズなシステムの作動を実現するカギとなっている。 

 

ドゥカティ・クイック・シフト（DQS） 

ドゥカティ・クイック・シフト（DQS）は、899 パニガーレの標準装備として搭載され、クラッチ操作なしで、アクセルを戻

す必要もなくシフトアップができるシステムだ。通常はレースの世界のみに採用されるこのシステムは、シフトアップ

時にもスロットルを開いたままにできるので、サーキットでラップタイムを競う場合には貴重な 100 分の 1 秒を犠牲

にすることもなく、公道ではライディングの質を高めるパフォーマンスを提供してくれる。これは、シフトチェンジの際

のタイムロスを排除するばかりでなく、シフトアップのプロセスにおいてスロットルボディを通過するエアの流れに中

断を生まないという利点も持つ。 

 

DQS システムを構成するのは、ギアチェンジペダルのリンケージに設置され、シフトアップ時にメイン ECU へ信号

を送るマイクロスイッチである。信号により、ECU はただちに現在のギアとスロットル開度を検出し、燃料噴射のカッ

トと点火のタイミング調整をあらかじめ設定されたとおりに 1000分の 1秒単位で実施する。駆動力の発生を瞬間的

に調整するプロセスは、クラッチやスロットルの操作なしでシフトアップができるよう、精密にプログラムされている。

システムの作動はミリセカンド単位で実施されるが、899 パニガーレは従来のスタイルでシフトチェンジを行うことも

できる。 

 



  

エンジン・ブレーキ・コントロール（EBC） 

エンジン・ブレーキ・コントロール（EBC）は、ドゥカティ・コルセが開発したシステムであり、レースにおける限界域で

のコーナー進入時でも車両の安定性を確保するためのものだ。これは、激しいエンジンブレーキングにより、リアタ

イヤにかかるポジティブおよびネガティブトルクのバランスを取るシステムである。EBC はスロットルポジション、選

択されているギア、ハードブレーキング時におけるクランクシャフトの減速率をモニターしており、タイヤにかかるトル

クのバランスを取るために必要に応じて RbW でスロットル開度を精密に調整する。EBC システムには 3 レベルが

用意されており、899 パニガーレのインストルメントパネルからアクセスすることができる。これは 3 種のライディン

グ・モードに統合されているので、きわめて効果的なライダー支援システムとなっている。 

 
DDA  

899 パニガーレは、ドゥカティ・パフォーマンスが提供するアクセサリー、ドゥカティ・データ・アナライザープラス

（DDA+）に対応する。このシステムは、ダウンロードするソフトウェアと USB 対応のデータ収集カードから構成され

るもので、オートバイとライダーのパフォーマンスに関する各チャンネルの情報をグラフィカルに表示する。 

 

DDA+はこの種のシステムの最新世代であり、GPS 機能を活用して 899 パニガーレがサーキットのスタート/フィニ

ッシュラインを通過するごとにラップタイムを記録する。ラインを通過する時にライトフラッシャー・ボタンを押すと、こ

の革新的システムはその位置の座標を記憶し、それ以降のラップを自動的に記録する。 

 

サーキットには必須装備といえる DDAは、スロットル開度、車速、エンジン回転数、ギア、水温、走行距離、ラップ数、

タップタイムといった数多くのチャンネル・データを保存する。さらに、トラクションコントロール専用のチャンネルも設

けられているので、ホイールスピン時にどの程度の DTC 介入が発生したかを画像として把握できる。ライディング

やサーキット周回の後には、データをダウンロードしてライダーおよびオートバイのパフォーマンスを比較分析するこ

とが可能となっている。 

 
 

*リリース本文にある全ての諸元値はイタリア本国仕様 


