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僕たちの大切なレッスン.

今年のレッスンテーマが決まりました。

レッスンのたびにひとつのレッスンテーマ

ひとつひとつ基本から見つめ直して、もつとバイクと反達になろう。

☆1 ライディング フォーム……バィクの性能を100%発揮させる人は無駄のないキ

レイなフォームをしています。と言うことは、フォ
ームがキレイになれば…型から入る人には最適な

レッスンです。

☆2 リヤブレーキ………………スムーズに走る為には必要不可欠なリヤブレーキ。
リヤブレーキのコントロールを身に付けると走り

のレベルがアップします。

☆3 フロントブレーキ……………減速だけにブレーキを使うのはもつたいない。も

う一歩進んで曲がる為にもブレーキを使 つてみよう。

☆4 回転  フリーターン¨………ジムカーナの必修科目。苦手だからと言つて避け

ては通れません。だからこそ !マスターすれば指数

アップにつながります。

☆5 アクセル…………………………マシンコントロールの要、アクセル。アクセルワ
ークでバイクを意のままに操る楽しさを知ろう。

☆6 スラローム………………………フォーム ブレーキ アクセルすべての要素がこ

こに詰まつています。今年一年の集大成的なレッス

ンです。

☆7 タイム……………………………自分の走りや考えが本当に正しいのか?少 しても

速 く走るにはどうすればいいのか?そ の答えを

“タイム"に 聞いてみよう。この レッスンで “タイ

ム"を 削る楽 しさ 難 しさを体験 してみて下さい。

ジムカーナ文化を創造する
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GRAジ ムカーナ レッスン テーマ別 ・解説資料

くその 1>

ライディングフォーム

★フォームは結果

あなたはライディングフォームと聞いて何を思い浮かべるで しようか?

おそらく、 リーンア ウ ト リーンウイズ リーンイン ハングオ ンといつたコー

ナーでのフオームで しょう。又は直進時の前乗 り 後乗 り、細かい所では肘 手

首 顔の角度、膝の締め具合、背中の曲が り具合などかも しれません。

しか しこれ らは走つている時のフオームの一コマを切 り取つたものにすぎません。

普段の走行では、一定の状態で走 り続ける時以外は、フォームは常に変化 してい

ます。そ して変化 していなければ上手 く走れているとは言えません。

上手 〈走る為にはパイクの動 きの邪魔をせず、バイクの動きに合わせて上下 前

後 左右に自分の体重をかけた り、力をぬいた りして操作 してやらねばな りませ

ん。そのような操作が結果的にライデ ィングフォームとして表れるわけです。で

すからその結果の一部だけをマネしてもあまり意味があ りません。

★イメージをつかむ

上手い人の走 り方を自分のものにするには、その人の外面的なフォーム (図 形的

なイメージ )を 覚えるといつた程度ではな く、その走 りの リズムや力の入れ具合

などの リアルなイメージを作 らなくてはいけません。

その方法の一つとして、手本となる人が走るのを見ている時、その人になったつ

も りで心の中で同 じようにライデ ィングする、イメージ トレーニングがあ ります。

これはその走 りをビデオに収めれば家の中でもできることです。

他にもイメージをつかむ方法として、タンデム走行も有効です。上手な人の運転

するパイクの後部座席に乗せてもらい、コースを走る事によ り、その人の走 りの

感覚をダイレク トに体に叩き込む事ができます。

これら幾つかの方法でイメージをつかんだら、あとはあなた自身でそれを再現す

るだけです。
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GRAジ ムカーナ レッスン テーマ別 ・解説資料

くその 2>

[ リヤプレーキ

★リヤブレーキを使えているか?

ロー ドレースでは `リヤブレーキはほとんど使わないし、 レギュレーシヨンで

必要だからつけているだけ'と いう話をよ く耳に します。その影響からか、街中

を走る時にも リヤブレーキを使わないという人は結構います。

確かに制動力だけをみるとリヤブレーキの能力はたかが知れています。さらに

鈍感な足で操作するのでうまく使えずに、結果 として車輪をロックさせ、パイク

の安定を損ねて しまう事もあるで しよう。でも、だからといつて最初から使わな

い、というのでは自分の可能性を自ら捨てている事になります。

★使えるようになる為に

リヤブレーキを効果的に使うには、それを使つた時バイクにどんな変化が起き

るのかを知る事がまず必要です。

実際に走 りながらさまざまな場面 (加 速時 減速時 コーナーヘの進入時

旋回 コーナーからの脱出時 切 り返 し等 )で いろんな使い方 (強 弱 かけ

る時、離す時のタイミング等 )を 試 してみて下さい。そ してそれぞれの場合に

バイクがどう動 くのかを体で感 し、そ して、なぜそうなるのかを考え、理解する

事により、技術の幅が広がつて上達 していきます。そうなれば、思い通 りにバイ

クを操れるようにな ります。

★使 い方 いろいろ

1 急制動の時にフロントブレーキよリー瞬早く (05秒 位)リ ヤブレーキをか

けると、安定感のあるプレーキングができる。

2 コーナリングの途中で走行ラインを修正したい時にリヤブレーキを使うと、

安定したまま内倶1へ向きを変えられます。

3 アクセルの開け始めの時にショックが出てギクシヤクする場合には、リヤブ

レーキをかけておく事でシヨックが小さくなり、よリスムーズなアクセルワ

ークができます。

4 回転する場合には、少しだけアクセルを開けて (またはアイドリングを上げ

ておいて)、 リヤブレーキでスピードコントロールをすると、スムーズに回

れます。
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GRA ジムカーナレッスン  テーマ別

くその 3>

解説資料

フロントブレーキ

★ブレーキの要です

ブ レーキは一般的にはオー トパイのスピー ドを減速させるために使 います。特

にフロン トブレーキは リヤブレーキ以上に減速の効果が大きい事は、ライダーな

ら誰でも体感 していますが、なぜフロン トブレーキの方が効果が大きいのかその

理由を知つていますか? それは 『荷重 (かしゅう)』 が移動するからです。

『荷重 』という言葉は初めて日にする人も居ると思いますが、簡単にいうと

“重さ"ま たは “重み"の 事で、ここではタイヤを路面に押 し付けている “力"

の事を荷重 とします。そ して、荷重が大 きい程にタイヤは路面に強 く押さえつけ

られグリップする力も大きくなり、荷重が小さくなればその逆の事とな ります。

ここで走 つているオー トパイのプレーキを掛けた時の事を想像 してみて下さい。

乗 つている人の体が前に移動 しようとする事からも分かるように、プ レーキを掛

けると荷重が前に移動 します。つまリフロン トタイヤヘの荷重が大 きくなって、

フロン トタイヤのグ リップカが大きくな り、その分フロン トブレーキが強 く使 え

るのです。つまり、フロン トブレーキはプレーキの要 (かなめ)な のです。

☆自在に “曲がる"た めに

オー トパイをバンク したまま(傾けたまま)フロン トブレーキを掛けたら、フロ

ン トタイヤにはどんな力が働 くので しょうか ?そ う、フロン トタイヤによ り大 き

な荷重が加わるのと同時にタイヤが内側に切れようとします。この現象をうまく

利用する事ができれば “曲がる"こ とにも役立つのです。

つまリフロン トブレーキをうまく使 う事でタイヤのグリップカを大きくした り、

曲がつたりする事が自由自在にできるのです。とは言つてもフロン トブレーキは

その使い方を誤れば簡単に転倒 します。その怖さから普通はフロン トブレーキを

十分に使 いこなせなかつたりするのです。

けれどフロン トブ レーキを少 しづつ積極的に使 うようになると、フロン トタイ

ヤの感覚 (どの位の荷重がかか り、どの向きの力が働 いているか等)を 掴めるよ

うになり、そうすると自然に怖きは無 くなります。

このフロン トタイヤの感覚は誰でも初めは無いものです。さあ、少 しづつ感覚

を磨いて、オー トパイを自由自在に操れるようになろう !

★メンテナンスも重要だ

フロン トブレーキのコン トロールは、実に繊細な感覚が必要になります。

ですからブ レーキ関連の装置が十分にメンテナ ンス (調整 )さ れてないと、うま

くコン トロールするどころか、どんどん感覚が悪 くなって下手になります。

きちんとしたメンテナンスをしたオートパイに

乗る事が、楽しく安全に上手くなるコツです。
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GRA ジムカーナ レッスン

<そ の4>

テーマ別 解説資料

回転 ・フリーターン

★思 い切 りよ く丁寧に

回転やフリーターンなどは低速ターンの技 (またはセクション)の 一つです。一般路上

を普通に走る限りは決して使う必要がない技のため、初めてジムカーナを見たり走つたり

した時にきつと一番印象に残る技がこの回転やフリーターンでしよう。

ジムカーナにとつて必修課目ともいえるこれらの技ですが、バイクにとつて不安定な低

速と派手に見える動きについ尻込みしがちで、ベテランクラスの人できえもけつこう苦手

にしているものです。

これらの技をうまくこなすコツといえば、やはり思い切りよくバイクをバンクさせて丁

寧にコントロールする、ということにつきます。この思い切りよくしかも丁寧にバイクに

乗るという事は、上手なライディングの基本であり、たとえ高速であつても低速であつて

も変わりはありません。むしろスピードによる安定性に頼ることのできない低速ターンや

回転が上手になれば、自然に中高速コーナーでのレベルアップにつながります。

★上手く回転をするためのテクニック

回転をスムーズにこなすには、先ず安定して一定の半径で回転ができる事が大切で、次

にリヤブレーキを使つてスピードを少しずつ落とせば、次第により小さな半径の回転がで

きるようになります。

そして回転のコツといえば、クラッチは使わずにアクセルはわずかに開け (又は最初か

らアイドリングを上げておいて)、 スピードをリヤブレーキでコントロールするようにす

れば、ぎくしゃくもせずスムーズに小さな回転できます。

★フリーターンについて

ジムカーナでは、基本的に足を地面につけるとペナルティを受けますが、足をついても

ペナルティを受けないのがフリーターンのセクションです。このフ リーターンこそ思いき

り良さと丁寧さが成功への鍵を握 つているのです。特に十分な減速 と思いきり良い一気の

バンクで リズムをつかみ、そ してターン後半の脱出の時に内足を地面にポンとついてフロ

ン トタイヤにかかる余分な力を抜 くと、よリクイックなターンが実現 します。

フリーターンはジムカーナコースの中でも大きな見せ場となることが多 く、一般的なフ

リーターンはもちろんの事、ここでアクセルターン 1やフローティングターン !等を決め

ればあなたもヒーロー ヒロインになる事 まちがいな しです。



GRAジ ムカーナレッスン テーマ別 ・解説資料

<そ の 5>

アクセル

★バイクを活かすアクセルワーク

アクセルを開けて加速する時とアクセルを開 じてエンジンブレーキがかかる時に、バイ

クにショックを与えないように丁寧なアクセルワークをする事、これはライデ ィングの基

本であり極意でもあ ります。

バイクの性能を引 き出 して走ろうとした時、ラフなアクセルワークしか出来ないとパイ

クが暴れてそれ以上上手 〈走れません。

ところが、日頃から丁寧な操作を心力■ナアクセルワークが上手になると、バイクとライ

ダーの両方に余裕が生まれ、さらに積極的なライデ ィングが出来るようになります。

☆アクセルによるマシンコントロール

的確なアクセルワーク、これを抜 きに してライデ ィングは語れません。アクセルはパイ

クのスピー ドをコン トロールする為のものですが、もう一歩踏み込んで荷重コン トロール

として使うという意識を持つと、ライデ ィングの レベルを上げることができます。

アクセルを開け加速するとフロン トタイヤの荷重は抜け、リアタイヤに荷重が移 ります。

そうするとリアタイヤのグリップは大きくなりさらにアクセルを開けることができます。

そ してアクセルを開 して減速するとリアタイヤにかかっていた荷重は抜け、フロン トタイ

ヤに荷重がもどります。

バイクは加速又は減速 している最中はパイク自身が安定 しようとしますが荷重の切 り替

わる瞬間は不安定にな ります。ですからその1昇間を利用すればバイクを軽 く動かせ、思い

通 りに操れるようになります。

☆シフ トチェンジのアクセル ワーク

シフトチェンジの時普通はクラッチを使いますが、アクセルをうまく合わせてやればク

ラッチを使わずチェンジできます。シフトアップの時は一瞬アクセルを戻しシフトダウン

の時は一瞬あおる事によリシフトチェンジができます。

クラッチを使つてチェンジする時でもアクセルを合わせてやるとミツシヨンをはじめバ

イクにかかる負担を減らす事ができ、バイクの寿命を伸ばせます。
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GRA ジムカーナ レッスン  テーマ別

<そ の 6>

解説資料

スラ ローム

★ スラローム

スラロームというと,ス キーでは回転滑降競技を指 しますが (決 してクルクル回るわけ

ではない),オ ー トパイでは右に左に連続 して曲が りながら走ることをスラローム走行 と

言います。

そ してパイロンを使つて作 つたコースを走ればパイロンスラローム,教 習所等の S字 や

クランクを組み合わせて作 つたコースではコーススラロームといいますが,そ れぞれて走

り方に違いはありません。

たた,パ イロンスラロームの方がライン取 りの 自由度が大きい分,ど う走るか迷いやす

いかもしれません。

★ ライン取り

走行ラインはライデイングの組み立て方で決まります。

たとえば,加 速減速をしつかりと行ない直線的なラインを通つてコースをつないていけ

ばコースの最短距離を通るラインになっていきますが,コ ーナーでできるだけスピー ドを

落とさず走ろうとすれば,大回 りで滑 らかなラインになります。ラインを考える時は,“自

分のイメージするライディングを実現するためにはどこを通 らな くてはいけないか"を 考

えてラインを決めていかなければなりません。

上手な人の走 りをマネしようとした時単にその人のラインをたとつて走つてみてもうま

くいきません。なぜならラインは結果に しかすぎないからです。マネをするならその人が

なぜそのラインを通るのかを考え,イ メージしながらマネをすべきです。そうすればその

人の走 りをモノにすることができるで しよう。

手本とすべきはラインではなくライデ ィングです。

★ リズミカルに,ダ イナミックに,そ してスムーズに

上手な人はまるでダンスをしているかのようにライディングをしています。

ライディングは音楽と違つて一定のテンポで進行するわけではありませんが,ア クセ

ル ブレーキ 体重移動等の操作をする時,自 分でリズムを作つてやればオートパイをイ

キイキと走らせることができます。

また,ラ イディングにメリハリをつけて (アクセルを開ける時は大きくあけて,ブ レー

キをかける時はキチンとかけて,体 重移動はしつかりと)や ればバイクに躍動感があふれ

てきます。そして各操作を途切れる事なく滑らかにつないでゆけば流れるような美しいラ

イディングが完成するわけです。

ダンサーは踊ることで自己表現しますが,ラ イダーはオートパイに乗ることで自己表現を

していると言えます。

あなたもよリスパラシイ自己表現をしようではありませんか。
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