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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。
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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



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

しくはシックスデイズではないが、夢に描いて

いた、あのシックスデイズそのものでもあった

のだ。

　港のメインストリートから少し高台に上がっ

たところにあるピアッツァ (広場)にパルクフェ

ルメは設けられていた。ナポレオン時代の城壁に

囲まれた街並み、雰囲気の良いカフェやリスト

ランテ、商店が立ち並ぶ通りに、美しく磨き上

げられたレゴラリータが良く似合っている。イ

タリアの自動車やモーターサイクルのデザイン

が、建築や他の工業製品と同様に、長い年月を

かけて磨かれてきた、市民の芸術的素養、美意

識に深く根差したものであるということが実感

できる。でなければ、このように旧い街並み、人々

の生活する風景に、エンデューロというものが

溶け込むことはできないだろう。

　「これはまるで楽園だなぁ」と、傍らでカメラ

を構えていた稲垣君に声をかけると、彼は「ええ、

胸が熱くなりますね」と応えた。世代が違う若

いカメラマンには、ぼくとは違う何がしかの思

いがあるだろう。それはここに掲載させていた

だいた写真に描き出されているはずだ。

　パルクフェルメからスタートのポディウムま

でバイクを押していくと、そこには思ったより

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

に、スタートの合図までエンジンを始動するこ

とができない。前の列のライダーたちが、白煙

を上げ、冷えたエンジンをバラつかせながらポ

ディウムを下りていくと、次はぼくたちの番だ。

1971年式の旧いハーキュレス、SACHSの空

冷125ccエンジン、BINGのキャブレターには、

チョークが無い代わりに、ベンチュリー内に燃

料を送りこんで混合気を濃くするためのティク

ラーという装置がついている。ぼくはキャブレ

ターについた小さなノブを3度押して燃料を送り

こんでから、勢いをつけてハーキュレスをポディ

ウムに押し上げた。ポディウムは上がってみる

と思ったよりも高く、集まった見物客が少し小

さく見えるほどだ。大きな時計が59秒から0秒

に変わってイタリアの国旗が振られる。左側に

出ているキックを1回、2回踏み下ろしただけで、

SACHSの125ccはあっさりと始動した。試運

転の時も驚いたが、ぼくのハーキュレスも、野

旧市街の広場がパルクフェルメに



ITDEのルートマップ。1周は約60km、
反時計回り。エルバ島の人口は約3万ラ
ンで、大体ポルトフェライオの市街に集
中している。島の西端と東端を直線で結
ぶと約25kmという大きさだ

口さんのカジバも、大樂さんのKTMも、揃って

実に調子がいい。「カンカンカンカン」というピ

ストンリングの打音。比較的重たいフライホイー

ルなので、空ぶかしをすると、回転の落ち方が

ゆっくりで、モトクロッサーのように「ビィン、

ビィン」という音ではなく、「ブイーン、ブイーン」

という音になる。旧い建物のアーチを抜けると

ヨットハーバーのメイン通り。飛ばすでもなく、

かといってゆっくりでもないスピートで走って

いると、パルクフェルメに向けて歩いていく後

半スタートのライダーたちが手を振って見送っ

てくれるので、左手を挙げて挨拶を返す。

　楽しい一日のはじまりだ。

かつての6日間競技の再現
　「インターナショナル3デイズエンデューロ イ

ゾラ・デ・エルバ リバイバル」というのが、こ

のイベントの正式名称だ。1986年までに製造

されたモーターサイクルが対象。FIMヨーロッパ

連盟には、ヴィンテージエンデューロの欧州選

手権があり、2015年も全7戦が開催されている

が、このエルバ島での開催は初めてで、3日間と

いう日程も特別に長い。

　主催しているのは、スイスの中のイタリア文

化圏であるルガーノ在住のモーターサイクル

ジャーナリストにして非常なヴィンテージエン

デューロの愛好家であるマルチェロ・グリゴロ

フという人物。1960年〜1980年代の6日間エ

ンデューロの各大会の資料・写真を編んだハー

ドカバー 350ページもの大著をシリーズとして

出版している文化人である。

　エルバ島は1981年にインターナショナル

シックスデイズエンデューロ(ISDE)が開催され

た土地で、この3日間エンデューロは、その往事

のシックスデイズを、外観もそのままにエルバ

島に再現しようという試みだ。

　当時を偲び、ヴィンテージエンデューロバイ

クの愛好家が再び同じパルクフェルメ(車両保管

場所)に集う。大きくコンペティションクラスと、

ジェントルメンクラスという参加区分がある。コ

ンペティションクラスは文字通り、競技として楽

しむもので、1周60kmのフルコースを走り、そ

の中で1周につき2つのタイムトライアル区間、

クロステストとエンデューロテストというスペ

シャルテストをこなす。ジェントルメンクラス

ではスペシャルテストは走らず、コースの中で

難しい部分は舗装路でショートカットするいわ

ばツーリングとしての参加方法で、順位は競わ

ない。ちなみにジェントルメンクラスは1989

年製造までのモーターサイクルでの参加が認め

られている。

　初めて開催されるこの大会だが、10カ国から、

220名もの参加があった。大半は地元イタリア

のライダーだが、次いでドイツ、フランス、イギ

リス、ベルギー、オランダ。遠くからはアメリカ、

オーストラリア、そしてぼくたち日本からの3名

だ。

　まるでナポレオンの幽閉時代(ナポレオンが最

初に退位させられた時に僻地の小領主として流

されたのがこのエルバ島なのである)から変わっ

ていないかのような、旧き良き港町、ポルトフェ

ライオのパルクフェルメには、1970〜80年代

に活躍したレゴラリータ(エンデューロバイク)が

並び、参加国のナショナルフラッグがはためく

様子は、まさに1981年のシックスエンデュー

ロの再現だ。

トスカーナの小さな港町、ピオンビーノからの距離は約20kmで、
海路1時間。すぐ西側にフランス領コルシカ島。コルシカの南の
大きな島が2013年にISDEが開催れたサルディニア島だ



シックスデイズのカルチャー
そのものがここにある
　マルチェロさんとのつきあいは、彼が出版す

るそのシックスデイズの資料集を、この3年の間、

日本の仲間と共同購入しているというだけのも

のだった。だが、遠い極東アジアにもエンデュー

ロというものを愛好する人間たちがいるという

ことは意識してもらっていたのだろう。3月頃の

こと、イタリアのエルバ島で、こうしたイベント

を行う。バイクは用意するから出場してみない

か、というお誘いを受けたのが最初だった。あま

り先のことまで予定できる性格でも生活でもな

いのだが、日程は10月。ちょうど、毎年、日高

のエンデューロが終わって一段落している時期

なので、これは行けそうだと考え「ではいきます」

と返答。その後、「実は、なかなか反響が大きく、

イタリアの外からもかなりの人数が出場するこ

とになりそうだ。せっかくだから日本から3名の

チームで来てくれないか。ISDEみたいに!」との

こと。そんな貴重なバイクを3台も用意してくれ

るなんて本当かな?　と思いながらも、彼とのこ

れまでのやりとりで実に真面目な人柄だという

ことを知っていたので、きっとこれは本気だと

考えた。ますます面白そうじゃないか。

　何人かの知り合いに声を掛けたのだが、最終

的に「いいですね。行きましょう」と即答して

くれた2名に決まった。一人は、ノグチシートの

野口英一さん、そして鹿児島でKTMディーラー

を経営している大樂利之さんだ。

　野口さんとは、実は、20年来の付き合いがある。

気の合うバイク仲間の一人。海外ラリーに単独で

参加するようなバイタリティも心強い。大樂さん

も、お誘いするにあたって、すぐに名前が浮かん

だひとりだ。2001年のISDEフランス大会をシ

ルバーメダルアワードで完走したエンデューロ

ライダー。メカニックにも強いシックスデイズラ

イダーというのは、やはり心強い。二人ともに「貴

重なバイクを、見も知らぬライダーたちに貸す

なんていうのは、少しハナシがうますぎるので、

直前になって、実は…なんていうこともあるか

もしれない。そのことは了解しておいてほしい」

と話したが、そうなったらそうなったでいいです

よ。と割り切って考えてくれたのも安心だった。

でも、実際には、ぼくたちが期待した以上のもの

を用意して歓待してくれた、というのが事実で、

こんなふうに思っていたなんてマルチェロさん

にバレたら大変だ。どうか、日本語の読める方は、

マルチェロさんにこの部分は読み聞かせないよ

うにお願いします。

　彼が用意してくれたバイクは、1972年式の

KTM125GS、1974年式のジレラ125、そし

てハーキュレス125GSだ。いずれも、同型の

SACHSの空冷エンジン。KTMは当然、大樂さ

んに。野口さんにかっこ良くて一番年式の新し

いジレラ、スイングアーム式の古風なアールズ

フォークでどうみても一番走りそうにないハー

キュレスがぼくだ。言いだしっぺが遠慮すると

いうのが日本男児の常識だが、いざ実物を前に

して多少ぶつくさ言ってしまったぼくは、あま

り潔い人間とは言えないようだ。

　そう、チームにはもう一人メンバーがいる。

1994年から、夫の故ベルナード・ホジキンス

さんとともに、日本のシックスデイズライダーの

サポートを続けてきたジェニーさん。イングラ

ンド在住の彼女に、チームマネージャーとして

エルバに来てくれないかと打診すると、すぐに

OKの返事。1971年マン島の大会から毎年欠か

さずシックスデイズの大会を見つめてきたジェ

ニーさんは、開会式の時に「この会場でもっと

も経験豊富なエンデューロ人」として紹介され。

喝采を浴びていた。そんな彼女のヘルプで大会

に参加できることは、ぼくにとってはとても幸

せなことだったが、もっと良かったのは、シッ

クスデイズのようには忙しくないので、彼女は

もっぱら稲垣君の車に乗せてもらい、島内を巡

り、シックスデイズの時には見ることができな

い、スペシャルテストやタイムチェックを巡った

り、眺めのいいところでカプチーノを楽しんだ

り、そして昔からの友人たちとの再会を喜びあっ

たりと、リラックスした日々を過ごしてくれた

ことだった。実に彼女ときたら、どこにいって

も友人ばかり。それも、世界各国の、かつてのゴー

ルドメダリストや長年シックスデイズのナショ

ナルチームのサポートをしてきた奥さんたち。

ここには、そんなふうにシックスデイズに深く

関わってきた、いろいろな世代の人たちが集まっ

ている。そういう意味でも、このエルバの3日間

エンデューロは、シックスデイズの再現なのだっ

た。これは、100年以上の歴史を持ち、今も続

いているエンデューロというカルチャーが必然

として生み出した、ひとつの重要なサイドストー

リーといってもいいだろう。

エンデューロテスト。ヴィンテージバイクのイベントとはいっても
走り出したら真剣そのもの。だから面白い!
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イタリア、ドイツ、フランス…欧州外からは日本、アメリカ、
オーストラリアから。全10カ国、220名の参加があったのだ 車検はヨットハーバーの桟橋で

ぼくたちのバイクを用意してくれたミラノ在住の
チースコさん。自らもカジバを駆って出場!クロステストを攻める大樂利之とKTM125GS

イタリア国旗の合図でスタート。エンジンは毎朝、1回、2
回のキックで簡単に火が入った。ハーキュレスと春木久史

主催者のルートガイドには「ヴィンテージバイクにはマジで厳しいダウンヒル」と記載されていた
岩盤の下り。走り応え充分だ

街の中の広場にパルクフェルメがあるので、スタートの待ち時間などに、
ピッツェリアやカフェでくつろぐことも…
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ずるしてショートカットできないようにルートチェックがある。
ここから舗装路を離れて険しいトレイルに入る

はい、おじさんのパラダイスです

大会のヘッドクォーターも海沿いの囲気の良い建物にあった日本代表というわけではまったくないのだが、一応チームジャパン。左から大樂利之、春木久史、ジェニー・
ホジキンス監督、そして野口英一の4名。チームジャージはマルチェロさんが製作してプレゼントしてく
れたのだ

幸運にも3日間を通じて快晴に恵まれた。エルバのトレイルとこの紺碧の海を忘れることはないだろう



1周のうちに二つあるテストのうち、こちらはクロステスト。素
晴らしいロケーションの中、サスペンションをがしゃがしゃ鳴ら
しながら激走するハルキとハーキュレス君
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これはマジで走らないと
完走すらできないぞ!
　スタートして街を抜け、郊外の舗装路をしばら

く走り、やっと林道のようなトレイルが始まる。

ここまでは、ISDE=シックスデイズと同じよう

な感じで、北海道の日高のエンデューロとも変

わらない。違うのは、バイクがずいぶん旧型の

レゴラリータだということだ。現代のエンデュー

ロマシンなら、まったくフラットといってもいい

ようなトレイルは、しかし、1971年式ハーキュ

レスのライダーには、なかなかスリリングだ。数

キロ走って、シングルトラックの下りが始まる

と、なかなか険しい岩盤の下りだ。「え?　こん

な感じなの!?」と驚かざるをえなかった。これは、

けっこう難しい。轍も深いし、フレームの下部

がひっかかるような段差もたくさんある。前後

のブレーキをめいっぱい使って、ライン選びも

慎重にしないと、下手するとにっちもさっちも

いかなくなってしまう。そんな下りが、2kmほど、

10分以上も続いて、やっと舗装路に出る。少し

走ったところでエンデューロテストだ。

　このテストも最初はフラットな林道。途中から

ガレたシングルトラックになって、スロットルを

開けていくと吹っ飛ばされそうになる。1980年

台のKTMやハスキーにばんばん抜かれて、悔し

いやらおっかないやらで泣きそうになりながら、

4kmほどのテストを9分もかかってアウト。そ

の後、1kmほどの舗装路の移動を挟んで、海を

一望できるトレイルへ。これもまたガレガレの

難所で、2速、3速にやっと入るかどうか。これ

が3kmほど続いて、もう汗だくだ。途中で時計

を見ると、なんともうほとんど時間がない。やっ

と舗装路に出た。タイムチェックのエリアに入

ると、もうすでに遅れているのがはっきりして

いたので、給油などして時間調整しているライ

ダーたちを横目にまっすぐタイムチェックのイ

エローフラッグを通過した。けっこうがんばっ

て走ったつもりなのに、17分も遅れてしまって

いた。がっかりだ。

　エンデューロのルールは、シックスデイズや世

界選手権、また日本のJECでも同じだが、1周の

間に数カ所置かれたタイムチェックをあらかじ

め設定した時間内に走るのが基本だ。今回は、1

周60キロのルートの中間にタイムチェックがひ

とつ置かれていて、これによってルートが前半

と後半に別れている。与えられた設定タイムは、

前半1時間15分、後半も同じ1時間15分。その

持ち時間内にタイムチェックに到着すればペナ

ルティは無し。遅れると1分につき60秒が加算

される。少し早く到着して、時間調整をし、そ

の間に燃料を入れたり、あるいは修理をしたり、

飲料や軽食を摂るというのが普通の走り方だ。ぼ

くのように遅れたりすると、燃料を入れる余裕

もなくなり、きつくなってくる。そして1日の間

に遅れが60分に達すると失格になってしまう。

　初日の最初のタイムチェックでここまで遅れ

るとは、なかなかショックだった。あまり先入

観も無かったのだが、ヴィンテージバイクのエ

ンデューロだということで、どうも、走行会に

近いようなイベントを、心のどこかで想像して

いたのかしれない。まったくそんなことはなく、

これは、なかなか本格的な、ヨーロッパのごく

普通のエンデューロではないか。

　ぼくは、ふんどしを締め直して、今度こそ真

剣に、エルバ島のトレイルに向き合った。年代

物のハーキュレスは、今は骨董品ではなく、唯一

頼るべき相棒、本当のエンデューロバイクになっ

た。



6日間競技から生まれ
鍛え上げられたマシンたち
　ペースを上げて走った後半の区間はなんとか

オンタイムに間にあった。野口さんと大樂さん

は、なかなか走り応えはあったとはいうものの、

前半の区間も10分ほどの余裕があったという。

一番設計の旧いハーキュレスと、比較的新しい

KTMとカジバの差で、これはしょうがないと、

多少いじけた気持ちでそう考えた。初日の今日

は1周だったが、明日はまったく同じルートを3

周だ。ぼくはとても3周は持たないと思っていた。

体力的にもキツいが、いくつか難所を含んだあ

のルート。ハーキュレスを壊さずに走ることが

できるだろうか。まさか、貴重なヴィンテージ

バイクを、すみません壊しました、といって返

すわけにはいかないだろう。

　しかしまあ、走るだけは走ろう。駄目だった

らその時に考えればいいのだ。

　翌朝は、みんなで少し早めに出発し、事務局

の掲示板をチェックしてからパルクフェルメに

向かうことにした。タイム設定やルートの変更な

ど、新しい情報が出ているかもしれないからだ。

シックスデイズや日本の選手権だったら、前日

に済ませておくべきことだが、どうもここのオー

ガナイズはそこまできちんとしているわけでは

なく、いろいろと直前までアナウンスが出ない

のでこれで充分なのだ。こういうペースで、特段、

気をもむでもなく、焦るでもないメンバーが心

強い。

　今朝も良く晴れている。ミラノからの移動中、

トスカーナ地方はずっと雨降りで、期間中の天

候が心配だったのだが、運がいいことにエルバ

に着いてからは晴天が続いていた。広場のパル

クフェルメに入ると、またそこには色とりどり

のレゴラリータたちが、少しだけ埃に汚れて待っ

ていた。その中を歩いているうちに気持ちが明

るくなってきて、今日はとても持たないだろう、

などという後ろ向きな考えもどこかに消えてい

た。

　前日、1時間15分の区間で17分の遅れ。たっ

たの30kmほどの区間で、少なくとも20分ほど

タイムを縮めなければならないというのは、ど

うだろう。舗装路からトレイルに入ったところ

から、ぼくは昨日とは違って、しっかり飛ばし

ていくことにした。ハーキュレスのフロントサ

スペンションは、そもそも12cmほどのストロー

クしかないのだが、車重と乗り手の体重とで1G

がかかると、もう3cmほどしか余裕がない。だ

から、舗装路でマンホールの継ぎ目に当たるだ

けで、バリバリッという悲鳴が上がる。クロー

ムメッキのフロントフェンダーに、ミシュラン

のコンペ4のブロックが擦る音だ。ぼくはもうそ

の音も気にしないで飛ばすことにした。続く岩

盤のダウンヒルも、思い切ったライン取りで行っ

た。すると、長いと感じていた下りが、意外に短

く感じられたのだ。昨日は何度もエンジンを止め

てしまい、また場所によってはクレードルフレー

ムを傷めないようにバイクから下りて慎重に押

していったような段差も、思ったより簡単にク

リアすることができた。

　初日は慎重になりすぎていたのかもしれない。

バイクが信用できなかったのだ。小さな石のひ

とつひとつ、段差のひとつひとつに神経をとがら

せて、とにかくハーキュレスをいたわって走るこ

とに気を遣いすぎ、本来持つ性能を出すことが

できなかったかもしれない。今日は違った。あ

まり遠慮せず、ガンガン突っ込んでいくと、ハー

キュレスはそれに応えるように、思った以上の

走破性を発揮してくれた。　エンジンは、2スト

ローク125ccでありながら低速トルクの具合が

いい。フライホイールマスが大きく、トライアル

バイクのような粘り強いトラクションを発揮す

る。アールズフォークは、テレスコピックフォー

クに比べると剛性が高すぎてカーブで滑りやす

く、またフロントヘビーでもあるが、構造的に

横幅がスリムなので、轍などでのロードクリア

ランスが大きくて意外に走破性が高い。決して速

いとは言えないが、難コースを3日間に渡って走

り続けて、まったく調子を崩すということがな

く、小さな部品ひとつとして壊れることがなかっ

た。流石は、1960年代〜70年代のシックスデ

イズで、その乗り手に数多くのメダルをもたらし

てきたバイクだ。バイクに限らず、その年、そ

の年の最高品質のものというのは、いつまでたっ

ても本物なのだ。

　そしてこのエンデューロに参加している旧い

バイクたちは、本当にどれも調子が良い。ヴィ

ンテージのイベントというと、スタートでエンジ

ンがかからないバイクや、途中で壊れたり、調

子を崩したバイクたちで、ルート上は「死屍累々」

という光景を想像し、また、自分たちのバイク

も、いつ止まるがわからないもんだと思ってい

たが、まったく想像と違っていた。みんな新車

と変わらない、あるいはそれ以上のコンディショ

ンを維持して、本気のスピードでかっ飛んでい

る。こんな風に、旧いバイクを、きちんと走る

状態で維持することができる環境、土壌こそは、

文化という他ないだろう。

　クロステスト、エンデューロテストを攻めて

いるうちに、ぼくはすっかり、ヴィンテージバ

イクのイベントに参加しているという気分では

なくなり、単に普通のエンデューロに出場して

がんばっているだけという気持ちになっていた。

毎年、シーズンオフを前に楽しみにしている、

SUGOの2日間エンデューロで、ライバルのタイ

ムを気にしながら走っている時の気持ちだ。

　タイムチェックには10分少々の余裕で到着す

るようになった。燃料を補給し、スポークの緩

みを直し、近くのライダーたちと談笑している

うちに時間になる。イエローフラッグの手前に

設置してある時計の前で時間調整をして、時計

が59秒から次の0秒にかわったところでエンジ

ンをかけて、タイムチェックを受ける。これも

いつものエンデューロと同じだ。ぼくはハーキュ

レスがお気に入りになって、いつものペースを

取り戻すことができた。このバイクはぼくが思っ

ていたより、ずっとストロングだ。

タイムチェックの区間タイムは、選手にはとても重要な情報だが。こんなふ
うに手書きであっさりと貼りだされてあったり…。これもエンデューロが定
着している証かな?　tempiは時間で、ここでは設定タイム、C.O.は、コント
ラリオ・オラリオで、タイムコントロール、でいいのかな、YUKI?

イベントの主催者、マルチェロ・グリゴロフ
さん。素晴らしい体験、思い出をありがとう!



モトモリーニの500cc、空冷ツインエンジンである。
イタリアのモーターサイクルには、いつもテクノロジーの挑戦と美しさがある

お!　リードバルブにVフォースだ

これは参加車両ではありません。APEのCROSSというモデル一見するとごく普通のヨーロッパのエンデューロ。その通り、
競技は現代のエンデューロそのまま

3日間をまったくのノートラブルで走り切ったハーキュレス K125、文中にもあるが、こう見えてストロングな本物のシックスデイズ
モデルなのである。燃料タンク上の標準装備のレザー製バッグには、スペアチューブ、プラグなどを入れることができた
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アクセラレーションテストに挑む野口英一とジレラの125cc、
200メートルを8秒台で駆け抜ける
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あの日見た風景
　毎日の最終ラップには、アクセラレーション

テスト(加速テスト)という、特別なテストが設け

られている。最終のタイムチェックの前に、街

中の直線路を封鎖した200メートルのコースを

用意し、停止状態からスタートしフィニッシュ

ラインに到達するまでのタイムを計測。所要時

間がそのままペナルティとして加算される仕組

みだ。もちろん速ければ速いほどいい。1980

年代前半までのISDE=インターナショナルシッ

クスデイズエンデューロで行われていたもので、

もちろん、1981年のISDEエルバ大会でも行わ

れていた。マルチェロさんは、これも当時のま

まに再現したのだった。

　もともと、製造されるモーターサイクルの性

能試験という意味合いを強く持っていた6日間競

技にとって、この加速テストは、競技の在りよ

うを象徴するような存在であるといっていい。

　1日300kmもの悪路との戦い、8〜10時間に

も及ぶスケジュールは、当時のモーターサイク

ルにとってはまさに耐久テスト。ちょっとやそっ

とでは壊れたりしない信頼性がなにより重要で、

また、もし破損してもすぐに修復して走りだせ

る整備性も求められる。乗り手も、長距離、長

時間を疲れず、バイクに負担をかけずに乗り切

るテクニックが必要だったし、整備の知識、技

術が今よりもずっと高いレベルで求められてい

た。エンデューロのルールは、交換できる部品や、

メカニックなど第三者の援助が制限されている

のが特徴だが、当時は、今よりずっとルールが

厳しく、工具もライダー自身が身につけている

ものしか使用できないほどだった。

　耐久試験の仕上げが、この加速テストだ。長い

一日の戦いを終えてなお、出発した時と同じよう

な調子が維持されているかどうかが、1/100秒

単位の計測で評価される。エンジン不調、クラッ

チが滑っているバイク、ギアボックスが壊れてセ

カンドギアにしか入らない、フロントフォーク

が曲がって真っ直ぐ走らないバイクも、そのま

まの状態でこのテストを受けなければならない。

　6日間競技に出場するモーターサイクルの性

能、信頼性は、こうやって客観的な評価を受け、

製品としての優秀性を証明してきた。そして、こ

こで勝利を挙げたモーターサイクルには、誇ら

しげに"SIX DAYS"という名称が付されてきたの

だ。

　ぼくがこの加速テストというものを知ったの

は、フォトグラファー、佐藤敏光さんの写真に

よってだった。1980年代、夢中になって読ん

でいたライディングスポーツという雑誌に掲載

されていた、シックスデイズエンデューロの記事

の中にそれはあった。少しでも空気抵抗を減らす

ために深くハンドルバーに伏せてゴールに向け

てスロットルを全開にするライダーの姿。その視

線の先には、ただ200メートル先だけではなく、

もっとはるか遠く、6日間のゴールがあるのだと

思うと、それだけで胸が熱くなったものだ。遠

い国で行われている伝統の6日間競技は、その映

像とともに、ぼくの心に憧れとして住みついた。

そして、いつしか時代の流れとともに加速テス

トは廃止されたということを知る。あの写真の

光景も過去のものになったのだ。

　だが、今、その200メートルのスタートを持

つ列に並んでいるというのはどういうことだろ

う。沿道には見物客。先に並んだ競技車は、1台、

また1台と、2ストロークオイルの青白い煙を残

して小さくなっていく。

　その様子を見ていると、すぐに順番がやってき

た。前のライダーがいつのまにかスタートしてい

て、ぼくの視界をさえぎるものはなにもなくなっ

スタートしてしばらくは市街地のルート。きれいなヨットハーバー

かわいらしくしかも格調高いデザインの
イベントポスター



た。そうすると、200メートル先のフィニッシュ

ラインは、不思議なほど近くに見えた。

　スタートラインについてゴーグル越しに見え

るその風景にはまったく見覚えが無く、憧れてい

たあの写真にもうつってはいなかったものだっ

た。

　そうか、ぼくは今、あの写真に写っていたラ

イダーそのものになったのだ。

楽園を離れる
　エルバ島を離れる船に乗っても、まだ夢の続

きのような気分だった。この島には、いずれそ

う遠くないうちにまた来ることになるような気

がした。晴天はまだ続いている。ぼくたちは甲板

に出て、ナポレオンの居城や、次第に小さくなっ

ていくポルトフェライオの街並みを、名残惜しむ

ように眺めていた。　素晴らしい3日間競技だっ

た。夕方の閉会式が終わって、たくさんの人に

囲まれているマルチェロさんをつかまえて、「来

年もまたやるんでしょう?」と尋ねると、彼は「み

んなそう言うんだ。もうひとつちょうだい、っ

てアイスクリームをねだる子供たちみたいだよ。

うれしいけど、今はまだわからない」と笑った。

半年間に渡るハードワーク。「マルチェロはずい

ぶん痩せたのよ」と、いつも傍らで彼をサポー

トしている奥さんが肩をすくめて笑った。

　このイベントの実現には、本当に多くの人たち

の苦労があることが伝わってくる。イタリアのオ

フロードレジェンド、ファビオ・ファゾーラも

その一人だ。有名なハードエンデューロ、Hell's 

Gateの主催者でもあるファゾーラ氏は、エルバ

島を拠点にして、さまざまなモータースポーツイ

ベントを開催している。彼がいなかったら、マ

ルチェロさんのこのイベントも実現しなかった

だろう。パーティの席で、ファゾーラ氏の友人が

話してくれた。「日本ではどうだい?　エンデュー

ロバイクで走る場所はたくさんある?」、それは

やっぱり限定的ですよ、と応えると「今はね、イ

タリアもそうなんだ。でもこのエンデューロは

違うだろう。素晴らしいトレイルをたくさん使っ

て走っている。これはすごく特別なことなんだ。

ファビオ・ファゾーラを知っているだろう?　彼

は地元に貢献する活動もして、政治家たちとも

ちゃんと付き合って、こういうイベントが続け

られるように発言力を維持しているんだ。これ

はとても大切なことなんだ」と。

　帰国したのちも、エルバで知り合った仲間たち

とFacebookを通じて連絡を取り合っていると、

本当に、このイベントがみんなにとって特別な

ものだったということがわかる。これは、エン

デューロシーンの新しいムーブメントのきっか

けになる3日間だったと今は確信している。仮に、

マルチェロさんがやらなくても、誰かがやらずに

はいられないばすだ。なにしろ土壌はあるのだ。

　しかし、帰国してから1 ヶ月少々が過ぎた頃、

来年もエルバでの開催が決まりそうだとの報せ

が届いた。そして新たなシリーズとして、フラ

ンスで1回、ドイツで1回、エルバを含むイタリ

アで2回という新しいシリーズ戦が始まることに

なりそうだ、と。　もしそうなったら、ぼくは

間違いなく参加することになるだろう。そして

日本のエンスージアストに、参加の道筋を教え

てあげなければならないと思っている。

　エンデューロの世界はまだまだ広く、出会う

べき友人も数限りない。

　　　　　　　　　　　　　　　　END

この大会のスポンサーでもあるAcerbisの名作「Elba Head Light」は、1981年のISDEエルバ大会に因んだ製品。稲
垣君はそれを知ってか知らずか、パルクフェルメに並ぶたくさんのレゴラリータの中から、エルバライトのバイクに
望遠レンズのフォーカスを合わせた。この名作は、最近Acerbisによって復刻され新品が入手可能となっている

■ACERBIS製品　/　MC-JAPAN
TEL. 0264-44-2990
http://www.mc-japan.net/



フランスのPORTALというメーカーだということだけはわ
かったのですが、後は不明です。すみません。エンジンはロー
タックス。ほんといろんなメーカーがあるもんです

ISDTトロフィモデルを模して精巧に作られたレプリカだそうです。すごい!

1981年式のKTM250GS　当時のレゴラリータはセンタースタンドが多かった
ですね。1990年代の前半になって、FIMルールによってセンタースタンドが
禁止になったので、以降は見られなくなりました

1981年式のファンティック。自社製の125ccエンジンを搭載

1975年式のSWM125だ。最近、イタリアンハスキーのコンポー
ネンツを流用した新しいエンデューロマシンを発表したイタリ
アのメーカー。ちなみに、SWMは"Speedy Working Motors"
の略

イタリアの小メーカーで現在は自転車のメーカーとなってい
るアンチェロッティ・ビラのレゴラリータ。1981年式

プジョーの125cc、1982年式、水冷エンジンですよ!

こちらはプフといってオーストリアのメーカー。ロータックス
エンジンを搭載。1970年代中頃のモデルと思われます
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こちらはかなりオリジナルに近いスラッシュですが、フロン
トフォークと排気管がなかなか

これはプフの50cc、かつてのISDEには50〜1300までたくさ
んのクラスがあったのだ

BMWのISDTトロフィモデル風の改造車もたくさんエント
リー。1985年式。マイコのフロントフォークなど

1975年式のKTM125は、当時多くのメーカーで採用されてい
たSACHSのエンジン搭載

これはマルチェロさんの愛車、ヴァンケル(ロータリー )エンジ
ンのハーキュレス。この怪物の紹介はまたいずれ…

1968年、西独のメーカー、ツェンダップのGS125

こちらは東独、MZの2ストローク374ccモデル!　MZは、エン
デューロ世界選手権やシックスデイズの開催地としても知ら
れるチョパウに現存する会社

こちらもSWM、250cc、1981年式こちらは1968年式のハーキュレスの125cc、アールズ式フロン
トサスペンションは、ぼくが乗った1971年式とそう違わないが、
フレームはクレードル部を持たず、またSACHSのエンジンも
旧式だ

大樂さんのKTMも調子が良かった。無事3日間走りきった時の一枚!

Husqvarnaで参加して優勝した英国チーム!!この石造りの橋はいつからあるんだろう。葡萄畑の中のトレイル

ポリーニというメーカーのチームです


