
 

ロードバイクの特徴と取り扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業施設や宿泊施設の誘客と自転車利用客者が施設に訪れた際の注

意点と保管（預り）について 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人日本サイクリング協会 

一級サイクリングディレクター 

大楽 郁仁 



１ スポーツ用自転車を知ろう 

（１） スポーツ用自転車の種類（主なもの） 

➀ ロードバイク（ロードレーサー） 

 

・比較的軽量（5～9Kg） 

・タイヤ径は主に 700C(直径約 70 ㎝）でタイヤ幅は 20～25 ㎜（親指かちょっと太い程度） 

・高速走行性（～約 60 ㎞/h）に優れる 

・ギヤ枚数は主に後ろは 10～12 枚 前は 2 枚が多い 

・材質や構造、機構には最先端のものが使われており、ほぼ「精密機械」である 

・当然、高額なもの（30～200 万円）が多い 

 

② クロスバイク 

 

 

 

 

 

 

・重量は 8～12Kg 程度 

・タイヤ径は主に 700C(直径約㎝）でタイヤ幅は 23～32 ㎜（人差指と中指を合わせたぐらい） 

・中速（15～約 30 ㎞/h）で主にサイクリング（短～中距離）に用いられる 

・ギヤ枚数は主に後ろは 8～11 枚 前は 2～3 枚が多い 

・材質や構造、機構には比較的新しい技術が使われている 

・金額的にはやや高額なもの（8～40 万円）もある 

 

 

 

 

 

 

 



③ マウンテンバイク（MTB) 

 

 

 

 

 

 

・重量は 8～15Kg 程度、ロードバイクと比較して丈夫な構造である 

・タイヤ径は主に 26inch(直径約 65 ㎝）でタイヤ幅は 45～54 ㎜がおおい 

・競技や悪路を含むサイクリング（短～中距離）に用いられる 

・ギヤ枚数は主に後ろは 8～11 枚 前は 1～3 枚の構成になる 

・材質や構造、機構には比較的新しい技術のが使われている 

・金額的には比較的リーズナブルなものから高額なものまで様々（3～100 万円） 

 

④ スポーツ用自転車の種類（その他） 

トライアスロン        トラックレーサー（ピスト）     ファットバイク 

 

 

 

 

 

 

・トライアスロン用バイクはロードバイクとほぼ同じであるがハンドル形状に特徴がある 

・トラックレーサー（ピストバイク）は「競輪場」を走るのに特化されたバイクでブレーキがない 

・ファットバイクはタイヤがMTBのそれよりも太い。悪路、砂浜などを走ることを目的に作られた が、

最近ではファッション性が高いので、いわゆる街乗りにも使われている 

・材質や構造、機構も様々でありもちろん値段も様々 

 

２ 車体（フレーム）の材質 

カーボン：軽量・強度はあるが角や点・線傷に弱い 

ハイブリット：カーボンとアルミの混合構成 

カーボンラッピング：アルミにカーボンを巻いたもの 

アルミ：重量はカーボンに劣るが比較的丈夫 

CrMo：クロームモリブデン鋼（いわゆる鉄） 

ハイテンション鋼：高張力鋼（CrMo よりは弱い） 

低炭素鋼：一般的な自転車に使われる 

 

高価・注意 

安価・丈夫 



3 材質による車体（フレーム）の見分け方 

➀ カーボンフレーム 

・接続部分に溶接痕がなく滑らかである。 

 ・重量は軽く、車体のみでは 900ｇ～1400ｇ程度。 

 ・部分的な荷重には極めて弱い。柱の角や小さい突起物  

（傘の先端など）、線状の傷では大きなダメージを負う 

ことがある。 

 ・厚さは１㎜以下の部分もあり、部品取り付けの際のオ  

ーバートルク（締めすぎ）でひびが入るなど、取り扱  

いには神経を使う。トルクレンチで調整の必要がある。 

 

② アルミフレーム 

・カーボン以外のフレームでは、溶接痕がある。 

・カーボンほど神経質な素材ではないが、最薄部分 

では 0.6 ㎜程度の肉厚しかないので、角の立った 

ところではダメージを受けることがある。 

・車体単体の重さは 1200ｇ～1900ｇ程度が多い。 

・十分な強度を得やすいため、カーボンではなくア

ルミフレームを好む選手もいる。 

 

 

 

 

 ③ その他素材のフレーム 

  ・CrMo（クロームモリブデン鋼）は鉄素材のフレームの最高峰。鉄とはいいながら 1400ｇ～2200

ｇ程度の重さであるが、パイプ厚は薄いところで 0.15～0.2 ㎜と極端に薄い。 

  ・チタン製のフレームもある。CrMo フレームと特徴は似ているが、軽く、1000ｇ～1400ｇ程度で

ある。 

  ・ハイテンション鋼（高張力鋼）、低炭素鋼は比較的リーズナブルな車体に使われる。重量的には

1800ｇ～2600ｇ程度のものが多い。 

 

4 パーツ（部品）で見分ける 

自転車は車体（フレーム）メーカーで呼ばれることが多い世界各国でおおよそ 80 社のメーカーがあ

り、なかなかメーカーだけでは判断ができない。その点、クランクギア（前ギア）、ディレィラー（前後

の変速機）、シフト/ブレーキレバー、ブレーキ本体などはその能力、特徴でランク分けされており、当



然、レース向け上級者向けには高額なものが多い。現在、自転車部品（コンポーネント）の 7 割は日本

の「Shimano」2 割をイタリアの「Campagnolo」残りの 1 割がアメリカの「Sram」が製造しており、そ

の中でもシリーズごとにランク分けがある。（マウンテン用、一般車用、低価格品を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車を見極める（総合して） 

カーボンフレーム+ DURA-ACE なら 「最高級」   80 万円～ 

カーボンフレーム+ ULTEGRA  なら  「高級」   50 万円～ 

カーボンフレーム+ 105             なら「やや高級」 30 万円～ 

アルミフレーム+ DURA-ACE  なら「ほぼ最高級」  70 万円～ 

アルミフレーム+ ULTEGRA   なら  「高級」   40 万円～ 

アルミフレーム+ 105           なら    「上級」   20 万円～ 

アルミフレーム+ Tiagra SORA  なら  「中級」   10 万円～ 

アルミフレーム+ Claris       なら  「並級」     7 万円～ 

 

自転車を見極める（その他） 

カーボン・アルミ以外でも人による「思い入れ」「愛着感」がある。また、歴史的に名高いハンドメイド

バイク（ルネルス・デローザ・チネリ・アルプス・エベレスト・トーエイ・シクロウネなど）もある。 

フレーム素材とパーツ名をそれとなく確認する時、リヤデ

ィレィラー（後ろ変速機）が確実であり、大切にされてい

る自転車はチェーン汚れが少ない場合が多い。 

 

 無用なトラブルを避けるため、できれば「さわらない。」

が基本だが、そうも言ってられない場合があるので 

➀ 自転車を倒さない。 

② 自転車を他のものにぶつけない。 

③ 他の利用者（お客様）が通るところ、簡単にさわれ  

るところには置かない工夫をする。 

 

シマノ  

   DURA-ACE    ULTEGRA   105         Tiagra SORA  Claris 

カンパニョーロ 

  Super Record  Record  Chorus  Athena  Potenza  Veloce 

スラム 

      Red      Force   Rival    Apex  

ロード

レース

向き 

高価 安価 

ロードレース向き ファンライド向き 



5 受入れ体制の準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１） 自転車を「置く場所」があるだけで、サイクリストはうれしいもの。サイクルハンガーを用

意するだけで「歓迎」の合図になる。ロードバイク用にはハンガーを、一般的な自転車もお考

えならスタンドをご用意願いたい。 

（２） 施設利用者の自転車の取り扱い 

・ 基本、ご本人にお願いする。（自転車に触らない） 

・ サイクルハンガー・サイクルスタンドなど、目に見える「受け入れ態勢」は好印象。 

（駐輪作業は本人に） 

・ ハンガー・スタンドには「ご自由にどうぞ」+「万一の場合、責任はご容赦ください」程度

の断り書きをつけておく。 

・ 駐輪設備を設置していないまたは満杯の場合は建物の壁や設置物などに立てかける場合も 

あることを理解しておく。 

・ ハンガー・スタンドはできるだけ見えやすいところ（目の届くところ）で一般客の動線か

ら外れたところに。 

（３） サイクルハンガー等の設置場所 

・ 宿泊施設（宿泊者向け）では建物内の管理できる場所 

・ 商業施設等（宿泊施設で立ち寄り程度含）では 

できるだけ建物内→風雨の当たらない場所→ひ   

さし等がある場所→駐輪可能な屋外の順に検 

討・設置願いたい。 

・ 駐輪、施錠は促す程度（掲示物でも良い） 

 

 

 

 

 

サイクルハンガー（例） サイクルスタンド（例） 



6 ペダルと靴の特徴（床や歩行に伴う注意点） 

  一般の自転車と違い、競技用車両、サイクリング用車両では「ビンディングペダル」という、靴と

ペダルを固定する金具（スキーの金具の小さいもの）がついている。 

 

 （１）ロード用ビンディングペダルと靴・クリート（例） 

 

 ビンディングペダル（ロード）    クリート        靴にクリートをセットした状態 

 

 （特徴）踏力を確実にペダルに伝えるため、大きな踏面を持つ。ペダルとクリートはロック機構で固

定され乗降の際は外側にひねるようにして開放する。クリートは大部分が硬質樹脂で作られ

ており、床面に若干の傷をつけてしまうこともある。 

 

（2）MTB・ツーリング用ビンディングペダルと靴・クリート（例） 

 

  ビンディングペダル       クリート        靴にクリートをセットした状態 

 

 （特徴）MTB やツーリングなどでクリートとペダル間の泥詰まりを防ぐため、やや小型の金属製ク

リートになる。ロードタイプと同様、ペダルとクリートはロック機構で固定され乗降の際は

外側にひねるようにして開放する。クリートは大部分が硬質の金属で作られており、一見フ

ラットに見えるが、床面に若干の傷をつけてしまうこともある。 

 

 ※ 商業施設や宿泊施設などで、ビニールフロア・木質フロアなどの場合、「靴にクリートのついてい

る方はスリッパにお履き替えの上、ご入場ください。」等の表記があるとよい。 

 

 

 

 



7 工具類・空気入れの貸し出し 

工具類の貸し出しの用意があれば、基本は「自己責任」で使っていただく。特にカーボンは締めすぎ

によるクラック（ひび）の発生がある。人の命が乗っている事を意識する。 

 

空気入れの貸し出しはありがたい。これも基本は「自己責任」 

 自分で使ってもらう。バルブ形状で「ウッズ」「フレンチ」「アメリカン」がある。 

 

 

 

8 まとめ 

・ 現代の自転車は「精密機械」であり比較的「高価」である。 

・ 盗難防止対策、駐輪時の転倒防止対策は本人にしてもらう。 

・ 駐輪も軽整備（ネジの増し締め・空気入れ）も基本は「自己責任」で行ってもらうのが良い。 

・ 施設管理者として、利用者に不便を感じさせないよう、ラック類（ハンガー・スタンドなど）とゲ 

ージ付き（空気圧計）の空気入れ、簡易工具程度は用意していただき、準備がある旨の表示をお願

いしたい。 

・ 場合によっては近隣の専門店、整備可能な場所の案内ができるとよい。 

・ ちゃんとした自転車乗りは心得ている。（はず？）だが、万一があるといけないので責任の所在を明 

確にしておく。（ご自由にどうぞ+万一の際の責任はご容赦ください） 

 

 

おまけ 

 自転車の分類の中で「小径車」を抜いておりますが･･･いわゆるミニサイクルです。でも、高額車があ

ります。ブロンプトンとか bd1（ビーディワン）とかアレックス・モールトンとか書いてあったら最低

20 万円コースです。小さいからと言って侮ってはいけません。ご注意を･･･ 

 


