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前評判の高さと期待
　

　試乗コースが福島県のモトクロスコースである。「なんでモトクロ

スコースなんだろう。それも"しどき"だよ」。いわゆるアドベンチャー

バイクの試乗コースとしては、ふさわしくないんじゃないだろうか。

この時期、雨でも降ろうものなら、重たいバイクで、走るどころで

はないのではないか。

　それにしても、とても楽しみにしていた試乗会である。アフリカ

ツイン、この「ブランド」に思い入れがあるわけではないのだが、

すでに海外の試乗会に参加したジャーナリスト仲間たちから、どえ

らい評判を聞いていた。曰く、これまでのアドベンチャーバイクと

はまったく違う。さすがはホンダだ、と。また、噂に過ぎないのだが、

国内のユーザーの期待感も伝え聞いている。発売日も決まっていな

いのに、全国で 500 台以上も予約が決まっているらしい、等々。

　2 月発売の弊誌 ( ビッグタンクマガジン No.203) では、ダカール

の特集に併せた読み物をひとつ編んだ。文章は松井勉さん。1980

年代のパリダカ。かつてのホンダファクトリーチームは、なぜ、

NXR のようなすごいマシンを開発しなければならなかったのか。そ

のバックグラウンドにあったもののひとつとして、BMW のファク

トリーマシンである HPN 製のラリーバイクに行きつくことになる。

そして現代。ホンダの新しいアフリカツインとは何か。簡単なイン

プレッションとともに、宿縁のストーリーが展開しているわけだが、

そこにも、CRF1000L( なぜこのモデル名なのか !?) がどれだけ良

く走るバイクであるかが、さりげなく描かれている。

　どうもすごいバイクらしい。



　試乗ライダーには、HPN 記事でも協力していただいた、4 輪レー

サーにして、アマチュアのラリーライダーである篠原祐二さんを伴っ

た。この CRF1000L の試乗は、先の記事と一連の流れにあるもの

と考えたからでもあるし、この種のバイクを客観的に評価できる一

定の見方を持ったライダーという信頼もあったからだ。

洗練された乗り味は一般道に出てすぐに伝わってきた。フロント 21 インチの
クセもまったく感じない。ただ、21 × 18 サイズのホイールはチューブレス
ではないので、これを不満とする向きもあるだろう
Rider : Yuji Shinohara



V 型のようなパルス感
粘り強くトラクションするエンジン

　試乗は午前と午後に分けられていて、我々は午前が舗装路・一般

道路の試乗で、午後にしどきのモトクロスコースでの試乗という段

取りになっていた。ブリーフィングの後、さっそくライディングウェ

アに着替えて、コースを出ることにする。車両は 2 台。DCT( デュ

アルクラッチトランスミッション ) 仕様と、MT( マニュアルトラン

スミッション ) 仕様だ。MT というのは言うまでもなく、ごく一般的

な、1 ダウン・5 アップの 6 速ミッション。DCT というのは、同じ

くホンダの NC750X というストリートバイクにも採用されている

ものの進化版で、要するにオートマティック変速機だ。オートマと

いうと、ヌルっとした駆動フィーリングを連想することが多いと思

うが、DCT は非常にダイレクトなフィーリングだ。1-3-5 の奇数段

と 2-4-6 の偶数段に、独立したクラッチを持っていて、これが交互

に作用することで、変速のタイムラグやそれによるトルクの落ち込

み、変速のショックもほとんどない、もちろんクラッチワークの必

要はなく、とても的確で自然なタイミングでシフトアップ & ダウン

を自動で行ってくれるものだ。

　一般道に出ると、すぐ、四国の山道のような細く、苔むして滑り

やすいワインディングロードだ。ここで気がつくのは、フロント 21

インチホイールの割に、低速でもハンドリングが自然なことだ。バ

ンクさせて切れ込むという感じがなく、19 インチとさほどフィーリ

ングが変わらない。このあたりはタイヤのプロファイルにも大きく

影響される部分ではあるが…。

　並列ツインエンジンが、どうも V ツインっぽい鼓動であることも、



これから試乗する方は気がつくだろう。270 度位相クランクの不等

間隔爆発の設定で、実際に先代アフリカツインの 52 度 V ツインの

ようなパルス感だ。これによって、とてもエンデューロマシンっぽ

く粘り強いパワーフィーリングとなっていて、トラクション性能は

極めて高い。無駄にシャープに吹け上がることがなく、例えば雨の

高速道路などでは、数値に表すことができない乗りやすさにつながっ

てくるものだ。

　エンジンのフィーリングは、2008 年にアプリリアが市販した、

V ツインの本格的なエンデューロコンペティションモデルである

RXV450 Merriman レプリカも想起させる。超軽量のクランクを

持ち、鋭いレスポンスを持ちながら、V ツインの不等間隔爆発が見

事なトラクション性能を発揮していた。

　そんなことを思いながら、舗装路での試乗は、まあちょっといっ

て戻ってこよう。けっこう寒いし…と思っていたが、篠原さんが「高

速道路の入口が近いですよ・どうします?」という。かなりいい感触で、

篠原さんはまだまだ走りたいようだ。実はぼくも、これはせっかく

なら高速道路も試したいと思っていた。ETC はメーターパネルに標

準装備で、カードも入っている。ためらう理由はなかった。2 台で

料金所のゲートをくぐってスロットをひねった。



高速道路へ
DCT は高度に洗練されている

　スタビリティはやはり 21 インチバイクとしてはトップクラスだろ

う。そしてウインドプロテクションだ。ぼくは SHOEI の VFX-W、

長いバイザーのついたモトクロス用のヘルメットにゴーグル仕様。

だが、まったく風にあおられることもないし、小さなフラッター ( バ

タツキ ) も起きない。小さなウインドスクリーンだが効果が大きいよ

高速道路では 100km/h ぐらいの低い速度での巡航でも回転が落ち着
いて快適だ。得意な速度域は、BMW、KTM に比べると低めだろうと
感じる。日本向きでもある
Rider : Yuji Shinohara



うだ。ウインドスクリーンには、中央部にあえて走行風を取り入れ

るスリットが設けられていて、ここから入った風がスクリーンの裏

に見えないバリアを発生させる。さらにスクリーンの前と後ろの圧

力差が調整され、小さな面積ながら実際的な風防効果を生んでいる

のだという。同時に、単に風を防ぐだけではなく、走行風によって

ハンドリングが過度に重くなるようなことがないように調整されて

いるという説明を受けて、エルバライトがかっこいいとかいうレベ

ルでしかエクステリアを見ることがないエンデューロライダーは実

に感心しきりである。

　実際、このあたりの開発に際しては、あえて一般的なモトクロス

用のヘルメットでの乗車を前提としてテストが行われたとのことだ。

また、想定したライダーの身長は 175 ～ 180cm まで。それ以上

のライダーの要求には、オプションのロングスクリーンが対応する

とのこと。

　高速道路では 100km/h までしか速度を試すことができないため

想像しかできないのだが、その気になれば一気に 180km/h オーバー

に持って行けるパワー ( 当然 ) だが、もっともっと、と駆り立てられ

るエンジンではない。KTM の 1190 は、もっと行こうもっと行こう、

とライダーを鼓舞してくる、このあたりは双方の特徴的な違いだと

感じている。もちろん主観である。

　かなりのハイスピードでもレーンチェンジの重さは感じないし、

21 インチによる不安定感もない。ブロックパターンのタイヤでも、

たぶんそれほど大きくデメリットは感じないのではないだろうか。

　午前の一般道での試乗は、専ら DCT 仕様を試した。発進、加速、

減速、そしてまた加速という一連のシフト操作を、バイクが勝手に

やってくれるわけだが、ちょっと慣れただけで、その存在を半ば忘



れるほど、自然に働くシステムだ。

　例えば我々は、マニュアルトランスミッションのバイクも、普通

はなんの意識もせず、いわば、無意識の反応として、シフトアップ、

シフトダウン、そしてクラッチ操作を行っている。速度、バイクの

動きや路面からの情報、いろいろな要素を全身をセンサーにして感

じ、無意識下で瞬時に解析してバイクを操作するわけで、その時、

あれこれ考えているわけではない ( 考えているようではまともに走ら

ない )。DCT は、我々が無意識にやっていることの一部を担ってく

れるわけだ。

　「今、どうやって走ってたっけ ?　そうか、スロットルを戻してブ

レーキをかけていたら、DCT が勝手にシフトダウンをして、エンジ

ンブレーキを働かせていたのか」。そんな具合で、ごく自然なものだ。

さらに、シフトタイミング、制御パターンは、通常の D モードのほか、

S1.S2.S3 というスポーツモード、そしてスイッチでギアを選択し

て走る MT モードが選べる。S モードは、走行条件やライダーの固

有のフィーリングにマッチさせるために細かく設定されたものだ。



モトクロスコースへ
このバイクのキモはサスペンション性能だ

　やっとオフロードコースでの試乗だ。まずは DCT 車からという順

番になっていた。幸い、しどきのコースは、一部を除いては乾いて

いて、でも、ところどころ深いサンドになっていて、やはりいわゆ

る「ビッグオフ」には手強いコースのはずなのだが、走り出してす

ぐ「これはイケる !」感が伝わってきた。あれこれ言ってもまわりく

rider 誌の三上勝久。トラクションコントロールが効いている時は、イン
ジェクターが間引きをしてオーバーレブリミッターが効いている時と同じ
ような独特の爆発音になる。なんだかやんちゃな感じしていいのだ
Rider : Katsuhisa Mikami



どいだけなので、ここで結論を言ってしまおう。このアフリカツイ

ンは、これまでのアドベンチャーツアラーの枠を超えて、純粋にオ

フロードで乗って楽しいスポーツモデルだ。重いけど、結構いける。

デカいけどなかなか走る。アレを乗りこなすあいつはやっぱりすご

い !　そういうエクスキューズがまったく必要ない。KTM の一番い

いエンデューロバイクを楽しむのと、本質的に同じ楽しさを、この

アフリカツインから得ることができるのである。

　低重心、コンパクトなエンジンとそれによってさらに突き詰めら

れた重量の集中化。ライディングポジションはスリムでコーナーで

かなり前にも座ることができ、フロントタイヤの接地感がさらに良

く感じられる。エンジンのトラクションの良さは、さらに動的なフ

ロントの軽さにつながっている。

　サスペンションが特にいい。電子制御などを採用せず、あえて、

基本的な性能の高さを追求したという。このサスペンションの性能、

質感の高さが、アフリカツインのオフロード性能の評価を決定づけ

る大きな要因になっているのではないか。もちろん、フレームとの

バランスである。すでに世界中のジャーナリストが「新しいアフリ

カツインは本物だ」とコメントを交わし合っている理由もここにあ

るとぼくは見ている。

　オフロードを走る時、良いサスペンションは、ライダーにすぐさ

ま自信を与えるものだ。イケると確信を持ったライダーには、スピー

ドが加わる。スピードはオフロード走行の基本だ。スピードと良い

サスペンションは相乗効果をもって、さらに高い走破性を生みだす。

ライディングは高い領域に入ってライダーは幸せの絶頂を得るので

ある。逆に、駄目なサスというのは、すべてをスポイルしていく。

　当初、アフリカツインのフロントフォークには、インナーチュー



ブ 43mm 径のサスペンションも検討されていたが、サスペンション

担当者の強い意志で、より高いオフロード性能を持たせることが可

能な 45mm 径が採用されることになったという。徹底した軽量化が

命題でもあったため、非常に難しい選択だったそうだ。43mm のほ

うが軽いのである。ぼくには、43mm と 45mm のインナーチュー

ブがどのような具体的な差を生むのか、それほどよくはわからない

が、そこまでサスペンションにこだわりを持って開発されたことに

強い共感を覚える。殊にオフロードバイク、エンデューロバイクの

分野では、先んじて、KTM を代表とする欧州メーカーが、WP やオー

リンスのしっかりと作り込まれたサスペンションを惜しげもなく市

販車に採用するという点だけでも、日本製の同種のバイクとの差を

感じること多々であるだけに、だ。

　このサスペンションは、まず充分にストロング。しっかりと車重

を受け止めてへこたれることがない。動きがよく、奥で踏ん張って

くれて、底付き感がない。まるでエンデューロバイク。試乗会が MX

コースで行われる理由もここにあったのだろうか。

　ダンピングはフルアジャスタブルで、イニシャル調整ももちろん

できる ( 前後とも )。リアのイニシャルはタンデムにも対応するため

リモートで調整できる。



前後のサスペンションは充分に強く、しかもソフトで不満を感じない。足
の良さはこの新しいアフリカツインの要だとぼくは思う。この後、さら
に、ラリーにも対応するようなロングストロークで、もっと強いサスペン
ションを持ったスペシャルバージョンが出たらどうなるだろう。それこそ
NXR の再来になってしまうのではないか



V ツインから前後にもコンパクトな並列ツインとすることでマスの集中化
が進んでいる。さらにピボットを前進させてスイングアームを長く設計す
ることが可能となり、操縦性が大幅に向上している。ちなみにダートコー
スでの試乗車にはコンチネンタルの TKC80 というブロックパターンのタ
イヤが装着されていた



多くの人がオフロードでの自在なハンドリングに驚くだろう。実際には
232 ～ 242kg(DCT 車 ) の車重があり、例えば KTM1050 の 212㎏、
KTM1290 スーパーアドベンチャーの 229㎏ ( いずれも半乾燥のスペッ
ク ) に比較して軽いわけではない。低重心、ソフトなサスペンション、ま
たハンドルバーの位置など日本人の体格にマッチしたポジション、扱いや
すいエンジンなど、バランスが良く、高度に乗りやすさが演出され、「イ
ケる」という気にさせる仕上がりがポイントだ。ツアラーとしては低過ぎ
るシート(膝が曲がり過ぎる)は、しかし座ったままでのコーナリング時に、
ライダーに安心感を与えるし、実際重心も低くなるためバイクが軽く感じ
るはずだ。硬派なカテゴリーのバイクながら、一般的なライターの目線を
大事にして造り込まれている。ビッグブランドの真骨頂と言える。
Rider : Hisashi Haruki



　トラクションコントロールについても書いておかなければならな

い。ダカールの CRF450RALLY にもトラクションコントロールは

採用されていて、数キロのコースで 10 ～ 20 秒の差が出るほどメ

リットのあるものだという。おそらく、アフリカツインに採用され

ているトラクションコントロールシステムは、それよりもっとエフェ

クトがはっきりしたものだろうと思う。ライダーは、トラクション

コントロールの介入度を、0-1-2-3 の 4 段階で選択できる。ダート

走行では、ゼロでもいいと思う。思ったところで思ったように滑っ

てくれて、イメージ通りに身体がバランスをとれるからだ。だが、

条件や乗り方によっては、介入度 1 にしたほうが速いのかもしれな

い。リアホイールの空転を程度に制御して、効率よくバイクが前に

進んで行く。特に、横に逃る力を抑えてくれることになる。極端に

滑りやすいところでは積極的に使っていくものだろう。

　後輪の ABS はもちろん解除することができる。ダート走行では忘

れないようにしたいところだ。コンプライアンスの問題で望むべく

もないことだが、本当なら解除のまま固定できるほうがいいと思っ

ているライダーが多いはずだ。もちろん専ら舗装路を走るという用

途では、別だ。



悩みどころは…

　さて、DCT とマニュアル仕様、どちらがいい ?　というのは難し

い問題で、アフリカツインの新しいオーナーになろうという人には

悩みどころとなるだろう。どちらもいいと思う。この新しいアフリ

カツインの正統として考えたらどうかというと、たぶんそれは DCT

仕様なんじゃないかと思う。クラッチ、シフト操作から解放され、

オフロードを自在に楽しむ、新しいライディングの世界があるのだ

ろう。

　一方、MT 仕様は、DCT に比べると、パワー伝達のダイレクトさ

メーターパネルはラリーマシンのイメージで縦型にレイアウト。ストリートバイク
にうといぼくは、ETC が標準装備されていることに衝撃を受けたのであった



と車体のさらなる軽快感が際立っている。オフロードライディング

の楽しさにとって、ここはかなり重要な意味を持つ。スペックでは

232kg と 242kg の差である。より、オフロードライディング的な

楽しさを追求するライダーであれば、重量がかさむほうを選ぶこと

は少ないように思える。参考にはならないと思うが、ぼくが欲しい

のは MT のほうだ。軽くて、楽しい。しかし大陸旅行に行く時には、

DCT を選択肢に含めて改めて考えよう !

ウインドスクリーンのデザインはダ
カールのファクトリーマシンをイメー
ジしながら、ツアラーとして妥協の無
い性能を追求した。ライディングポジ
ションでフロントタイヤを視認できる
安心感。そして 180cm のライダーが
モトクロス用ヘルメットで高速道路を
快適に巡航できるプロテクション



エピローグ

　まだまだ書きたいことはあるが、それは 4 月発売の本誌のほうに

譲りたい。できればもう一度試乗した上でのレポートができたらい

いと思う。ただ、今回の試乗会での感想については、大体書くこと

ができたと思う。

　最初、なんで CRF1000L なんだろう、この機種名は、と思った。

アフリカツインなんだから、先代に倣えば XRV1000 だし、しかし

まあ V 型エンジンじゃないからね、と。

　でも、今は、CRF1000L、これでしっくりとくる感じがしている。

ダカールマシンの CRF450RALLY とはもちろん違うし、このまま

ラリーを走るためのバイクでもないけれど、ライディングを楽しむ

という、同じパッションを共有しているように見える。いいじゃない、

CRF1000L で。試乗会がしどきで行われた理由も含めて腑に落ち、

大いに溜飲を下げて福島を後にした。

春 木 久 史



開発チームのメンバーが揃った試乗会。「新しいアフリカツインはいつ出るんだ !?」、
長い間、世界中のファンからその言葉を聞かされ続け、大きな期待感を背負って開
発に臨んだ。なかには、アフリカツインを作りたく入社した、というスタッフもい
るという。 Photo : Mikami

目を細めてみると、ゴンサルベスのダカールマシンに見えてかっこいいじゃん !
Rider : Yuji Shinohara



ダカールマシンをイメージした CRF カラー。ハルキはこれが好きです

コンサバティブなシルバー。
派手なのはちょっと、というライダーに選ばれるのかな ?



■ Honda CRF1000L Africa Twin ＜ ABS ＞【CRF1000L Africa Twin ＜ DCT ＞】
（EBL-SD04）主要諸元

●全長×全幅×全高：2,335 × 930 × 1,475mm、ホイールベース：1,575mm、最低地
上高：250mm、シート高：870㎜（ローポジションは 850㎜）、車両重量：232【242】
kg、キャスター：27°30′、トレール：113mm ●エンジン種類：SD04E、水冷 4 スト
ローク直列 2 気筒 SOHC（ユニカム）4 バルブ、総排気量：998cm3、ボア×ストローク：
92.0 × 75.1mm、圧縮比：10.0、最高出力：68kW[92PS] ／ 7,500rpm 、最大トルク：
95N・m[9.7kgf-m] ／ 6,000rpm、燃料供給：電子制御燃料噴射装置（PGM-FI）、始動方式：
セルフ式、点火方式：フルトランジスタ式バッテリー点火、潤滑方式：圧送飛沫併用式、燃料
タンク容量：18L、変速機形式：常時噛合式 6 段リターン式【電子式 6 段変速】●タイヤ（前
＋後）：90 ／ 90-21M/C 54H ＋ 150 ／ 70R18M/C 70H、ブレーキ（前＋後）：油圧式
ダブルディスク＋油圧式シングルディスク、懸架方式（前＋後）：テレスコピック式＋スイング
アーム式 ( プロリンク）、フレーム形式：セミダブルクレードルフレーム
■メーカー希望小売価格（消費税 8% 込み）：1,350,000 円～【1,458,000 円～】

歴代アフリカツインのファンにはこちらでしょうか。トリコロール


