二輪車安全運転講習会に参加して
鈴木

健太（工学院大学大学院

工学研究科

機械工学専攻）

・はじめに
二輪車には、その小柄な外観から、軽快かつ俊
敏なイメージを持たれがちである。しかし実際に
は、タイヤ 2 つというその車体構造からも分かる
ようにとても不安定であり、乗り方を間違えれば
非常に危険な乗り物である。そのうえ、自動車や
鉄道車両などの一般的な乗り物と違い、運転者が
露出しているため、事故が起きれば運転者にとっ
て車体構造の面からは不利な状況となる場合があ
図 1 参加した受講生と教官の方々

る。そのため二輪車に安全に乗り続けるためにも、
その物理的運動特性や正しい運転操作方法を知る

今回の講習スケジュールは以下である。

ことは非常に重要である。

一日目
・入所式

そこで筆者は今回、公益社団法人自動車技術会

・座学（交通心理学）

関東支部学生自動車研究会主催の「白バイ隊員の

・日常点検・基本走行

教官から運転スキルを学ぶ」という講習会企画に

・ブレーキング（中低速）

参加してきたので、その内容を報告する。この企

二日目

画の意図は、白バイ隊員の訓練などに使用される

・運転適性検査

施設を用いて、その訓練の一部を実際に体験する

・高速走行

ことで、二輪車特有の構造や挙動を体験し、その

・スラローム走行

操作法や限界をより深く理解することで、学んだ

・模擬市街路における危険予測と回避

ことを安全運転に役立てるというものである。

・モトクロス・トライアル

講習日時は 2011 年 11 月 19 日、20 日の一泊二

内容には座学もあるが、全体的には実技がメイ

日、場所はひたちなか市にある自動車安全運転セ

ンであり、実際に乗車して挙動を体験するという

ンター安全運転中央研修所にて行われた。

側面が強いものであった。

参加者は 2 輪車に興味があり，普段二輪車に乗

一日目

っていたり、二輪車の研究を行っていたりする学

・座学（交通心理学）

生が主であった。

座学は、運転するにあたって危険な状況に陥ら
ない行動をとるために、心理学的観点から運転状
況に潜在する様々な危険について学ぶものであっ
た。
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グする二輪車特有の挙動をつかみやすく、また教

具体的な講義の内容としては、そもそも「安全」
とは何か、というものから始まり、人間にとって

官にとっては運転者の癖を見るのに最適であると

の安全な速度とはどれぐらいかという話や、眼球

いう事であった。

の構造と見え方の関係、二輪運転者と四輪運転者

官から直接の指導があり、その項目を意識して乗

における走行時の情報収集の範囲の違いなど、人

ることで無理のない乗車姿勢を習得できるように

体の構造と心理学的内容をメインとする様々なも

なっていた。ちなみに筆者に対する指摘は、
「車両

のがあった。それらは結果的になるべく事故を起

に対して前の方に乗りすぎている」、「上体が前傾

こさない運転とはどういうものか、という事を非

しすぎている」というものがあった。指摘された

常に考えさせられる内容であった。最も印象に残

項目を意識して乗ると腕にかかる負担も減り、無

っているのは「公道で最も安全な状況は自分以外

駄な力を入れずに自然な姿勢で安定したコーナリ

に誰もいない状況である。本当の“安全運転”を

ングを実現することができた。

運転者に対しては走行後に教

するドライバは、自らをその状況に置くように運

続いてブレーキングの体験である。二輪車のブ

転する」という話であった。筆者自身はこれらの

レーキは前後独立したブレーキ操作部を持ってお

話を聞くことによって、公道での運転に対する考

り、そのバランスを運転車自身が配分するという

え方が変わってしまった。実際、講習後の運転は

二輪車特有の仕組みとなっているが、この講習で

二輪車、四輪車を問わず、それ以前の運転と比べ

はその最適な配分などの正しい使い方を学ぶこと

て、圧倒的にこの講義で学んだ“安全”を意識し

が目的である。内容としてはフロントのみ、リア

た運転となった。

のみのブレーキを使用して制動することでそれぞ

・実技（基本走行・ブレーキング）

れの特性や挙動を理解したうえで二輪車の限界付

続いて実技の講習である。筆者は普通自動二輪

近の制動力を引き出すような方法であった。二輪

免許を所持しているので、CB400 という車種に乗

車では強く制動するとフロントに荷重が移ること

車した。

でリアの荷重が減る。このため、リアホイールの

今回の講習を担当した研修所の教官は、メーカ

ロックをできるだけ減らし、より安定した姿勢を

ーの元テストライダー、元運転免許技能試験官、

保ちながら停止させる技能を磨くことができた。

元白バイ隊員などから出向されているなど、経歴

二輪車は基本的に見た目でもフロントブレーキが

は様々だが、圧倒的に高い技能を持っている方々

立派であり、それに比べリアブレーキが頼りない

ばかりである。

ことが多いが、それはこの二輪車特有の制動方法
に関係しているという事であった。
この走行は大雨の中での走行となったが、路面
の摩擦が低くなったことにより、車両の挙動がよ
り明確に現れ、すべり出す直前などがわかりやす
かったのが幸いであった。ぬれた路面でのブレー
キングによるフロントタイヤのロック付近の挙動
というのは、できるだけ普段は体験したくないも
のであり、非常に貴重なものであった。これを体
図2

験したことによって、実際の道路を走行している

教官の華麗な走り

時もいくらかの精神的な余裕につながるのではな

基本走行は、スラロームと中低速コーナリング

いかと感じた。

を組み合わせたコースを走るというものである。

１日目の研修は以上のような内容であった。

これは運転者にとっては車体を傾けてコーナリン
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・懇親会

定は、画面を見ながらボタンを押し、ハンドルを

１日目の夜には、教官の方々を交えての懇親会

操作するゲームのようなものを用いていたが、見

が開催され、普段あまり聞くことのできない興味

た目のイメージよりも頭を使うので測定終了時に

深い話を数多く聞くことができた。例えば、元白

は疲れを感じた。測定結果にはその人の運転に影

バイ隊員であった教官の話では、白バイ時代の警

響を与える癖とその内容が記されており、その項

察官としての安全運転への思いや、白バイ隊員の

目を意識することによってより安全な運転が可能

圧倒的な運転練習量の話、「白バイ側から見た交

になるという。

通」の話など非常に興味深い内容を分かりやすく、

・高速走行

面白くお話ししていただき、非常に勉強になった。

高速走行では、施設の外周部分に設けられている

また、元テストライダーであった教官の方のお

高速周回路を走行し、高速走行時（100km/h～

話の中では、
「いくらコンピュータが発達してきた

150km/h）の二輪車の挙動を体験するという目的

といっても最終的には人間が乗るものだから、も

である。一口に周回路といっても自動車メーカー

し人間が操る商品を開発する場合には、人間が乗

がテストに使うような重力と車体横 G が釣り合う

った時のフィーリングを重視する開発をしてほし

派手なバンクがあるようなものではなく、あくま

い」と語っていたことが最も印象に残っている。

で現実の高速道路を模したようなスケールのバン

特に２輪車という乗り物は配達などに使用されて

ク角を持ったものであり、日常の高速道路を走行

いる一部を除けば趣味の乗り物という要素が強い

するうえで必要な感覚や、速度が出ているときの

ため、メーカーでも数値で表される性能よりも実

車両の挙動を確認できるようになっている。周回

際に乗った時の快適さ、楽しさなどを重視して開

路においてはまず、最高速１４０km/h での走行を

発をした方が、結果的に良い製品ができあがると

体験したが、風圧が非常に強く、車体にしがみつ

いう事であった。

くように全身が緊張し、四輪車とは比較にならな
い体力を消耗した。

その他にもこれらのような、実際の社会において

また、高速走行時の車線変

「二輪車に乗る仕事」という中で様々な立場に立

更も体験した。思ったよりも曲がりにくく、言い

ち、ご活躍されてきた経験を通して感じられた内

方を変えれば安定感があり、速度を出すと車体の

容など、その情熱あふれる安全運転や製品開発へ

直進安定性が向上するという二輪車特有の特性を

の姿勢や圧倒的な知識から、短い時間ではあった

体験することができた。

がいろいろなことを学ばせて頂いた。私にとって

・スラローム走行

この懇親会は２輪車に限らず、機械の技術者を目

スラローム走行では、車両をコーナリングさせる

指す者として知識や興味を深める大変貴重な機会

際、車体に対してどのように力を与えて傾くきっ

となり、とても有意義な時間を過ごすことができ

かけを作っているのか、というのを体感するため、

た。

1．ハンドルへの入力を減らすため、片手を離して

二日目

運転

・運転適性検査

ため、足を離して運転、３．ニーグリップでの車

２．ステップへ入力しない時の挙動を見る

体への入力を減らすため、立ち乗りで運転

二日目は最初に運転適性検査（CRT 検査）とい
うものを受けた。これは、1 人 1 人の反応や注意

種類の挙動を体験した。

力の癖を測るものであり、操作への慣れや誤操作
の頻度などから、その個人の反応速度、集中力の
範囲、集中力の維持、動作の正確さ、情報処理の
正確さなどが検査されるものであった。実際の測
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図3

スラローム走行中の筆者

これを体験することによって、自分がどのように

図5

互いが死角に入っている状態の再現

車体へ入力し、傾きを発生させているのかという

次に、右折車両と直進車両の事故、いわゆる右直

事が理解できた。また、教官によるリーンイン、

事故と呼ばれる典型的な事故パターンをもとに実

リーンウィズ、リーンアウト、ハングオンという、

際の市街地を模擬したテストコース上での再現を

4 つのコーナリング姿勢の見本走行を見学した上

見学した。二輪車は四輪車よりは小さく、そして

で、ハングオン以外の 3 つを体験し、最終的に自

遅く見えると一般的に言われているが、それを実

分が一番自然にコーナリングできる姿勢で走行す

際に両者が走ってくる状況を見ることで、速度感

る練習も行った。

の違いを比べることができた。

図6
図4

右折車視点から直進する二輪を見る受講生ら

今まで意識したことはなかったが、実際に右折

リーンアウト姿勢で走行する受講生

・模擬市街路における危険予測と回避

待機車のドライバ視線として二輪車と四輪車が向

この内容は実技ではなく、実際の環境における

かってくる状況を見たところ、本当に二輪車は遅

座学である。内容としては、まず実際の車両を使

く見えてしまう。それが実は同じ速度だったと後

った死角の確認があり、四輪車の死角に二輪車を

で聞いたときは、二輪車に乗って交差点に差し掛

配置した例と、二輪車の死角に四輪車を配置した 2

かるのが怖くなったぐらいである。

つの例があり、それぞれが完全な死角に入ってい

また、四輪車運転時の右折時には小さい二輪車

る状態を実際の運転者の視点から確認し、できる

を見落としがちであるため、注意が必要であるこ

だけ相手の死角に入らず、周囲に存在を気付かせ

とを実際に見ることで強く意識させられた。

る運転方法の話などを聞いた。

・オフロード走行
最後の実技としてオフロード走行を行った。オ
フロード走行では、トライアル競技に使用される
TY-S125F という 125cc の小型の二輪車を使用し
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た。最初に停止した状態で足を地面につけずにバ

・まとめ

ランスを取る、スタンディングと呼ばれる練習を

筆者は実際にこの講習を受けることで二輪車の

行った。

運転や安全運転に関する知識・経験を得るだけで
なく、二輪車の楽しさを再び発見することができ
た。色々な点で個人的には本当に参加してよかっ
たと思える企画であった。

図7

スタンディングに挑戦する受講生ら

意外にも、私にとってはこれが全講習の中で一番
体力を使う練習であった。見本として教官は簡単
そうにやっていたのだが、実際は非常に難しく、5
図 9 修了証を手に記念撮影

秒もバランスを取ることができなかった。これに
よって二輪車が基本的に不安定な乗り物であるの
を実感すると同時に、バランス感覚の強化を図る

今回、このような素晴らしい企画をして下さっ

ことができた。また、その後は不整地を走行しな

た公益社団法人自動車技術会関東支部学生自動車

がら体の重心を移動させ、できるだけ小さく回る

研究会の皆様、また、講習をして下さった自動車

練習や、前輪の荷重を減らし、なめらかに段差を

安全運転センター安全運転中央研修所の皆様へこ

超える練習など、体を積極的に動かして車両を操

の場を借りて改めて心より御礼申し上げます。

る練習を行った。そして最後には簡易的なトライ
アル競技の一部を体験することで総合的に車両を
操る方法の習得を実感することができた。

図8

簡易的なトライアルコースを走行

以上で講習の内容を終了した。
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