
 

 

OSCN 乗りもの対談シリーズ すてきな輪
わ

だち！ 

自転車をはじめ、さまざまな「乗りもの」を愛する方々をお招きし、「乗りもの文化」の未来を語ります。       

 

 第 2 回「 自転車とオートバイの安全走行指導 」 

        ゲスト講師  柏 秀樹  

モータージャーナリスト 

ＫＲＳライディングスクール代表  

１９５４年生まれ 山口県岩国市出身 

※ 詳細なプロフィールは、ＫＲＳライディングスクールＨＰで 
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オートバイ乗りのふたり 

（片山） 

本日は、愛知県でのライディング講習会等でお忙しい中、ＯＳＣＮ事務局にお立ち寄り頂き 

ありがとうございます。20年ほど前、柏さんと同時期に、私もオートバイ業界におりましたが 

当時は、お会いできる機会はありませんでしたね。 

自転車とオートバイの違いはあるものの、現在は、お互い、2 輪安全利用教育のスクール活動を

しているということで、昨年から情報交換をさせて頂くようになりました。 

今日は、柏さんの豊富な 2輪経験から、操縦スキルや交通教育についての様々なアドバイスをいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

柏さんは、数多くの長距離、長時間にわたるラリーレイドレースでご活躍ですね。今後もレースへ

の夢をお持ちですか？ 

聞き手：ＯＳＣＮ代表 片山昇（写真右端） 

対談日：２０１５年 １１月 

http://www.kashiwars.com/aboutkrs/profile.php


 

 

 

パリダカに、出場したい 

（柏） 

そうなんです。南米で開催されている、パリダカに出場したい！と思っています。以前、インカ

ラリーというレースで南米を走りましたが、あのレースの雰囲気、忘れられないんですよ。思う存

分レースという舞台で、自分の中でのベストなパリダカを今一度、表現したい、そんな気持ちがあ

ります。だから、また、いつか必ず出てやるぞって、夢を抱いてます。 

南米の大地にガレ場がある。そこで、もがいている自分を想像すると、ワクワクしますね。 

 

冷静さが必要な競技。技術・自分との対峙・・そんな厳しい環境に身を置けることが、自分にと

ってとても魅力的なんですね。決して、順位という結果ばかりではなく、そのレースの過程に身を

置けることが自分にとって幸せなんです。勝ち負けだけにとらわれていたら、楽しめない。 

「自分にとって、そのレースが、どんな意味があるのか。」それが今の私にとって、大切です。 

 

（片山） 

すごい、の一言に尽きます。相当、タフなレースだと思いますが、まさに、今も現役ですね！ 

私のオフロードレースの師匠、鈴木秀明も、生涯現役を掲げて実行しています。 

先輩方を見習って、私も楽しく自転車や 

オートバイの 2輪スポーツを続けていき 

たいと思います。 

さて、柏さんは現在、オートバイの 

ライディングスクールを主宰されて 

おられますが、これまでの経験と 

つながりがあるのですか？ 

 

 
ラリーは、総合力 

 

（柏） 

昔、子どもの頃ね、自転車で大転倒したことがあった。クイックに素早く曲がろうとしたところ

に、砂があったんです。そこで、おもいっきり転んだ。今でも傷が残っているんだけどね。 

おっちょこちょい！（笑）こんなふうに、子どもの頃から２輪でけがもいっぱいしてるんですよ。 

バイクでの公道での事故も、若いころには経験があります。もちろん、モトクロスも含めて、 

レース中のけがもありました。とにかく、昔は、度胸と根性と体力だけだった。こんな細い体つき 

ですが。昔は、オートバイに、ガソリン満タンにすると、ガソリンが無くなるまで、レース場で 

アクセル全開！で走ってました。 

９0年代には、南米（15000㎞）・オーストラリア（8000ｋｍ）・メキシコバハ（1600ｋｍ）など、 

オートバイのラリーレースに数多く出場し、年間 2 万キロを超えるくらい、海外の大地を走ってま

したね。とにかく好きなんですよ。 

ロードも、モトクロスも、トライアルも、「速さ」で極めたというより、「走破力」・「常に前進 

１９９７年 パリダカ（アフリカ）で砂漠を駆ける柏さん 



 

 

する」という点を大切にしていた。例えば、砂漠。砂地ではまることがある。そんなところでも、 

決して、速くは無いけれど、トトトトットと、はまらずに進む事が出来る。そんなライダ―です。 

競技のライセンスとして、トップレーサーになったことがあるわけではありません。 

例えば、パリダカ等のラリーでは、トップライダーはアベレージ 100㎞で走る。僕は 60㎞くらい。 

自分は、彼らの 60％くらいのスピードしか出させていない。でも、1990年の、オーストラリアの 

ラリーでは、そんな僕でも、強豪ぞろいの日本人トップライダーの中で、2番でゴールという経験 

もできたんです。モトクロス競技では、はるかに速いライダーも沢山、出場していました。 

つまり、モトクロスの速さと、ラリー等の長距離レースとは、求められる特性が違うんです。 

速さがあっても、その速さを未知なるコースの状況に合わせてコントロールしないと、クラッシュ 

（転倒）につながる、そんなレースなんです。 

 

（片山） 

ということは、短時間での瞬発的な速さでは 

ない。何日も続く、次々と変化する環境への 

適応力、そこで生き残る総合力などが問われ 

るレースなんですね。 

 

（柏） 

そうなんです。だから、スプリントレース 

とは、走りの心構えが違うんです。 

乗っている 2輪を、壊さないことが１番。 

そして、レースですが、燃費も考えた走りも 

必要。それら全てを含めてのトータルスキル 

が求められる。 

そんな世界を追い求めたんです。 

 

（片山） 

  世界の荒野を長距離サバイバルレースで駆け巡り、文字通り、生き残ってきた、柏さんですが、

日本では、どのような場所で、そういった能力を高める練習ができるのでしょうか？ 

愛知県周辺にも、オートバイやＭＴＢ専用のコースがありますが、こういったコースの存在も、 

2輪の操縦技術を高めたり、もちろん思う存分楽しむ上でも、とても大切ですよね。 

 

（柏） 

たしかにそうですね。 

朝霧高原（富士山西麓）に、『イーハトーブの森』という、オフロードオートバイ用トレッキングコ

ースがあります。富士山が、ドーンと目前にひろがる気持ちのよい所です。実は今、プロデューサ

ーという形で関わっています。 

そこは、モトクロスのようなハイスピード練習コースではありません。 

オートバイで、楽しく遊び・安全な乗り方に関心をもってもらい、操縦技術を高めてもらうための

場所です。 

 

（片山） 

朝霧高原は、富士山もひときわ大きく感じられる高原。最高の場所ですね。 

20 年前、私も多くのエンデューロレースに出場していて、あの辺りには、頻繁に通いました。アメ

リカのチャンピオンも来日し、一緒にレースをした日々を懐かしく思い出します。 

 2006 年 パリダカ（アフリカ）で完走！（右：柏さん） 



 

 

富士山の溶岩で、ガレ場の多い地域ですが、『イーハトーブの森』は、どのようなコースですか？ 

また、どのようなことを、ポイントにして、コースをプロデュースされたのでしょうか？ 

 

（柏） 

最高に、景色の良い所ですよ！ レストハウスのごはんも、おいしくてね！ 

実は、自転車でも遊べるんですよ。溶岩は、少しはありますが、そこは、かなり走り易くなってい

ます。ビギナーが走るのに最適です。 

僕は、水曜日に、ここでビギナーに向けたレッスンなどをしています。東京のオートバイショッ

プの方々も、走行会などの練習に使ってもらっているんです。国際Ａ級のプロのトライアルライダ

ーも、ここでレクチャーする機会もあります。 

いろいろなオートバイ乗りの方に、親しみやすい練習場所として気に入ってもらってます。 

ぜひ、一度お越しください。 

 

（片山） 

 オートバイや自転車の仲間を連れて、ぜひ伺いたいと思います。楽しみです！ 

ところで、柏さんがオートバイに乗るようになったきっかけは、何ですか？ 

 

 

基地の町で、モトクロス遊び 
 

（柏） 

子どもの時に、当時、多くの子どもがしていたように、親の 

大きな自転車を三角乗りした経験を経て（笑）、初めて買って 

もらった自転車。うれしくてうれしくて、いきなり乗り始め 

ましたね。まだ、補助輪等も普及していなかった時代。 

慣れない頃は、スピードの加減が分からない。そのまま、 

八百屋さんの軒先に、ドーンと突っ込んでしまったりね（笑）。 

私が、生まれ育ったのは、山口県の岩国市という所。 

そう、米軍基地が近くにある市です。そこで、自転車を覚え、 

新聞配達のアルバイトしていた時、今のオートバイのスキル 

の基本を学べたような気がします。 

 

たくさんの新聞を積んで、ポストの前で、シャーッ！と止まって、シュッ！と新聞を入れる。ブ

レーキターンの様な状況になるので、テクニックは上達しましたが、タイヤが直ぐに減ってしまい

ます（笑）。家の自転車を配達に使っていたので、よく母親から、小言を言われましたね。「お前の

アルバイト代は、ぜんぶ自転車の修理代だよ・・」なんてね。こんな感じで、高校まで新聞配達で

小遣い稼ぎをしてました。この経験で、2輪のバランス感覚が培われた様な気がします。 

そして、新聞配達代で、小学校 5 年の時に、当時 2 万 6 千円の『丸石』の自転車を買ったんです

よ。4段変速でね。その自転車での最強の思い出は、ダウンヒル遊びをしたこと。 

岩国城から林道を、下るんです。軍手をはめてね。中学校・高校と、こんな林道での遊びをして

いました。当時有名だった、車のレースの、モンテカルロラリーや、サファリラリーに、憧れを抱

きながら。当時、はやりの映画『栄光への 5000ｋｍ』というラリー映画があった。石原裕次郎さん

と、浅岡ルリ子さんの主演です。 

ここで、オフロードでの乗り物のバランス感覚が鍛えられた感じですね。 

手振りを交え、熱い語りの柏さん 



 

 

高校時代になったある時、友人が、ホンダのＣＢ２５０というロード用のオートバイを買いました。

それを借りて乗ってみたら、バイクも面白くなり、はまっていきました。 

自転車でのテクニックの土台があったから、オートバイに慣れるのも早かったですね。 

アメリカ映画の『イージーライダー』流行の影響なのか、チョッパー型のハンドルがついていた 

中古バイクを購入し、ハンドルを通常のタイプにつけかえて乗り始めました。 

当時、岩国基地の米兵さんが、野原でモトクロス遊びをしていました。その中に混じって、楽し

み始めたんです。 

 

（片山） 

私は、東京都練馬区出身ですが、近くに『グラントハイツ』という米軍の駐留地がありました。 

（※ グラントハイツの跡地は、現在は、広大な敷地の都営 光が丘公園となっています。） 

アメリカの子どもたちが、草地の斜面でモトクロス遊びをしているのを、興味深く眺めていた記憶

があります。それが、2輪のスポーツへの原風景のような気がします。当時は、海外から、どんどん

モータースポーツという文化が流れ込んできましたね。 

 

（柏） 

そうそう。ですから私も、2輪を通じてアメリカ人の友達が増えていったんです。少々、相手の言

っていることが分からない時もあったけれど、2輪を通して、私も言いたいことを臆せず表現してい

ましたね。 

 

（片山） 

その経験も、海外でのレース活動に求められる総合力の 1つとなっていそうですね。 

言葉の正確さ以上に、伝えたい思い、実行力、というコミュニケーション力は不可欠です。 

 

（柏） 

まぁ、正式な英語か、と言われると困っちゃいますが（笑）。どこへ行っても意思疎通が可能な自

信はあります。結論を先に伝え、要領よく相手に理解してもらう術を覚えました。 

大事なことは、自分が何を伝えたいのか、メッセージを持っていることですよね。 

 

（片山） 

同感です。オートバイに乗るにしても、『自分が、こうしたい。』という思いが大切ですよね。 

今から 40年ほど前は、オートバイで試したい思いを、自由に表現できる、可能性にあふれた時代だ

ったのではないでしょうか。 

例えば、2輪のオフロードの世界では、公式にも、非公式にも、走れる空間がたくさん存在してい

ました。自分の力を思いきり試せる場所が残っていたような気がします。 

今は、オートバイに限らず、ある極端な一面や事象を取り上げて、教育をせずに事前に蓋をして

しまう風潮も感じます。思いを持っていても、試せる機会や空間が、圧倒的に少なくなってきたよ

うに感じます。だからこそ、2輪車の安全指導の必要性も高まっているように思います。 

 

体験して、身にしみて分かる 

（柏） 

そうですね。人間にとって必要な体験の機会も、事なかれ主義による、きまりばかりが優先して、

過保護的な風潮も否定できませんよね。抗菌・抗菌・抗菌にしてもね。 



 

 

自分の思い、行動の結果として、少々痛い思いを体験したからこそ、身にしみて分かるということ

もあるでしょう。 

自ら、様々に体験した経験を持っている人が少ない時代なので、オートバイの指導でも、相手の

目的や立ち位置により、教え方（伝え方）も変える必要に気づかされることがあります。 

つまり、最初から、厳しく指導したら、誰もついてこれないでしょう。（笑）生徒さんの成長を見極

めながら、その段階に応じたアドバイスや、時には少々難しい体験を適宜調整して実施していくこ

とも大切ですよね。 

オートバイの楽しみ方と言っても、ツーリングから始まり、ロード 

レース・モトクロス・トライアル・ラリー等の競技と、いろいろな 

ジャンルがある。でも、全てにおいて、先ずは、2輪の基本を学んで 

欲しい。その上で、いろいろな競技やテクニックの世界が広がってい 

ると思います。だから、自転車は、その意味では、まったくもって 

原点なんです。自転車で、ブレーキをかけて「滑る」という感覚。 

私が、2輪指導に関心を持った原点が、先程、お話しした、子どもの頃 

の体験です。シューッと、何メートル滑った！なんて遊んでましたね。 

その時に培った能力が、今のオートバイ 2輪指導スクール「ライディン 

グ アート スクール」の土台になっています。 

例えば、スクールで実施する「リヤブレーキのロック練習」は、 

技術習得が目的ではない。2輪に乗っていて、いざという時に、突然 

そのような状況になっても、冷静さを失わないための事前体験が目的 

です。滑っても、怖くないという練習を安全な場所で積んでいなかっ 

たら、公道という交通社会の本番の道でいざという時に、何も対

処できなくなってしまいますよね。 

 

 

ブレーキのギリギリの限界が分かっていない生徒さんに、「ロックさせては、ダメ。」と言っても

理解できないんです。それに、ブレーキをかける具合も、「フロントブレーキが 7割で、リヤブレー

キが 3割。」と言ったって伝わるのか？ということです。 

ロックしてしまうと、どうなるかを理解できてから、その本当の意味が理解できるのです。 

だからこそ、「はっ！滑った！」という時に、その状況を回避する為に、ギリギリのところでフロ

ントブレーキを少し緩めて、フロントがロックして大転倒にならないようにする。そんな意味での、

技術練習の場がスクールです。 

先ずは、安全なスピードで、優しく、ブレーキのかけ方を習得してもらうことが大切。そして、

基本ができるようになったら、思いっきりブレーキをかけての、ブレーキロック体験などに進んで

いくように導いています。 

  

（片山） 

つまり、限界を知る体験は、大切なことなんだけれど、直ぐに限界トレーニングに入るのではな

い。怖がらせるだけで終わるような学習ステップではなくて、ゆっくりとしたスピードで、2輪の基

本ブレーキなどの動作を学んでもらうことが大切だと。そして、だんだんとブレーキの限界を体験

的に理解し、その経験を危険回避に生かしていってもらいたいということですね。 

 

（柏） 

そうです、だからこそ、「先ずは、ゆっくりと練習しようね。」と伝えます。それが、指導の鉄則。 

ブレーキにしても、先ずは、リヤだけ。次は、フロントだけ。そして、前後同時という風にね。 

柏さんの愛車：トライアンフ  

タイガーエクスプローラー 1215㏄ 



 

 

段階をおって、2輪の挙動を体験させることが必要なんです。 

段階毎に自信をつけ、楽しく習得した上で、2輪の上で、座っている状態でのブレーキングや、立

っている状態でのブレーキングなども体験してもらうんですね。つまりは、想定されるいろいろな

状況で、止まれるという自信や保証がないと、限界を知るような、フルブレーキでのロック体験に

なんて進みようが無いですから。怖～い、で終わってしまう。 

 

（片山） 

「スムースに走る」ということ以上に、「確実に止まる」ということが、とても大切な安全技術です

ね。とてもよくわかります。 

自転車に乗り慣れていない子どもたちを見ていると、恐怖心を持っている子のほとんどが、ブレー

キのかけ方を練習したことが無い。自然とスピードがでて、スピードコントロールができないので、

恐怖心へとつながる。 

だからこそ、『じてんしゃスクール』でも、まず初めに、ゆっくり走って、しっかり止まる、練習

をするようにしています。 

 

（柏） 

それは、とても大切な段階ですよね。 「止まる」という 

ことを一つとっても、「止まれる」ということが、本当はどの 

ようなことかと考えると、「止まった瞬間のバランス」だと思 

います。 

例えば、オートバイで 100㎞のスピードから、目標地点に 

向けて、ブレーキングをして、スーッと止まり、安定して止 

まってから、次の動作として、スッと左足を地面に付けるの 

かどうか。これこそ、自分自身にも安心感を与える技術とし 

て、とても大切なんです。 

 

100㎞からなんとか止まれました！次の瞬間転びまし 

た・・・ではね。止まれたことにはならないでしょう。ブレーキが上手ということは、止まった瞬

間のバランス。つまり、ゆっくり走り、止まり、安定。なんです。だから、ゆっくりとした練習が、

先ずは大切ですよね。 

 

 

（片山） 

2 輪は、ゆっくりと真っすぐ走るのは、簡単ではありません。そのことに、体験的に気づいても

らうことも、安全に走る技術の基本だと思います。 

自転車のスキルトレーニングで用いる一本橋。そこから外れまいと意識しすぎると、下を見てし

まう。すると、ふらつく。 

実は、先の目標地点を見て走れば、自然とその地点に向かい真っすぐ走れる。そんな基本を、体

験的に習得してもらいたい。失敗から体で覚えてもらうプロセスは、不可欠です。 

両手のブレーキを十分に使用できずに、足ブレーキで止まる子どもや大人も、少なくありません。

これでは、いざという時に、安全に止まれない。 

自転車に乗れるであろう人が乗るオートバイですが、やはり、やさしい基本を確認して、そこか

ら、段階的に学び直すという点、必須ですね。 

 

 

安全確認後、1215 ㏄の大型バイクを操り  
超低速でＵターンをする柏さん。 



 

 

 

（柏） 

もちろん、「止まった」時の状況に、バイクと自転車の決定的な違いはあります。同じ二輪とはい

え、バイクの場合は、止まるという技術の要素に、車体の重たさや、エンジンの力が大きく作用し

てきます。 

例えば、バイクだと、安定して止まってから、ゆったりと足を出せるような技術の基本が出来て

いないと、止まった瞬間にバイクが傾き、その重み（小型 250 ㏄クラスで、約 150 ㎏。大型バイク

では、300 ㎏以上の車体もある。）に耐えかねて転倒！なんてことになってしまいます。しかも、オ

ートバイの場合は、ブレーキ時のサスペンションの入り込み、停車瞬間のサスペンションの戻り等

も、自転車とは比較にならないくらい影響してきます。 

だからこそ、先ずは、車体の軽い自転車で、2輪のバランス感覚の基本中の基本を学ぶことが良い

んです。そのバランスの意味を理解してから、オートバイに乗る方が理屈から言うと正しいです。 

いずれにせよ、ゆっくりと走り、優しいブレーキで止まる練習から、スピードを上げた場合でも、

強めのブレーキで止まれる、といった段階的な練習は、自転車でも、バイクでも、大切ですね。 

 

（片山） 

自分の競技者時代を思い起こしてみても、いかなるスピードでも、確実に止まれるようになった

時に、安定して速く走ることができていた。レースで言えば、勝てる走り、につながった。路面が

マディで、滑りやすい状況や固くしまって滑りやすい状況など、どんな路面でもクラッシュするこ

となく・・・。 

 

（柏） 

そう、その通りですよ。安心して止まれる保証が無い限り、アクセルを開けてスピードを出す 

ことはできないはず、なんです。もし、安全を意識せずに 2 輪に乗っている人が、アクセルを開け

ている時に、安定して止まれる保証や根拠も無く、走行しているのだとしたら・・・。 

いざ!という時に、止まれずに命にかかわる大事故にもつながってしまう・・・。 

例えば、カーブをオーバーランして、対向車と衝突！なんていうオートバイ事故も多いけれど、

カーブを上手に曲がれない人は、基本的にブレーキ操作が未熟です。カーブへと進入する手前での

曲がりの予測や、その予測に応じて、ブレーキを手前で用いての曲がれるスピードへと落とす動作

があるのですが、レース場で何周も周回しているのと異なり、一般の道路では、誰でもカーブの先

の状況は見えません。 安全に曲がれるはずのスピード見積もりが、大きく外れる可能性だってあ

る。つまりは、カーブ内で、向こう側の状況を認知してから、再度、スピード修正の為のブレーキ

ングが必要になる状況が発生します。 

 

一般的な教え方として、「コーナリング中（カーブ 

内走行中）には、ブレーキ操作は、車体の安定性を 

損なうので極力控えましょう。」と教えても、実際の 

道路では、コーナリング中に、ブレーキをかける 

必要性が出てくるのが普通です。だから、先ずは 

直線の安全な練習場所で、ゆっくりとしたスピード 

で、飽きるくらいに、シューッと安全に停止できる 

練習を重ねることが、ブレーキの特性を理解する上 

で、とても大事なんです。それが、確実にできる 

ようにならないと、＜公道で安全に、走って、止まれることができる＞という＜できる入口＞に立

てないと考えています。 

Ｕターン（でバイクをおす）手本を見せる柏さん 



 

 

例えば、自転車の指導などでも、自分の人さし指を、もう一方の手の 2本の指ではさませて、 

ブレーキがかかるという感覚を、先ずは頭と体で理解させると良いかもしれませんね。 

最初に、「人さし指を、2本の指ではさんだら、先ず、軽く触れたでしょう。」 

次に、 「触れたからといって、いきなり、きつくかけないよ！」 

「そこから、だんだんと、その指をギューッと押さえてごらん。」 

そして、「こうすると、安心して、しっかりとブレーキをかけられるんだよ。」 

こんな風に、ブレーキの基本を伝えてから、 

練習をさせると、ガッツン！ブレーキ、 

になることなく、恐怖心を抱かせずに、 

様々な技術練習に進めるようになると 

思います。 

 

安全に、楽しく、笑顔で 
（片山） 

頭と体で体得した技術を人に伝えるには、 

工夫が必要ですよね。ここが、難しい部分 

でもあり、楽しい部分でもありますが。 

 

（柏） 

実は、自分自身の中で、伝える限界・伝わる限界を感じた時がありました。 

子ども時代から、自転車等を通じて体験的に体得してきた 2 輪操縦を、自分の思いつきの言葉で

「こうすればいいんですよ」と伝えても、なかなか相手に理解してもらうことができない。なぜ、

そうすれば良いのかを、うまく説明できない。 

このままではいけない、と思って、生徒さんに伝わるように言葉を吟味したり、指導方法を工夫

するようになったんです。 

 ある意味、私自身が子どもの時から体得して得た 2 輪の操縦技術を、自己流の世界から、ほかの

人にも理解できる、論理的指導の世界へと変革する必要に迫られたということかもしれません。私

自信が体験したように、自己流の 2 輪操縦技術の世界から脱皮したいと願っている、年配の生徒さ

んも結構多いです。 

そういった方々に、実際の実技講習で、その方々の乗車技術の状況を確認した上で、こんなアド

バイスもしています。「スピードというのは出せれば良いのではない。自分で、自分の技術の限界が

わかって、安全に走れるラインやポイントへと、確実に進めることができるようになることが大切。

その為に、ブレーキやバランス移動の技術を学ぶ」と。 

つまり、自己流で乗れた気になっている方に、今一度、論理的に基礎を学び直してもらう機会 

を創ることが、「いつまでも、安全に、楽しく、笑顔で、オートバイに乗り続けてもらうために」 

必要だと考え、スクール運営をしています。 

この言葉は、私のライディングスクールのキャッチコピーでもあります。 

 

（片山） 

なるほど。あらゆる学問・スポーツ・教育において、成長や発見の基本になることだと感じます。 

一時停止の標識にしても、「一時停止で止まって、右左右、後方の安全確認」とだけ教えても、「安

全技術を教えた」ということにはなりません。 

一時停止は、どのような意味を持つのか、この位置で止まることが何故大切か、安全に止まれる技

術とは何か、それらを、段階的に分かりやすく、論理的に相手に理解してもらうことが必要になり

ブレーキ講習をする柏さん（ＦＺ８リヤブレーキロック） 



 

 

ますね。 

 
ミスを吸収できる運転 

（柏） 

そうなんです。 そこで、現代交通社会を生きるライダーに必要なスキルとは何か？と考えた時。

私は、「自分の立ち位置を、様々な視点から知れる能力」ではないかと思います。自分がどんなス

キルの状態なのかを理解する。もちろん、スキルというのは、「二輪の運転スキル」だけではなく、

「交通社会の中で、周囲の状況把握やルールやマナーの共有認識」もありますよね。或いは、交通

社会の中で、安全を確保する為に、自分の存在をアピールする能力。また、社会との調和力も含ま

れます。こういった、いくつかのポイントの融合が、安全に走れるスキルになると言えるのではな

いでしょうか。 

薄暗くなってもライトをつけてない車、いますよね。特に黒い車は、ライトをつけてなければ、

その存在は認知しにくい。2車線あって、自分が車線変更したら、ヘッドライトを付けていない車

にぶつかってしまい、命を落とすかもしれない。 

レーンチェンジの時に、バックミラーを視るだけで、後続車がいるかいないか、決めちゃいけな

いんですよ。周囲への牽制の意味合いでも、自分の動きを目立たせて周りに理解してもらう為に、

ウィンカーは、早めにつけ、長めに点灯させることを心がける。 

そして、もしかすると、自分には後続車が見えていないかもしれないと予測して、おだやかに車

線変更をする。こちらが穏やかに車線変更していれば、もし他車がいたのなら、相手もクラクショ

ンで知らせてくるかもしれない。つまり、普段から、急激な車線変更をする習慣だと、この間が、

生まれませんよね。 

だから、発進も、ブレーキも、レーンチェンジ（車線変更）も、全ておだやかにおこなうことが

基本中の基だと思います。 

 

言い換えれば、自分の運転スキルだけあっても、本当の意味での 

運転スキルとは言えない。周囲の交通社会に適合できなかったら、 

相手のミスを誘発したり、自滅してしまう。 

だからこそ、運転スキル教育の中で、私が最も伝えたい点は、 

「自分の運転スキルだけを上げも、周囲の人もそれに応じて上がっ 

ている訳ではない」ということ。自分だけのスキルの自己満足に 

陥ってしまえば、交通社会に生きる周囲の人を攻撃しているような 

状況にもなることがある。お互いのミスとミスが重なれば、本当に 

取り返しのつかない事故となる。 

スキルの土台として、こんな風に考えられる社会性を身につけて 

欲しいなと思っています。 

こういうことが、2輪教育の中に織り込まれる必要がある。 

自分だけの運転技術上達というスキル絶対論から、社会の中での 

相対論の世界へと、幅広い視野での操縦技術の認識が不可欠です。 

「交通社会での運転は、速いが上手いじゃ無い。本当の操縦技術は、 

ミスをするかもしれない自分や周囲の人のことも考えて、 

そういったミスを吸収できるよう、そこまで考えて運転できるか 

ということ」だと思います。 

 

胴体や手足にプロテクター装着 
する柏さん。万一の備えも大切。 



 

 

人の動きを予測 

（片山） 

さて、『じてんしゃスクール』は、交通ルール・マナーや、自転車という乗り物の特性について、

関心を持ってもらいたいということで進めています。わずか、2時間のスクールですが、そこでの

共通体験を持ち帰ってもらい、家庭での交通教育のきっかけにしてほしいと願っています。 

大人も、子どもも、一時停止の「止まれ」の看板などが設定されたコースで、一本橋や、スラロ

ーム、止まるという技術練習を体験し、お互いの様子や特性を見ます。大人が子どもの様子を見て、

「なるほど、こんな感じに、すぐに止まれない場合があるんだな」と。 

そして、自動車を運転した時、自転車に乗った子どもが近くにいたら、子どもの挙動の予測がで

きるようなってもらえれば、と思います。 

 

（柏） 

そうですね。自分だけで技術を練習しても、完璧では無い。それだけでは、独りよがりです。自

分とは、年齢や体の状況、運転技術が異なる人の動きを、どれだけ予測して理解できるか、そこが

交通社会での安全のポイントです。 

例えば、子どもやお年寄りの状況が分かり、それを交通社会で生かせるようになる為に、一緒に

自転車の練習やオートバイの練習等をすることも、とても大切だと思います。交通教育というのは、

「一緒に体験すること」もキーワードと、私もそう思いますね。 

これは、日常生活の中でも、家庭の中でも身につける事が出来る場面がたくさんあります。日常

の会話の中に、コミュニケーションの言葉のキャッチボールがありますよね。これだって、3人の

人を、歩行者・車・2輪車に置き換えれば、見知らぬ人との阿吽の呼吸は難しいかもしれませんが、

積極的にコミュニケーションをとろうという姿勢が大切ともいえます。 

相手との間の取り方・人間関係の心のやりとり・・・と、日常生活の中に、交通安全教育の土台

が、既に存在していると言っても過言ではないでしょうね。 

 

（片山） 

柏さんとお話しして、2輪を通して、私たちは様々な社会参加をしている、という事実に改めて 

気づきました。交通社会には、様々な状況の人がいる。その中で、積極的なコミュニケーションを

とっていく必要がありますね。 

本日は、「すてきな輪だち！」にご登場頂き、ありがとうございました。 

 

（柏） 

朝霧高原の『イーハトーブの森』に、遊びに来てください！待ってます！ 

 


