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せっかく非対称のデザインになっているのに、実際には、こん
なふうに逆さにして使用してしまっていることも少なくない。
コースマークを設置する現場の人はバイクで移動していること
が多く、いちいち左右別のデザインになったマークを持ち運ぶ
ことだって大変なのだ。理想に基づいた規則を作っても、現場
で運用しにくいものだと失敗するという好例でもある。(ISDE
205 Mexico大会より)
これはISDEでのコースマークの「正しい設置例」。非対称のデザインになっているのは、例えば
ステープルが外れて下を向いてしまったり、あるいは地面に落ちてしまったりしても「左折」な
ら左折であることが示されるため。またいたずらや悪意によって間違った方向に付け替えたりす
ることができなうようにするためだ。1/2、3/4というマーク内の数字は、競技日程を表す。1/2
は、DAY1とDAY2
「事件」が起きたISDEスロバキア大
会も例外ではなく、こんな設置の
仕方が見られた。これが件の失格
の原因になったということを言い

Parc

たいのではなく、こうした運用が

Ferme

恒常的であるということを示す例
として挙げた。Future7 Media

コー ス マ ー ク
Text : Hisashi Haruki

エルバ島の3日間エンデューロは、こんなん

は、市街地などで、駐車しているクルマによっ

走っていた。うっかりコースマークを見逃して、

でいいのか? と思うぐらいにコースマークの設

てコースマークが隠れていたり、追い越しをし

タイムチェックをすっ飛ばしてしまったのだ。

置がプアだったが、しかし、ISDEや世界選手権

た時などに同様にコースマークごと通り過ぎて

腕時計を見ると残り時間は5分ほど。今から戻っ

でのコースマーク設置の状態から、これがロー

しまうことだ。ミスコースしてもすぐに気がつ

て、ぎりぎり間に合うかどうかだ…。その「分」

カルイベント規模のものであることを鑑みれば、

けば大きな問題は起こらないが、結果としてス

の59秒まで、時計の長針が動くまではオンタ

まあ、こんなものかな? とも思ったものだ。交

ペシャルテストやタイムチェックを飛ばしてし

イムと見なされるから6分近くの猶予があるが、

差点のまさにここで曲がりなさい、というとこ

まうと失格になってしまうので注意が必要だ。

それでもかなりぎりぎりだ。そのタイムチェッ

ろにペタっと一枚だけ。それも、右に貼ってあっ

クは舗装路から右折して少し奥まったところに

たり、左に貼ってあったりと規則性というもの

2015年のISDEスロバキア大会で、トップグ

あるので、初日も見落とすライダーが多かった。

がない。電柱や道路標識、民家の塀などを利用

ループを走っていた8名のライダーがミスコー

そのことは知っていたのに、やはりやってしまっ

して取り付けられており、時には支柱に巻きつ

スし、タイムチェックを飛ばして失格になって

たのだ。舗装路を、しかしあまりスピードを出

けてあったりで見えにくいこと甚だしい。もう

しまった。客観的に見てマーキングがプアだっ

し過ぎないように、再び見落としたりしないよ

目を皿のようにして注意深く探さないと、ミス

たのは確かなようで、その点をつき、当該ライ

うに気をつけて戻った。タイムチェックは、燃

コースしないで走ることはできないのだ。しか

ダーを抱えるフランス、イギリス、スペインの

料補給場所にもなっていて、みんな余った時間

しそれで競技が混乱したり、ミスコース続出と

3 ヶ国の協会はFIMに控訴を行うまでしたが、

を利用して、給油したりフルーツやビスケット

いうわけでもなく、不満も出ないのだから、こ

最終的には失格の裁定が下された。ミスコース

で栄養補給をして休憩している。その中を、ぼ

れはライダーがちゃんと注意していればいいと

の原因は主催者にはなく、正しいコースを走る

くだけ真剣な表情で通り過ぎ、まっすぐタイム

いう認識なのだろう。日本のエンデューロだっ

ことは選手の責務であるという大原則に帰した

チェックテーブルに向かい、なんとか59秒のう

たら、これならミスコースしようがない、とい

のである。

ちにイエローフラッグを通過することができた

うぐらいにマークの設置が徹底しているのが普

のだった。

通だ。どっちがいいということではないが、そ

エルバ島で、コースの下見をしていた時、あ

こには根本的な考え方の違いがあるようにも思

るランナバウト(ロータリー )でのマークの付け

しまった、と気がついた時には、3kmほども

エンデューロでは、ルートの指示がすべてコー

う。ぼくが思ったのは、ライダーはコースマー

方を見ていて、一緒に出場した野口さんと大樂

スマーク(エンデューロアローと呼ぶ地域もある)

クが少ないなら少ないで、ちゃんと注意して走

さんが「これだと永遠にこのロータリーから出

で行われる。シックスデイズ(ISDE)でも世界選

るものなのだ、ということだった。なんといっ

られないですよね。ぐるぐる回ってしまう!」と

手権でも同じだ。日本のエンデューロでも大体

てもミスコースして不利益を被るのはライダー

心配していた。それは割合、ゴールに近いとこ

同じだが、概して、海外のエンデューロでは、

本人なのだ。逆に「ここでは絶対にミスコース

ろの街の中で、案の定、どっちにいっていいの

日本ほど親切に、見やすく、たくさんのコース

してほしくない」というところでは、主催者が

かわかりにくくなっていて、ぼくがそこにたど

マークが設置されているわけではない。日本の

注意して念入りなマーキングをするだろう。

り着いた時には、10台ぐらいのモーターサイク

イベントでコースマークには慣れていると思っ

ほどほどでいいのではないか、ということだ。

そしてぼくもまた、一時的にそのメリーゴーラ

ても、初めてISDEに行くと、コースマークの少
なさ、不親切さに驚くかもしれない。

ルが、ぐるぐるとロータリーを回り続けていた。

コースマークを見落とすケースとして多いの

ウンドの仲間になってしまったのである。

ジュニアトロフィ。優勝のオーストラリアチームは、EWCライダーが
いないにも関わらずこの成績。まさしく層の厚さを見せつける快挙

チェコとのビロード離婚後、独立スロバキアとしては2度目の開催。フサベルの草創期、
そのファクトリーチームで活躍したスロバキアの英雄、ヤロスラフ・カトリナークもクラ
ブチームライダーとしてエントリーした

久しぶりに英国トロフィチームの一員として出場したデビッド・ナイト(KTM)もDAY3にミスコースで
失格となったライダーの一人。タイムは良かっただけに残念! 夕方のワークタイムで余裕を見せる

朝のスタート

パルクフェルメ

ファイナルクロス。暫定1位のフランスを2分差で追うオーストラリアは
猛然とスパートをかけた。6名のタイムでその差を1分にまで縮めるが...

ISDE SLOVAKIA 2015

波乱のシックスデイズ・豪州が3部門を制覇
第 90 回 FIM インターナショナルシックスデイズエンデューロ・スロバキア大会
2015 年 9 月 7 〜 12 日 スロバキア共和国 コシツェ
Photo : Future 7 Media, Jonty Edmunds
Report : Jenny Hodgkins

ISDE SLOVAKIA 2015

波乱のシックスデイズ・豪州が3部門を制覇

E2クラス2位、ルイ・ラリュー (Sherco)。フランスチームは結果的には敗れたとはいえ、
その強さ、トロフィ獲得に向けた集中力も凄みのあるものだった

層の厚さを誇るフランスと
USドリームチーム

トロフィチームが、アメリカに16年ぶりのトロ

序盤の接近戦、しかし

フィをもたらし、以降、めきめきと力をつけて

僅差の戦いで6日間の幕は開けた。首位は

旧チェコスロバキア時代を除き、独立スロバ

いる。現在では、カートを失ってなお、過去最

USA、それに続いたのはオーストラリアチーム。

キアとしては2005年以来、2度目の開催とな

強のメンバーと言えるチームを組織できるほど

豪州はジョシュ・グリーン、ダニエル・ミル

るシックスデイズ。ワールドトロフィチーム争

の層の厚さを誇るまでになった。

ナー、グレン・キアニーら、GNCCはじめクロ
スカントリーレーシングのトップライター、そ

いの下馬評は、ここまで3連勝中のフランスチー
ムが最有力。近年力をつけてきたオーストラリ

層の厚さと言えば、しかしフランスがすごい。

してEWCの爆弾、KTMファクトリーチームの

アとUSAチームがどこまで食らいついていくか

今年のフランスチームには、KTMファクトリー

マシュー・フィリップス。かつてはステファン・

に注目が集まる。10年前まではまったくオッズ

ライダーの、クリストフ・ナンボタン、そして

メリマンがひとりで引っ張っていたオーストラ

表に乗らなかったUSAは、ここ数年、有力チー

アントワン・メオの2名の名前が無い。にも関わ

リアも、現在では層の厚いチームに成長してい

ムのひとつにラインナップされるようになって

らず、それでもエンデューロ世界選手権のトッ

る。そして3番手にフランス。USA、豪州、フ

いる。昨年のアルゼンチン大会もワールドトロ

プランカーばかりが並んでいる。マルク・ブル

ランスの差は2分に満たないものだ。

フィチームクラス2位、そしてワールドジュニア

ジョア、アンソニー・ブーシェ、マシアス・ベ

DAY2も接近戦は続く。E1クラスはUSAケ

トロフィ獲得。USAチームは、故リッチ・キャッ

リーノにジェレミー・ジョリーだ。立ち向かう

イルブ・ラッセル、Ｅ2は豪のダニエル・ミルナー

セリらが行った、抜本的なトロフィチーム強化

USAチームは、サド・デュバル、チームグリー

が一番時計。しかし1位のオーストラリアと2位

策によって大きく成長してきた。リッチの息子、

ンの解散後KTMに移籍したテイラー・ロバート、

のUSAの差はわずか8秒。6名のチームが2日間

カート・キャッセリ(2013年、BAJA1000で

ベテランモトクロスライダーにしてAMAエン

走っての差である。そして3位のフランスは2分

のアクシデントで死去)ら、西海岸のクロスカン

デューロクロスでもトップの実力マイケル・ブ

強のディファレンス。ここで今回のシックスデ

トリーリース"WORCS"で鍛えた若手ライダーを

ラウン、GNCCトップライダーのケイルブ・ラッ

イズの形勢が見えてくることになった。

中心に、モトクロス、エンデューロクロスから

セル、クロスメンはライアン・サイプス、ゲイ

も広く人材を求め、シックスデイズでの勝利を

リー・サザーリンだ。

目指してきた。2006年はカートらのジュニア

しかしDAY3は波乱の展開となった。DAY1、
DAY2は、ほぼ同じコース、テストでの試合と
なったが3日目はまったく新しいルート。その

土漠の中、WAY POINTを探して突き進む。
Baja Rallyはダカールと同じフォーマットのナビゲーションで走る本格的なラリーだ

BAJA RALLY 2015
Text : Yuji Shinohara Lyndon Poskitt Racing Reinforcement
Photo : Kevin Miklossy, Mark Kariya

耳慣れぬ名前かもしれないこのBaja Rally。楽しそうな事にアンテナを張り巡らせている
方々はご存知かもしれないが、「あの」Baja カリフォルニア半島で、ダカールフォーマット
のラリーがはじまったのがまだ2年前。つまり今年で3回目の開催になる、日本ではまだあま
り馴染みのないBaja Rallyに、あるきっかけから日本人として初めての参戦者となった。
そして先人たちが語り継いできたBaja California半島でのライディングは、キャノンボール
からナビゲーションラリーに姿を変えた事により、さらに奥地へ、さらにハードに、タフで
はあったが、噂通り濃密で夢のような時間であった。そんなBaja Rally 2015についてお伝
えしたい。(前編)

Lyndon Poskitt Racing

Reinforcement

登録を済ませいよいよゼッケンをもらう。僕はRALLY PRO クラスに
エントリー！リンドンの仕業だ！

ラリーのためのセットアップ中。ガレージにて

ICO RACINGのサポートカー に貼られたステッ
カー、錚々たるメンバーの中にYUJI SHINOHARA
と！日の丸が嬉しい！

人にもよると思いますが、こん
な風にラリーの準備をしている
時間は本当に幸せです
サンフランシスコのガレージで完成後の記念撮影

2012年から2014年にかけて、Team M.S.C
HARA か ら3年 間 の 計 画 でSSERの 主 催 す る
ラリーモンゴリアへ参戦を行ったその3年目
の2014年、エントラント同士としてLyndon
Poskitt と出会った。ご存知の方も多いかもしれ
ないが、英国人である彼は2014年春にイギリス
を出発し、世界中をツーリングしながら世界中の
ラリーに参戦する「Races to Places」という
彼の人生そのものをドキュメンタリーとして放
映している。リンドンはラリーモンゴリアの後、
ユーラシア大陸を横断、その後日本に上陸した。
春木さんと同様に、僕は彼と日本の旅を共にする
事になり、長く時間を共にし、旅の中で強い絆を
作る事になる。そうして過ごした日本での旅の
最後の日に「来年、カナダで合流し共に南下し
てそのままBaja Rallyに出ないか??」と実に魅
力的かつ無責任なメッセージを残して日本を後
にしていったのである。彼との旅の様子は他誌
（FRM Vol.56,57)に寄稿させてもらったので割
愛するが、ラリーモンゴリアへの3年間の計画を
終え、他のラリーへの参戦を模索していた僕に
とって強烈この上ない誘いからBaja Rally への
参戦を決めたのだった。

あまりにも少ない情報の中で
当然の事ながらWEBサイトをチェックする
事から始まるのだが、プロモーションムービー
などは中々の見応えで、エントリーしているラ
イダーもBaja1000のレジェンドライダーや現
役のダカールライダー達が大勢エントリーして
いる事が分かった。地形的にもコースディレク
ションもエントラントが「ダカールのトレーニ
ングに最適だ!」と口々にコメントしている上に、
主催者もその雰囲気を見事に作り出しているの

ていた。リンドンに相談すると、
「大丈夫、主催
者に話しておくからレジュメは送らなくていい
よ」と云う。ラリー・モンゴリア2014をHPN
でクラス優勝、モト総合6位と伝えれば十分だよ
と笑っていた。僕自身、どのラリーでも重量を
ネガティブにとらえず大きな排気量を武器にし
て好成績を納めている。HPNだからといって走
れない場所など無いと、この時はタカをくくっ
ていたのであるが、のちにBaja Rallyのコース
の厳しさを思い知ることになるのであった。

が分かる。そうして色々と調べていくうちに、
ADVENTURE EXPART CLASS なるものが存
在し、700ccから1000ccまでのマシン・カテ
ゴリーが設定されている事を知った。

Lyndon Poskitt Racing
インターナショナル・チーム結成

簡単な自己紹介になるが、僕はこれまでBMW

主催者のスコッティはあっさりとHPNでのエ

でラリーに参戦し続けてきた。HP2 ENDURO

ントリーを却下してきた。
「とにかく初参加では

や HPN RALLYなど、いわゆるフラットツイン

許可出来ない」と、実に簡単な理由であった。大

で。ラリーモンゴリアへも3年間HPN RALLY

丈夫だよと、軽く考えていたリンドンが恐縮し

SPORTSで参戦した。当然ながら、Baja Rally

た様子で伝えてきたのだが、僕自身も情報の少

へもHPN RALLYで参戦したいと計画を立てた

ない中で主催者の意見に従わないのは得策では

のである。主催者は、
「ADVENTURE EXPART

ないと思った。ならば参戦マシンをどうしよう

CLASSへのエントリーは、提出されたレジュメ

かと、色々なオプションを思案をしている最中、

を元に経験や戦歴を考慮した上で選考する」とし

リンドンから思いもよらぬ、そして素晴らしく

ITDE 2015 Isola d'Elba Revival
憧れのシックスデイズライダーになった日
なによりぼくたちを感動させたのは、それが単に美しく保存された旧式バイクの走行会などではな
く、一から十まで「本気のエンデューロ」だったことだ。これでどうだ、乗りこなしてみろといわ
んばかりの難コースに、2つのスペシャルテスト、そして往年の6日間競技を再現した200メート
ル加速テスト。熱く燃えるライダーの魂を、楽園の風景に遊ばせた3日間の記録。
インターナショナル3デイズエンデューロ・エルバ・リバイバル
Text : Hisashi Haruki (BIG TANK)
Photo : Masanori Inagaki (ENDURO.J)

2015年10月16-18日

イタリア・エルバ島

古都ポルトフェライオ。
夜風にそぞろ歩く人たち。海の幸を楽しむリストランテ、トスカーナのワイン

旧市街の広場がパルクフェルメに

再びパルクフェルメを歩く
スタートのきっかり10分前に番号と名前が読
み上げられ、ぼくはパルクフェルメに入り、自
分のバイクが待つ場所へと歩き出す。色とりど
りのレゴラリータたちが整然と並び、朝の陽光
に輝いている。自分はまるで夢の中にいるので
はないか。しあわせすぎて、歩きながら自然に
笑みがこぼれてくる。こんなことならヘルメッ
トを被ってゴーグルも着けておくべきだったか
もしれない。そうしたらぼくは思いっきり笑っ
たり、あるいは涙をこぼしたりもできただろう。
またこんなふうに、シックスデイズのパルク
フェルメを歩く日が来るとは思っていなかった。
ちょうど10年前だ。初めて出場したインターナ
ショナルシックスデイズエンデューロ、ニュー
ジーランド大会の6日目。600台ものエンデュー
ロバイクが並んだパルクフェルメを、ぼくは同
じように幸福な気分で歩いていた。おそらく二
度と、こうしてシックスデイズのパルクフェル
メを歩くことはないだろうと考えながら。
だから、なんというか、そう考えたことが浅
はかだったようにも感じて可笑しかった。自分
はちゃんとここにいるではないか、と。

そう、このエルバ島の3日間エンデューロは正

だいた写真に描き出されているはずだ。

しくはシックスデイズではないが、夢に描いて

パルクフェルメからスタートのポディウムま

いた、あのシックスデイズそのものでもあった

でバイクを押していくと、そこには思ったより

のだ。

もたくさんの見物客が待っていた。スタートは
一分間隔に3台ずつ。シックスデイズと同じよう

港のメインストリートから少し高台に上がっ

に、スタートの合図までエンジンを始動するこ

たところにあるピアッツァ (広場)にパルクフェ

とができない。前の列のライダーたちが、白煙

ルメは設けられていた。ナポレオン時代の城壁に

を上げ、冷えたエンジンをバラつかせながらポ

囲まれた街並み、雰囲気の良いカフェやリスト

ディウムを下りていくと、次はぼくたちの番だ。

ランテ、商店が立ち並ぶ通りに、美しく磨き上

1971年式の旧いハーキュレス、SACHSの空

げられたレゴラリータが良く似合っている。イ

冷125ccエンジン、BINGのキャブレターには、

タリアの自動車やモーターサイクルのデザイン

チョークが無い代わりに、ベンチュリー内に燃

が、建築や他の工業製品と同様に、長い年月を

料を送りこんで混合気を濃くするためのティク

かけて磨かれてきた、市民の芸術的素養、美意

ラーという装置がついている。ぼくはキャブレ

識に深く根差したものであるということが実感

ターについた小さなノブを3度押して燃料を送り

できる。でなければ、
このように旧い街並み、
人々

こんでから、勢いをつけてハーキュレスをポディ

の生活する風景に、エンデューロというものが

ウムに押し上げた。ポディウムは上がってみる

溶け込むことはできないだろう。

と思ったよりも高く、集まった見物客が少し小

「これはまるで楽園だなぁ」と、傍らでカメラ

さく見えるほどだ。大きな時計が59秒から0秒

を構えていた稲垣君に声をかけると、
彼は「ええ、

に変わってイタリアの国旗が振られる。左側に

胸が熱くなりますね」と応えた。世代が違う若

出ているキックを1回、2回踏み下ろしただけで、

いカメラマンには、ぼくとは違う何がしかの思

SACHSの125ccはあっさりと始動した。試運

いがあるだろう。それはここに掲載させていた

転の時も驚いたが、ぼくのハーキュレスも、野

