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太
田哲也が定期的に行うエンジ
ョイセーフティドライビング
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術理論を学ぶ。例えば荷重移動とそ

クルマへの負担を考えてレースでは

を楽しんでもいい。スパタイＧＰは
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アタック競技に参加できる。
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なくタイムアタック形式だから、昔

そしてこの活動は、安全を主題に

明らかに一線を画している。
皆、自分の愛車を持ち寄り参加す
る。午前中は座学で徹底的に運転技

クルマ好きなら常識だと言われそう
だが、その理論から引き出される実
践的な走り方の説明、ブレーキは曲
げるための装置、コーナリング中に
もブレーキを踏む旋回ブレーキのテ

型モータースポーツの普及”が潜ん

置きつつも裏には太田が望む“参加
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重要性を伝える太

践的な安全運転の

安全運転を適正に学ぶ場所である

３年目を迎えたこうした活動は、
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のＱＦアタックみたいなドキドキ感

アのためだけのドラテク講座とは、

より深く理解できるような気がした。
専門用語もあまり使われず初心者で
も解りやすいのが特徴だ。今までそ

でいる。先に触れたスパタイＧＰを

いまだにアマチュ

少しずつ共感を生んでいく。去る４

アモータースポー
ツと改造車の暴走
行為を混同する向

日時：6月23日
（土） 8：00 ～ 17：00（走行は午後より）
会場：筑波サーキット コース1000 参加費：2万500円
（保険、ランチ付き）
問い合わせ：太田哲也スポーツドライビングスクール事務局
☎045-948-5540 http://www.sportsdriving.jp

講師として参加した青木拓磨選手と太田哲也校長。同乗走
行ではそれぞれステアリングを握ったが、その強烈な走り
を同乗して直に体験した参加者は驚きの色を隠せなかった。

合い言葉は「クルマが日本を元気にする！」
。太田哲也氏校長先生を務める「クルマ
の挙動」
「ベストラインの走り方」といった座学に加え、特別講師の中谷明彦選手の
講義も行われる。ドライビングをクルマの理論から学べ、女性を含め初めての方も無
理なく参加できるプログラム。スバルBRZを用いた体験試乗やゲストによるトークシ
ョーも実施する。スパタイGP同時開催
（参加費は別途5000円）
。
詳しくはwebを参照
（http://sportsdriving.jp/schedule/20120623.html）
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この日の袖ヶ浦フォレストレースウェイには、教習車がルノー・
ジャポン提供のメガーヌRSだったこともあり、およそ50台の参
加車の中には多くのルノー車の姿も。レッスン後半は講師が運
転するルノー車への同乗走行と、自分のクルマを使ってのコー
ス内自由走行。安全かつ楽しくドライブすることが大きな趣旨
で、タイムアタック形式の“スパタイGP”も併催してモーター
スポーツの楽しさを手軽に味わえる構成になっていた。

うした概念を持たなかった人にとっ
ては、目から鱗が落ちる情報だろう。
「速度計を見るだけでは、安全か否
かの判断はできない。クルマの挙動
を感じて総合的に判断できるドライ

きもあるが、成熟
した自動車文化を
持つヨーロッパの
ように日本が成長
するには、高性能
車よりもこうした
ソフト面の活動が
必 要 で は な い か。

supported by 出光

Tetsuya Ota ENJOY &
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バーでなければ事故のリスクを回避
できないと思う。また、ブレーキや
タイヤは冷えていると本来の性能を
発揮できないということも知ってお
いて欲しいことは山ほどある」
座学を踏まえ、午後はクローズド
コースを存分に走らせる。マナーに

来る６月 日（土）
２３

関しては具体的に“周囲（後ろにも）
に気を配れ”
“ミラーを頻繁に見ろ”
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レッスン前半は実践的な走行に関する理論や安全走行を行うための
レクチャーを実施。太田哲也校長の講義に加え、今回のレッスンに
は講師としてジャーナリストの斎藤慎輔氏が参加し教鞭をとった。
誰にでもわかりやすい噛み砕いた講義により、漠然と運転していた
ことが理論で裏付けられ、結果、理解を深めることに繋がったはず。

