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KTM 450 Rally
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ROAD TO DAKAR
砂漠の覇者。KTM、ラリーとエンデューロの哲学

KTM 450 RALLY REPLICA
HUSQVARNA 2 STROKE

TEST RIDE

TRAIL TOOLS
トレイルを走るための工具とそのカルチャー



エントリーはJECプロモーションまで!
オンラインでエントリーしてクレジットカードで決済できます。またはFAX&銀行振込でもOK

JAPAN ENDURO CHAMPIONSHIP
Photo : Toshimitsu Sato

R1  5/10 HIROSHIMA TEJAS RANCH 

R5-6 11/21-22 SUGO 2DAYS ENDURO 

2015 MFJ全日本エンデューロ選手権 第1戦　ラウンド1 広島大会 / 開催日 2015年5月10日 / テージャスランチ

R2  7/12 OSAKA PLAZA SAKASHITA 
2015 MFJ全日本エンデューロ選手権 第2戦　ラウンド2 大阪大会 / 開催日 2015年7月12日 / プラザ阪下

R3/4  9/19-20-21 HIDAKA TWO DAYS ENDURO 
2015 MFJ全日本エンデューロ選手権 第3戦　ラウンド3/4 北海道大会 / 開催日 2015年9月19-20-21日 / 日高町

2015 MFJ全日本エンデューロ選手権 第4戦　ラウンド5/6 東北大会 / 開催日 2015年11月21-22日 / スポーツランドSUGO



　実のところ、ぼくはヴィンテージモトクロス

とか、また前号で紹介したエルバ島のヒストリッ

クエンデューロのようなイベントなど、そうし

たものの意味というか、存在理由というものが

良く分かっていなかった。今でも充分にわかっ

てはいないかもしれない。もちろん、みんな、

自分が好きだと思うこと、やりたいと思うこと

を、存分にやればいいと思っているし、そのこ

とに是も非もない。だが、なんでわさわざ、と

いう思うが一方ではある。例えば、最近乗って

いるエンデューロバイクひとつとってもそうだ。

十数年も前のKTMでも、まだよく走るし、楽し

いことは楽しいのだが、新しいバイクに乗ると、

もっと気持ちよく走れて、すかっとする。100

年余り前に誕生したモーターサイクルという機

械は、まだまだ進化していて、毎年毎年、どん

どん良くなっている。レースなどはそういうバ

イクでやればいいのであって、なにもわざわざ、

旧式のバイクで…。

　インターナショナルシックスデイズエン

デューロや、イタリアの大きなエンデューロの

会場に行くと、必ずといっていいほど、パルク

フェルメに隣接したホールなんかに、ヴィンテー

ジモーターサイクルの特設ミュージアムが出来

ていて、過去に6日間エンデューロで活躍した

マシンや、地元のライダーがチャンピオンを獲

得した時のマシンなどを見ることができる。大

会の歴史、モーターサイクルスポーツの伝統と、

それを大切するエンスージアスト(愛好家)の思い

を量感を持って伝えてくれるものだ。今あるも

のには、必ずルーツがあり、それを守り育てて

きた人々の歴史というものがあるのだというこ

とが実感でぎて、ぼくはそれらを見ることをい

つも楽しみにしてきた。今、自分はその歴史の

先っぽを見ているだけで、ここに至るまでには、

長い道のり、時間の積み重ねがあるのだ。

　子供の頃、近所の川に釣りに行くのが好きだっ

た。近くに住んでいた祖父の影響だった。寡黙

で厳しい人だったが、よく可愛がってくれ、あ

る時、大切にしていた川釣り用の継ぎ足し竿を、

大切に使えと、譲ってくれたことがあった。と

てもうれしかったが、いくらもしないうちに、

竹竿の先端の、糸を結ぶ部分を折ってしまった。

不器用だったし、物の扱いが雑な子供でもあっ

た。自分なりにがっかりして「おじいちゃん、

これ折れちゃった」と見せると、祖父は予想を

はるかに越えて激怒した。「折れたんじゃない。

お前が折ったのだ」。明治生まれ。戦中、戦後の

北海道の開拓農家として、時に食うや食わずの

思いをして八人の子供を育てあげた祖父には、

物が溢れる高度成長期の坊やが、どのように甘

やかされて育っているかよく分かっていたのだ

ろう。蒼白となって立ちつくす孫に一通りお説

教を加えてから、木綿糸と接着剤を出してきて、

竿の修理の仕方を見せてくれた。

　一緒に釣りに行く友達は、グラスファイバー

の振り出し竿など、新しい道具を持ってきてい

たが、この祖父譲りの古びた竹竿を、かっこい

いと言って羨ましがってくれ、ぼくは得意だっ

た。子供心に、この竿の簡素で古色を帯びた様

子がいいと思っていた。古風でかっこいい、大

好きなおじいちゃんそのものだった。

　ある年、ぼくがエンデューロを始めた頃の先

輩たちが久しぶりに集まって、ヴィンテージモ

トクロスが始まった。これを貸すからお前も走

れといってくれた。40年ほども前の125ccだ

が、実に調子が良く、思いがけずライディング

を、競走を堪能した。どんな人でも、ある時期

から生活は忙しくなるものだ。子供がいる人は、

高校だ大学だとお金に大変な時期があるし、そ

うじゃない人でも、親の面倒だ仕事が事業がと、

自分の時間を持てなくなることがある。大好き

なモーターサイクルから離れることもやむを得

ない。いつかまた、と思っていても、今度は身

体の方が言うことをきかなくなってくる。あれ

だけ追いかけていた最新型のバイクも、なんだ

か縁遠い存在になってしまったようだ。もう若

い連中みたいにはやれないよ。

　なあ、また走ってみないか?　バイク?　そん

なのなんだっていいよ。走ればきっと楽しいさ。

　そうやって集まった先輩たちが、短いヒート

レースを走った後の笑顔といったら無い。「子供

に帰る」とはまさにこのことだ。

　"Vintage"とは、ワイン用の葡萄を収穫する、

というほどの意味だそうで、必ずしも、古いも

ののことを言うのではないようだが、よく年を

経たワインのことを指すようになって、転じて

「旧くて良いもの」を表すようにもなった。

　ヴィンテージ。いい具合に年を重ねて、バイ

クにもライダーにも、もう一度しあわせな時間

が始まる。

Text : Hisashi Haruki

P a r c  F e r m e

年を重ねること

Photo : hiromi



　今回紹介する私の忘れられない1台は、カ

ワ サ キKDX220R。1980年 代 後 半 〜1990

年 代 に 起 こ っ た エ ン デ ュ ー ロ ブ ー ム の 立

役 者 の 一 人、2サ イ ク ル のKDXシ リ ー ズ

(125/200/220/250)。そのなかでも後期の

モデルですね。KDXシリーズには、125以外は

デュアルパーパスの"SR"とレーサーの"R"の2種

類の仕様があって、私が乗っていたのはRの94

年式です。

　KDXというシリーズそのものは、海外向けモ

デルとしては80年代前半から存在しています

が、国内でKDXの知名度を上げたのはなんと

言っても1989年式のKDX200Rと、ナンバー

を取って道路を走れる、いわゆる国内市販バー

ジョンのSRでしょう。シリンダーには排気バル

ブの"KIPS"採用。その後まもなくデビューした

125、250、220にはペリメターフレームが採

用されました。モトクロッサー KXからのテクノ

ロジーが集約され、また実際のポテンシャルも

高く、エンデューロマシンとしてとりわけ扱い

やすく、多くのライダーに愛されました。今で

は想像もできないほど、エンデューロの会場に

はグリーンのマシンが溢れていたものです。

　現在では他メーカーのイメージ強い人でも「実

は昔KDXに乗っていた」という人は多いですよ

ね。あのイシゲさんも元KDXユーザーみたいで

すし(笑)。

　このKDX220Rは今乗っても充分楽しいマシ

ンです。2スト220ccならではの低速トルク、

マイルドなエンジン特性で扱いやすく、KIPSの

効果もかなり高く、低回転から高回転まで広い

パワーバンドを持っていました。そして柔らか

いサスペンション。正立フロントフォークの作

動性が本当に優しくて、MX的なところは上級

者だと多少物足りないですが、ウッズやガレは

フロントの追従性が高く、とても安定していま

す。フロントフォークはデュアルパーパスのSR

と違ってRの専用設計で、エンデューロセクショ

ンの走破性は抜群です。

　今乗ると、当時のマシンは大体そうですが、

車体が太めで今のマシンよりもコーナーで前に

乗りにくいとか、あとキックペダルが雨の日は

滑りやすいなど気になる点はありますが、トー

タルバランスが良く完成度は高い。90年代は

今ほど海外モデルが普及していなかったことも

ありRMX250やXR250とともに国内のエン

デューロシーンをリードしていた機種のひとつ

と言えるでしょう。

　今でもこの車両はスクールのレンタルマシン

として活躍していまして、ビギナーの利用者が

乗ることも多いのですが、ジャンプやギャップ

でコントロール不能になることもなく、扱いや

すいマシンであると日々感じています。

　私がこのマシンによく乗っていたのはかなり

前で、19〜21歳（1990〜2001年）くらい

の頃。モトクロス国際B級のときになかなかA級

に昇格できなくて3年目は、この年に昇格でき

なかったらもうレースをやめようと思っていた

シーズンでした。普段レースで乗っていたのは

思い出の My Ride
第3回 : 渡會修也 
寄稿者による思い出の一台を紹介する連載です。今回はIAワタライ : モトクロ
スIAから現在は全日本エンデューロ選手権IAクラスに参戦中。モトクロスチー
ムK-ryzチーム監督。



KX125でしたが、メンテナンスや費用的なこ

ともあり、中古のKDX220Rを買ってもらい週

4回デコボコランドで練習。日曜日だけKX125

に乗りこみ、トータルでは週5日間を練習日とし

ていました。

　デコボコランドの管理人さんと親しかったこ

ともあり、平日に週4回×2時間ほど特別に乗ら

せてもらっていました。雨でも必ず乗るように

して、誰もいないウッズではまって一人で引き

上げたり、丸太越えたり…午後は大学行って1時

間だけ講義を受けるという生活でした。

　なんと言ってもKDX220Rはエンジン、サス

の優しさからくる安心感が強く、乗っていて心

に余裕が持てますね。　　　

　　　　　　　　　　　　　　IAワタライ

ありがとうデコボコランド!
5月10日で営業終了
　1995年にオープンした千葉県の印西デコボ

コランドですが、残念ながら2015年5月10日

をもって営業が終了になります。都市部からの

アクセスが良く、コンパクトながらウッズセク

ションが充実。ビギナーから上級者までが愛し

たコースなのです。オープン当初から関わりの

あったワタライももちろん残念でならないです

が、本文中にも書いたようにIAになれたのはデ

コボコランドのおかげでもあるので感謝の気持

ちでいっぱいです。ゴールデンウィークはすべ

て営業してますので、可能な方は最後に走りに

行ってみては。4月26日(日)はたけのこご飯・

豚汁の無料サービスがあります。

■オフロード印西デコボコランド

千葉県印西市竹袋265-1

TEL 090-7181-6169(稲村)

デコボコランドでオフロードの楽しさを知ったという人も多い
のではないでしょうか。残念ですが、今までありがとうござい
ました!　今回紹介している車両は今でもデコボコのオフロー
ドスクールなどで現役で使っています。20年以上経っても調
子良いです!

ISDEの最多出場・最多完走記録(34回出場、33回完走)を更
新しているジェフ・フレデットさんもずっとKawasakiに乗っ
ていますが、1995年から10年以上、KDX220Rを愛車とし
ていました。フレデットさんは2002年にAMAモーターサイ
クルの殿堂入りをしました。(編)



カリフォルニアに行ったら



　カリフォルニア。ロサンゼルス・カ
ウンティ（郡）の南にあるオレンジ・
カウンティにチャップマンという街
がある。
　コンクリートで出来た四角四面の
ビルと、原色の看板ばかりが目立つ
南カリフォルニアの風景だが、この
街はアーリーアメリカンな雰囲気を
感じさせるおしゃれな建物が建ち並
ぶ小さな街だ。
　円形の公園から東西南北に延び
る道の歩道には、カフェやアン
ティークショップのひさしが長く伸ば
されており、カリフォルニアの強烈
な日差しを遮って、白いコンクリー
トの歩道に真っ黒な影を落とし、強
いコントラストを作っている。
　この街は、フリー・マーケットの街、
アンティークの街だ。歩道に並ぶ
ショーウィンドウの中は、家具、雑
貨、美術品、衣服、米軍放出品ま
でじつに様々なもので飾られてい
る。日本でフリーマーケットと言う
と、公園などを会場として青空営業
しているイメージが一般的だが、カ

リフォルニアに限らずアメリカでは、
多くの都市に常設のフリー・マーケッ
トがある。ちなみにフリー・マーケッ
トのフリーはFREEではなくFLEA。
日本語でいうところの「蚤の市」だ。
　常設のフリー・マーケットでは、個
人が棚やスペースを間借りして、それ
ぞれの商品を販売している。それぞ
れの区画に販売主はおらず、会計は
店のなかに1つだけあるレジで行う
仕組みだ。
　それぞれの区画は、オーナーの個
性やそれまでの人生が想像できるよ
うな骨董品やガラクタで飾られてい
て、見ているだけで十分に楽しい。
マクドナルドなどのファストフード
チェーン店のノベルティで溢れている
ショップ。ライターしかない店。ファ
イアーキングという陶器だけを扱う専
門店。アーリーアメリカンな雰囲気の、
手作り感溢れる雑貨などを扱うショッ
プ。アンティークではなく、オリジナ
ルのアクセサリーやアパレルを販売し
ている店もある。軍で働いていた人
なのか、軍用品ばかりが並べられて

いる店もある。また、どうみてもそれ
はゴミでしかないだろう、といった正
真正銘のガラクタだけで占められて
いる区画もある。
　こうしたフリー・マーケットがチャッ
プマンには数多くある。店ごとに扱
う商品を限定している場合も多いよ
うで、それぞれの店ごとに雰囲気が
変わるのもまた楽しい。
　嬉しいのは、こういう店でときどき
バイクやアウトドア関連のアンティー
クにも出会えることだ。ブリキのおも
ちゃや、ビンテージなプラモデル、
70年代、80年代のバイクブランドの
Tシャツやジャンパー。50年代のコー
ルマンのランタンやストーブ。十分実
用に耐える状態のものも多い。
　こうしたアンティークは高価な場合
もあるが、ほとんどは非常に安いの
で、気楽に買うことができる。また、
アウトドアで必要になるようなジャグ
やクーラーボックスなどは、新品をア
ウトドアショップで買うよりも安い場
合が多いので、旅のスタート時にモ
ノを揃えるのにも、いい。

　日本ではアンティークというと、イ
コール骨董品で高価、美術品や家具
……といったイメージがつきまとうが、
アメリカのフリー・マーケットはもっ
とすフレンドリーなものだ。街の中
心部にはシックな雰囲気のダイナー
もあり、買い物をしなくても散歩して
いるだけでも十分に楽しい。面白い
のは、ちょっとヨーロッパライクな
チャップマンの町並みを5分も走る
と、あっという間に典型的なカリフォ
ルニアの風景に戻ってしまうこと。
　マクドナルド、ターゲット、KFC、
インナウトバーガー、タコベル、モー
テル6。カリフォルニアの多くの街は
まるで金太郎飴のように、同じよう
な店が同じように立ち並ぶところが
多いが、こうした独特な雰囲気をも
つ街もじつは多い。
　トロイ・リー・デザインズも近いの
で、カリフォルニアを訪れたら、ぜひ
こうした場所を訪れるのも楽しいと思
う。バイクで砂漠を走るのは最高だ
けど、街の雰囲気を味わうのもやっ
ぱり楽しいですよ！

みかみ・かつひさ

1965年東京生まれ。大学卒業後、八重洲出版勤務
後退社、FRM（フリーライドマガジン）を創刊。
1985年頃からオフロードライディングを始め、
1992年からBAJA1000に参戦開始。

チャップマンのフリー・マーケットにて



 Taddy Blazusiak 

タディはハードエンデューロに再シフト
エルズベルグロデオにも復帰!

　2015年3月6日のAMAエンデューロクロ

スの開幕戦デイトナ大会を前に、タディ・ブラ

ズジアクは、今年のAMAにフル参戦しないこ

とを表明、併せて今季の活動方針についての

ニュースリリースを発表した。タディ・ブラズ

ジアクは、2008年からAMAの同シリーズに

フル参戦を開始し、昨年コディ・ウェッブにタ

イトルを譲るまで5年連続でタイトルを獲得し

てきた。以下、ブラズジアクのコメント。

　「これまでエンデューロクロスへの参戦を通

じて、とても多くのことを学んできましたし、

同時に多くのものを得てきました。5年も続け

てタイトルを獲得することができたことは、正

直、今でも信じられないほど素晴らしいことで、

それだけにフル参戦に終止符を打つというのは

難しい決断でした。開幕戦のスタートラインに

立つことができないということは本当に残念で

すが、一方でホッとしてもいます。それだけ、

AMAでシリーズで戦うというのは大変なこと

なんです。でも決して誤解しないでください。

私は、心の底からエンデューロクロスシリーズ

を愛しています。

　実は、これまでの7年間、ほぼ毎日がジェッ

トラグ(時差ぼけ)との戦いでもありました。ス

ペインの自宅とレース会場の街とでは、多い時

では9時間の時差がありました。そしてレース

はいつも続いていて、本当の休息というものを、

ずっと経験した記憶がありません。AMAには

スポット参戦しますが、この機会に、ずっと休

んでいたハードエンデューロ、エクストリーム

エンデューロに再び挑戦したいと思っていま

す。エルズベルグロデオにも出場できるでしょ

う。ご存知の人も多いと思いますが、エクスト

リームエンデューロは私に、大きなチャンスを

与えてくれました。魅力的なレースがたくさん

あり、それらに参加するのがとても楽しみです。

また、EWCにも2〜3の大会にスポット参戦

したいと思っています。EWCは、私が世界で

どれぐらい通用するライダーかをしっかりと評

価して証明してくれるでしょう。それからこれ

まで以上にトレーニングを積んで、ファンのみ

なさんを驚かせるようなライディングをするつ

もりです。繰り返しになりますが、AMAエン

デューロクロスと、アメリカのファン、そして

ライバルたちには本当に感謝していますし、こ

News & Topics

れからのレースの行方にも注目しています。今

年は誰が勝つでしょうか?　私の予想では、ディ

フェンディングチャンピオンのコディ・ウェッ

ブは今年も有力です。ウェッブはFIMインドア

にも参戦していますが、本当に強いライターで

す。でもレースでは何があるかわからないし、

AMAライダーたちの実力は接近しています。

すべてのライダーがベストを尽くすレースを楽

しみにしています」。

インタビューの後、FIMスーパーエンデューロで6度目の
タイトルを決定したタディ・ブラズジアク



HARD ENDURO

ジョニー・ウォーカー優勝
Hell's Gate 2015 イタリア

2015年2月14日　イタリア

　風光明媚なトスカーナの山岳リゾート、イル

チョッコのトレイルを舞台に開催されるハード

エンデューロの老舗イベント「Hell's Gate(ヘ

ルズゲート)」。主催するのはイタリアのエン

デューロレジェンド、ファビオ・ファゾーラ。

予選は、約40kmのルートを時間通りに走り、

1周1 ヶ所、4周で計4本のスペシャルテスト

の合計タイムで競う「割と普通の」エンデュー

ロで、上位30名が午後の決勝に進出というシ

ステム。ところが今回は雪と雨でコンディショ

ンが予想外に悪化し、予選からして14名しか

完走できないという事件に。決勝も、あまりに

コンディションが悪くなってしまったため、こ

のままでは誰も1周もできないということで各

所をショートカット。結果、Hell's Gateとし

ては「比較的」ハイスピードなレース展開となっ

た。

　1月23〜24日に、フランスで初めて開催さ

れた「アレストリーム」で優勝したジョニー・

ウォーカー (KTM)は「ヘルズゲートは苦手な

イベント。正直、あそこではグレアムにかなわ

ない」とコメントしていたが、ハイスピード展

開が有利に働いて、スタート直後からリードを

拡げ、見事初優勝。歴代6人目のウイナーとなっ

た。一方のグレアム・ジャービス(Husqvarna)

は、序盤にエンジントラブルでリタイア。優

勝はウォーカー、2位は予選をトップで通過し

たイタリアのマリオ・ロマン(Husqvarna)、

3位ラース・イーノック(KTM)という結果。

ジャービスは2011年から連勝を続けていた

が、5連勝ならずというレースになった。コー

ス中に数カ所のタイムチェックが設けられてい

て、そこでトップから40分遅れると失格にな

るというルールの決勝レースで完走したのは上

記の3名だけ。ベン・ヘミングウェイがBeta製

フリーライディング、ハードエンデューロ仕様

のニューモデル「X-Trainer」で出場し、予選

を8位で通過したが、決勝では完走はならず。

Past Winner　Hell's Gate
2015　	Johnny	Walker		 GB
2014　	Graham	Jarvis		 GB
2013　	Graham	Jarvis		 GB
2012　	Graham	Jarvis		 GB
2011　	Graham	Jarvis		 GB
2010　	Dougie	Lampkin		 GB
2009　	Tadeusz	Blazusiak		 PL
2008　	Tadeusz	Blazusiak		 PL
2007　	Wayne	Braybrook		 GB
2006　	David	Knight		 GB
2005　	David	Knight		 GB
2004　	David	Knight		 GB

RESULTS Hell's Gate 2015
1.　	Jonny	Walker	 KTM
2.　	Mario	Roman	 KTM
3.　	Lars	Enockl	 KTM

3位のアンドレアス・リッテンビッヘラーは、ドイツのト
ライアル出身ライダー。BMWからHusqvarnaファクト
リーチームを経て。現在KTMライダー。Future7Media

　全国規模でモーターサイクルの輸送サービ

スを展開するBHSは、JEC(MFJ全日本エン

デューロ選手権シリーズ)に参加するライダー

に向けた、モーターサイクル・機材輸送の格

安パッケージを提案。9月開催の日高ツーデイ

ズエンデューロの例では、関東地方(東京、埼

玉、千葉、神奈川)を基点とした場合、往復で

¥54,800とかなりリーズナブルな設定。また

各会場のパドックでは利用者ためのサービスス

ペース(パドックテント等)も用意されるとのこ

と。JECだけではなく、7月に北海道で開催さ

れる恵庭エンデューロでもこれに準じたプラン

が予定されている。

■BHS 高栄運輸株式会社
東大阪市布市町3-535-1
TEL.072-986-7819　FAX.072-986-7922

 ENDURO

バイク輸送サービス
JECシリーズ等でBHSが実施

　EWCの2015日程。チリとともに南米の2連戦

として予定されていたブラジルGPは、オーガナ

イザーによってキャンセルされ、今季は全7GP、

14ラウンドのシリーズとなった。

2015 FIMエンデューロ世界選手権 日程
R1/2 4/18-19 チリGP タルカ
R3/4 5/9-10　 スペインGP へレス
R5/6 5/16-17　 ポルトガルGP ゴウベラ
R7/8 6/6-7　 ギリシャ GP セレス
R9/10 6/20-21　 イタリアGP ロヴェッタ
R11/12 7/11-12　 ベルギー GP サン・ユベール
R13/14 10/3-4　 フランスGP レキスタ

 ENDURO

EWC2015日程
FIMエンデューロ世界選手権 日程



 FIM CROSS COUNTRY RALLY WORLD CHAMPIONSHIP

開幕戦アブダヒはマルク・コマが優勝
FIMクロスカントリーラリー世界選手権 開幕戦アブダビ

ADDC Final Overall Standings
1	 Marc	Coma	 ESP	 KTM	 14	hrs	49.05
2	 Sam	Sunderland	 GBR	 KTM	 11.55
3	 Pablo	Quintanilla	 CHI	 KTM	 20.16
4	 Ruben	Faria	 POR	 KTM	 28.01
5	 Ricky	Brabec	 USA	 Honda	 34.17
6	 Moh.	Al	Balooshi	 UAE	 KTM	 44.48
7	 Juan	Salvatierra	 BOL	 KTM	 1:03.06
8	 Matt	Hart		 AUS	 KTM	 1:13.15
9	 J.	Cornejo		 CHI	 Suzuki	 1:13.31
10	David	McBride	 GBR	 KTM		 1:17.35

2015年3月29〜4月2日

アブダビ UAE(アラブ首長国連邦)

　FIMクロスカントリーラリー世界選手権の開

幕戦、アブダビ・デザートチャレンジ。最終日

のステージ5は、砂嵐のためレスキュー用ヘリ

を飛ばせなくなり、安全確保のためにキャンセ

ル。ラリーは4日目までの成績で成立すること

になった。優勝はマルク・コマ(KTM)、11分

差の2位に同じくKTMファクトリーチーム、ド

バイ在住のイギリス人、サム・サンダーランド、

3位に南米KTM、ダカールでも注目されたパプ

ロ・クィンタニラという結果。

　HONDAファクトリーチームのHRCは、パ

ウロ・ゴンサルベス、ホアン・バレダ共に、序

盤から電機系統のトラブルに悩まされ、ステー

ジ優勝は挙げるものの、順位は低迷。バレダは

15位、ゴンサルベスは4日目にリタイアとい

う結果。しかしチームのニューカマー、リッ

キー・ブラベック(USA)が総合5位でフィニッ

シュ、世界選手権ジュニアクラスで優勝と活躍

を見せた。4月19日から同じく中東のカター

ルで行われる第2戦「シーラインラリー」には、

ヘレミアス・イスラエルも出場予定とのこと。

ダカール優勝から2ヶ月、早くも7度目FIMラリーチャン
ピオンに向けて一勝を挙げたマルク・コマ。RallyZone	
Bauer/Barni

マルク・コマ。RallyZone	Bauer/Barni

FIMクロスカントリーラリー世界選手権 2015
R1	 3/27-4/2	 Abu	Dhabi	D.C.	 UAE
]2	 4/19-24	 Sealine	Rally	 Qatar
R3	 5/10-17	 Pharaohs	Rally	 Egypt
R4	 6/6-11	 Sardegna	Rally	 Italy
R5	 8/30-/5	 Atacama	Rally	 Chile
R6	 10/3-9	 OiLibya	Rally	 Morocco

●ZETA EDスキッドプレート

　頑丈なアルミ素材を使用、ジェネレーター

ケースやウォーターポンプなど広範囲にガー

ド。 オイル交換用のドレンホールを設けてい

るため、整備性にも優れる。表面はヘアライン

加工。YZ250FX用　¥17,820が新発売。

■DIRT FREAK
TEL.0561-86-8305 FAX.0561-86-8302
www.dirtfreak.co.jp

 NEW PRODUCTS

YZ250FX用
タフなスキッドプレート



HRCラリーチームに新たに加入したリッキー・ブラベックは、AMAヘアアンド
ハウンドやSCOREシリーズで活躍中のデザートレーサー。昨年はBAJA500、
サンフェリーペ250で優勝。2013年のBAJA1000で2位など。HRCでのラリー
デビュー戦の今回はチーム最上位の5位、ジュニアクラスの優勝だ。

●SHOEI HORNET ADV

　アドベンチャーバイクでのツーリング等、

比較的高速な長距離ライディングで快適な、

開閉シールド付のフルフェイスヘルメット。

SHOEIで は こ れ を「Sport Utility Helmet」

にカテゴライズしている。新開発のV-460バ

イザー、高速巡航に適した空力性能、ベンチ

レーション性能を備える。シールドには、さま

ざまな条件で最大限の視界を確保する新開発の

PINLOCK EVO lensを採用。またシールドを

全開にした状態でオフロード用ゴーグルが使用

可能のため、ゴーグルを併用することで、過酷

な長距離遠征に備えることができる。

■SHOEI

 NEW PRODUCTS

ホーネットADV
アドベンチャー乗りに!

　風魔プラス1、FRMバハツアーの第11弾「GW 5Days　BAJAフリーライドツアー」。5日間で

バハカリフォルニア半島中央部まで周るループコース。巨大サボテン林、地平線まで延びるロングダー

ト、太平洋側、コルテス海側のシーサイドルート、そしてドライレイクでの全開走行まで、BAJAラ

イディングの魅力を堪能する。

2015年4月29日〜5月6日　8日間　

企画 : オフィスフォレスト　協力 : FRM/Baja Bound/風魔プラス1世田谷店

募集 : 12名(最低催行6名)　ツアー代金 : ¥399,000+往復航空代金

※ロサンゼルス発の現地ツアー代金です。(航空券・諸費用15万円程度より手配可能)、詳しくは下

記まで。

■風魔プラス1世田谷店
TEL03-3487-5455
fumastgy@din.or.jp

 TRAVEL

BAJA5日間フリーライド
間に合うかな? GWのツアー



 FIM INDOOR

タイトルはタディ・ブラズジアクに
FIMスーパーエンデューロ最終戦

FIM SEWC FRANCE Overall Results
1	 Jonny	Walker	 GBR	 KTM		 59pts
2	 Cody	Webb	 USA		 KTM		 55
3	 Taddy	Blazusiak		 POL	 KTM		 48
4	 Alfredo	Gomez	 ESP	 Husqvarna		 39
5	 Paul	Bolton	 GBR	 KTM		 30
6	 Dani	Gibert	 ESP	 Gas	Gas		 27
7	 Daniel	McCanny	 GBR	 Husqvarna		 27
8	 Mario	Roman	 ESP	 KTM		 26
9	 Mathias	Bellino	 FRA	 Husqvarna	 20
10	 Colton	Haaker	 USA	 Husqvarna	 16

Final Standings
1	 Blazusiak	 KTM	 	 320
2	 Webb	 KTM	 	 282
3	 Walker	 KTM	 	 277
4	 Knight	 KTM	 	 231
5	 Gomez	 Husqvarna	 212
6	 Bolton		 KTM	 	 156

2015年3月14日　フランス

　FIMスーパーエンデューロの2014/2015

シリーズ最終戦が、フランスのカオールで開催。

非常に狭く、テクニカルなコース設定でレース

は白熱。スーパーポールはタディ・ブラズシア

クが奪ったものの、レース1はコディ・ウェッ

ブ(KTM)、続くレース2、レース3はジョニー・

ウォーカー (KTM)がトップでチェッカー。タ

ディは3-2-3位。しかしタディはこれまでに十

分なポイントでリードしており、今回は手堅い

レースで6度目のFIMスーパーエンデューロ世

界タイトルを手中にした形だ。今シーズン序

盤から好調で、ポイントスタンディングでタ

ディを追っていたデビッド・ナイト(英国KTM

サポートチーム)は、体調不良で欠場しており、

これもタディにとっては楽な展開につながっ

た。

　「今日はタイトルに必要なポイントだけを稼

ぐことに集中して、とにかくトラブルを避け

るようなレースをしました。十分なリードが

あって、勝てると確信してはいましたが、そ

れでもプレッシャーは大きかったですね。無

事にフィニッシュラインを越えて6度目のタイ

トルを手にすることができて本当にうれしい

です。4度も優勝できた素晴らしいシーズンで

した。KTMにもチームのみんなにも感謝して

もしきれません。改めて彼らの努力に感謝を述

べたいです」というタディ。この日2ヒートで

勝利し、FIMインドアでの初優勝を決めたジョ

ニー・ウォーカーは「優勝だけじゃなくて、ラ

ンキング3位でシーズンを終えることができて

感激です。ブラジルではあと少しのところで

勝利を逃して悔しい思いをしたので余計にうれ

しいです。今日はプラクティスの時から本当に

調子が良かったです。すごくタイトで難しい

コースだったんですが、それがまるでぼくのた

めに作ってくれたコースのように感じられまし

た」とコメント。2位は2014年のAMAエン

デューロクロスチャンピオンを獲得し、Beta

からKTMファクトリーチーム入りしたコディ・

ウェッブ。欠場のデビッド・ナイトはランキン

グ4位でシーズンを終えた。

FIMインドアでは初優勝となったジョニー・ウォーカー。
Future7Media

なんと6度目のシリーズチャンピオン。AMAエンデューロクロスで
の5度のタイトルとあわせ、まさに王者のタディ・ブラズジアク。
Future7Media

　スペイン、カタルーニャ州ジローナに本拠を

持つGASGASは、2015年のFIMエンデュー

ロ世界選手権に参戦するファクトリーチーム

と、サテライトチームの体制を発表。両チーム

は、スペイン選手権の開幕戦に出場するためプ

エルト・ランブレラスに集結。チームメンバー

とGASGASファクトリーマシンの撮影を行っ

た。

GASGASエンデューロファクトリーチーム

　昨年から本格的にエンデューロ世界選手権へ

の参戦をスタートさせたモトクロス出身のジョ

ナサン・バラガン(スペイン)と、ジョナサン・

マンツィ (イタリア)、そしてアントワン・バッ

セ(フランス)を中心した陣容。E1クラス、E3

クラスそして21歳以下のEJクラスに参加。ま

た、サテライトチームのGASGAS PONSチー

ムも世界選手権とスペイン選手権、イタリア選

手権にエントリー。

 ENDURO

GASGASファクトリー
エンデューロ世界選手権2015体制発表

GASGAS　FACTORY TEAM
#7	ジョナサン・バラガン/GASGAS	EC	300	(Enduro	3)
#6	アントワン・バッセ/GASGAS	EC	300	(Enduro	3)
#61	ジョナサン・マンツィ /GASGAS	EC250F	(Enduro	1)
#52	ディアゴ・ベンチュラ/GASGAS	EC250	(Enduro	Junior)

GASGAS PONS TEAM
#34	マルク・ソラ/GASGAS	EC300	(Enduro	3)
#61	 セルジ・キャスニー /GASGAS		EC125	(Junior	Open	
/125	cc)



　KTMは世界中のエンデューロライダーから好評の、ISDEにおけるレンタル+サポートサービス

を今年のスロバキア大会でも実施。日本ではKTMジャパンからの提供となる。レンタルマシンは、

2016年モデルのEXC(2ストローク)、 EXC-F(4ストローク)のSIXDAYS特別仕様車で、2016年

市販エンデューロモデルをベースにISDE参戦用にセットアップされたものとなる。もちろんスロバ

キアで走行するための登録も行われ、すぐにISDEの車検を受け、競技に使用できる状態で会場にお

いて引き渡される。レンタル費用は、2ストロークEXCが約37万円(2,690ユーロ)、4ストローク

EXC-Fが約41万円(2,990ユーロ)、必要なスペアパーツは、予め申込み・登録をしておくことで、

その都度パーツ代金を支払うことなく、必要な時にパドックのKTMパーツサービスで受け取ること

ができる。また、朝・夕のワークタイム、コース中の各タイムチェックでの給油、油脂類・工具貸出、

軽食・その他サービス等を総合的にご提供するレーシングサービスも受けることが可能。いずれも申

し込みはKTMディーラーにて。

　また、Husqvarnaでも、ほぼ同様のISDEレンタルとサポートを提供することになっている。

■KTM JAPAN 株式会社
〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC 2F
TEL.03-3527-8885 FAX.03-3527-8890

 ISDE

KTMレンタルサービス
9/7〜12 スロバキア大会

市販車をベースにルートの
内容に合わせたSIXDAYS特
別仕様のマシンがレンタル
される。写真は過去の大会。
Weisz	Juergen

スペアパーツは完全に揃っていて、あらかじめ申
込み・登録しておくことで、その都度支払いをす
ることなく、必要なパーツを入手できる。Weisz	
Juergen

　オフィスフォレストでは2015年のBaja 

Rallyおよび/BAJA1000への参加を考えてい

るライダーに向けたサポートプログラムの募集

を開始した。ソロ、またはグループでの参加、

日本出発から帰国まで、参戦に必要なエント

リー手続、専用サポートスタッフ/車両、参戦

用バイクの手配など、総合的なサポートを行う。

●BAJA RALLY

　今年で3回目を迎えたバハラリーは、ロード

ブック、GPSを使用したナビゲーションで、4

日間約1600キロ走破する本格的なラリー。オ

フィスフォレストでは、参戦用マシンの手配(レ

ンタル・購入・売却)、日本出発から帰国までトー

タルのサポートを実施。

サポート日程　9/25〜10/05　11日間　

サポート費用　＄5600から

●BAJA1000

　今年はエンセナダがスタート&ゴールとなる

ループコースでの開催。バハラリー同様、参戦

用マシンの手配(レンタル・購入・売却)、日本

出発から帰国までトータルのサポートを実施。

サポート日程　11/13〜24　12日間

サポート費用　＄3999から(3名1チーム参加

の場合の1名分)

■オフィスフォレスト
TEL.050-1341-1199
nfo@office-forest.com

 BAJA

BAJAサポートプラン
オフィスフォレスト

BAJAをコマ図で走るラリーは楽しそうですよ

 NEW PRODUCTS

ステップスタンド
シンプルで使いやすい

●A2610 ステップ スタンド　¥5,184

　簡単な足踏み操作でリフトアップできる簡易

的な構造のセンタースタンド。一般的なスタン

ドと違い、エンジン下部を覆い隠すことがない

ので、オイル交換などの作業がしやすい。トラ

ンスポーターの中でかさばらず、軽量という利

点もある。縦 330mm×横 525mm ×高さ

410mm、重量4kg。

■DIRT FREAK
TEL.0561-86-8305 FAX.0561-86-8302
www.dirtfreak.co.jp



TOUGH ONE 2015
1	 Jonny	Walker	 KTM	 13	laps
2	 Graham	Jarvis	 Husqvarna	 13
3	 Alfredo	Gomez	 Husqvarna	 13
4	 Andreas	Lettenbichler	 KTM	 12	laps
5	 Mario	Roman	 KTM	 12
6	 Lars	Enockl	 KTM	 12
7	 Jonathan	Richardson	 KTM	 12
8	 Ben	Hemingway	 Beta	 12
9	 Miha	Spindler	 Beta	 11	laps
10	Dan	Hemingway	 Beta	 11

2015年3月7日　イギリス

　今年で11年目の開催となるイギリスを代

表するハードエンデューロ"Tough One"は、

KTMファクトリーチームのジョニー・ウォー

カーが、ルマン式スタートからトップに飛びだ

し、そのままリードを保ってチェッカーフラッ

グ。Hell's Gateに続いて優勝。Husqvarna

のグレアム・ジャービスは2分遅れの2位、

ジャービスはオープニングラップから腕上がり

に悩まされた。

　「いいレースができたと思います。スタート

からリードできたので、出来るだけミスしない

ように注意してペースを保ちました。グレアム

が後半ハードにプッシュしてくることはわかっ

ていたので、ペースを落とさず、最後まで2分

ほどの差をキープすることができました。つ

いに優勝できてすごくうれしいです!」という

ウォーカーはこのイベントでは初優勝。一方

のグレアム・ジャービスは「今日はなぜか腕

上がりしてしまって、最初の数周がキツかった

です。後半、やっと調子が出てきて、ジョニー

とほぼ同じラップタイムまで調子を上げること

ができましたが、追いつけませんでした。序

盤のタイムが悔やまれます!」と悔しさを表す。

Husqvarnaのチームメイト、アルフレッド・

ゴメスは序盤に不運に見舞われた。1周目はク

ラッシュしたライダーに突っ込まれ、続いてタ

イヤセクションでスタック。しかしその後ハー

ドに追い上げ、アンドレアス・リッテンビッヘ

ラー、マリオ・ロマンもパスして最終的には3

位、Husqvarnaがポディウムの両脇を占めた。

 HARD ENDURO

タフワンもジョニー・ウォーカー
Tough One 2015

ジョニー・ウォーカー。
Future7Media

左から2位のジャービス、優勝のウォーカー、3位のゴメス。
Future7Media

 TOURING

SSTRは今年も千里浜へ
サンライズサンセットツーリング

　風間深志さんらが主催するSSTR(サンライ

ズサンセットツーリング)のルールは、日本列

島の東海岸(太平洋・瀬戸内海など)を日の出時

刻と共にスタートし、石川県羽咋市千里浜に設

けたSSTR特設ゴールゲートを日没時刻(19時

05分)までに通過するというもの。スタート地

点や経由ルートは参加者自身が決定、パーティ

形式の完走祝賀会で盛り上がる!　今年も700

名の参加が見込まれているビッグイベンだ。開

催 日 は2015年5月30日(土)〜31日(日)で、

エントリーは4月30日まで。参加費用は、ソ

ロ部門 ¥10,800から。詳しくは下記運営委員

会まで。

■SSTR運営委員会
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-9-18 北村ビル2階
TEL.03-3447-8522 FAX.03-3447-8523
sstr.info@gmail.com

 ANA ENDUROCROSS

R2はM・ブラウン優勝
米エンデューロクロス

Overall Results
1	 Mike	Brown	 Husqvarna
2	 Colton	Haaker	 Husqvarna
3	 Max	Gerston	 BETA
4	 Cody	Webb						 						KTM
5	 Cory	Graffunder	 KTM
6	 Ty	Tremaine	 KTM
7	 Nick	Thompson	 KTM
8	 Kyle	Redmond	 BETA
9	 Kevin	Rookstool	 SUZUKI
10	Destry	Abbott	 KAWASAKI

Points Standings
1	 Colton	Haaker	 45
1	 Cody	Webb	 45
2	 Mike	Brown	 43

2015年3月23日　USA・ソルトレイクシティ

　AMAエンデューロクロスはデイトナの開幕戦に続いて

早くも第2戦。レースはマイク・ブラウン(Husqvarna)

とコルトン・へーカー (Husqvarna)の接戦となり、僅差

でブラウンが優勝。ポインスタンディングでは、へーカー

とコディ・ウェッブ(KTM)が共に45ポイントで同点1位、

2ポイント差でマイク・ブラウンが2位につけている。

好調のブラウニー
Ruiz	D.



GOKOIKEDA.COM

　世界最高峰のクロスカントリーレース GNCC
を日本人としてただ一人、継続して闘っている小
池田猛。全日本モトクロス、全日本エンデューロ、
JNCC と日本を代表するオフロードシリーズのす
べてでチャンピオンを獲得している希有なライダー
でもある。
　アメリカに渡って4 年。全力を尽くして闘ってき
た彼が今、レースに参戦するための資金に窮して
いるという話を聞いてイシゲ（池田智泰）を中心
とする有志が立ち上げたプロジェクトが「GOK 
OIKEDA.COM」。小池田猛をみんなで支援しよ
しようという企画だ。
　一口 1000 円から支援できるこの企画は、支援
すると小池田が普段着るTシャツに名前がプリン
トされるというもの。支援の額によって名前のプリ
ントされる大きさは異なるが、一口 1000 円から
小池田のスポンサーになれるわけで、お得な企画
と言えると思う。
　また、この企画で小池田のために制作するT
シャツを購入することもできる。日本を代表するオ
フロードライダー、小池田をあなたもぜひ支援しま
せんか？　申し込みは下記のウエブから。お待ち
しています！                              （FRM 三上）

小池田 猛
個人スポンサー募集！

お申し込みはウエブから↓

皆様のお名前が入ったTシャツを、

小池田選手がレース会場で着ます!小池田猛個人スポンサープロジェクト始動！

プロジェクト専用ウエブサイト

小池田

I am supported these Fans
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YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE 
YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE 
YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE 
YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE 
YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE 
YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE 
YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE 
YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE 
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YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE YOUR NAMEHERE 

I’ LL NEVER STOP

FIGHTING

FOR JAPANESE FANS
& ALL OF DREAMERS

猛

あなたの
お名前が
入ります

Tシャツを
買うことも
できます



Joan Barreda Team HRC
Red Bull Content Pool2004年、ファブリツィオ・メオーニ。Soldano G.



Text : Hisashi Haruki

KTMファクトリーマシンとその市販バージョンであるRally Replica、
その存在が黙示するラリーとエンデューロの哲学とは何か。

Road to Dakar



　それ以前にも、プライベーターによる参加が、

散発的に行われてきたが、KTMがファクトリー

チームとしてダカールに挑戦を開始したのは

1994年。KTMは、1991年の倒産というブラ

ンドとしての危機から立ち直ろうしている時期

だったが、ハインツ・キニガドナー (KTMで84年、

85年のモトクロス世界チャンピオンを獲得した

オーストリア人。現在はKTMのエグゼクティブ)

は、現CEOであるステファン・ピエラの協力を

取りつけ、KTMとしてのダカールへの参戦を開

始した。エンデューロモデルの620 LC4をベー

スとしたラリーマシンを製作。ファクトリーチー

ムはキニガドナー自身を含む5名のライダーと、

メカニックが一人という小規模なものだったが、

驚くべきなのは、この時すでに、プライベーター

に向けたラリーマシンの販売と、希望すれば有料

でラリー中のアシスタンスも引き受けるという

「参戦パッケージ」の提供が行われていたことだ。

　これは、それまでの(あるいは現在も)の常識的

なファクトリーチームの考え方とは根本的に異

なるものだが、一方、KTMにとっては、ごく当

たり前のやり方でもあった。ラリーも企業戦争で

ある以前に、エンデューロと同じようにアマチュ

アが取り組み、誰にでもそこに挑戦するチャンス

があるスポーツだということであり、それでま

でHONDAやYAMAHA、またBMWが専らセー

ルスプロモーションとして関わってきたものと

は基本的なスタンスが異なっているといっても

いいだろう。もちろん、だからといって、KTM

によるラリーが経済活動とは無縁の行為だとい

うのではない。スポーツとしてのアプローチか

らラリーに取り組むことで、エンスージアスト

の新たな支持を受け、再生への道筋にしようと

したのではないか。KTMのラインナップが、そ

の後、LC4から、新型LC4、そしてLC8へと発展、

ストリートモデル、トラベルエンデューロのア

ドベンチャーへと拡大して、一定の成功を納め

てきたことと、ダカールでの成功は、振り返れ

ばそこには明らかな共時性を見ることができる。

新しいKTMには、シックスデイズエンデューロ

ではない何かが必要だったということも言える

だろう。

サハラの勢力図
　1994年のパリ-ダカール-パリでは、プライ

ベーターを含めて6名が完走するなど、ファクト

リーチームの初参戦としては、決して悪い結果

ではなかったが、KTMライダーの完走率は決し

て高くなかった。KTMが供給するラリーマシン

は、すでに現在と同じように"Ready to Race"

で、ロードブックホルダーまでがセットされたコ

ンプリート。ヨーロッパのチームということも

あって利用しやすく、すぐにKTMユーザーが増

え、2輪部門のエントリーの半数以上をKTMが

占めるようにまでなった。分母が増えた分、リ

タイア者も多くなるのは当然で、「ダカールのピ

ストはKTMの残骸で死屍累々の様相だった」と

いうジャーナリストもいたほどだ。もちろんそ

れは言い過ぎだが、しかし実際、1996年まで、

KTMライダーのリタイア者は、全体の平均リタ

イア率よりも高かった。それでも、1998年にな

ると、ラリー全体で55台が完走したうち、31

台がKTMというスタティクスを記録。そして優

勝こそステファン・ペテランセルのXTZ850に

奪われていたが、2位から12位までをKTMが占

めるというリザルトを出している。サハラの勢

力図は変わりつつあった。

THE KTM WAY OF LIFE

ダカールラリーの38年の歴史の中で、2001年のファブリツィオ・メオーニによる初勝利から数えてすでに14
連勝。製造者としてはYAMAHAの9回、BMWの6回、HONDAの5回を圧し、まさに砂漠の王者としての地位
を確立しているのがKTMファクトリーチームだ。その強さは、20数年ぶりにダカールに復帰したHONDAファ
クトリーチーム(HRC)の総力を挙げての挑戦を三度までも退けたことで証明された。鍛え上げられたマシンもそ
うだが、ライダー、チーム力、ストラテジーすべての面で頂点の存在であると言っても、これを過大評価と言う
者は無いだろう。だが、もちろん、ここまでの道程は平坦だったわけではない。

1997年のラリーのためにプライベーターに販
売されたKTM640 LC4 Rally、まだまだエン
デューロモデルを改造したラリーバージョンと
いう印象が強いが、基本的なナビゲーション機
器もセットされ、そのままラリーに出場できる
仕様になっていた。



1995年のダカールに出場したハインツ・キニガドナーのファクトリーマシン。
620 LC4をベースマシンとしながら、低重心の4分割タンクを持ち、すでに
後の660Rallyの原型を見ることができる。キニガドナー自身は、1993年ヤ
マハのマシンで初めて出場してから都合7度ダカールに参戦しているが完走経
験はない。11度もステージ優勝しているのに!　2度のモトクロス世界チャン
ピオンは、ラリーを走るには少し「速過ぎた」のかもしれない。だが、KTM
とラリーの関わりは、KINIを抜きにしては語れない。Mitterbauer H.

2003年、リシャール・サンクの660Rally、ダカール優勝車。
Mitterbauer H.



　ブレイクスルーは2000年、初めて登場した

KTM660Rallyによってもたらされることにな

る。それまでストリートモデルのADVENTURE

に似た外観を持つ、エンデューロモデルのラー

ジタンク仕様という印象が拭えなかったKTM

のラリーマシンだが、660Rallyは、市販車の

640 LC4 ADVENTUREのフレームを使用しな

がらも、ほぼ土台からラリーのためだけに作ら

れた、真のファクトリーマシンとして登場した。

前後左右の4分割燃料タンクは考え得る限り低

い位置にマウントされ、実際の車重(158kg)よ

りも、さらに軽快感のあるハンドリングを実現。

ブラッシュアップされた653.7ccのLC4ユニッ

トは、FCR-MX39キャブレターとの組み合わせ

で70HPという強烈なパワーを発揮し、最高速

度は175km/hをマーク。懐の深いWPサスペン

ションと、余裕のパワーは、高速走行時に突然

現れる障害物に対しても有効に働いた。改良を

重ねて信頼性を高めたLC4ユニット、そしてエ

ンデューロ的発想と方法論の積み重ねによって、

徹底的に整備性を追求した車体構造。このファ

クトリー 660Rallyは、翌2001年、ファブリツィ

オ・メオーニのライディングによってKTMにダ

カール初優勝のタイトルをもたらし、ほぼ同じ

スペックのマシンが660Rally Replicaとしてプ

ライベーターに供給され、ラリーシーンを一気

にKTM優勢に塗り替えることになった。

　ファクトリーマシンの完成の数ヵ月後には、

そのレプリカが市販されるというスピード感は

どうだろう。プライベーターたちの660Rally 

Replicaは、ダカールだけではなく、世界各国の

ラリーで活躍し、購入してから5年、6年とコン

ディションを維持し、一線級の戦闘力を保ち続

けた。その理由は、まず基本的なポテンシャルの

高さ、それだけではなく、エンジン、シャーシ

の基本的な構成部品が、一般の市販車と共通で

あり、低コストで修理が可能であるということ。

もっと言えば、ファクトリーマシンに極めて近

い存在ありながら、実は、エンデューロマシン

と同じく、カタログにラインナップされている

市販車のひとつだということだ。

　メインテナンスに特別な部品の入手や、加工

が必要なく、今や世界中のどこにでもあるKTM

ディーラーで、普通にオーダーすればすぐに部

品を取り寄せることができる。消耗品は店頭で

在庫していることさえあるだろう。

　部品の入手が容易で、普通に整備、修理できる

ということは、ラリーマシンとしての「素性の良

さ」ということになるし、プライベーターや小規

模チームとっては特に有利に働く。またライダー

自身が整備をしなければならない状況(ラリーで

はごく当たり前だが)でも当然のことだ。

　こうなると、KTMが多くのラリーライダーに

愛用されるようになるのも当然のことで、KTM

は、2001年からの連戦連勝とともに、ダカー

ルだけではなく、世界中のラリーでスタンダー

ドとしての地位を確立していく。

ライバル不在の中、690の登場
　ただ唯一不幸だったのは、2000年のパリ-ダ

カール-カイロを最期に、BMWファクトリーチー

ムが撤退し、倒すべき強力なライバルが不在と

なってしまったことだった。BMWはシャルバー

のF650GS、HPNによるR900RRの活躍を持っ

て、ラリーによる宣伝活動に終止符を打ったの

だった。YAMAHAはすでに450ccクラスでの

参戦に絞っていて、せっかく勝てる体制になって

いたKTMは、やがて「勝って当然」のラリーを

戦い続けることになる。連勝の中、ファブリツィ

オ・メオーニ、リシャール・サンク、アンディ・

カルデコットの死という悲しい出来事も重なっ

たが、2007年のダカールで、新しいLC4ユニッ

トを搭載した690Rallyがデビュー。フレームも

それまでのセミダブルクレードル型から、トラス

構造のスペースフレーム(トレリスフレーム)に一

新され、ハンドリングは一気に洗練された。ラ

リーはマルク・コマとシリル・デプレ、チームメ

イト同士の勝負になり、すでにKTMにライバル

はいなかった。それでも、ダカールは、KTMのメー

カーとしての信頼度、知名度を向上させるには大

いに役立っていたはずだ。単独のイベントとし

ては、F1もWRCをも凌ぐメディア露出量を誇る

ダカールラリーは、2008年、モーリタニア共

和国でのテロリズムの危険からフランス政府に

よって中止を勧告される。保険の引き受け会社も

あまりのリスクの高さからラリーの補償から手

を引いてしまい、やむなく、オーガナイザーであ

るASOは、スタートの直前、リスボンのオペラ

ハウスに集まったエントラントの前でラリーの

中止を告げることになった。サハラ時代のダカー

ルラリーは、ポルトガルの古都で幕を閉じた。

ラリー専用車 660Rally Replicaの登場

660Rallyに搭載されたものと同型のLC4エンジン。HI FLOWヘッドと呼ば
れる2世代目のパワーユニット。653.7cc、660Rallyではデロルトではな
くKeihinのFCR-MXφ38キャブ、ストレート排気に近いツインエキゾース
トということもありよくパワーが出ていて、カスタマー仕様で65HP、ファ
クトリーマシンでは70HP以上と言われた。Mitterbauer H.

2006年ダカール。660Rallyを駆るアメリカ人、
クリス・プライス。DPPI



サハラでの最後のダカール開催となった2007年の690Rally、シリル・デプレの車両。
Mitterbauer H.

2001年に初めて登場したKTM660Rally Replica、写真は2004
年仕様。車重は158kgと、ラリーマシンとしては非常に軽量で、
なによりも低重心で、革命的と言いたくなるほどハンドリングが
良かった。フロント×2、リア×2の燃料タンクは各12リッターで、
全容量は48リッターで、当時の最低航続距離350km+アルファを
確保した。Mitterbauer H.





2003年ダカールラリー。ツインシリンダーのファクトリーマシ
ン、KTM950Rallyをフルスロットルで走らせるファブリツィ
オ・メオーニ。LC8を搭載したこのマシンの最高速は215km/h
をマークした。Soldano G.



これは2002年のダカールで優勝したファブリツィオ・メオーニの950Rally。ツインシリ
ンダーを搭載した怪物は、ファクトリーマシンしか存在しない。ライディングしたのは、メ
オーニとジョバンニ・サラの二人だけだ。翌年発売されるトラベルエンデューロの市販車、
KTM950ADVENTUREにも搭載されるLC8エンジン、砂漠のラリーでの燃費はリッター
3kmほどでしかなく、フロントに17リッター ×2、リアに13リッター ×2の合計60リッター
を搭載した。シングルエンジンでは40リッターほどだから、これだけで20㎏近い重量差と
なる。最高速もシングルの180㎞ /hに対して、215㎞ /h、ライディングにはクレバーさと
抑制が必要で、メオーニはそれができるライダーだった。2004年を最期にツインシリンダー
は禁止される。同時にファブリツィオ・メオーニは引退を表明するが、しかし「もう一度だ
けダカールで優勝したい」と希望し、2005年のダカールに660で出場、アタール～キッファ
のステージでアクシデントに見舞われてこの世を去った。Mitterbauer H.

2005年ダカールラリー。左からシリル・デフレ、アルフィ・コッ
クス、そしてファブリツィオ・メオーニ。「もう一度だけ優勝し
たい」と望んでの出場だったメオーニの最後の姿。Soldano G.



2007年、690Rallyを テ ス ト す
るエンデューロチャンピオン、
ジョバンニ・サラ。Peyra P.

2008年、ダカールの中止によって急遽開催されたセントラルヨーロッパラ
リー。エンデューロライクなステージレースのために、690Rallyの軽量バー
ジョンである690 Rally Liteが仕立てられた。ライダーはシリル・デプレ。
van Oers

2009年のダカールで優勝したシリル・デプレのKTM690Rallyファクトリーマシン。トレリ
スフレームに、市販の690ENDURO-Rなどと共通のLC4ユニットを搭載するがラリーの過酷
な環境下での信頼性の観点から、フューエルインジェクションは採用せずFCRキャブレターを
踏襲していた。Future7Media



2014年型の450Rally ファクトリーマシン。マルク・コマ仕様。
細部のパーツに違いが見られるが、基本構成は市販のRally Replica
と同一だ。RallyZone Bauer/Barni

　2009年にラリーの舞台は南米へと移る。ほぼ
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旦精算し、多くのメーカー、またプライベーター

にチャンスを与えることだっただろう。450cc

クラスというのは、世界的なマーケットはダー

トバイクの主要なクラスでもあり、メーカーと

して参入しやすいクラスでもある。

　この方策が一定の成功を納めていることは、現

在となっては周知だが、2009年当時のKTMに

とっては青天の霹靂だった。見方を変えれば明ら

かなKTMつぶしのルール変更であり、これまで

多大な労力と開発費を注ぎ込んできた主力機を、

紙きれ一枚で葬られてしまったという言い方も

できる。

　ハインツ・キニガドナー、そしてハンス・ト

ランゲンポルツは、会社としての公式な声明と

して、ASOの対応を非難し、ダカールからの撤
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　「ダカールラリーが存続の危機にあった時で
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　だが、すでにプライベーターに対して690 
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リーチームではなく、トップライダーたちがプ

ライベートチームとして参戦するという建前を
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ンに吸気リストラクター (パワー抑制のための
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南米ダカール、450cc
ラリーは新しい時代に突入した



2013年、アメリカのオフロードレーサーにしてエンデューロライダー
でもあるカート・キャッセリが初めてダカールに出場、ファクトリー仕
様のKTM450Rallyを走らせた。マルク・コマが直前に怪我をして欠場、
代わって「将来のために」とチャンスが与えられたのだった。ナビゲーショ
ンラリー初体験ながら220kmのEtap-5では、ステージ優勝を飾るほど
の活躍を見せた。ダカールヒーローへの道を歩み始めたカートは、しか
し同年、BAJA1000のアクシデントでこの世を去った。
Maragni M. KTM Images
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とはできなかったが、例えば、ホアン・バレダの

スピード、ライア・サンツの健闘、チームとし

ての平均的な力の向上などに、それは表れてい
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TEST RIDE  KTM450Rally Replica
地球最速のレプリカを体験する

Jun Mitsuhashi



エキゾースト : アクラポビッチ製のフルエキゾースト。キャタ

ライザーと、消音エンドプラグを持っているが、フルパワー

仕様では取り外され、かなり大きな排気音となる。ラリーで

はイヤープラグ(耳栓 )を使用するライダーが多い。

ブレーキシステム : BREMBOのフロント2ピストン、

リアシングルピストンキャリバーで、EXC、SX-Fよ

り容量の大きい、690ENDURO-Rと同じタイプを

採用。ブレーキローターはフロント300mm、リア

240mmでハイスピード走行に対応。

ハ ブ ダ ン パ ー : リ ア ホ イ ー ル は

690ENDURO-R等と共通のハブダン

パー内蔵タイプで、ドライブトレーン

の耐久性を向上させている。

燃料タンク : 前7.5リッター×2、後18リッター

×1の計32リッター。ハンドルバーのスイッチ

で燃料ポンプを切り替え、ライダーの好みで、

前後のタンクを切り替えることが可能。前後同

時に消費することもできる。

フットレスト : 全長が長く、長時

間のスタンディング走行に向いた

専用設計。

ス プ ロ ケ ッ ト : KTMの 純 正 オ プ シ ョ ン 

POWERPARTSの2Kハイブリッドタイプ。

リアサスペンション : WPシングルユニット。ス

プリングレート54N/mm(オプションで51、

57N/mmの設定有り)、スフリング長190mm、

ストロークは305mm。

フロントサスペンション : WPクローズドカート

リッジ4860 MXAA(インナー 48mmφ×アウ

ター 60mmφ)。スプリング長485mm、スプリ

ングレート4.8N/mm(オ プ シ ョンは4.6、

5.0N/mm)、フォーク長は957mm、ストローク

は305mm

クラッチ : 湿式多板油圧コントロールで、

500EXCと共通のDDS(ダイユフラム式)クラッ

チシステム。操作が軽い。

フェアリング : 前部風防は透明なポリカーネイトを採用した。HRCが2013

年のダカールマシンから採用している手法で、KTMは2014年、FIMクロス

カントリーラリー世界選手権の中東ラウンドから一部のマシンに採用した。

ナビゲーション : ダカールでももっともユーザーの

多いMD製ロードブックホルダー、ICOトリップメー

ター ×1を標準装備。バックアップを兼ねてEXC

用純正メーターも装備。車速センサーには、精度が

良く、耐久性も高いレアアースマグネットを採用。

ナビ機器をマウントするタワーはドライカーボン製

で、サンチネル(追い越し警告装置)を収納するスペー

スが用意されている。ハンドルポストには、主催者

からレンタルされるGPS・イリトラック・衛星電話

をマウント。

フレーム : 450Rally 専用のトレリスフレーム。690 よりも幅が狭く、柔軟性のあるデザイン。ホイー

ルベースは1520mmで、エンデューロモデルに比べて25mmも長い。キャスター角62.5度、トレー

ル118mm、ドライウェイトは139kg。ちなみにエンデューロモデルの500EXCは約111.5kgだから、

ラリー艤装を考えるとかなり軽い。旧660Rallyは158kgあった。

ヘッドライト : HB3/ socket P20d 12V 60Wをロービーム、ハイビームで

独立して2つ装備。

ステアリング : 振動吸収のためのPHDSプ

ログレッシブダンパーシステムと、

SCOTTSのステアリングダンパーを標準装

備。グリップにはPRO GRIPのラリー用

フォームタイプを標準装備し、まさに

Ready to Race!

シート : バックスキン調のシートレ

ザー。シート単体は非常に軽量な仕上

がり。

ヒューズパネル : シート下には、各シ

ステムの電源供給ボード+ヒューズパ

ネルを装備し、電気系統のトラブルに

対応しやすく工夫されている。

冷却システム : 一体型の大型ラジエターには水温

85℃で作動する電動ファンを装備(70℃でoff)。

冷却水の容量は1.2リットル。

サスペンションリンク : サスペンションリンクとスイングアー

ムには、コンペティションモデルとしては異例のグリスニッ

プルを装備。ラリー中の通常メインテナンス時間を短縮する

ため。

エンジン : 450SX-Fと基本設計を同一にするパワーユニット。

OHCヘッドで燃焼室はオリジナルの形状。クランク、ピストン

はエンデューロモデルのEXC-Fと共通で、カウンターバランサー

は 450SX-F/500EXC と 共 通。ボ ア×ス ト ロ ー ク は

95×63.4mmで450SX-Fから変わっていない。2つのオイルポ

ンプと、オイルクーラーを備えたセミドライサンプ方式で、オイ

ル容量は1.8リットルを確保。ギアボックスは6スピード。始動

はセルフスターターでキックスターターは持たない。

インテーク : エアクリーナーはフレーム上部

に位置しダウンドラフトのレイアウト。自車

の巻き上げるダストを吸い込むこともほとん

どない。大容量のエアボックスとTWIN AIR

製の湿式フィルター。

EFI : 昨年モデルまで、FCRキャブレターによるエンジ

ンマネジメントだったが、今年のモデルからフューエル

インジェクションを採用。信頼性については、エンデュー

ロモデル、また昨年のラリー世界選手権、2015ダカー

ルで実証済。インジェクションシステムはKeihin製。す

ぐに交換できるインラインのマイクロフィルターを内

蔵。

アンダーガード : レギュレーションで義務付けら

れている2リットルの飲料水用タンク(ポリエチ

レン製)を内蔵、ツールボックスを兼ねたアンダー

ガードはドライカーボン製。
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ンマネジメントだったが、今年のモデルからフューエル

インジェクションを採用。信頼性については、エンデュー

ロモデル、また昨年のラリー世界選手権、2015ダカー

ルで実証済。インジェクションシステムはKeihin製。す

ぐに交換できるインラインのマイクロフィルターを内

蔵。

アンダーガード : レギュレーションで義務付けら

れている2リットルの飲料水用タンク(ポリエチ

レン製)を内蔵、ツールボックスを兼ねたアンダー

ガードはドライカーボン製。



ここから現代のラリーが見える
　大柄で重たい車体を、高回転型のエンジンで

引っ張って行く。コーナーではあまりマシンを

寝かせないようにして、リアブレーキとエンジ

ンブレーキのコントロールでインに向け、パワー

スライドで立ちあがっていく。そんな過去にあっ

たラリーマシンの印象はまるでない。ナビゲー

ション機器や、フェアリングによる圧迫感すら

感じる必要はなく、ほとんどエンデューロマシ

ンと変わらないハンドリングだ。かつて、初め

て2001年モデルのKTM660Rally Replicaに

試乗した時、70HP近いLC4エンジンのパワー、

150km/hからでも、楽々とフロント荷重を抜く

ことができるトルクに驚き、当時のラリーパイ

ロットが棲息している速度域、その世界を垣間

見る思いをしたが、この450ccマシンの軽快な

ハンドリングからは、やはり大きく変化してい

る現代の、南米でのダカールラリーの姿を見る

思いがする。

　トップスピードは必要ではあるが、フラット

アウトで長時間走り続けるようなコース設定は

ほとんどなく、それよりも年々増え続けるテクニ

カルなセクション、岩場、荒れてツイスティな

ピスト、雨でびといマディになるステージ。よ

りエンデューロマシン的なハンドリングの良さ

が求められているのだ。

　装備による重量増は確かにあるが、極めて低

重心にデザインされていて、バランスが良く、

そのために取り回しの重さを感じることがない。

ちょっとだけ大きさに慣れれば、モトクロスコー

スでも(風防に顔をぶつけないように注意しなけ

ればならないが)、エンデューロマシンと同じよ

うに走って楽しむことができる。

　トレリスフレームは、690Rallyのようには

ハードではなく、適度のしなりがあってこれも

実に乗りやすい。カチカチの印象はない。サス

ペンションも同様で、想像以上にソフトで乗り

やすい。全体として手強いところがまるでない

のである。

　日本だったら林道でも、かなり楽しく走るこ

とができるだろう。ただのラリーマシンとして

とっておくのはもったいないぐらいだ。音の大

きいフルパワー仕様では、450ccとはいっても

パワーはかなりのもので、ラリーではダートで

も170km/hをマークするだろう。

エンデューロカルチャーの
延長線上にある存在
　過去に乗ったことがある、660、690と比べ、

乗った時の第一印象は、それらのLC4ラリーマ

シンよりも、エンデューロモデルのEXCをラリー

用に改造した車両に近い軽さということだった。

バランスの良さでは、当然のことながら、改造車

とは比較にならない。450ccエンジンは、マイ

ルドなパワーカーブで、トラクションが良く疲

れない。簡単すぎる言い方をすれば、690Rally

を、とても軽く、乗りやすく仕上げるとこうなっ

軽快なハンドリングはエンデューロマシンそのまま
ラリーマシンのイメージを覆す体験だ

とてもラリーマシンを走らせているように見えない。138kgの車体重量。
三橋淳は、ドライバーに転向する以前は、XR650Rで3度ダカールに参戦し
いずれも上位で完走、トッププライベーター賞も受賞する実力の持ち主。こ
んなマシンでもう一度ダカールを走ってみたいと思ったはずだ。
Jun Mitsuhashi



た、というところだろうか。「ラリーマシン=大

きく重い」という図式は、現代のラリーマシン

にはない。

　全体のコンストラクション、フレームとプラス

ティックなとの外装を除いた、ほとんどの構成部

品、細かなパーツまでが、現行のEXCやSX-F、

ENDURO-R等と共通であることが、このマシン

の価値を高め、ラリーマシンとしての底力になっ

ていることは特筆すべきだ。誰でも、どこでも

容易に、それも安価にパーツが入手できて、性

能を維持することが簡単にできる。そのため何

年にも渡って、高い戦闘力を維持できる。

　小さくパッキングされたわずかな種類の工具

で、通常の大抵の整備ができるように設計され

ていることにも表れているが、KTMのラリーマ

シンは、このメーカーのお家芸であり、その哲

学が根ざすところの、エンデューロの発想から

生み出され、鍛え上げられたものと言えるだろ

う。KTM250EXCFを購入したライダーが、買っ

たそのままの仕様で、ISDEに参加して、世界

中のライダーとまったく互角にその腕を競い合

えるのと同じように、このラリーバイクを買っ

たライダーは、そのままダカールに出場しても、

どこの誰と比較しても―たとえ相手が日本の

ファクトリーチームのライダーであったとして

も―なんら引け目を覚えることなく競争する

ことができるのである。しかも、1回だけではな

く、ゆうに数年間は戦えるポテンシャルがあるの

だ。そうした意味でもこのバイクは決して高く

ないのだ。もとより、こうしたモデルは販売に

よる利益のためにリリースされるものではない。

これはKTMというフィロソフィの具体像だ。

END  春 木 久 史

過去、いろいろなラリーマシンに乗ったこともあるが、この軽さはエンデューロモデルに、ラージタンクをつけただけのラ
イト仕様に近い。バランスはもちろん格段に上で、パワーもすごい。こんなマシンでもう一度砂丘のラリーを走ってみたい
ものだ。サーフィンのように気持ちよく走れるだろう。改造ラリーマシンにありがちな重心の高さも、フロントの重さも全
くない!! 　音量さえ絞れば、スポーツ志向のライダーには、ツーリングのいい相棒にもなるだろう。Hisashi Haruki

テストライドは千葉県の富津SSランドで行われた。コンパクトなオ
フロードコースは前日の雨で、なかなかのマディコンディション。
ラリーマシンには一見、似つかわしくないシチュエーションだった
が、むしろこの450の底力を体験することができたように思う。



　この頃、ルーティン(routine)という言葉を、

スポーツの場面で耳にすることが多い。簡単に言

うと「毎日、決まった時間に同じことをする習慣」

だそうです。

　先日、テレビ番組でイチロー選手のルーティ

ンワークについて放映していた。じっくり試合

前の準備をするために誰よりも早いといわれて

いる球場入りの時間、球場に入る時や走り始め

る時も、どちら側の足からということも決めて

いるという。そしてバッターボックスに入って

から停止して構えるまで、17種類もの一連した

パフォーマンスルーティンがあるそうだ。

　ユニフォームの袖を引っ張りながら、バット

の先端を投手のほうへ向けるしぐさもその一部。

いつ見ても、そのゆっくりしたスピードや順番

に狂いはない。その行動習慣こそが「ルーティン」

である。時に、何かがちょっとでも狂ったりす

ると、イチロー選手は最初からやり直すことも

あるというのを聞いてさらに驚いた。

　試合の時だけではなく、日々の生活でも起床、

食事、就寝時間などもきっちり決め、練習の場

面でもストレッチやウォームアップなど一定の

手順、メニューでほぼ同じ時間、同じボリュー

ムでこなしている。彼の自己管理能力は天下一

品だ。だからこそ「もし、ハプニングが起こっ

たとしても、自分で自分のことをちゃんと知っ

ているから対処できる」と、自信にもつなげる

ことができている。

　フィギュアスケートの羽生結弦選手も自分の

名前が呼ばれてリンクの縁に両手をつけてから、

屈伸、手を広げる、手で十字を切る、肩をひねる、

手を合せるまでのルーティンを毎回、同じスピー

ドでこなしている。もしかして、キリスト教徒

なのかな…と思いながら見ていた十字をきるし

ぐさも、ジャンプの際に体の軸を意識するため

のものだった。氷の上でただ体慣らしをしてい

るのではなく、彼のルーティンの一つ、一つに

は意味があったのだ。

　試合前に同じ動作をすることで、練習の時の

ような精神的な落ち着きを取り戻し、集中力を

アップさせてメンタルを戦いモードに駆り立て

る効果があるのだろう。そして自分の状態を確

認しつつ、最高のパフォーマンスが得られるよ

うに調整していくうえでも重要な時間なのだと

思う。一流アスリートが偉業を成し遂げられる

のもルーティンワークの賜物なのかもしれない。

　世の中には誰からも「天才」と言われる人が

いるが、天才という遺伝子はこの世には存在し

ないのだそうだ。これを聞いて人間のスタート地

点は横一列、頑張りしだいではもう少し上を目指

せるかも…と思った。晴れの舞台に立つ前まで、

日々の繰り返しの努力をどれだけ積み重ねるこ

とができたかが、天才と凡人の分かれ目らしい。

地道な努力をもくもくとやれる「努力遺伝子」を

持ち合わせているかどうかがポイントだという。

　モーターサイクルレースの世界でもチャンピ

Toshi & Kayo のエンデューロ的コラム 第123回
Photo / 佐藤敏光 Toshimitsu SATO
Text / 佐藤加世子 Kayoko SATO

ルーティン = Routine

regolarita



オンを取った翌年、開幕戦で昨シーズン以上の

走りを期待したファンが少々ガッカリする場面

を目にしたことがある。不調の理由をライダー

に聞いてみれば「タイトル獲得後、オフシーズ

ンにテレビや雑誌の取材などが入り、いつも通

りのトレーニングができず、自分のペースを乱

されてしまったから」というコメントをもらう

こともあった。

　その当時はルーティンという言葉を知らな

かったから、チャンピオンを取るとオフも何か

と忙しくて大変なんだなぁ…くらいに思ってい

たが、まさしく練習のルーティンが崩れてしまっ

た結果だったのだ。何シーズンにも渡ってタイ

トルを取り続けるライダーの強さは、いかに自

分のルーティンワークを維持するか。決してそ

れを崩さない心の強さにあるような気がする。

　いくら運動能力が秀でていても、人一倍の努力

なくしては世界のトップには到達し得ない。「三

日坊主」なんて言葉がある通り、我々凡人はす

ぐに何か言い訳をして、続けられなかった自分

を許す、ゆる〜い生き方を選択してしまう…。

　パフォーマンスルーティーンを作るのために

重要なポイントは、ゆっくりした動きの中で自

分の心と体に語りかけながら、これから始まる

動作に近い連動する動きを取り入れることだそ

うです。

　考えてみれば、取材当日の早朝はいつも、熱め

のシャワーを浴びながら「目覚めなさい、私の体。

さあ、最高の仕事をしよう!!」と、自分に呼びか

けていた。これもルーティンの一つだったよう

に思う。ただ何気なくやり過ごしてしまうよう

な行動も、意識し、そこに意味を持たせること

が大事なのかもしれない。

　スタート前のライダーのルーティンを見てい

ると、肩をグルグル回したり、手の平を合せて

反らしたり、じっと目を閉じて集中力を高めた

りと様々だ。スタート直前、この何秒かをどう

過ごすか、レース展開には重要なポイントとな

る。体を動かしてリラックスしながら、レースに

対する集中力、精神状態をベストの状態までアッ

プさせる、そんな独自のルーティン構築を今一

度考えてみてはいかがでしょうか。

　最後にもう一つ、イチロー選手は試合後、自

分のグラブを磨きながらその日の試合を振り返

るそうだ。もし、何か良くなかったことがあっ

たとしても、ここでじっくり、どうすればいい

かを考えることでマイナーなイメージを持ち越

さない。ヤッター。終わった、お疲れさんと終

わらせてしまわないところがプロ魂。

　自分のルーティンを持ち、本番までの準備を

万端にしていれば、結果は自ずとついてくる。「努

力遺伝子」を目覚めさせ、毎日の小さな繰り返し

が大きな実を結ぶ日まで…地道に努力しましょ

う!!



3要素の集合体
　いろいろな楽しみ方。考え方があり、どれが正

しいということができる種類のものではないが、

ダートバイクを駆ってトレイルを走るという行

為によってぼくたちが求めているものは、ライ

ディングの楽しみといった、他にもあるものを

除いて言えば、移動する個体としての完成度を

高めること、そのプロセスと達成感にあるので

はないだろうか。個体というのは、モーターサ

イクルとイクイップメント、そしてライダーで

ある人間、その3つの要素の集合体のことだ。も

ちろん、ライダーは単にモーターサイクルを操

縦するだけの存在であっては完成された個体に

近づくことはできない。環境(この場合トレイル

のこと)のことを知り、モーターサイクルのこと

を知り、イクイップメントのことを知り、それ

らをどのように使いこなし、難なく長距離を走

り抜いて目的地(それは多くの場合出発地点と同

じだが)に到達するか。能力を高め、移動体とし

ての完成度を高めることができれば、次は、よ

り困難なタスクに挑戦し、さらに能力を引き上

げることができる。このプロセスにある喜びは、

ライディングのスキル、つまり速い、遅いという

ことに依存しておらず、それよりも能力を多方

面に伸ばそうとする意志とそれに基づく行為に

よって得られるものだ。だから、次はどこを走ろ

うか、とグーグルアースを見てトレイルの情報を

得ることは楽しいし、そこで起こるかもしれな

いトラブルや困難に思いを巡らし、それに備え

ることも楽しい。携帯する工具を選んだり、また、

念のためにとスペアパーツを選ぶのも同様だ。わ

ずかな工具でパンクしたチューブを交換する技

術を磨くことによって、ライダーは一人前に近づ

いたような気分にもなれる。トレイルの冒険を

志すライダーは、トレイルそのものに磨かれて、

次第に完成された個体に近づいていく。

パークとバックカントリー
　別にそんなふうに意識すべきだ、というつも

りはない。ただ、モーターサイクルでトレイル

を走る時、意識するしないとは無関係に、先の

3つの要素の集合体であるところの、個体として

の能力は常に試されているのは間違いのないと

ころだ。

　ダートバイクに乗ることと、トレイルを走ると

いうことは似ているようで、根本的に違う。前

者は、バイクを操縦することであり、パークや

モトクロスコースのような閉鎖管理した場所で

もできる。後者はそれとは違い、フィールドに

出るということだ。管理が行き届いて、なにか

アクシデントがあればレスキューされることを

期待してもいいリゾートの中でスキーを楽しむ

ことと、何があっても絶対に自分の力で帰って

くることが前提のバックカントリーでの行動と

の違いにも似ている。

　何もトラブルが無ければ、当然のこと、管理さ

れていないフィールドでの危険を感じることも

なく帰ってくるわけだから、ついつい、オフロー

ドパークの延長のようにして出かけてしまうこ

とも多いだろう。実際、モーターサイクル単体の

機能は、パークを走るバイクと、さほどの違い

はないので、誰でも、パークと変わらない意識で、

トレイルに出ているというのが実情かもしれな

い。

　しかし、そうして無意識に行われているもの

は、あくまでもパークを走ることの延長線上に

あるもので、トレイルを走るという行為とは、い

くぶん次元の違うものだ。またスキーの話になっ

てしまうが、それはゲレンデのちょっと横にあ

るパウダースノーを滑ってバックカントリース

キーのような雰囲気を味わっていることを(それ

も確かに楽しいし否定するものではない)、本当

のバックカントリースキーとは言わないのと同

じようなものだ。

　日本には本格的なトレイル、人里を離れて一

2014年、ISDEアルゼンチン大会。井上雄介(左)は、完走を期して
あらゆるトラブルを想定してツールを用意した。右、阿部道夫はト
レックフィールド製のISDEウエストバッグを使用している



Text : Hisashi Haruki

パークやMXコースで走ることと、トレイルを走るという行為の間には根本的な違いがある。
ひとりで行って、ひとりで帰ってくること。そのことをどう考えて、どう実践するか。
トレイルを走るために必要な用具=イクイップメントから考察してみよう。

TRAIL TOOLS and the Culture

般の交通もなく、100マイルも200マイルも補

給の機会すら無いというダートバイクが走る環

境にも恵まれてはいないわけだから、そうした

「トレイルを走る」という意識を持つ、そのきっ

かけを得ることも難しいというのがこれまでの

ところだろう。

トレイルのカルチャー
　この後のページで紹介していて、また、登場

していただく何名かの経験豊富なライダーから

も支持されている、アメリカのモーションプロ

という会社は「トレイルを走る文化」から生ま

れたブランドだ。6日間エンデューロのゴールド

メダリストでもあるクリストファー・カーター

によって1984年に設立されたアメリカの会社。

最初は、小さなスパナやメインジェットドライ

バーのような簡単な製品からスタート、徐々に

ラインナップを拡げて、現在では「トレイルツー

ルと言えばモーションプロ」と言われるほどに

成長した。

　ISDE、つまりエンデューロは、言い方を変え

れば、ソロでトレイルを走るという行為を、競技

に置き換えたようなものだ。1日300キロ、あ

りとあらゆるシチュエーションが含まれたコー

スを、一台のモーターサイクルと、ウエストバッ

グに詰めた最小限だが厳選された工具とスペア

パーツだけで乗り切り、再びパルクフェルメに

戻ってくる。カリフォルニア、オレゴン、アリゾナ、

コロラドのトレイルをベースにし、ショップには

週末ごとにBAJAライディングに出かけるライ

ダーたちが集まる。一緒にトレイルを走り、そし

てISDEにも参加するカーター自身が、本当に必

要とする、フィールドで通用するツールを考え、

素材選びから妥協なく作り上げた製品の数々。

　携帯性に優れていることも大切だが、なにより

大切なのは信頼性だ。他に頼るものもなく、ヘマ

をすれば(例えばネジ山をつぶしてしまったり)帰

れなくなってしまう、そうしたことが命に関わる

ような状況で、もっとも大切なことは、一つひ

とつがきちんと機能し、壊れたりしないことだ。

そして無駄が無い本物であること。虚飾、ギミッ

ク、余分、贅肉、そうしたことと無縁なものだけが、

トレイルでは通用する。翻って言えば、これは

ツールだけに留まらない。考え方や行動そのも

のがすべからく、そうでなければならない。総

合すれば、これがトレイルの思想ということが

言えるだろう。

　長くなったが、例に挙げたモーションプロのト

レイルツールを見てもらえば、きっとそれ自体

が、トレイルを走るという行為の何たるかを語っ

ていることに気がついてもらえるのではないか

と思う。このブランドの製品に限らず、あなた

が次の週末のために、改めてウエストバッグに

入れるツールを選ぶ時、実は、それこそがトレ

イルを走るということの意味を考えることにも

なるのだ。

　仕組みとしてのエンデューロやラリーは、見

方によっては、トレイルを走るということの代

替行為にもなる。優れたエンデューロライダー

は、完成されたトレイルライダーになり得るし、

経験豊富なラリーライダーは、そのまま地球規模

の旅に出ることができる移動体だ。彼らが、ツー

ルや装備をどのように考えているかということ

は、そのまま、ラリーやエンデューロをどのよう

にとらえているかということを理解することに

なるし、ライダーとしての哲学を知ることにもな

るだろう。登場していただいたすべてのライダー

に共通するのは、速く、確実に到着することを

目的とし、何があっても自分の力で戻ろうとす

る原理にだけ忠実ということだ。これはトレイ

ルの思想にある、ひとつの真理といって間違い

ない。どのように実践するか、その方法論は人

それぞれであっていい。

トレイルを走るための工具とそのカルチャー

MOTION PRO
T-6 コンボレバー ¥4,320
11/13mm、22mm、24mm、27mm、32mm
主要なダートバイクの前後アクスルナットに適合するメガネレンチとタイヤレバーの
コンビ。重量は100グラムを切る軽さ。今や、世界中のアドベンチャーライダーの
定番アイテムとなっているほど。11/13mmは、裏表で2つのサイズになっている
というアイディア、さらに11/13mmのほうのタイヤレバー部は、チューブを噛み
にくいように必要以上に差し込まずにしっかりとリムをとらえるように設計されてい
る。さすがはMOTION PROと言いたくなる逸品。トレイルを走るライダーが実際に
いい、必要と思ったアイディアがそのまま製品化されていることを実感できる。

12/13mmのタイヤレバー端部の形状



小菅浩司
Koji KOSUGE

ISDE、JECをフォローするエンデューロライ

ダー。2007年のチリ大会にはワールドトロフィ

チームの一員として出場しシルバーメダル獲得。

2014年のJECでは自己最高の年間ランキング5

位。愛車はSHERCOの4ストローク250cc、今

回は、エンデューロライダーとしてのツールの

考え方と、愛用の一品を紹介してもらった。

　自分の修理のスキルと、経験に基づいて、出場

するレースの規模に合わせた内容にすべきだと

思っています。例えば、全日本は1周の距離が長

くても50kmで、本部のタイムチェックに戻れ

ば、ピットの工具で充分な修理が行えます。そう

すれば工具も自ずとシックスデイズよりも軽装

でよくなります。シックスデイズでも50km以

内にタイムチェックはありますが、必ずしもそ

こに必要な工具があるとは限りません。だから

全日本よりも若干装備する工具も増えます。バッ

グの性能も重要です。なるべく素早く工具を出

せること。その点ファーストレーシングのXTRA

ツールパックは太めのベロクロのみで気軽に工

具を出せるのでいいですね。簡単に工具を出せ

ることで、マシンの不調やその予兆を感じた時、

すぐに修正する気持ちになれるし、それが安全

にレースを完走することに繋がると思います。

モーションプロ製　コンビYドライブレンチ 

　全日本やシックスデイズの朝のワーキングタ

イムでは必ず、増し締めを行いますが、それに

必要十分な工具を選んでいます。この工具の良

いところは8mm、10mm、12mmのボックス

レンチを備えていて、かつそれを外すと4mm、

5mm、8mmの六角レンチになるところです。

六角レンチの携帯はなかなか面倒ですが、無いと

困るものなので、この発想は素晴らしいと思い

ます。そして工具自体もウェストバックにスムー

ズに収まり、かつ作業に支障をきたすほど小さ

くない絶妙なサイズも良いところです。

モーションプロ製　コンビYドライブレンチ

小菅浩司愛用のFIRST RACING、XTRAツールベルト

吉川和宏
Kazuhiro YOSHIKAWA

JECを中心に活躍するエンデューロライダー。

JECプラザ阪下大会の運営の中心的な存在でも

ある。昨年までFANTICをライディング、今年は

YZ125にスイッチし、全日本はスポット参戦と

なる予定。2004年ポルトガル大会からISDEに

も参戦し、シルバーメダル2回。日本代表チーム

も経験するベテラン。

　ウェア類と統一して、ウエストバッグはFOX

のデラックスツールパックを使用しています。

工具類を小分けしてしっかり収納できて、フィッ

ト性も良く、エンデューロライディングに向い

ています。工具は、KTMの車載工具を中心にし

てマシンに合ったものを最小限で選んでいます。

KTMの工具はコンパクトにまとまっているだけ

ではなく、日常の整備にも使えるほどしっかり

していますので、バイクが他のメーカーに変わっ

てからもずっと愛用しています。また、エンジン

ケースを割ってしまった時などの応急処置のた

めに、DRCのクイックスチールを入れています。

DRC製は入手しやすいのがいいですね。JECで

は、日高大会以外では距離が短いので工具は持っ

ていません。なにかあってもすぐにタイムチェッ

クがあって、そこで対応できるからです。日高

やISDEなど距離が長い競技の場合には、あらゆ

るトラブルを想定して工具を選ぶようにしてい

ますが、あまり気にしすぎて多くの工具、スペ

アパーツを持つと、ライディングの妨げとなり

ますのでバランスが大事ですね。メーカーなど

こだわらず、コンパクトで実用性のあるものを

厳選して持つようにしています。多少不足して

いても、持ち合わせの工具で何とかするのもエ

ンデューロライダーのスキルだと思います。

吉川和宏のツールは車両が変わっても
KTMの車載工具を中心した構成



井上雄介
Yusuke INOUE

2014年 のISDEア ル ゼ ン チ ン 大 会 に、 阿 部

道夫、滑川勝之とともにクラブチーム"TEAM 

KOMATSU JAPAN"の一員として出場。日本の

チームとして歴代最高となる8位に入賞した。マ

シンはJOLLY RACINGのレンタル+サポートに

よるHONDA CRF250RのISDE仕様。JNCCで

はAAクラス、JECではIAクラス。frm誌NO.56

には、彼の筆になるISDE参戦レポートが掲載さ

れているので併せてチェック!

　ISDEで 使 っ た ウ エ ス ト バ ッ グ はMSR製

でした。メインとサブのバッグを組み合わ

せ て い ま す。6日 間 を 戦 う た め に、 最 小 限

のツールで…と思ったものの、結構荷物は

多 く な り ま し た。8/10/12mmの ス パ ナ、

8/10/12/14/17/22mmの ソ ケ ッ ト は、 ク

ラッチケーブルのアジャストからピボットシャ

フトまで考えての選択です。IA吉川和宏さんが、

かつてISDEでチェーン切れ後のかみこみでリ

タイアしたと聞き、万一を考えてスイングアー

ムのピボットシャフトを抜く準備をしています。

また、ブレーキペダルのボルトを抜く8㎜の六角

と、ペンチも準備しました。さらに万一のトラ

ブルに備え、ガムテープ、ワイヤー、アルミパテ。

スペアパーツは、ブレーキ・クラッチレバー、チェ

ンジペダル、プラグ。

　写真にはありませんが、チェーン切れに備え

チェーンのジョイントとクリップも準備してい

ました。チェーンはカシメタイプでしたので切れ

る心配はないと思っていましたが、あくまでも

念のためです。また、クラッチのホルダや、一

般的なボルト(6㎜、8㎜、スプロケット&ディス

クプレート用のボルトナットなど)、クラッチを

使いすぎて焼いた時のために、クラッチディス

ク一式も持ち歩いていました。

　全部で3㎏くらいあり、疲れがたまってきた4

日目あたりからは重さを感じましたが、完走で

きないよりはいいと考えて6日間身に着けていま

した。

　結局、使ったのは10㎜のソケット(プレフィ

ニッシュで時間調整している間、ワークタイムに

備えてシートボルトの取り外し)、12㎜のスパナ

(同じくワークタイムに備えてビードストッパー

緩め)、8㎜/10㎜のスパナ(クラッチケーブル調

整)だけでした。

　振り返ってみると、最小限でもなんでもないで

すね(苦笑)。アルゼンチンは暑かったので、塩タ

ブレットも、万一に備えて入れていました。ま

た、トラブルがあった時にパルクフェルメに帰っ

てくるために現金(アルゼンチンペソ)、パスポー

トと国際免許のコピーも入ってました。

　体力勝負でいっぱい持って走っていました。こ

んなには要らなかったと結果的には思いますが、

しかし次にチャレンジする時も、やっぱり同じ

だけ持っていきそうです。

大和芳隆
Yoshitaka YAMATO

SUGOをホームゲレンデにするエンデューロラ

イダー。JECシリーズを中心に参加するほか、

昨年はISDEアルゼンチン大会に出場した。全日

本ナショナルランキング3位、今季はIBクラスに

昇格の実力あるライダー。

　ウエストバッグ、ツールラップはトレック

フィールド製で、スペアパーツについては、

ISDEでは予備のレバーを持ちましたが、普段は

可倒式レバーを使っているため、プラグ以外の

パーツは持っていません。ロールオフが嫌いなの

で、JECではスペシャルテスト前にゴーグルを

拭くために、湿らせたマイクロファイバークロ

スを携帯しています。その他、天候によって予

備のグローブを入れるぐらいです。クロスカン

トリーレースではなるべく身軽にしたいのでウ

エストバッグは使わず、その代わりキャメルバッ

グにプラグとプラグレンチだけを入れています。

左から
■タイダウン : 他人を引くのはもちろん、自分も引き上げてもらう
ため(競技以外)。■手ノコ : 道を切り開くだけではなく、フロント
フェンダーとタイヤの間に木が挟まった時にも使用(競技以外)。■
空気入れ : ISDEでムルデ(ハイブリッドムース)使用時に、長距離の
アスファルト走行用に携帯しました。■スプリングプラー : 2スト
なので水没した時の復旧に使用。■プライヤー : Beta純正。■ミ
ニモンキー : MAX32ミリまで使用できる優れモノ。■L字ヘクス
6ミリ(Beta純正)&ソケットセット(トルクス、プラス、マイナス、
6mm、8mm、10mm)。■アーレンキー : 5mm、4mm。■フラッ
トボウルレンチ : モーションプロ製のキャブドレン用レンチで主に
水没復旧に使用。■ : コンビネーションレンチ(12mm、10mm)
■スパナ : 13+10mm、8+10mm■プラグレンチ : モーションプ
ロ製。■前後アクスル用レンチ : Beta純正。■その他 : 予備プラグ、
ビニールテープ、タイラップ等。



国内外のラリーに参加しているが、今回は国内ラリーを
KTM450で走る時の装備

原豪志
Takeshi HARA

ラリーモンゴリア、クロスカントリーラリー北海

道4デイズに毎年BMWで出場し、常に総合上位

を走る、アドベンチャーバイクのエキスパート。

2008年には、チュニジアで開催されたインター

ナショナルGSトロフィにも日本代表チームの一

員として参加した。BMWでラリーを走る場合の

装備を紹介。

　今回ご紹介させていただくのは、昨年、北海道

の4デイズに、R1200GSで参加した時の、リ

アシートバッグとその中身です。GSは積載能力

が高いので、長時間のライディングで体にかか

る負担を軽減するため、あえてウエストバッグ

ではなく、車体に取付けるバッグを使用します。

これはドイツのツーラテック製で、汎用品もた

くさん出ていますが、自分はR1200GS専用を

選びました。ラリー競技で使うにはやや大きめ

とも言えますが、普段の林道ツーリング時にも

使えるのが便利です。

　ゴムバンド・タイラップ・テープ・パンク修

理キット(チューブレス用、携帯ボンベ)・バルブ

キャップ(虫回し兼用)・エアゲージ・タイヤレ

バー・T型スライドハンドル・エクステンション・

トルクスセット・ドライバー・モンキースパナ・

スパナ・スポークレンチ・ニッパ・ペンチ・スペ

アボルトセット・ワイヤー・エポキシパテ・ICO

用マグネット(メーターセンサー用)など。

　BMW車のポルトは、ほぼ全てトルクスなので

一通りのトルクスセットを用意、ホイールやキャ

リパ、フレームなどは高トルクで締め付けるた

めトルクスソケットも持っています。

　これ以外に、競技のレギュレーションで定めら

れているエマージェンシーキット、ロープ、非

常食、地図、スペアのゴーグルなどが入ります。

尾島嘉男
Yoshio OJIMA

SSERクロスカントリーラリーシリーズチャンピ

オン。クロスカントリーラリー北海道4デイズ優

勝、ラリーモンゴリアほか多くのラリーで上位

入賞。今回は国内ラリーをKTM450EXC走る場

合の装備を紹介。

　ウエストバッグはFOXツールパック。工具と

パンク修理に必要なものと、ラリーで規定の装

備品も入れています。

■ 両 口 ス パ ナ : 6/7/8/10mm■ コ ン ビ レ ン チ : 

8/10/12/13mm■ メ ガ ネ レ ン チ : 17/27mm■ ソ

ケットレンチ : 8/10/13mm■ソケットレンチハンドル

とソケットレンチエクステンションバー■六角レンチ : 

3/4/5/6mm■差し替えドライバー■モンキ■プライヤー

■ニップルレンチ■カッターナイフ■プラグレンチ■タイ

ヤレバー■ヤスリ■スポーク&ニップル : 3セット■チェー

ンジョイント■プラグ■パンク修理キット■クイックス

チール■布テープ■針金2種類■配線■タイラップ 2種 類

■エアポンプ■エアゲージ■小型マグライト■ベルト■ホ

イッスル■マジックペン

前田啓介
Keisuke MAEDA

国内外ラリー、エンデューロに参加。ISDEでは2000年グラナダ大会でシルバーメ

ダル完走。クロスカントリーラリー北海道4デイズ総合優勝。バイクショップ「5D

広島」代表。

　トレックフィールドのISDEウエストバッグを愛用しています。腰あたりのバン

ドが太くフィット性が良く、容量が大きいのでなんでも詰め込めるところもいい

です。何度もラリーで使ってますがファスナーもバックルもとても頑丈で壊れる

ということがありません。ラリーの場合の装備を紹介します。絆創膏・痛み止め・

チェーンのジョイント・SEAL MATE(フロントフォークのオイルシールを清掃

する道具)・タイラップ・配線ハーネス・ステンレスワイヤー・ニップルレンチ・

10/12/13mmのスパナ・KTM純正車載工具・ニッパ・プラグ・プラグレンチ・叩

き棒・モンキー・虫(バルブ)まわし・タイヤレバー・ライト・ミネラルオイル・クイッ

クパテ・金のこ刃・アルミシーツ・ノーマルフロントチューブ・テープ類、ホイッ

スル・空気入れ・のこぎり(競技の時は使わない)・スペアフューズ。



野口英一
Hidekazu NOGUCHI

ラリーマシンを始めとしたモーターサイクル用

シートのオーダーメイド製作で有名なノグチ

シート代表。自らエンデューロ、ラリーにも参加。

最近はトゥアレグラリーにもKTMで参加。今

回は愛用のウエストバッグと工具を紹介しても

らった。縫製等の技術を活かした、バッグの改造、

ツールラップの自作なども。

　ウエストバッグは基本的に夏場の練習や、山遊

びなどで使用しています。昨年のラリーでは腰へ

の負担を軽減するため、工具類はジャケットに入

れていました。ACERBISのIMPACTというウ

エストバッグは、ちょっと大きめで、工具の他に

飲料水、食料などを一通り収納可能で自分の用途

にぴったりです。少し自分なりに改造していて、

サイズを調整するベルトは両側から調整できる

ようにして、バックルがセンターになるように

しました。また、調整して余ったベルトが遊ば

ないように平ゴムでベルト抑えています。また、

ドリンクホルダーも一般的な500mlのペットボ

トルが収納できるように改造しています。工具

入れ(ツールラップ)も自分で使いやすいように自

作していますが、昨年のラリーではこの工具入

れだけをジャケットの背中ポケットに入れて走

りました。 

昨年のトゥアレグラリーを走ったときの工具です。 これ
でもまだ多いかなと思っています。重量は1.3kg、これ
以上の工具が必要なトラブルはあきらめる。そんなふう
に割り切った考えで選んでいます。 HRCラリーチームの
車載工具入れも当社で作っているのですが、その工具の
少なさに「勝つためのレース」という割り切りが見えて、
興味深く思いました

ACERBIS
IMPACTウエストバッグ ¥9,612
伸縮性のある幅広のウエストベルトで軽く締めて、バックル式のベルトでしっかり固定するタ
イプで、脱着・フィット性がとてもいい。ラリーに向いた大きめの容量、複数の室。下の記事で、
野口英一さんが旧モデルを紹介しているが、この新製品ではベルトの調整方式も大幅に改良さ
れている。ツールラップを内蔵、また500ccのペットボトルが入るボトルホルダーも標準装備。
腰に密着する部分にはラバーの滑り止めがデザインとして埋め込まれて安定性を向上。

見本として工具を入れた状態の写真

■ACERBIS製品　/　MC-JAPAN
〒397-0302 長野県木曽町開田高原西野1683
TEL. 0264-44-2990
http://www.mc-japan.net/

500ccのペットボトルに対応



福岡秀之
Hideyuki FUKUOKA

ラリーモンゴリア、SSERの国内ラリー、アジア

クロスカントリーラリー、BAJA1000など幅広

く活動。ツールドブルーアイランド、クロスカ

ントリーラリー北海道4デイズ総合優勝。2001

年のISDEフランス大会にも出場。今回は国内ラ

リー用の装備を紹介してくれた。

　バッグ類はライディング時に身体の動きの邪

魔になるので、ウエストバッグ等は使わず、工

具とスペアパーツは小分けにして ジャケットの

中に入れる。またはバイクに取り付けたり、振

り分けバッグに収納するようにしています。タ

イヤレバーはアクスルレンチとコンビになった

モーションプロ製がお気に入りです。これはと

にかく軽くていいです。 チェーン調整用のレ

ンチは ホームセンターで売っている安物です

が、肉抜き軽量化されていて使いやすいです。

8/10/12mmの小型のTレンチ、10徳ナイフ、

ペタンコにしたダクトテープ、サス調整用に1番

のマイナスドライバー 。このぐらいの装備で日

本のラリーを走り回ってます。

WOLF MAN製のサドルバッグとタンクバッグ
を使用。ライディングに集中できるよう身体
につけるバッグは一切使わない

とても整理されたツール。
究極に近いかも

石原克己　うなぎさん
Katsumi ISHIHARA

ラリーモンゴリア等でメカニックとして活動。石

原商店うなぎ工房(バイクショップ)代表。極めて

実戦に即したラリーマシン製作、メインテナン

スに定評があり、信頼を寄せるライダーが多い。

今回は、林道、トレイルツーリングのための装

備を紹介していただいた。

　安全性の観点から、脊椎に重なる部分やその

周辺に金属の物体等を配置したくないので、基

本的にウエストバッグは使用しません。ASWの

ツールバッグを使い、バックパックに入れるか、

ストラップ等で車体に固定します。バックパッ

クを使う時は、転倒時に危険な場所に工具が移

動しないように配置を考えます。工具とスペア

パーツですが、XRレンチの他、ダクトテープと

グラスプ(ウレタン系接着剤)があればなんとかな

ると考えていてこれだけです。過去何度か裂けた

チューブをダクトテープを使って修理し、エア漏

れを減らして帰宅しました。グラスプは2液混合

補修材で、耐ガソリン性が高くポリプロピレンへ

の補修も可能なので常備してます。タイヤレバー

はエトスデザインのチタンレバー。軽量で、ちょ

うどよい大きさで重宝してます。画像にはない

ですがCo2インフレーターはパンク修理の負担

軽減にもなるし、車両火災時には消火器のよう

な使用方法も可能です。ホンダの燃料プラグは、

タンクを外した時に燃料ホースに差し込んで異

物混入を防ぎます。疲労している状態で作業す

ることを想定していますので、システマチック

なツールではなく、単機能で単純な構造なもの

を選んでいます。

MOTION PRO
Tri-Drive ミニTハンドルキット　¥3,888
トレイルツールの基本ともいえるTハンドルと8mm、10mm、12mm、
13mmソケット組み合わせ。さほど軽くもない製品だが、使いやすさ、工
具としての信頼度で選ばれていい製品。作業性がいいので特にラリースト
におすすめ。ガレージの工具箱にあっても使いやすい。

MOTION PRO
T-6コンボレバー 27mm用アダプター　¥4,320
さすが!　と思わせる製品。T6コンポレバー (タイヤレバーとメガネのコンビ)に組み合わせ
ると、3/8インチのソケットハンドルになる。トレイルツールとして使う機会は少ないと思
うが、多くの工具を持ち歩けないラリーメカニックなどには重宝される。写真は27mm用で、
他のサイズ用もラインナップ。ラチェット機能は無い。

うなぎさんの装備。マルチな機能ながらシン
プルなXRレンチ



西森裕一
Yuichi NISHIMORI

エンデューロ、クロスカントリー、ハードエン

デューロを幅広くフォロー。JECでは2013年

にIBチャンピオン、現在はIAクラス。2014年

JECランキングはフル参戦ではないながら11

位。今回は2013 ～ 2014と連続して出場した

ルーフオブアフリカでの装備から紹介していた

だいた。

　普段あまりツールを持って走ることがないの

で偉そうなこと言えないのですみません!　ごく

普通に携帯用の工具を一セット、そのほか、ルー

フオブアフリカでは「小銭」がサバイバルには重

要でした(笑)。メディカルキット、フラッシュラ

イト、カッパ、エナジーバー、 それとカメラも持っ

てました。工具のうんちくではないですが、昨年

のルーフオブアフリカで転倒した時、ラジエター

が変形して冷却ファンが接触したまま回転して

いたために、ラジエターコアに穴が開きました。

持っていたプライヤーでつまんだら水漏れは止

まってくれたので、その後は、川でラジエターに

水を補給して何とか走り続けることができたと

いう経験をしました。万が一の時は役に立つかも

しれません。それから岩にぶつけたりしてブレー

キディスクが曲がった時はモンキを使って修正

するのがキズがつかないので良いです。ちなみ

に写真のモンキーレンチはリアホイールのアク

スルナットにも対応します。短いので力は要り

ますが!

森耕輔
Kousuke MORI

もっとも歴史あるハードエンデューロと言われ

るルーフオブアフリカに、2013年、2014年

と連続出場。日本のハードエンデューロでは常

に上位入賞。さらにJEC、JNCCと幅広く活躍す

るオールラウンドなライダー。

　冒険的な要素があるルーフオブアフリカでの

装備について紹介したいと思います。2013年

の初参加の経験から、ウエストバッグをやめ、小

さなポシェットをタンクに付けることしました。

長時間のハードなライディングのため、動きを

妨げす、疲労を防ぐため、身体には重いものを

着けないことにしました。

　工具は最小限とし、できるだけ小型で軽い物を

選んでます。特別なものは何もありません。ト

ラブルが起きても必ず直してレース復帰するの

に必要なだけのものです。

南アフリカのYAMAHAでこんな物が売ってました。手の平サ
イズのツールです。日本ではワイズギアの商品の中に似たもの
がありますので、興味のある方はチェックしてください。(森)

森耕輔は昨年の経験から、ルーフオブアフリカでは工具は
ウエストバッグではなく車体に取り付けて身体の負担を減
らした。ラリーでも通用するぐらい充実した内容だ

内山裕太郎
Yutaro UCHIYAMA

JEC、JNCCに参戦中。2011、2013年のJEC

チャンピオン。ISDEには2006年から日本トロ

フィチームのメンバーとして参加。昨年はルー

フオブアフリカにも初参加。

　ウエストバックには工具の他にDRCのクイッ

クスチールとスポークレンチを常備しています。

クイックスチールは固まるとネジ山を作れるく

らいの強度が出る補修材で、出番が無いほうがい

いんですが、今まで2回ほど助けられました。1

回目は2010年のJEC夕張大会だったかな、1周

目の中間チェックポイントに到着したときにオ

イル漏れを発見。WR250Fの左側フライホイー

ルのカバーに直径1cmくらいの穴が…クイック

スチールで応急処置。オンタイム制で整備時間

が限られているので、部品交換せず、そのまま2

日間走り切りました。2回目は昨年のルーフオブ

アフリカで、クラッチカバーを割ってしまい応

急処置して走り切りました。

　スポークレンチはISDE、JECなどのオンタイ

ム競技では常に携行し、タイムチェックなどで

余った時間を利用してスポークの増し締めをし

ています。意外に緩んでいることが多いので重

要ですよ。
吉川選手も愛用しているクイックスチール

DRCのスポークレンチ



高橋ロッシ
ROSSI

2014年のG-NETチャンピオン。トライアルデ

モンストレーションのプロライダーとして活躍

する、日本のハードエンデューロ第一人者。

　これぐらいのものをウエストバッグに詰め込

んでます。 他の人が入れてないのは笛くらいか

な?　ホイッスルは万が一バイクの下敷きになっ

て動けなくなったときに助けを呼ぶためです

(笑)。クラッチレバー、タイラップ、ステンレス

ワイヤー、ヤスリ、ボックスレンチ、ドライバー、

モンキーレンチ、ラジオペンチ、六角レンチ、笛 

ですね。やってることはスーパーハードですが、

私自身はあまり転倒しなので、 一応の保険という

感じですが、他のライダーを助けるためのもので

もあります。ウエストバッグには、、少し携帯食

も入れています。必要にして充分な装備だと思っ

ています。

ほぼ同じサイズの対応で、
これだけ違いがある

小坂竜也
Tatsuya Kosaka

東北出身のトップライダーは、JECにも出場する

がメインはクロスカントリーレーシングのJNCC

で2014年シーズンはAA2クラスで初代チャン

ピオンを獲得、今年は防衛のシーズン。マシン

はYZ250F、今回は、通常の装備の中からおす

すめの逸品を紹介。

　ウエストバッグの中の装備として、ロブテッ

クスのハイブリッドモンキレンチUM30を愛用

しています。170gと軽量でコンパクトなのに開

口幅が30mmもあり、YZ-Fのリアアクスルを回

すことができるだけではなく、日本製で精度が

高いため、小さなボルトも回すことができます。

しかも低価格なので一度手にとって見ください。

MOTION PRO
マルチパーパスツール　¥10,800
一見「なんだコレ?」という形状。だが、さまざまに組み合
わせ、組み替えることで、とても多くの用途を成す、まさに
マルチパーパスのトレイルツール。いろいろな作業のために、
組み換えをする必要があるので、短時間での作業が必要なシー
ンには向いていないが、コンパクトでありながら工具として
の能力(きついボルトを回したりするなど)はしっかりとして
いるので、持ってて安心のキット。8/10/12/14mmのレン
チ、#2/#3のプラスドライバー、大小マイナスドライバー、
5/6mmの六角(アレンキー )、10/12mmのソケット、1/4
と3/8のソケットドライブ(ソケットを追加できる)。ケース
付、重量は350g。

KTM690Rallyで世界旅行中のリンドン・ポスキットも愛用。トレイ
ルで使う前に、ウイスキーでも飲みながらの使い方研究も楽しめる

リンドン・ポスキットのトラベルツール。
KTM純正ツールとモーションプロ製品が多い

■MOTION PRO製品 / 株式会社ヤザワ
東京都品川区南大井5-27-11
TEL.03-5763-0281 FAX.03-5763-0282
www.yazawainc.com/

これはFIMエンデューロ世界選手権を走るアレックス・サル
ビーニのウエストバッグの中身。EWCライダーとしては、ス
ペアパーツも多く、かなりしっかりした装備です。スペシャル
テストでは外し、テストが終わったらまた着けて次のテストに
向かうというのがエンデューロでは一般的です



河津浩二
Koji KAWAZU

ハードエンデューロ G-NET JAPANを牽引する

「落武者」。さすが、期待に応えて、コアなアイテ

ムを紹介してくれます。そしてエルズベルグで

のエビソードへ…。

　好きですよ、トレイルライディング。コース

内でのコース作りや、開拓セクションのアタッ

クが主ですが。皆でワイワイガヤガヤしながら、

楽しいヒトトキ!　そして、たまにこうなること

も…(写真)。え?　ありません?　おかしいなあ。

私の周りでは、よくあるんですが…。しかし、こ

の時は、たった一人でした。GEKKO-ONE後に

コースを点検していた時でした。アタックに失

敗、ずり落ちて、完全にリヤタイヤをキメられ

てしまいました。なかなかの斜度、とても上方

向には引っ張り上げられません。

携帯エア(CO2)ボンベをいっぱい携帯して、登っ

た後に空気を入れ、次のヒルクライムでまたゼ

ロまで抜いて、それを繰り返して進めばいいか

も!」ということで、私はツーリング用の携帯エ

アボンベ(長さ10cm位)を10本ほど荷物に詰め、

オーストリアへと出発したのでした。…がしか

し、空港の荷物検査で見事に引っかかります。「何

だねこれは?」「これがないとパンクするんです!

　エルツを走れないんです!」という涙の訴えも

聞き入れられず(当たり前)、あえなく没収。皆さ

ん、携帯エアボンベは航空機に持ち込めません

ので、くれぐれもご注意を(普通の人は持ち込み

ませんね)。その後エルツ会場についた後、私の

持ち込んだホイールは、KTMファクトリーチー

ムのメカニックの手にかかり、早々にチューブを

抜き取って捨てられ、ムースに換えられてしまっ

たのでした。つまり、それは空気圧ウンヌンと

いう以前の問題だったのでした…(涙)。

　「こんな時、あなたならどうしますか…」。

　私の師匠、尊師高木さんの携帯品を覗いてみ

ますと…(写真)。ノコギリはまあ解りますが、「滑

車」持ってるじゃないですか!　滑車なんて意味

分からん、一昔前であれば、そう言われていたか

もしれません。しかし、昨年のGEKKO-ONEに

て、この滑車の存在は、非常に大きなものとな

りました。今や、滑車の実力は、周知の事実です。

携帯工具に滑車…全然違和感ありません!　かく

して私めも、無事地上へと帰還したのでした。

　携帯工具の選択は、非常に難しいです。工具

箱に近い機能を求めたいところですが、しかし

重量の問題をどうクリアするのか。高価で軽量、

頑丈な工具も販売されていますが、実際現場で

使ってみないと解りません。実戦を経て、その

うえで厳選されたツールだけが通用しますよね。

　ちなみに、私の携帯工具のテーマは「どうに

かトランポまで帰還する」ことです。山に入る

ときは、飲料水と共に必ず携帯しています。そ

れはハードエンデューロでも同じです。ライディ

ングの邪魔にならないようにさらに厳選、何が

あってもなんとかピットまで帰りつけるように。

さすかにレース中は、滑車とノコギリは携帯し

ていません(ホントです)。

　携帯工具で、今でも思い出すエピソードが。そ

れは以前、エルツベルグに出場した時の話です。

レース中に何を持って走るか、出発前に尊師と真

剣に考えていました。「登れないヒルクライムが

絶対にあるから、その時は空気圧をゼロにしない

と…。でも、その後の移動区間は岩だらけだか

ら、空気を入れないとパンクする。ということは、

MOTION PRO
TiProlight チタニウムコンビネーションレンチ
4本セット 8、10、12、13mm　¥23,760
これを一度手に持ったら、エンデューロライダーでもラリーストでも絶対欲しくなっ
てしまうチタン製コンビレンチのセット。高価なので躊躇してしまうが、ここはケ
チるところではないかも。なんたって普通のスチールレンチの1/4以下という軽量
さで、ウエストバッグの軽量化に大きく貢献。買ったら無くさないように!

MOTION PRO
LiteLoc リムロックナット　¥2,916　(2個セット)
12mmと13mmの2種があるので、車種(工具サイズ)に合わせて選ぼう。リムロッ
ク(ビードストッパー )用のナットは、必ずこのタイプの長くて、ねじ込み長が短
いものに交換しておくべきだ。薄いナットだとたくさん回す必要があるので、エン
デューロではラチェットのディープソケットかラチェットメガネが必要になるが、
これにしておけば、普通のレンチで充分に素早く脱着まで可能なので、工具の節約
になる。リムのカーブにフィットする形状のワッシャも付属。



市川健二
Kenji ICHIKAWA

エンデューロ、ラリーマシンの製作、セッティ

ング、メインテナンスを得意とする専門店「モ

ンドモト」代表。ライダーとしての経験も豊富で、

ISDEにも2度参加して2度とも完走。WPを始め

としたサスペンションのチューンナップにも定

評がある。

　ウエストバッグの工具は、KTMの車載工具を

中心にした構成です。8/10/13mmとトルクス

のソケット、8/10/13mmのスパナ。前後アク

スルナット用の27mmのコンビネーションレン

チ(KTM車載)は、そのままだと柔らかくて曲がっ

てしまったので、池忠さんの工場(池田自動車)で

2枚重ねに溶接してもらいました。そしてプラグ

レンチです。スペアパーツは、プラグとクラッチ

マスターシリンダーのクランプ(パーチ)です。実

際の競技では、これよりももっと減らすほうがい

いでしょう。競技をやっている人は経験がある

かもしれませんが、良い状態で走れている時な

ど、タイムチェックでウエストバッグを外して、

そのまま忘れて周回してしまうことがあります。

でも結局はそれで問題ない。本当は、いかにそ

ういう状態を作るか(しっかりとしたマシンのコ

2005年のISDEスロバキア大会に出場するために、RSAレザースさんにオーダーし
て作っていただいたウエストバッグです。身体にあたる側がレザー製になっていて、
そのため滑りにくくフィット性が良くなっています。ちょうどいい大きさで、中身
が少量でも違和感が出ない形状も好みでした

山遊ではロープも持っていきます。何かあったとき牽引したり、してもらったりして帰ってくるためです、冷却水兼用
の飲み水。パーツ類もたくさん持ちたいのですが、これ以上になるとウエストバックでは無くてリュックサックになる
と思います。走りに行く時は仕事も兼ねているので、サスペンション等のセッティングができる工具も持っていきます

ンディション)が大切なんだと思います。僕は「お

守り」として、プラグとプラグレンチだけを持っ

ていくというのが理想と考えています。工具の他

には、ウエス、ワイヤー、タイラップは軽量で邪

魔にならないし、何かあったときに約に立つア

イテムだと思っています。アイテムが多過ぎて

も重いだけですし、少なすぎても不安です。トッ

プライダーの皆さんがどんな準備をしているか、

ぼくもとても興味があります。

FIRST RACING
XTRAツールベルト ¥9,504
エンデューロ競技に特化したと考えられる、ライディングを重視した、
軽量でコンパクトなデザイン。フィット性が良く、頻繁に脱着する使い
方でもサイズ調整が容易なところは、スペシャルテストではバッグを外
し、再び装着して走り出すという使い方に向いている。約10cm幅のウ
エストベルト(伸縮性がある)を巻き、その上からワンタッチバックル付の
ナイロンベルトで固定するアイディアは秀逸だ。ボトル用のポケットに
オイルボトルが付属。メインの室はベルクロだけで開閉するため、素早
く工具を出し入れできる。ツールラップ(工具巻き)を内蔵。

幅広のベルト(伸縮性がありベルクロで固定)
で軽く締め、バックル付のベルトで上から
固定する方式で、抜群のフィット性

メインの室にはツールラップが内蔵。内壁が
明るい色調の防水素材で仕上げられていて、
内容物の視認性が高いのもいい

■FIRST RACIN製品 / タムレーシングプロダクツ
〒352-0011 埼玉県新座市野火止6-1-25
TEL&FAX. 048-202-5890
http://www.tamracing.net
info@tamracing.net



ACERBIS
RAMツールバッグ ¥6,264
アチェルビスの新製品は、こちらもエンデューロ競技での使用、またショートレンジのトレイルライ
ディングに特化したスポーティな仕様。軽量でコンパクト。FIRST RACINGの製品と似たベルト構造。
伸縮性のある幅広のウエストベルトで軽く締めて、バックル式のベルトでしっかり固定するタイプで、
脱着・アジャスト・フィット性がとてもいい。室の開閉はジッパー式。とにかくライト仕様で、ウエ
ストベルト感覚でフィットする。

ウエストベルトのようなライトな感覚。腰に密着する部分
にはラバーの滑り止めがデザインとして埋め込まれている

TREK FIELD
ツール・マキ(本名は「薄い工具巻き」
サイズ : 40×24cm　¥3,900
シンプルで頑丈であることは、トレックフィールド製品に共通の美点だ。ISDEウ
エストバッグとの相性もいいが、他のウエストバッグに組み合わせても、もちろ
んいい。違うウエストバッグを使いたい時、あるいはパニアケースに入れてしま
いたい時、こうしたツールラップを使用していると便利。

こちらは工具を入れた状態

■トレックフィールド
宮城県名取市高舘熊野堂余方上12-12
TEL. 022-381-3088
trekfield@gmail.com



春木久史
Hisashi HARUKI

僭越ですが、ぼくも装備を紹介させていただきま

す。エンデューロとラリーを走りますので、今

回は、その両方で乗り慣れているKTMの500cc

で出場する場合を想定しての装備です。ラリー

モンゴリアもファラオラリーも、装備はほとん

ど同じでした。

　それほど特別なことを考えているわけではあ

りません。エンジン等を除き、一般的な整備が

一通りできるだけの工具を、できるだけ軽く、コ

ンパクトに納めるという点で、他のみんなと変

わりません。エンデューロ、この場合ISDEです

が、タイムチェックで時間調整をする短い時間

を利用して、各部の増し締めをしなければなら

ないので、8mm、10mm、それからスポーク

レンチはウエストバッグの中でも、すぐに取り出

せるようにしておく必要がありました。ISDEで

はレンタルバイクが普通で、ほぼ新車ですから

増し締めの準備は重要です。エンデューロでは、

工具は増し締め以外は、サスペンションのダン

パー調整をするためのマイナスドライバーを除

いては緊急用なので、まず使うことはありませ

ん。使う時は、大体、整備不良が原因のトラブル

だろうと思います。SUGOツーデイズエンデュー

ロに出場する時もほぼ同じです。

　ラリーの場合には、少し工具が多めになりま

す。というのは、メカニックのいないプライベー

ターは、ビバークでの整備も手持ちの工具が頼り

なので、多少、使い勝手の良さも必要になるから

です。具体的には、コンパクトサイズのラチェッ

トレンチと、8 ～ 14mmのソケット、マップホ

ルダーやICOなど電気機器の配線を修理するため

の配線、ペンチ、若干のボルト・ナットです。ラリー

の場合は、ムースではなくチューブを使うこと

もあるので、その場合はエアポンプも持ってい

きますが、ポンプとスペアチューブは重たいし

かさばるので、車体に取り付けるようにします。

写真にはありませんが、チェーンのジョイント

と、金属補修用のパテも持ちます。ラリーでも、

毎日、給油時の30 ～ 1時間のレストコントロー

ルで、スポークほか各部の増し締めをします。

　工具写真は、左から■モーションプロのT1 

COMBO タイヤレバー。前後アクスル用27mm

と、裏表で12/13mmメガネレンチになって

いるタイプの2本。以前はETOSデザインのチ

タンレバーを使っていましたが、これだとア

クスルレンチを省略できます。ムースを使っ

ている時は、27mmのほうだけ持っていきま

す。■KTM車載工具のTハンドル : トルクス、

6mm/8mm/10mmのボックスレンチの組み合

わせ。■KTM車載工具のスポークレンチ。■プ

ラス/マイナス差し替え式のドライバー : トヨタ

の車載工具でなかなかこれに代わるちょうどい

いものが無い。■10/13mmのオープンエンド

レンチ : オープンエンドは、リアブレーキの調整、

チェーンの調整に必要です。■タイラップ少々。

■ステンレスワイヤー少々。■スペアフューズ。

■アストロプロダクツ製の小さいラチェットハ

ンドル : 8/10/13mmのソケットを組み合わせ

る。ラリーの時だけで、エンデューロでは省略

ラリーやサハリンなどの長いツーリンクの時はこの装備。フロント21インチチュー
ブとエアポンプは重くてかさばるので車体につける。虫回しは、各チューブのバル
ブキャップ兼用

SUGOのエンデューロに出る時はこの装備に。エン
デューロではムースを使うことが多く、チューブ交
換の用意は必要ないのでタイヤレバーも省略される



します。■ダクトテープ少々。■クラッチレバー

/ブレーキレバー : 可倒式のレバーを使っている

時は、これは持っていきません。ただし、ラリー

の時は念のためダッフルバッグに入れておきま

す。■KTM車載工具「ボトルオープナー」 : その

名の通り、栓抜きのような形状と、13mmのメ

ガネになった工具で、これもエンデューロの時

は省略します。栓抜きのような部分は初期型の

EXCモデルのフロントアクスルシャフトを引き

抜くために考案されたものだそうで、現在のモ

デルでは不要となっています。使うとわかりま

すが、栓抜きとしても使えますが、ビールの王

冠を抜く道具にしては中途半端な「性能」です。

が、ラリーではビールを買い求めることも多いの

で、あると便利ではあります。■プラグケース : 

4ストローク乗りなのでいちいちプラグまで持っ

ていきません。中身は少量のボルト+ナットです。

■ペンチ : ラリーの時だけ持っていきます。■配

線 : これもラリー用です。

　ウエストバッグは、ISDEを走った時は、トレッ

クフィールドのISDEバッグを使いました。容量

が大きいのですが、薄型にデザインされているの

でフィット性が良いです。身体に当たる側にバッ

グと同じ面積のポケットがあり、そこに免許証や

車両登録証・保険証を入れることができてこれも

便利でした。別のページでファーストレーシン

グ、アチェルビスのRAM TOOLバッグを紹介し

ていますが。小菅浩司のようにエンデューロ競技

を専門にしている人には、かなりおすすめです。

フィット性が抜群で、容量が小さいので必然的に

余計なものを入れることがありません。必要最小

限の大きさはというのは意外に大事な要素です。

ツールを固定して収納できる内蔵のツールラッ

プも、エンデューロしかやらない、他のバイクに

乗らないライダーにはとても便利だと思います。

ですが、ぼくのように何種類かのバイクに乗り、

エンデューロに出ることもあれば、ラリーに出る

こともあるし、たまにツーリングもするという

ライダーは、ウエストバッグも何種類か使いま

すし、例えばBMWに乗る時は、車載のバッグに

入れてしまうこともあります。そういうライダー

は、ウエストバッグに付属のツールラップは使

わずに、トレックフィールド製の「ツール巻き」

や同様の製品を使って、ひとつの工具セットをい

ろんなバッグに入れて使い回せるほうが便利で

しょう。ひとつの工具セットを長く使用するこ

とで、だんだんとツールの内容も洗練されてい

くはずです。そういう意味では、トレックフィー

ルドのISDEバッグ+ツール巻きのような組み合

わせは、長く使うという前提において理想的かも

しれません。コンペティション志向のエンデュー

ロライダーの間では、先のファーストレーシン

グ、アチェルビスのTOOLバッグのような製品が、

これからもっと支持されると思います。

　工具は重たいので、なるべく身体に着けたく

ないというライダーの考え方は、特にラリーを

走る場合は正解だと思います。ですが、ラリー

では余程しっかりと取り付けたバッグでなけれ

ば、脱落、破損、結果として紛失という結果になっ

てしまうことを、初心者は注意してください。

TREK FIELD
ISDEウエストバッグD type ¥12,500
非常に頑丈な素材で作られたベーシックなバッグで、全国に愛用者
が多い。比較的大容量だが、薄型にデザインされているため、身体
にフィットし揺れにくい。写真はオプションのペットボトルホルダー
¥1,800(500cc用)を装着した状態。HDラージポーチ¥3,800もある。
JECのトップライダーにも、JNCCライダーにも、競技ではここまでの
容量はいらないはずだが、財布や電話、またスペアチューブなどの荷物
が多くなるトレイルライディング、ラリーにもちょうど良く、長持ちす
ることを考えてもひとつはあってもいいおすすめの製品。ラリーストに
も愛用者が多い。ハルキは、このバッグでISDE、ラリーモンゴリア、ファ
ラオラリーを走った。こまごまと室が分かれていないのも使い勝手が良い
ものだ。

身体に密着する側には書類などを入れるのに向いたポケットがある

カラーバリエーションがあるので、詳細はトレックフィールドまで。
写真は、グレイのペットボトルホルダーを装着している状態。下の青
い物もオプションのペットボトルホルダーのカラーバリエーションだ



走り慣れたSUGOのエンデューロテストで
春木久史とTE300



Text : Hisashi Haruki
Photo : Katsuhisa Mikami

TEST RIDE  HUSQVARNA 2015 TE SERIES 
最新2ストロークエンデューロ

TWO SMOKERs

TE250は、300ccエンジンよりもピックアップが鋭く、パワフル
な印象。ただし、250/300ともにイグニッション、排気バルブタ
イミングの調整が可能で、エンジン特性のセッティング幅は広い



　この興味深い2ストロークエンデューロモデル

の試乗に、スポーツランドSUGOのトレイルよ

りもふさわしい場所を探すのは難しい。時々ハン

ドガードが接触しそうになるほどタイトなウッ

ズのシングルトラック、アップアンドダウン、滑

りやすい土、轍。水が流れる沢には角の尖った岩

が並んで、ちょっとでもラインを外すと前後タイ

ヤか弾かれる。木の根を踏んだ柔らかいサスペ

ンション、ぴったり0.6キロに空気圧が調整され

た後輪がほんの少し横にずれた後、またすぐに

路面をとらえて加速する。そうそう、エンデュー

ロバイクはこういうところで乗らなくちゃ。

　Husqvarnaブランドの変遷について話をする

のはまた今度にしよう。とにかく、KTMと同じ

工場で生産されるようになって2シーズン目とな

るモデル。KTMのエンジニアリングがベースと

なっていて、ほとんどのコンポーネンツを共有

するモデルだが、エンデューロのラインナップ

では、製品(パッケージ)としていくつかの明確な

違いが与えられている。

　まず、前後のサスペンション。リアはKTMエ

ンデューロモデルの大きな特徴であるリンクレ

スのPDS(プログレッシブダンピングシステム)

ではなく、いわゆるリンク式を採用。フロントは、

4CSフォークが奢られた。WPの4CSフォーク

は、KTMにおいては特別仕様に位置付けられる

EXC SIXDAYSのフィーチャーだ。また、リア

フレームは、旧Husabergの流れを汲み、エア

ボックスまで一体となった樹脂製のものを採用。

全体として、KTMよりも少し贅沢な仕様になっ

ているようだが、リンク式のリアサスペンション

については、リンクレスにアレルギーを残すラ

イダーが少なからずいるという北米のマーケッ

トの要請でもあり、このあたりは"Silver Pil"(銀

タンクのあれだ)時代からのハスキーブランドを、

その第2の故郷たるUS市場で活かすという意味

合いを含んでいるはずだ。とにかく、この前後

サスペンションによって、Husqvarnaはエン

デューロモデルとして、それなりの独自性を主

張している。

TE125
　トルクが太く、パワーバンドの広さが印象的

なバイク。SUGOのトレイルでは頻繁に現れる、

助走がとれない登り坂でも、安心してアプロー

チしていける。トライアルパークのエクストリー

ムテストにある長いヒルクライムでも、それほど

回転に気を使う必要はない。ギアチェンジのつな

がりもスムーズで、多くのライダーは乗りやす

さを感じるだろう。250、300も同様だが、リ

ンク式サスペンションと、4CSのクローズドカー

トリッジフォークはソフトでとても乗りやすい。

一緒に試乗した源治篤さんがもっとも気に入っ

ていたのが、この125。「SUGOのコースだった

ら一番楽しいし、速く走れそう。エンジンのフ

レキシビリティがすごい。ヒルクライムで少し

回転が落ちた時、焦って半クラッチなど使わず

にがまんしていると、そこからの粘りがすごい」。

　96kgという軽さはもちん!　ウッズでMTBの

ように軽々と扱える楽しさは格別だ。

エクストリームテストで125ccエンジンの
ピックアップを確かめる源治篤

TE125、アップダウンの多いSUGOのトレイルで、
パワーバンドの広さ、トルクの太さが実感できる

エンデューロやトレイルライディングで想
定されるあらゆるシチュエーションを含ん
だSUGOで最高のテストライドができた

強さと優しさを兼ね備える300ccモデル。最高の"トレイルバイク"だ



TE250と300
　この2ストロークの300ccモデルは、SUGO

のエンデューロコースに完全にマッチした、最

高に楽しい「トレイルバイク」だ。ハードエン

デューロでも、エンデューロ世界選手権のE3ク

ラスでも、トップライダーのための武器として

スタンダードになっている2T 300ccは、実は、

こんなに乗りやすく、楽しいバイクなのだ。たっ

ぷりとした低速トルク、スムーズな回転が生み

だす強力なトラクション。特に、ぼくは4ストロー

クの450cc、500ccクラスに長年乗っているこ

とから、低回転だけを使って走ることに慣れて

いるので、乗り方にも合っているようだ。車体

が軽いため、前後サスペンションは、初期の柔

らかさが4ストロークのようにスポイルされてお

らず、岩だらけの沢でも、ガンガン行って、車

体が暴れるということがない。これは最高だ。

　300ccエンジンは、250ccよりも圧縮比が低

いようなフィーリングで、ピストンが大きいのに

パルス感が極めて少ない。また試乗した車両は、

スタンダードよりも1ランク柔らかいスプリング

(オプション)に換装されており、これも低速走行

現代の2ストローク
　1998年にFIMが打ち出した、エンデューロマ

シンの4ストローク化という大方針によって、競

技のカテゴリーは4ストローク中心となり、メー

カーの開発も一時期は4ストロークに偏ってい

たが、ユーザー (特に本格的な競技で使用するヘ

ビーユーザー )の側では、次第に4ストロークマ

シンの維持費の高さが顕在化、同時に、クロスカ

ントリーレーシングやハードエンデューロでの

需要、さらにはコスト面と併せて「伸び盛りの

ユースクラスのライダーは、ごまかしの効く4ス

トロークではなく、2ストローク125ccでライ

ディングを学ぶ方がいい」という観点から、ヨー

ロッパ選手権、世界選手権にもYOUTH 125cc

クラスが設けられるなど、全体として2ストロー

クは復権の傾向にあり、メーカーの開発のそれ

だけ進行している。4ストロークの陰に隠れては

いるものの、2ストロークも着実に進化してきた

ことが実感できる。洗練された2ストロークエン

デューロマシンからは、かつての荒々しさは完

全に消え、4ストローク以上のジェントルさを身

につけたという印象だ。　　　春 木 久 史

での乗りやすさを増す要因になっている。セル

フスターターもついているし言うことはない。

　250は、300に比べるとエンジンのピック

アップが良く、むしろパワー感があり、この個

体同士を比べると、250のほうが少し攻撃的な

フィーリングだ。しかし、エンジン特性は、イ

グニッションカーブの変更(コネクターの差し替

え、またオプションのリモートスイッチも装着

できる)、またスプリングの調整によって、排気

バルブの作動タイミングを変更することが可能

なので、250、300ともに、かなり自由にセッ

ティングすることができる。特に、回転上昇を抑

える方向。つまりハードエンデューロ向き、ト

レイルライディング向きの、トラクションの良

さを引きだす方向に持っていくのが得意な仕組

みだ。ぼくは、なんとなく、Husqvarnaは上級

者向けのラインナップという印象を持っていた

のだが、乗ってみると、フレームとサスペンショ

ンは柔軟性が高く、エンジンもフレキシブルで、

全体にとても扱いやすいものだった。

エンデューロテストの沢を攻める三上勝久HUSQVARNA TE125　¥916,000
HUSQVARNA TE250　¥1,048,000
HUSQVARNA TE300　¥1,152,000
※いずれもメーカー希望本体価格(消費税込み)

TWO SMOKERs



北の編集長 近況
SNOW PUNKS　日高町
2015年3月21-22日

写真 : EZOMOX

　毎年恒例となった日高でのスノーイベント

「SNOW PUNKS」、今年は例年より一週遅い日程

となったため「雪が少ないかな」と思っていたら、

なんと大会の前週に爆弾低気圧からの季節外れの

大雪!　日高はもともと雪が少ない地方で、だから

ゲレンデのコンディションがいつもカチパンで、バ

イクやATVの走行にぴったり(スキー場的には全く

うれしくない)なんだけど、この大雪で異例のソフ

ト路面に。日高町のご協力で、何度も圧雪車を出動

させたり、コース変更をしたりと工夫したものの、

直前までは開催が危ぶまれる状況となった。

　でも、まあなんとかなるでしょう。ということで

迎えた大会当日。初日は、午後からヒルクライムレー

スのキングオブザヒル。ここの数年、スノーバイ

クやATVにキングの座を奪われていたこのレース、

今年は「このレースのために2ストロークを買いま

した!」という高橋範年(CR250R)が接戦を制し、

オーバーオールウインで2015年のキングオブザ

ヒルを獲得。SUZUKIの4気筒1200ccエンジン

にターボチャージャーまで装備したスーパー ATV

を駆るディフェンディングチャンピオンの青木仁

志は、惜しくも2位でキングの座を譲ることになっ

た。

　翌日は、バイク、ATV、スノーバイクとクラ

ス別のスノークロス(雪上モトクロス)、XC60、

XC30、XC20を実施。バイクはMX-IAで全日本

モトクロスにも参戦中、スノーモビルの全日本で

はスーパー Aクラスの2014チャンピオンでもあ

る佐々木雅規も初参加、キングオブザヒルの高橋範

年、地元日高町出身の矢野貴之らとの熱いバトルで

盛り上がった。MX1クラスでは佐々木、MX2クラ

スは矢野が優勝。ATVでは青木孔平が優勝。スノー

バイクの450クラスは清水政徳、250クラスで米

澤陵が優勝という結果。

　XCレースはやはり雪が柔らかいためゲレンデの

頂上付近まで使ったフルコースでのレースは、ス

ノーバイククラスのみ成立。250クラスは米澤陵

が優勝、450ccクラスは御幸彰・伊藤聖春組が優勝。

ミドルコースで行ったXC30レースは、MX1が澤

貴彦・菅原儀世組、MX2は矢野貴之、ATV2WD1

は永山征樹、2WD2は眞田悦也が優勝した。さらに、

当初はフルコースでレースする予定だった4WDク

ラスは、スタートはしたものの序盤で全車がスタッ

クしてしまったため中断となり、急遽に20分のレー

スを別に実施した。4WDクラスの優勝は太田雄大。

　また、日曜日はキッズクラスのキングオブザヒル

も行われ、伊藤元が優勝、2位に松山雄大という結

果になった。

　このイベント、特にスノークロスはフルサイズの

モトクロッサー、エンデューロマシンで出場すると

絶対盛り上がるので、来年はぜひ予定に入れてくだ

さい!

ジャージにプリント
　愛用のジャージ、シニサロのレネゲードの背中

と袖に、プリントを入れてもらいました。スージー

ディジット九州さんが、Facebookにサンプルを上

げているのを見て、こちらも得意の一目ぼれです。

ヘルメットのSuper Hueのデザインにもちょっと

似合うと思いませんか?　今年はこのジャージで草

刈り、たまにレースしますのでよろしくね。自分も!

と思った人は、下記にFAXかEメールでお問い合わ

せを!

■SUSIE DIGITS KYUSHU FACTORY
Fax. 092-932-9785
steel-magic762@mwe.biglobe.ne.jp

佐々木雅規、「すごく楽しかったので来年
はみんな誘って参加します」だそうです!
楽しみに待ってます!

キッズオブザヒル、
2位の松山雄大

キッズオブザヒルの優勝は伊藤元

ピステン(圧雪車)がばっちり入ったゲレンデで全開かまします

いろんなバイクがエントリーするキングオブザヒル

スノークロス、MX1とMX2
の混走で盛り上がりました!

MX2優勝の矢野貴之、ナイスな走りです

スノーバイクもレべルが上がってきました

ATVと一緒に遊べる貴重な機会でもありまする

キングオブザビルを賭けたバトル。手前、高橋範年が
新王者となりました! 　奥は佐々木雅規

ヘルメットはSHOEI VFX-Wの
限定カラー SUPER HUEです!



　桜咲く春がやってきた。シリーズ戦も始まり

シーズン到来だ。と、浮足立つも、今年はシリー

ズを追わないことにしたし、私がここを書くの

はあと2回らしい。残りに何を書こうか考えて、

得意分野にテーマを絞って冬の間に少し勉強し

てきた。今回は、聴講させていただいた女子栄

養大学 上西一弘先生の講演を基本として、身体

作りのための食事の基本について考えていきた

い。

まずは現状を知る
　まずは現実を知ることから。と、講演は耳の

痛い話から始まった。PDCAサイクルが大切で

す。と、まるで職場の研修のようである。①現

状を知る、②問題点・課題の抽出、③改善計画

を立てる、④実施する。現状を知る手段としては、

食事調査、血液検査、問診などのほか、毎日自

分でできることとして、体重と体脂肪の測定が

ある。測定は毎日同じ条件で測定する。たとえば、

朝起きてトイレに行ったあと、できるだけ裸に

近い状態で測定するのがよいとのこと。その上

で、自分がどんな競技をしているか、何を目指

しているのかを明確にして改善計画を立てて実

行していく、定期的に見直しを行うという具合

だ。自分のデータをしっかり揃えていくことが

基本となる。

　

食生活チェック
①１日３食、どれも欠食しない

　朝食を食べているか。朝食を欠食すると、様々

な問題があるが、スポーツをする上で注目した

いのは、鉄・カルシウムなどが不足すること。

朝起きたらお腹がすいている状態が正常で、す

いていないなら、夕食が多すぎる。時間がない

なら、時間を作ってでも食べた方が良い。

②ご飯やパン、麺の主食を食べる

　糖質をしっかり摂っているか。糖質は筋肉や

脳を動かす一番のエネルギー源。糖質が不足し

た状態で運動をすると、筋肉がより多く破壊さ

れてしまう。最近は糖質を制限することも多く

糖質が足りない傾向にある。糖質が多い食品は、

ご飯、パン、うどんなどの主食。スポーツをす

るなら３食ともきっちり主食をとるようにして、

おかず中心の食生活でエネルギー源をおろそか

にしないこと。

③卵・肉・魚を食べる

　タンパク質をしっかり摂っているか。筋肉は

もちろん、骨、血液、爪、皮膚などはタンパク

質から作られる。体作りには不可欠なもの。タ

ンパク質が多い食品は、肉、魚、卵、大豆など

を使用した主菜や、牛乳・乳製品。

④野菜・果物を食べる

　野菜・果物には、ビタミンやミネラルが豊富

に含まれている。ビタミンは身体の機能を正常

に維持し、ミネラルは身体作りをサポートする

働きがある。これらが不足すると、調子が悪く

なったり、体が動かせなくなってしまう。

⑤レバー、ヒジキ、あさりを食べる

　スポーツ選手が特に摂取したいミネラルは、

鉄（貧血予防）とカルシウム（筋肉・骨の強化）。

不足気味の選手が多いので積極的な摂取を。鉄

が豊富な食品は、レバー、小松菜、ほうれん草、

ヒジキ、あさり、しじみ、赤みの魚・肉、大豆

製品など。

⑥牛乳・乳製品を１日３回あるいは３品食べる

　カルシウムが豊富な食品は、牛乳・乳製品、

小魚、モロヘイヤ、小松菜、チンゲン菜、切り

干し大根、大豆製品など。

⑦納豆を食べる

　納豆に含まれるビタミンKは、疲労骨折予防

に効果がある。納豆を食べる北関東と関西では、

骨折の頻度に有意な差があるという。ビタミン

Kは、緑の葉の野菜にも含まれている。

⑧単品よりも定食スタイル

　これらをバランスよく食べていくには、ご飯、

味噌汁、主菜、副菜の定食スタイルが基本。こ

れに牛乳・乳製品と、果物を加えていく。必要

な量は人によって変わる。自分にとってどの程

度でバランスがいいのかを知っておくこと。

⑨捕食を利用する

　おやつを身体作りの捕食とする。大福、大判

焼きなどは、糖質とタンパク質の両方がある捕

食になる。バナナ、おにぎり、チーズ、野菜ジュー

スなども捕食に向いている。チョコレートなど

は脂質が多く腹持ちが悪い。最初に血糖値が上

がるが急に落ちるので、運動中の捕食としては、

あまりたくさん食べない方が良い。

⑩水分補給を心掛ける

　普及してきている。スポーツドリンクは上手

に使い分けることが必要。（以前にテーマとした

ことがあるので割愛）

⑪練習日誌をつける

　体調、体重、食事を記録していく。記録する

ことで自分の状況を知っていくことが大切。食

事の写真を撮り、バランスを確認するのも良い。

コンビニなどで買う時もバランスを考えて買え

るようになること。

⑫絶対に勝つ食事はない

　「いつもベストコンディション」を目指すため

に、食事を整えていくことが大切。良いコンディ

ションで練習すれば、強くなる。同時に休息と

排便が大切。睡眠はできるだけ同じ時間にとり、

排便も規則正しくなるようにする。

やってられない・・・
　あー、堅苦しい（笑）。そんなのやってられる

かよ！と思うに違いない。正直、私もできない。

ただ、食事のコントロールは、知って、少しで

も実践していると長い目で見て違いが出てくる

類のものだ。普段から食べ方を考え、実践する

こと。それから、本番で特別なことをしないこ

とが大切だという。各自の食生活チェックの中

で、気になるところを探して、改善のきっかけ

を見つけてほしい。

　それに、食事は単なる栄養補給だけではない。

おいしく、楽しくは、基本中の基本だろう。極

端に管理された食事だけではちょっとね（笑）。

次回は、これを踏まえて、もっと実戦的に、エ

ンデューロではどうしたらいいかについて考え

ていきたい。
参考資料：2015年2月14日講演「スポーツと食の大切な

関係」配布資料（女子栄養大学　上西一弘先生）他

エンデューロと、リスクコミュニケーション

身体作りと食事の基本
第22回 Text  : 岩本 "Osato" 恵美



ヤニーナの日記

　2014年末、札幌に引っ越すことになりまし

た。今まで北海道に4〜5回行ったことあるんで

すが、すべて夏でした。北海道の冬は初体験に

なりました。ヤニーナはロシア人なので一応寒

さに強いはずだけど、東京に慣れすぎて雪国の

生活になれるまでちょっとつらかった。出身は

ロシアのサンクトペテルブルクなんですが、札

幌と比べると気温的には札幌の方過ごしやすい。

サンクトは1月末には氷点下25℃まで下がりま

す。でも雪は札幌ほどは降らなくてあまり積も

らないです。だから札幌の雪の量にびっくり。

そもそも今まで雪かきの経験もなかった。北海

道で初体験になりました。 北国出身なので氷、

寒、雪はいやなものではないし、日常生活はす

ぐなれましたが、一番大きな問題はバイク。東

京では1年中で好きなタイミングで練習できて

すごくよかった。北海道ではそこまでできない

けど、やはり道内のライダーたちもバイクで遊

びたいので色んなところで頻繁にスノーレース

が行われてます。

　スノーレースなので、スパイクかチェーンを

使ってレースやっているのかなと思ったけど、

そういうレースはあまりないようです。安全の

ためと、お金がかからないように、スパイクや

チェーンが禁止のレースがほとんどだそうです。

　せっかく北海道住民になったので絶対スノー

レースに挑戦すると決め、1月25日札幌郊外の

八剣山で開催される「八剣山ニコニコスノーラ

イディング」2時間15分耐久レースにエント

リーしました。雪走りは全く初めてなのでレー

スの前に八剣山に練習に行きました!　皆使って

るマシンは小型ばっかりかと思ったけど、意外

にフルサイズが多かった。特にセローが多いで

す。セロー組はめっちゃ早くてスパイクなしで

そんなに走れるのがやっぱり北海道人だね。自

分はハルキ編集長のDRZ70を借りて転がりな

がら走りました。久しぶりバイクに乗って幸せ。

でも2時間15分は、ハードルの高いレースにな

りそうだね、と家で筋トレしながら本番を待っ

ていました。

　今回のレースは79チーム、100人以上の参加

で盛り上がってました。私は女子友達とチーム

を組んで出場。レースの始まりはル・マン式ス

タートです。マシンが置いてある場所まで走る

という。でも、まっすぐ走るのが面白くないの

で今回はなんと雪山の上にバイクを置き、坂を

駆け上ってスタート。北海道人、恐ろしいなぁ !

　第一ライダーはヤニーナで山登りグタグタに

なりバイクまでたどり着いたらもうライダー変

更したいなぁという気持ちでゆっくりのスター

ト。本コースは練習のコースと違って長くて結

構な登り下りもありました。70ccのバイクだ

とアクセル全開にしないと絶対に登れない坂も

ありました。ちょうどカーブ直後の登りなので

ハイスピードで入るのが難しくて結局押して登

るという…。３周ぐらい無事に登ってきたけど、

だんだんわだちが深くなり、大渋滞が発生。軽

いバイクで本当によかったなぁ。完全に本格的

なエンデューロとなりました。でも泥んこにな

らないのが楽ですね。 晴天だったし、気温も低

くないしめっちゃ楽しい時間を過ごしました。

北海道での雪遊び感動しました。雪でのレース

こんなに楽しいと思わなかった。レース終わっ

た後に北海道で定番のジンギスカン。おいしー !

　最高の1日でした!!　皆さん夏の北海道だけで

はなく冬にもぜひ遊びに来てください!　お待ち

しております。

第16回　雪遊び第1弾「八剣山ニコニコスノーライディング」 
ヤニーナ

女子二人組での出場でした
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渋滞の登りでございます

雪山を登ってスタートです



　今年は俺にとって挑戦の年になると思う。過

去最多のスポンサーの皆様に支えられて1年を

闘えることに感謝して練習に励み、結果を残し

たいと思っています。今月は俺を支えてくれる

スポンサーの皆様をご紹介したいと思います。

SHERCO JAPAN
250SEF-R　SIXDAYS
　昨年から乗っているマシンとほぼ同型のマシ

ンを輸入元のアルプスヴァンからサポートして

頂いています。2015年モデルはインジェクショ

ンシステムのメーカーが代わり、よりスポンス

が良くなり、今まで以上に軽やかに操作できま

す。昨年は13モデルを使用していましたが、今

年乗る15年モデルは同じようで全く違う。きっ

とテストライダーの意見が強く反映してるんだ

と思う。EWCのテストで良いタイムが出るよう

なセッティング。裏腹に、13モデルのようにア

ンダーパワーだが、完全に自分が操り切れるフ

レドリーさは薄れた気がする。恐らく、MXライ

ダーだったタルーや、ボーシェの意見が反映さ

れているんだろうな。フレームも明らかに剛性

が上がってジャンプもバンバン飛べる。2stの

乾 燥 重 量 が105kgに 対 し、4stの 重 量 は

102kgしかありません。パワーだけに頼らず、

バランスの良さで今年も勝負します。

アライヘルメット
V-Cross4　ティップ
　オフロードバイクに乗り始めた時からずっと

アライヘルメットで、2007年のISDE以来のヘ

ルメットサポートです。V-Cross3から比較す

ると、フィット感は更に増して、軽量に感じます。

またエアダクトが大型化して、ベンチレーショ

ン効果もアップしています。何よりカラーリン

グが最高にカッコイイ!

IRCタイヤ
　昨年に引き続きサポートして頂いています。

フロントタイヤはモトクロスタイヤのix-09w、

リアタイヤはFIM規格のBR-99を使用します。

リアタイヤは海外のタイヤよりもコンパウンド

が柔らかく感じ、その分ウッズのグリップは他

の追従を許しません。俺が唯一ライバルに差を

つける可能性があるエンデューロテストでのア

ドバンテージはレースの戦略上欠かすことが出

来ません。一方、林道でも非常にコントローラ

ブルで、滑り始めの感覚も分かりやすくギリギ

リまで攻め込むことができます。

エキゾーストシステム
スカルビーニ
　イタリアのルメッザーネの近郊にあるマフ

ラーメーカーです。そのマフラーをハスクバー

ナ東名横浜の大崎さんからサポートして頂いて

います。シェルコにはオプションでアクラポビッ

チのマフラーを選択できるのですが、俺も色々

テストさせて頂いたのですが、このスカルビー

ニがぶっちぎりで一番相性が良く感じました。

昨年の俺の成績を支えてくれた大切なパーツの

一つです。

ガエルネ FAST BACK
　俺は小学生の頃からずっとガエルネを履いて

います。もっと言うと俺の親父もずっとガエル

ネを履いていました。だからもう40年近くのお

付き合いです。ここ数年はファストバックとい

うシリーズを使わせて頂いています。もっと上

級モデルもあるんですが、俺は膝が良くないの

で、ファストバックの重量とプロテクションの

バランスが一番良いと感じています。

オイル　AMSOIL
　今まで特にこだわりがなかったのですが、俺

は物凄い練習量なので、オイルの使用量もハン

パなかったのです。その点、このAMSOILは今

まで2回/月は交換が必要だったのが、1回/月で

も全くへたる事がなく、性能も落ちません。一

度使ってみればその違いが分かるはずです。

江沼(EK)チェーン
　シックスデイズに出場し始めた頃からずっと

使っています。選ぶ理由は何と言ってもその信

頼性。今までチェーンのトラブルでレースを諦

めたことは一度もありません。先に書きました

が、練習量が多いので通常はかなりチェーンも

交換しないといけないと思いますが、江沼は交

換サイクルも他社とは比較になりません。

デカール：NAスタイル
 とにかくカッコ良い。デザインもデザイナーも。

昨年から俺も泰輝もお世話になっています。昔

はデカールなんて一切気にしていませんでした

が、泰輝やヨッシーに注意されて気にするよう

になりました。速いライダーのマシンは見た目

も美しいからね。俺が最も注意しなければいけ

ない点です。

　こうやって紹介すると、俺は商品に惚れてい

ることもありますが、サポートして頂いている

人に惚れているんだと改めて感じます。この点

は仕事と同じで、「この人と一緒に仕事をしたい、

この人のために」と強く感じることが、俺の原

動力になっている事は間違いない。

オープンエリア&モンドモト
レーシングサービス・メカニックサポート
　今年も中嶋オヤジと一緒に闘います。この人

なしでは俺のレースはありえません。今更言う

こともないけど、日本一のレースメカニックで

す。そして、モンドモト市川君もシェルコを扱

うことになったので普段からお世話になってい

ます。ライディングで感じた事をメールや電話

で頻繁にやり取りしてお互いの気になるところ

を改善していきます。こうした地道な取り組み

が、大きなメーカーにはない日本人にFITしたマ

シンを作り上げていくんだと自負しています。

連載●第102回 　2015年のレース体制

Text / 小菅浩司　KOSUGE Kouji  :  1970年4月11日生まれ。今年で42才。職業は医療
機器販売。家族5人(妻、長男、長女、次女3歳)いたって普通のサラリーマンですが、他
の人と少しだけ違うところがあります。シックスデイズ(ISDE)の虜なのです。

俺とシックスデイズ

V-Cross4はデザインも美しいけど、内
装やベンチレーションが新しくなって
とっても快適

員弁(いなべ)で行われた「クロステストワン」。
5月には西日本のエリア選手権も行われます

小菅泰輝も4月から社会人です。ライダーとしても
少しずつ大人になってほしいもんです

性能も素晴らしいが、何と言ってもそ
の性能が長持ちするのがもっと素晴ら
しいAMSOIL

今年はジャージのプリントもNaスタイ
ルさんにお願いしました。背中のゼッ
ケンこっぱずかしいぞ

今年も世界で一番素晴らしいマシン、シェ
ルコで闘えることを幸せに思っています。
やったるぜ!



NORTH　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
アールエスジェイワン	 北見市並木町144-19	 ●	 0157-25-8198	
YOU	SHOPキノシタ	 名寄市大通南4丁目	 ●	 01654-2-2281
モーターサイクルプロショップZIP	 旭川市旭町1条 10丁目	 ●	 0166-54-5051
ノースフォックス	 釧路市若竹町19-7	 ●	 0154-22-1839
アウトドアスポーツアリババ	 小樽市銭函3丁目 23-199	 ●	 0134-62-7557
セブンイレブン月寒2条店	 札幌市豊平区月寒東2条 11丁目 2-4	 ●	 011-853-7171
モト・バレーゼ	 札幌市手稲区西宮の沢2-1-3-6	 ●	 011-666-0200
モトクラフト	 札幌市北区北34条西 5丁目 2－ 13	 ●	 011-756-1117
KTM札幌	 札幌市清田区北野1条 2丁目 11-77	 ●	 011-375-7306

	 	 	 　　　

EAST
トレックフィールド	 名取市高舘熊野堂字余方上12-12	 ●	 022-381-3088
バイカーズ	 仙台市青葉区台原3丁目18-2	 ●	 022-234-6308
南小泉ホンダ	 仙台市若林区遠見塚2-26-10	 ●	 022-285-2794
ホンダテクニカルショップ	 仙台市太白区東中田6-3-22	 ●	 022-242-1880
ストレンジモーターサイクル	 仙台市宮城野区岩切3-2-3	 ●	 022-255-7686
ジャンプオフクロス	 福島市丸子字町頭18-5	 ●	 024-553-0077
カントリーロード	 北上市藤沢16-197-14	 ●	 0197-63-7264
トレールショップアスカ	 秋田県本荘市花畑町3-10	 ●	 0184-23-2100
モトスポーツフレッド	 秋田県仙北郡仙北町字地谷	 ●	 0187-66-2899
ホンダウイング荘内東大町店	 山形県酒田市東大町2-1-7	 ●	 0234-22-6655
モーターショップエンドウ	 新潟市横越川根町4-15-16		 ●	 025-385-1111
アルダナ	 新潟市愛宕3-4-1　佐野ビル1	B	 ●	 025-285-5855
	 	 	

CENTRAL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代官山蔦屋書店	 東京都渋谷区猿楽町17-5	 ●	 03-3770-2525
よしともくんち	 東京都荒川区南千住6-14-1	 ●	 03-3802-9068
MONDO	MOTO	 東京都品川区旗の台4-44-9	 ●	 03-3787-2214
サラ・エンデューロイクスペリエンス	埼玉県川口市元郷2-3-22	 ●	 048-299-5706
リベルタ	 東京都世田谷区深沢4-15-6	 ●	 03-3703-0125
風魔プラス1	 東京都世田谷区上馬2-15-1	 ●	 03-3487-5455
GARAGE	SPROUT	 東京都世田谷区世田谷2-23-3	 ●	 03-5426-6558
BAJA	BROTHERS.COM	 東京都世田谷区駒沢1-20-9	2F	 ●	 03-3487-4377
ナップス世田谷店	 東京都世田谷区喜多見3-1-2	 ●	 03-5727-1171	
モトショップ・ストラーダ	 東京都府中市新町2-11-36	 ●	 042-336-7778
ガレージ	コジマ	 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎1274	 ●	 042-556-4766
コミネオートセンター多摩店	 東京都福生市熊川1115-7	 ●	 042-551-9623
WST	 東京都武蔵野市吉祥寺東町2-21-11	 ●	 0422-22-2152	
ハスクバーナ東名横浜	 東京都町田市鶴間1591番地 1号	 ●	 042-850-6371
風魔プラス１習志野店	 千葉県船橋市習志野台5-11-9	 ●	 047-468-0830
ユ－ズ・ガレージ	 千葉県香取市大角185-12	 ●	 0478-79-2180
シカゴモータース	 茨城県常陸太田市町屋町606-1	 ●	 0294-70-9980
by倶楽部	 茨城県那珂郡大宮町石沢1639-1	 ●	 029-553-4656
キャラメルモータース	 茨城県水戸市青柳町3934-5	 ●	 029-228-6009
モトショップ	ユタカ	 茨城県新治村下坂田2033-15	 ●	 029-862-4210
オートショップスカガワ	 福島県須賀川市妙見63	 ●	 0248-75-1596	
M&Dモーターサイクルズ	 栃木県宇都宮市みどり野町8-19	 ●	 0286-55-4282
USIODA	MOTO	 埼玉県日高市栗坪83-2	 ●	 042-989-1055
KTM埼玉CITY	 埼玉県さいたま市桜区西堀6-19-19	 ●	 048-839-3321
二輪工房	 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎1039-5	 ●	 048-688-3221
M.S.C	HARA	 埼玉県越谷市越ヶ谷本町11-24	 ●	 048-962-3411
オフロードバイクアサミ	 神奈川県川崎市中原区新丸子東1-833	 ●	 044-433-3328
モトショップTAMA	 神奈川県川崎市多摩区登戸新町316-6	 ●	 044-933-3509
ハイパーキッズ	 神奈川県相模原市渕野辺1-15-11	 ●	 042-705-5633
ミサイル・ファクトリー	 神奈川県川崎市高津区千年670	 ●	 044-766-7444
アブソリュート	 神奈川県伊勢原市上粕屋839-1	 ●	 0463-91-1321
ブックガレージ	 神奈川県厚木市田村町11-18	 ●	 046-294-5554

モトパワーレーシング	 横浜市港南区港南中央通13-22	 ●	 045-845-4564
アルファスリー	 横浜市戸塚区戸塚町4635	 ●	 045-861-3161
MOTO	GARAGE	 長野県茅野市宮川4426-1	 ●	 0266-73-2130
ダートバイク	 静岡県富士市宮下58-5	 ●	 0545-64-4700
レアルエキップ	 静岡県浜松市東区笠井町1538-1	 ●	 053-431-5006
掛川スズキ	 静岡県掛川市城西1丁目9-31	 ●	 0537-24-6125
MCSクリタ	 静岡市清水袖師町515-1	 ●	 0543-64-6789
ワークスアンリミテッド	 静岡県菊川市半済1689-1	 ●	 090-9020-9191
バイクショップオグリ	 岐阜県可児市中恵土2359-265	 ●	 0574-62-6969
RACING	STAFF	 岐阜県岐阜市東興町28	林ビル 1F	 ●	 058-240-1423
HORIZON	 岐阜県瑞穂市牛牧1111-1	 ●	 058-326-8846
オープンエリア	 愛知県豊明市三崎町丸ノ内7-1-A	 ● 0562-92-7047
ダートフリーク	 愛知県瀬戸市中水野2-30	 ●	 0561-86-8301
グラッツェ・ミレ	 愛知県日進市梅森台2-221-1	 ●	 052-804-0004
イトー・モータース	 愛知県津島市昭和町2-14	 ●	 0567-26-3894
バイク屋タンデム	 愛知県高浜市湯山町7丁目3-10	 ●	 0566-53-4938
イワサキモータース	 愛知県愛知郡長久手町喜婦嶽801	 ●	 0561-62-7196
ガレージ	ルサンバレー	 愛知県豊田市若林東町下外根42-5	 ●	 0565-63-5790	
アドベンチャー	 愛知県みよし市天王台12-1	 ●	 0561-33-1371
BUSH	 三重県上野市桑町2215	 ●	 0595-22-2006

WEST　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
JERRY'S	extreme	sports	motion	 奈良県大和郡郡山市今国府町187	 ●	 0743-56-3218
TOM'S	 京都市北区小山南大野町3-5	 ●	 075-415-1700
BIKESHOP	STUFF	 京都市左京区大原井手町197	 ●	 075-744-4082
K	GARAGE	 京都市東山区東町241-3	 ●	 075-761-0176
モト・ファースト	 大阪府大東市氷野2-2-2	 ●	 072-875-0339
ライダーズステーションインプス	 大阪府枚方市藤阪中町21-5	 ●	 072-867-8888
OGINO	MOTORS	 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-14-7	 ●	 06-6761-4032
M.S　ニュートン	 大阪府東大阪市楠根3-2-47	 ●	 06-6746-9111
フジホンダモーター	 神戸市灘区泉通4丁目20	 ●	 078-882-6657
サイクルワールド神戸本店	 神戸市須磨区車道谷山1-1	 ●	 078-742-1200
クロスアップ	 神戸市西区竜が岡1-7-8	 ●	 078-967-2987
ホンダウイング川西	 川西市大和西5-5-2	 ●	 0727-94-0203
メカニックハウス	 滋賀県彦根市平田町291-10	 ●	 0749-27-0877
バイクショップシゲムラ	 山口県防府市田島319-2	 ●	 0835-24-2888
	 	 	

SOUTH　
Mファクトリー	 高知県高知市中久万554	 ●	 0888-71-7058
越知スズキ西森商会	 高知県高岡郡越知町越知甲2490	 ●	 0889-26-0133
Yショップ須崎南店	 高知県須崎市押岡710-5	 ●	 0889-43-0123
バイクショップB-1	 愛媛県松山市桑原6-1-7	 ●	 089-946-1048
ダートバイクZIM	 北九州市八幡西区森下町26-60	 ●	 093-643-6888
カオルエンジニアリング	 大分県田原984-1	 ●	 097-542-3888
テクニカルサービスファクトリィ	 福岡県春日市松ヶ丘2-147-2	 ●	 092-596-6222
ウッドファミリー	 佐賀県三養基郡基山町小倉2079-5	 ●	 0942-48-0453
ニューヨーク	 福岡県古賀市日吉3丁目5-16	 ●	 092-940-7125
フレックス	 鹿児島県鹿児島市春日町11-23	 ●	 099-208-1819
オートクロギ	 宮崎県宮崎市島之内5621-8	 ●	 0985-39-7060
モトスペース	EA	 宮崎県延岡市山下町2丁目3998-78	 ●	 0982-26-9198
球磨サイクルセンター免田店	 熊本県球磨郡あさぎり町上北153	 ●	 0966-45-2900
アバンテージュ	 熊本県熊本市長嶺東1丁目2-55	 ●	 096-206-3668
キックスタート	 熊本県熊本市御領4-3-2	 ●	 096-389-9534
Dune☆moto	 熊本県菊池郡菊陽町津久礼町2573-1	 ●	 096-288-9861
★は新着リテイルショップです

Retail Shop　ご購入の際はあらかじめ在庫の有無をご確認ください

日本全国のビッグタンクマガジン取扱店

執筆者編集後記
お題  :　記憶

●今月のBBミカミ
　年を取ると記憶力がどんどんなくなっていくとい
うが、僕の場合はどうやら逆のようだ。人生のなか
でとても輝いていた一瞬のことは、昨日のことでも、
10年前のことでも鮮明に思い出せるし、いつも心の
中にある。でも残念ながら「最高の一瞬」というのは、
生きていればいるほどハードルが高くなっていく。
人間は学習する生き物だし、常に前回の体験を超え
たいと思ってしまうからだろう。過去の最高に素晴
らしかった体験は、二度目にはさして新鮮味のない
ものとなってしまうのだ。だから、常に素晴らしい、
過去にない経験をしたいと思ってしまう。これは俺
が貪欲なのか、アホなのか。ともあれ、俺のそうし
た素晴らしい経験を伝えることで、誰かを刺激して、
幸せにできてるとしたらいいんだけど。みんなの記
憶に残れる存在になりたいとは思わないが、もし僕
の記憶の発露が、誰かにとって幸せの要因になれる
としたら、それ以上の幸せはない。

■三上勝久  Katsuhisa MIKAMI

●今月のトシミツ
　最近の俺は、記憶喪失っぽいかも。パソコンで言うと、
ハードディスクの容量が一杯になっていて、新しいデー
タは記憶されにくい状況です。でも、不思議と昔のこ
とは覚えているんです。新しい頭脳のうちは、どんど
ん記憶が入っていくけど、古くなってきた頭脳にはイ
ンプットが難しい。おじいちゃんやおばぁちゃんとか
が、何度も何度も昔のことを話してくれることってあ
りますよね。楽しかったこと、辛かったこと、美味しかっ
た食べ物のことなど、インパクトの強かった事柄は、
昨日のことのように話してくれます。最近の俺も、似
たようなものかなぁ…と。

■佐藤敏光  Toshimitsu SATO

BIGTANK編集室

〒064-0944
札幌市中央区円山西町3丁目1-20
ガーネットヒルズ円山205
TEL. 011-621-8977
FAX. 011-621-8999
Mobil Phone 090-3110-1571
haruki@mvf.biglobe.ne.jp
http://www.bigtank.jp

郵便振替口座  02790-3-3827
加入者名 ビッグタンク

●今月のハルキ
　男同士というのはいい、と子供の頃から思っていた。
お互いに沈黙していても気まずいということがない。
頭の回転が鈍いからなのだと思うのだが、生来、会話
というものが苦手で、だから若い頃も女の子とデート
というのも得意ではなく、そのせいばかりではないと
思うが、ほとんどしたことがない。話かけられると、
その言葉の意味を考えて、適当な返答をするまでに人
よりも時間がかかる。考え抜いたあげく、相手にはと
んちんかんな答えになってしまうことが多く、変な人

隔月刊BIGTANK

定期購読
1年間 ¥7200(送料込)

年6回 偶数月 発行

オンラインショップにアクセス!

と思われるという悪い流れにもなる。それ以前に、
何かを問いかけられると、その意味を考えている間
押し黙っているため「あ、なにか気に障りましたか?」
となって困るのである。実は会話ばかりではなく、
野球やサッカーに入れてもらってもボールが自分の
ところにくると、瞬間的に判断するということがで
きないので、まごついて、急かされたあげくに、と
んちんかんなプレイをしてひんしゅくを買ってしま
う。頭の回転が鈍いのである。
　年をとった人が、返事をするのに時間がかかるの
は、知識の蓄積が多いために、それらをサーチする
ために比例的に多くの時間が必要だからだ、という
説を最近読んだ。加齢をポジティブにとらえる考え
方で、これは悪くない。ぼくの場合は子供の頃から
のことだから当てはまらないけれど、そこにヒント
を得、「自分はじっくりと考えて話をするタイプなの
かもしれない」と子供のころからのコンプレックス
を解決する糸口にしようと思った次第。

■春木久史  Hisashi HARUKI

★メールマガジン登録ページのログインパスワード

　starts  　2015年6月20日まで
   (半角小文字)



大会名 : 第2回 ノースアイランドラリー
日　程 : 2015年7月1日～8日
運　営 : NIR実行委員会
後援 : 稚内市
旅行主催 : 株式会社ノマド

サハリンを縦断する冒険のラリーへ。
プレエントリーは終了しました。

たくさんのお申込ありがとうございました!

BIG TANKのオンラインショップから
代引き、銀行振込、ペイパルのご利用ができます
FAX. 011-621-8999
携帯電話　0903-110-1571( はるき )
E-mail : bigtank66@gmail.com

1冊972円　定期購読は1年間(6回送料込)　7200円定期購読者限定サービス
BTMメールマガジン配信中
ホームページから登録してください !!
ログインパスワードは本誌の編集後記の末尾に記載しています。
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Heading to OXA

BMW Motorrad
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Rally Mongolia
Photo Collection by Yasuaki Jibu, Hisashi Haruki

写真集 ラリーモンゴリア
治 武 靖 明・春 木 久 史

限定数で増刷を行いました。お求めはBIGTANKオンラインショップで。


	1
	2
	3
	4-5
	6-7
	8-14
	15
	16-27_s
	28-33
	34-35
	36-49
	50-53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

