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ツ‖イクを感じる
″

1999年 のレッスンでは、 『ノヽイクを感じる感覚を磨く』をメインテーマとして

行つていきます。

バイクを上手く走らせるにはテクニックが必要ですが、バイクを感覚的に把握していなけ

ればそのテクニックを十分に発揮する事はできません。

自分の体のようにバイクに神経を通わせる事ができれば、自然とライディングのレベルは

上がりますし、またその分上手くなる余地が増えるとも言えます。

そこで、各レッスンではその時々に設けたレッスンテーマを重点的に体で感じとり、

その感触を頭で整理 ・分析して下さい。

[レッル回数とし,スンテマ]    [レ ッスン内容 ]

第1回 ノヽイクの重さ ・・ ムダな力の入 つた乗り方をすると、バイクは重く感 じて しまい

ます。バイクが軽く感じるポイントをつかむ、その感覚を養え

ば大きくレベルアップします。

2 ハンドルの切れ万 ・・コーナーでハンドルが切れるのを感じ取ろうとすると、自然と

1宛の力が抜け上手いライディングができるようになります。

3.サ スペンション・・・パイクはピッチング (シーソーのような動き)や 上下に動きな

がら走ります。この動きを感じとる事が出きれば、バイクのリ

ズムをつかめるようになります。

4.フ ロントタイヤ フロントタイヤのグリップ感や挙動をきちんと感じ取れるよう

になれば、フロントタイヤが滑って転倒するという恐さがなく

なります。

バイクの力をうまく地面に伝え効率のよいライデイングをする

為に、リアタイヤの感覚をみがきましょう。

5. リアタイヤ ・

6.エ ンジンパワー ・・・エンジンのパワーと、パワーがかかったときのパイクの動きを

感じとれるようになれば、メリハリのある走りができるように

なります。

7.フ ロントブレーキ

8. リアプレーキ

ヽ
―
ノ

フロントやリアのプレーキを使つた時、バイクにどんなふうに

に力がかかるのかをつかめれば、よリレベルの高いスピードコ

ントロールやコーナリングができるようになります。
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GRAジ ムカーすレッスン テーマ別 。解説資料
<そ の1>

バイクの重さ

“今日はなんだか乗れているな"こ ういう時はパイクがとても軽く感じられ、自分の思い

通りにバイクを走らせる事が出来ますが、乗れていない時にはパイクがやたら重く感じ、

その走りはとてもギクシャクしてしまい、なんだか走るのが嫌になつたりした経験は誰に

でもあると思います。

では、バイクに乗れている時とそうでない時の具体的な違いは何なのでしょうか?

それはズバリ、バイクをどれだけ感覚的に把握できているか、という事です。

十分に感覚的に把握できている時にはパイクが軽く感じてバンクもさせやすく、逆に十分

に把握できていない時にはパイクが重く感じてバンクさせにくくなるものです。バイクが

どういう状態なのかが分かつてないのに、ライダーが自分勝手にバンクさせようとしても

うまくいくはすがありません。

いつもと違つてバイクが重く感じ出したら、とたんにバイクに乗る自信さえ持てなくなつ

たりしますね。

けれども、うまく乗れていない時にバイクが重く感じられるという事は、あなた自身に

そのライディングが良いか悪いかを知るセンサーが備わつているという事でもあります。

つまり、軽く感じられる時は良いライディングをしている時で、逆に重く感じられる時は

良くないライディングをしているB昔だという事です。

だから、このセンサーを使えば自分のライデイングがいいか悪いかを判断できるし、上手

く走ろうと色々な乗り方を試した時、バイクが重く感じるか軽く感じるかで、それが良い

乗り方か間違つているのかどうかがわかります。

そしてこのバイクの重さを感じるセンサーは、使えば使う程にたとえ小さな変化でも見

逃さない位に感度は高まり、そのセンサーから受け取つた情報を分析するコンピューター

である頭脳の性能さえ向上させる事になります。

本で読んだり耳から入つているライディングテクニックに関する色反な情報を一度忘れ、

自分の体のセンサーが教えてくれる情報を基に、自分のライディングテクニックを創り上

げて下さい。



GRAジ ムカーすレッスン テーマ別 。角旱説資料

]
<そ の2>

ハンドルの切れ方を感じる

☆ セルフステアを活かす

オートパイはタイヤが2つ しかないのに、自分でバランスをとる機能があるため、左右

に倒れず走る事が出来ます。 (この機能はサイドスタンドをかけて止めているオートパイ

のハンドルをまつすぐに向けて手をはなすと左に切れる事からも確認できます。)

もう少し詳しく説明すると、直進時にオートパイのバランスが左に崩れたとします。そ

うするとオートパイのハンドルは左に切れ、オートパイは左に曲がります。そして曲がる

ことにより、発生した遠心力により右にバランスをとり戻します。そして右にノヽランスが

崩れると、同じように右にハンドルが切れてオートパイは右に曲がり左にノヽランスを取り

戻します。そしてライダーが体重移動でオートパイのパランスを崩してバンクさせると、

崩れたノヽランスに応じてハンドルが切れコーナーリングします。このオートノヽイ自身がバ

ランスをとる為にハンドルが切れる機能をセルフステアといいます。

そしてセルフステアを十分に活かす (オートノヽイのハンドルはライダーが切るのではな

く、オートノヽイに切らせる)事 が効率のよい上手しヽライディングにつながります。

オートノヽイはライダーが体重移動をしなくても腕でハンドル操作をして曲がる事もでき

ますが、これは体重移動という点ではオートバイに直進せよといいながらハンドル操作で

オートパイのセルフステアを殺して曲げることになり、オートバイの持つている能力を活

かせない結果となります。それを防ぐ為に1宛や肩の力を抜く必要があるわけです。

☆ 今回のテーマ

このレッスンではオートパイのハンドルがその時々 (倒し込みや切り返し、コーナーで

アクセルを開けた時、閉じた時、etc→でどう切れるか、また乗り方を変えた時 (前の方

に乗つてみたり、後ろの方に乗つてみたり、下半身をニーグリップでグッと固めたリステ

ップ荷重をオーバーにしてみたり、etc )ハ ンドルの切れ方にどんな変化が出るか、その

変化によリオートパイの曲がり方にどんな違いが出るかを感じとるよう心掛けて走つて下

さい。この感覚が身につくとたとえオートパイがかわつてもすぐにそのオートパイの特性

がわかり、思いのままに操れる本物のテクニックを手に入れる事ができます。

☆ メンテナンス

オートパイは本来ライダーの動きに自然についてくるよう作られていますが、メンテす

ンスが不十分だとその機能は失われ、コジるような乗り方をしなければ走れなくなつてし

まいます。例えば、ステアリングのベアリングが傷んでいると当然セルフステアはまとも

に働きませんし、タイヤの空気圧不良や偏磨耗、サスペンションの作動不良やブレーキの

ひきずりなどによっても、オートバイのパランスは崩れてしまい、本来のハンドリングか

ら程遠いものになってしまいます。また、セッティングによる車体の姿勢 (前後の車高バ

ランスなど)の 変化によってもオートパイのパランスを崩してしまうことがあります。そ

んなバランスの崩れたオートパイに乗つていても楽しくないし、上達も望めません。上手

くなるためには気持ちよく走れるオートパイに乗る、これが一番人事な事です
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<そ の4>

フロントタイヤを感じる

★フロントタイヤを感じられないと

ライダーが意識しているかどうかは別として、常にオートパイを感じながら走っていま

す。その中にはフロントタイヤを感じる事も勿論入つていますが、もしフロントタイヤを

感じる事が出来なくなつたら、どうなるでしょうか?

フロントタイヤは、走行中は常に、右に左にと切れてオートバイのパランスを取つてい

ます。例えば、Uタ ーンの時、右に曲がろうとしてオートバイを右にバンクさせたとしま

す。すると、フロントタイヤはオートパイのlllきに応じて右に切れ、ノヽランスを取り、そ

の結果安定して右に曲がっていくわけです。もしこのB寺、このフロントタイヤの動きを感

じ取れず、右に切れるフロントタイヤの動きをハンドルで少しても押さえてしまうと、オ

ートパイはノヽランスが取れなくなり、そのまま右に倒れそうになります。その結果、怖く

てバンクさせる事が出来ず、うまく曲がれなくなります。そうなると、ますます1宛に力が

入つてしまい、フロントタイヤの動きが悪くなり、さらlcノヽランスが取れなくなり、オー

トパイは不安定になり、また更にハンドルにしがみつくという悪循環になつてしまいま

す。

☆フロントタイヤを感じるには

それではフロントタイヤの動きを感じるにはどうすればいいのでしょうか。

一言でいえば “1宛に余計な力を入れない"こ れだけです。つまり、腕でハンドルを通して

フロントタイヤを内側に切って曲がるのではなく、オートパイをバンクさせてオートノヽイ

にフロントタイヤの向きを変えさせて曲がるのです。

と、そう簡単に言われても、すぐに出来るわけはないでしょうし、簡単に出来れば誰も

苦労はしません。ではどうしたら出来るようになれるかといえば、ますは安全な範囲のス

ピードでコーす―を曲がつてみます。この時、出来る限り腕には力を入れず、フロントタ

イヤの動きに意識を集中させます。そして何度か繰り返し走つていると、そのうち曲がり

始めでフロントタイヤ/」|スッと内側へ向くのが、ハンドルを通じて感じられるようになる

でしょう。

フロントタイヤの動きがわかるようになると、オートバイをハンドルでこじる事がなく

なり、オートパイの特性を活かしたライディングが出来るようになります。

★フロントタイヤを感じると

上手くなるには、フロントタイヤを活かせるようにならなければなりません。そして、

その為にはフロントタイヤを感じ取ろうとする意識が欠かせません。

これはコーナーリングに限らず、プレーキングでも同じ事が言え讀す。フロントフレー

キをかけた時、フロントタイヤにどれだけの力がかかつているか、その時フロントタイヤ

は安定しているか、感覚で掴めれば安心してブレーキングが出来るようになります。

フロントタイヤを感じる惑覚が磨かれれば、あなたのライディングはきつと大幅にレベ

ルアップするでしょう。



GRAジ ムカーすレッスン
<その5>

テーマ別 。解説資料

リアタイヤを感じる

★気持ちの良い加速

気持ちの良い力0速、これはオートパイの醍醐味の中で一番大きな物ではないでしょう

か。アクセルをあけ、リアタイヤが地面を蹴つて力0速する感覚、これは他の乗り物では

なかなか味わえる物ではありません。

そこで、今回は気持ちの良い加速をする為にはどうすればいいかをリアタイヤを通し

て考えていきます。

★リアタイヤを感じるには

ジムカーすでは、コースレイアウトの関係でオートノヽイをバンクさせずに加速させる

ことはありませんが、やはり基本として直進での力0速は大切です。

ます、オートノヽイに乗つてゆつくりと (例えば、ギアはロー又はセカンドでアクセル

を少し開けて)走 ります。そこからアクセルをゆつくりと、そして大きく開けていきま

す。この時、ライダーは加速に合わせた前傾姿勢を取り、腰を落とすようなつもりで体

重をシートにしっかりと乗せてやります。すると、リアタイヤが力強く地面を蹴つてオ

ートパイを加速させていくのがシートを通じて感じられると思います。しかし、この時

ライダーの姿勢がバイクの動きに合わないと上手く感じ取れません。つまり、上体が力0

速に取り残され腕が伸びきつてしまうと、オートパイをコントロール出来ずに恐い思い

をしますし、逆に、力0速に対抗しようと前傾になりすぎるとリアタイヤを感じることが

出来なくなり気持ちの良い力0速にはなりません。

リアタイヤを感じる、この感覚はコーナー出□で加速する時も同じです。むしろ、コ

ーす―リングで加速するんが (すでに遠心力が掛かつているので)リ アタイヤにより大

きな力が掛かりやすく、リアタイヤの感覚を掴みやすいかも矢□れません。

こうして、リアタイヤを感じる感覚が身に着くと加速以外の時でもリアタイヤの状態

が良く分かるようになり、リアタイヤを通じてオートノヽイを気持ち良くコントロール出

来るようになります。そして、気持ちの良いライディングを求める事が自然とレベルア

ップにつながります。
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<その6>

テーマ別 ・解説資料

エンジンパワーを感じる

★アクセルでオートパイを操る

ライディングテクニックの中でアクセルワークはとても大きな害J合をしめています。

なぜなら、アクセルは単に開けたり閉じたりしてスピードをコントロールするだけでな

く、コーす―での曲がり万等のコントロールにも使えるからです。たとえば、アクセル

の

開けるタイミングや開ける量、開けていく速さにより、曲がり具合やコーす―のなかで

自分が走るラインを変えることも出来ますし、連続したコーす―の切り返しでは、タイ

ミングを合わせてアクセルワークをしてやるとオートパイを軽く素早く切り返せます。

このようにアクセルを上手く使えばオートノヽイを自分の手足のように使うことが出来

るようになります。

★アクセルでパワーを、そしてパワーで車体をコントロールする

アクセルは本来エンジンのパワーをコントロールするものです。ですから、アクセル

ワークでオートノヽイをコントロールしようと思つたら、そのオートノヽイのパワー特性、

つまりその時々のエンジン回転数やアクセルの開け方により、どのようにパワーが出る

か、体で知つておかなければいけません。それが出来れば、その分正確なコントロール

が出来るようになります。

☆エンジンパワーを感じる

ではます最初に周囲の安全を十分確認します。そしてもヽらつかない程度の低速で走つ

ているところからギアチェンジせず、オートノヽイが一定の害J合で加速するようにアクセ

ルを開けていきエンジン回転数がレッドゾーンに入る、またはエンジンが回りすぎてカ

がなくなる手前まで力0速を続けます。この時、力0速の強さ|ま緩やかな加速から強い力0速

まで色々なパターンで行います。この他にも、一回の加速の中でわざと何度か強33をつ

けて加速します。こうした走り方をするとアクセルとパワーとエンジン回転数の関係が

分かるようになります。つぎに、スムーズなアクセルワークを身につけるためにエンジ

ンプレーキのかかつた所から加速します。この時、出来るだけ滑らかに減速から加速に

移れるようアクセルワークを行います。そして、加速に移るポイントのエンジン回転も

色々変えて練習します。また、力0速を終えてアクセルを閉じるときも出来るだけ滑らか

にエンジンブレーキを掛けるようにします。

こうした練習をすると、オートパイを常に自分でコントロールする意識が持てるよう

になり、まわりの状況に流されて走つてしまうといつた事が無くなり安全に上手く走れ

るようになります。
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フロントブレーキを感じる

★フロントブレーキは難しい

オートパイは、自動車と違ってブレーキでフロントタイヤをロックさせ滑らせてしま

うと簡単に転倒してしまいます。そのためフロントブレーキを思い切つて使うことはな

かなか出来ません。かといつて、フロントブレーキなしては速度調節がやりづらく、緊

急時などに、急ブレーキをかける事が出来ないのでとても危険です。

フロントブレーキを上手く使うことは、オートノヽイを乗りこなす上で非常に重要であ

り難しいことでもあります。

それでは、この難しいフロントフレーキをどうすればうまく使いこなせるようになる

かを考えてみましょう。

☆フロントフレーキを感じ取ろう

フロントフレーキを使うことに、怖さを感じす上手く使いこなすには、ますフロント

ブレーキのことをよく知らなければいけません。といっても、その構造を頭で理解する

わけではなく、プレーキを使つたときオートパイがどんな動きをするかを 「体で感じ理

解する」ということです。そして、その為には気を付けなければいけないポイントが三

つあります。

一つは、プレーキが 「充分なメンテナンスが出来ている」かどうかです。lplえば、か

けていないのにブレーキが3き ずつていたり、かけたときレバーがスムーズに動かなか

つたりすると、プレーキをコントロールすることなどできません。

二つめは、ライディングの基本である 「腕で体を支えない」ということです。走つて

いる時、フロントフレーキをかけると、フロントタイヤにはプレーキをかけた分の力が

加わり、時にはパランスを保つためバイク自身で、ハンドルが右や左に切れたりしま

す。

腕に力が入つてしまうとハンドルを押さえ込んでしまい、オートノヽイ自身がバランスを

とる能力を殺してしまい、フロントタイヤやフロントサスペンション等の微妙な動きも

感じ取れなくなつてしまいます。

そして最後はフロントフレーキを使つたとき 「オートノヽイがどんな動きをするのか常

に感じ取ろうとする意識を持つ」ということです。そうすればオートパイを感じる感覚

が養われ、どんな状況のなかでも、フロントブレーキを繊細にそして用い切つて使うこ

とが出来るようになります。

この三つのポイントを押さえておけば、恐さを感じずフロントブレーキを使えるよう

になり、フロントブレーキを使うことがどんどん楽しくなつてさらに上達します。

あなたも楽しくフロントブレーキが使えるようにチャレンジして下さい。そして、

「楽しくオートバイに乗る」、これが上手くなるために一番大事なことです。
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リアブレーキを感じる

★リアプレーキはなんのためにある?

オートパイには車と違い、前輔と後輪にそれぞれ独立してブレーキがついています。

普通にブレーキを使つて減速する時は、フロントフレーキを主に使いリアプレーキは

補助的に使います。なぜなら、プレーキをかけると前方に荷重が移動してフロントタイ

ヤが地面に押さえつけられよくグリップするのに対し、リアタイヤは逆に地面から浮き

上がろうとしてグリップしなくなるからです。ですから、強くブレーキをかけるほどリ

アプレーキの害」合は小さくなります。その上、フロントフレーキは手を使つて操作する

ので微妙なコントロールがしやすいのに対して、リアプレーキは足で操作するので微妙

なコントロールがしにくいといつたハンデもあります。

それでは、リアプレーキは何のためにあるのでしょうか。これを探るために、実際に

オートパイに乗つて、フロントブレーキとリアプレーキの違いを体で感じてみましょ

う。

☆フロントブレーキとリアプレーキの違いを感じる

まず初めに、フロントブレーキだけを使つて減速してみます。するとオートバイはサ

スペンションが動き、前が沈んで後ろが浮き上がり、つんのめるような感じになりま

す。

次にリアプレーキだけを使つてみると、今度は前後のサスペンシヨンが沈んで、地面に

吸いつくような安定感のある減速ができます。

つまり、フロントブレーキは強くブレーキをかけることが出来、リアプレーキはオー

トパイを安定させることができるといえます。

ですから、安定した上手いブレーキングをするためには、リアプレーキを使いこなすこ

とが大切です。

★リアプレーキの色々な使い方

リアプレーキは、普通にブレーキングする時以外にも、色々な場面で活躍します。

la」ぇば、コーす―にオートパイをバンクさせながら入つていくときの減速調節には、タ

イヤが滑った時の事を考えると、フロントブレーキよリリアプレーキを使う方が安心し

て使えます。また、コーす―でリアプレーキを使えば、走行ラインをイン側に変えるこ

とが出来ます。

他にも、Uタ ーンや回転などの小回りをする時も、アクセルで速度調節するのではな

く、アクセルは少し開けておき(またはエンジンのアイドリング回転数をあ|プておいて)

リアフレーキを使つて速度調節すれば、スムーズにUタ ーンや小回りができます。

こうしたリアプレーキの使い方をマスターすれば、あなたのライディングテクニック

は大きくレベルアップします。


