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2000年 のレッスンでは、『身体の使い方 』をメインテーマとし

ます。

オートノヾイは身体全体を使つて乗りこなす乗り物です。もちろんア

クセルやブレーキといった各操作も大切ですが、フォームが出来て

いないとそれらを十分に使いこなせません。

そこで身体の上手な使い方を身に付けるため、今年のレッスンでは

身体をい<つ かの部分に分け、それぞれをテーマとしてレッスンを

行います。また体の使い方で走り方にどんな違いが出るかといつた

こともテーマとして行つていきます。

第 1回    腕の力を抜<

第2回    上半身を使う

第3回    下半身を使う

第4回    回転とフォーム

第5回    目線と視野

第6回    走行ラインと体重(荷重)移動

第7回    腰を入れる

第8回    イメージを掴む

ジムカーナ文化をal迪する

可 fみ 響̈



GRA ジムカーすレッスン  テーマ別
2000年 版・<その1>

・解説資料

腕の力を抜<

☆なぜ1宛の力を抜かなければいけないのか

走行中のオートパイは、常に右に左に小亥」みにハンドルを切りながら左右のパランス

を取つています。そして、ライダーが左右どちらかにバランスを崩せばオートパイは

パランスを取り戻そうとしてそちらにハンドルを切り曲がります。 (オートパイ自身

がハンドルを切つてバランスを取り曲がる働きをセルフステアと言います)こ うして

オートパイが自然にバランスを取り曲がつてくれるからこそライダーは安心してオー

トパイに乗れるわけです。

ところがライダーの腕に力が入リハンドルの自然な動きを妨げてしまうとオートパイ

のセルフステアを充分31き出せなくなります。極端な話、ハンドルが切れないように

固定すると曲がるどころか真つ直ぐ走ることも出来ません。

そんなわけでハンドルには力をいれないということがライディングテクニックの基本

としてとても大切です。そしてその為には自分の体は1宛で支えずにニーグリップなど

を使つて下半身で支えなければいけません。

☆しかし現実は ・・・

とはいえ実際には1宛に全然力を入れずにオートパイに乗るのはます不可能です。特に

ブレーキを掛けた時には体が前にもつていかれるので、つしヽ1宛で体を支えてしまいま

いがちですし、コーす―でもコーナリングのきつかけにハンドルを曲がる方とは反対

に切る逆操舵や、曲がつている最中にハンドルを押したり引いたりする当て蛇等のハ

ンドル操作をしなければ、上手く乗れない時があります。したくなくても、そうせざ

るを得ないのなら出来るだけセルフステアを妨げないような腕の使い方を工夫しまし

ょう。

☆腕の力の抜き方

まず始めにオートパイにまたがつてハンドルに体重をかけ散す。次に誰かにハンドル

かフロントタイヤを持つてもらい、右に左にゆっくりと大きく動かしてもらいます。

その時腕は体重を支えながらも出来るだけ力を抜きハンドルの動きに逆らわないよう

にします。これを何度か繰り返せば、無駄な力を入れずに必要な分だけ力を入れる本

当のリラックス (力を抜くと言うこと)が 判るようになるでしょう。それが出来るよ

うになればオートパイがどんな時にハンドルが切れて曲がるかが半」るようになり、ハ

ンドルで体を支えたリハンドル操作をしたりしてもオートパイの動きを妨げないライ

ディングが出来るようになります。

ライディングテクニックは、オートパイの特性を理解してそれを活用する事が大切で

すが、こうしなければいけないといつた型のようなものは有りません。ある事が上手

く出来なくてもそれを補う工夫をする。そんな姿勢を持てばあなたのライディングテ

クニックの幅は確実に広がります。



GRAジ ムカーすレッスン
2000年 版 ・

テーマ別

<その2>

・解説資料

上半身を使う

☆上半身でオートパイを操る

ライディングテクニックの話を誰かとしていると、 “オートノヽイは下半身で操る乗り

物で、腕でハンドルを切つて乗つてはいけない。"と か “ライダーがステップやシー

トからオートバイに荷重する(重さ 重み、をかける)ことで曲がつたリノヽランスをとつ

たりする乗り物なのだ。"な どといつた話を聞いた事があると思います。

確かにこれはライディングの基本として大切な事です。しかし、これだけではどうや

つてオートパイに荷重すれば良いのか分りにくいのではないでしょうか。その為、オ

ートパイに荷重しているつもりでも、単に筋肉を強ばらせているだけになったりして

いませんか。実は、オートパイに自分の体重を載せて荷重するには、上半身の使い方

がとても大切です。なぜなら、上半身を全然動かさすに体重移動で荷重する事は出来

ないからです。

☆先行動作

コーす―でハンドルに力を入れずオートノヽイをノヽンクさせるには、ます上半身を曲が

りたい方に移動して体の重心位置をすらし そして下半身を通じて体重をオートパイ

に荷重してバンクさせ讀す。このオートノヽイをバンクさせる前に行う上半身の動作を、

上半身の先行動作といいます。

先行動作が上手く出来るようになると、体の動きが滑らかになり、オートパイを軽く

扱えるようになります。その為には、無駄な動きのないフォームと、先行動作からオ

ートバイヘの荷重に移るタイミングが重要です。これらが上手くいかないと、オート

パイが不安定になったり重く感じたりして、無駄な力が入ってしまいます。

又、先行動作がИ要なのはコーナリングだけではありません。加速する時は体が後ろ

に取り残されないように、減速の時は前につんのめらないように 加減速する前にそれ

に対応するフォームをとるようにしましょう。そうすれば、前輪や後輪の一方に荷重

がかかり過ぎるのを防げ該すし、安定したアクセルワークやブレーキングが出来るよ

うになります。

☆荷重と抜重

上半身は、前後左右への荷重だけでなく、背筋の曲げ伸ばしで上下方向へも荷重出来

讀す。背筋を伸ばせば、伸び始めで荷重が増え、伸びきつた8寺に荷重が抜けますし、曲

げれば、逆に曲げ始めで荷重が抜け、曲げきつた時荷重が増えます。この上下の荷重

を、前後左右への荷重にタイミングよく組み合わせれば、小さな動きでより大きな荷重

をオートノヽイにかけることが出来ます。

こうして的確な荷重コントロールが出来るようになると 楽に速く安全に走れるよう

になります。



G RAジ ムカーすレッスン
2000年 版 ・

テーマ別

くその3>

・角写言党

下半身を使う

☆下半身の役害」

オートパイに乗る上で、下半身にはプレーキやシフトチェンジ等の操作の他に、二

つの役害」があります。それは、身体を支えオートパイを安定させるニーグリップと、

オートパイをバンクさせる(傾ける)体重移動です。この二つが上手く出来ないと、オ

ートパイを思い通りに走らせる事は出来ません。

☆二―グリップで身体を支えオートパイを安定させる

オートノヽイは走つている時、オートパイ自身がハンドルを切つて、左右に131れないよ

うにノヽランスを取つています。ところがハンドルで身体を支えてしまうと、ハンドル

の自由な動きを妨げ、上手くノヽランスがとれなくなるおそれがあります。そうならな

いよう、 ニーグリップをして(下半身で)身体を支えるようにしましょう。二―グリッ

プをしつかりするとハンドルで支えなくても身体がlsNらつかなくなりますし、オート

パイとの間に一体感が生まれるので、安心して思いきりよく走れるようになります。

二―グリップする時は、膝などの一部分だけでオートパイを締め付けようとせずに下

半身をオートパイに密着させるようなつもりでニーグリップ(下半身グリップと言う

べきか?)すると楽に身体を支える事が出来ます。

☆確実に体重を載せる

体重移動でオートパイをバンクさせたり切り返したりするには、傾けたい方の下半

身(足やお尻)に体重を載せるわけですが、この時体重を載せているつもりでも実際は、

力んでいるだけで体重が充分に載らず、目うように走れない場合があります。そう

いう時は、反対側のお尻をシートから浮かすと、上手く体重を載せる事が出来ます。

また、体重を載せる時 「そうつ」と載せると体重移動の効果は半減します。逆に 「よ

―いしょつ」と、勢いよく体重を載せると体重移動の効果をより強く出せ、素早くノヽ

ンクしたり切り返したり出来ます。

オートノヽイでコーナーを曲がるには、ますオートパイの左右のバランスを崩してノヽン

クさせます。するとオートバイはバンクに応じてハンドルが自然に切れて曲がります。

ですからオートパイの曲がり具合は、バンクのさせ方つまり下半身を使つた体重移動

でコントロール出来るわけです。

☆下半身でオートパイに乗る

下半身を使ってオートパイをコントロール出来るようになるとオートパイを自分の

手足のように扱えて、よリダイナミックなライデイングが出来るようになります。

あなたもオートパイと一体になれるよう下半身の使い方をマスターして下さい。



GRAジ ムカーすレッスン
2000年 版 ・

テーマ別 ・解説資料

<その4>

回転とフォーム

☆ジムカーすにおける回転とは

ジムカーすのコースには、パイロンのまわりをほほ1周 以上回る回転セクション爪

ほとんどの場合あります。そして回転では直進時に比べ、オートパイが不安定になり

ますので、回転する時の体のフォームが安定しないと、アヽランスを崩して転倒してし

まう恐れがあります。回転では、オートパイを意志どおりに操るためのフォームを身

に1寸ける必要があります。

☆回転のフォームを作ろう

1.腕 の力が抜けるフォームに !

回転をするときは腕の力を抜く事が大切です。グリップをそつと握つたり、肘を内側

や外側に持つてきたりして、腕の力が抜けるポイントを探しましょう。またニーグリ

ップが出来ていないと、身体がlsNらつきオートパイが安定しません。オートパイをし

つかり下半身で挟み安定させましょう。そして、回転では大きくハンドルを切るので、

リーンアウト(オートノヽイだけを寝かせるフォーム)で乗ると腕が楽になります。

2. リアプレーキで回転中のノヽランスをとろう !

回転中はアクセルをほぼ一定に保ち、リアプレーキで速度やバンク馬を調節してやり

ます。例えば、速度が出すぎて外に膨らむ時にはリアフレーキをかけて、逆に速度が

落ち内側にlBlれそうになる時には、リアプレーキを緩めます。でも、決して踏み加減

を極端に変えないようにしましょう。極端に変えるとバランスが崩れます。あくまで

微調整にとどめることを心がけましょう。回転に慣れてきたら、ハンドルのフルロッ

ク (これ以上ハンドルが切れない状態)に もチャレンジしてみましょう。車種や乗り

方によって決して速くなるとはいえませんが、より小さく回ることが出来るようにな

り、ライディングに幅が出てきます。

3.回 転中の視線

オートパイは視線でも操る乗り物です。視線をどこに持つていけばいいというのは、

それぞれの乗り方や好みによっても違います。ただ、まだはつきりと視線の送り方が

定まっていない人は、とりあえずオートパイの行きたい方向に視線を送りましょう。

直進と違つて、回転中は次長と視線を送つていく必要があります。少し難しいと感じ

るかもしれませんが、練習によって自分のやりやすい視線を見つけてみましょう。

☆回転が出来るようになると

自分の回転半径を矢口つておくとは非常に大切なことです。これがわかれば、タイムト

ライアルの時にどこを通れるのか、迷わないようになります。町中でもUタ ーンをす

る事が楽になります。回転は練習をすればするほどに上手くなり、オートパイを操る

技術の幅も広がります。そしてクルッと回転できるようになると痛快この上ないです。

さあ、皆さんも回転がクルッとできて楽しくなるように練習しましょう。



GRAジ ムカーすレッスン  テーマ別 ・解説資料
2000年 版・くその5>

[ 目線と視野 ]

☆目線を定める

あなたはオートパイに乗つている時、よそ見をした方F00へ行つてしまった事がありま

せんか?こ れは、人は見た方向に対して意識が集まり、自然と身体もそちらの力向ヘ

反応してしまうからです。

つまり、目線がはつきりと定まらない乗り方では、オートノヽイをどこに向かつて走ら

せれば良いのか判らなくなり、スムーズなライディングが出来なくなりますし、日線

が近すぎる乗り方でも、先の状況が判らないために、道なりに流されてしまい、自分

の意思でオートパイをコントロールする事が出来なくなります。

そんな走り方になってしまった時には、一度頭をリセットするために、走るペースを

落としてみ讀しょう。そして、ライディング中の大切なポイント (加速や減速、コー

ナリングや切り返しなど)で 、どこに目線を向ければ気持ち良く走れるか、探りなが

ら走つてみましょう。

刻々と変わる状況の中で、日線を安定させて先を見ることができるようになれば、ラ

イデイングに余裕が生まれて、よリスムーズに走れるようになります。

☆視野を広げる

しかし、前をしつかり見ているつもりでも、目線を置いた所だけに集中してしまうと、

視野が狭くなつて障害物の発見が遅れますし、進路がイメージからずれてしまつた場

合や、まわりの交通環境が急に変化した時などに対応が遅れてしまいます。

それらを防ぐには、日線を置いた一点だけに意識を集中するのではなく、目線以外の

所も意識して見るように心がける事が大切です。

たとえば、自動車の横をすり抜ける場合には、前方に目線を置きつつ自動車の陰から

何かが飛び出さないか視野を広|プて注意して走る事が大切ですし、コーナーを走る場

合には、路面に砂や石などがないか視野を広げて確かめる事が大切です。

こうして視野を広げることができれば、自分が走る場所の状況が良くわかり安全に速

く走れるようになります。

☆目線でオートノヽイに乗る

オートパイに乗つているとき、外部からの情報のほとんどは目から入つてきます。

そして安全に速く走るには、その入つてくる情報を受身で受け取るのではなく、自分

から積極的に必要な情報を取り込んでいく事が大切です。そうして、必要な情報が充

分に得られれば、恐怖心が少なくなり、より積極的なライディングが可能になります。

つ該り、より上手く走ろうとすれば、目線の使い方はもつと積極的になりますから、

オートパイは目線で乗るといつてもいいでしょう。

目線に強い意思を込める事ができるようになれば、あなたの走りは確実に変わります。



GRA ジムカーすレッスン  テーマ別
2000年 版 ・ <そ の6>

・解説資

走行ライン

☆ラインは結果

ライディングにおいてライン取りはとても重要な事柄です。しかし実は、走行ライン

と言うものは、ライディングの結果に過ぎません。

何故なら、同じコースを走つてもミニバイクとビッグバイクでは同じラインを走らな

いのは容易に想像がつきますし、同じオートパイでもライダーの体格やテクニック、

ライディングスタイルが違えば、ラインは変わつてきます。

ですから、他人のライディングを見て、その走行ラインだけを真似してもあまり意味

はありません。他人の走行ラインを参考にする時は、何故そこを走るのか、どんな乗

り方をしているのか、といつた事も合わせて考えるようにしましょう。

そうして色んなライダーの走行ラインを観察すれば、テクニックや走り方を見る目が

やしなわれ、自分のライディングテクニックの向上に役立つだけでなく、そのライダ

ーにアドバイスが出来るようにもなります。

☆最速のラインと最善のライン

ひとつのコースを最短の時間で走るには、ライディングに合わせコースの巾を使い切

った上で、無駄に外側にふくらまないで、最短の距離を走らなければいけません。

この二つのパランスをどう取るかが、とても難しいテーマですが、これが出来た時、

そのラインが最速のラインです。もちろんライダーやオートパイ、天候などが変われ

ばラインは変わりますが、最速の走行ラインは一本しかありません。

しかし最速のラインが最善のラインとは限りません。最速のラインはいいかえれば、

余裕のないラインですから、少しラインからずれただけでコースアウトをして転倒し

たり、そこまでいかなくても、ミスのリカバリーに多くの時間を取られ、結果的に遅

くなってしまいます。ですから実際にコースを走るときは、自分のライディングの安

定性に応じた余裕を残した上で、無駄なラインを削るよう工夫していきましょう。

それが出来れば、その走行ラインが今のあなたにとって、最善のラインです。

☆走行ラインをイメージする

最善の走行ラインを描くには、ますそれぞれのコーす―やバイロンなどのセクション

で、オートパイがどこを通つているか、把握しながらコースを走るようにします。次

に、各セクションとその前後のセクシヨンが、スムーズにつながるラインを探します。

そうしてコースー周のラインが、どこにも無理なくつなぐ事が出来たら、最後にその

ラインよりも、わざと大回りしてみたり、逆に小さく回つてみたりして、前後のつな

がりがどうなるか、試してみましょう。そうすれば、そのラインをさらに詰める事が

できます。このようにして色々な走行パターンを経験してその時の走行ラインを把握

しておけば、初めて走るところでも走行ラインをイメージでき、安全に速く走ること

ができる様になります。



GR∧ ジムカーナレッスン テーマ別 ・解説資
2000年 版 ・ <そ の7>

[ 腰の使い方 ]

☆ライディングは1要がポイント

どんなスポーツでも言える事ですが、上級者のフォームは無駄がなく美しいものです。

そして、あなたがそのフォームをマネようとするなら、ます最初に腰をどう使つてい

るのかをよく見てください。何故なら、人の動作は殆どが腰から始まつているからで

す。ですから、上半身と下半身が腰の動きとどういうlslうにつながつているかよく見

ておけば、実際にオートパイに乗つてマネをした時、何故そんなフォームをするのか

がよくわかります。そして、そのフォームの意味がわかれば、それは単なる物マネで

はなく、そのライダーのテクニックを買つたと言えるでしょう。

☆腰を使つて安定させる

腰は手や足に比べ大きく動かない為、どう動かせばよいのか上手くイメージできない

かもしれ該せん。そんな時は、へそや左右の腰骨を腰を入れる方向に押しつける、又

は、へそや左右の腰骨にヒモが付いていて、1要を入れる方向にそのヒモが3つ 張られ

るようなイメージで動かすと良いでしょう。

それでは、実際に自分の腰をどう動かせば良いか試してみましょう。

最初に、腰の基本フォームをつくります。まず、オートパイにまたがつてハンドルを

握り肘を少し曲げて、上半身をリラックスさせ護す。この時、力を抜きすぎると背中

が曲り切つてしまい動きにくくなるので、そうならない様に注意して軽く猫背になつ

て下さい。これが直進時の基本フォームになります。

基本フォームが出来たら次は加速です。ライダーは加速する時、オートパイから落ち

ないよう、加速に応じて前傾姿勢をとります。この時、単純に上半身を伏せるのでな

く、伏せる時にへそをフロントタイヤに押し付けるような気持ちで腰を使うと、オー

トパイの安定性が高まります。

そして、減速する時はへそをリアタイヤに押し付けるようにして腰を使うと、加速す

る時と同じくオートパイが安定し、より強くブレーキングできます。

☆腰を使つて曲がる

コーナリングで一番人事な部分は倒し込みです。この時、へそをコーす―の進行方向

へ向け、腰を上半身と同時にイン側に移動させれば、オートノヽイをスムーズに倒しこ

めます。

さらに、腰を左右に動かすだけでなく、前後や上下、左右のひねりといつた動きをタ

イミングよく組み合わせれば、オートパイはより安定してよく曲がるようになります。

倒しこみの短い時間の中で、タイミングよく腰を使うことができれば、オートパイが

本当に自分の身体の一部になり、ライディングテクニックのレベルも飛躍的にアップ

します。


