
とんでもない岩場が多いルーフでは、プロテクションパーツが不可欠です。スイングアームに樹脂製ガード
を装着するのは、保護のためというよりも、アルミと岩がかじりついて前進できなくなることを防ぐためです。
同様にアンダーガードも金属製は滑りが悪くて不向きとされています。丈夫な樹脂製が選ばれます。

晴れると最高ですよ。

これは予選タイムトライアルのコース図。今年は天候の悪化のた
め、全員がブロンズクラスの、難易度の低いコース走りました。

ブレーキローターのガードはアルミですね。受付時、GPSのマップデータをガーミンのスタッフが入力してく
れます。ルーフは、GPSを使ったナビゲーションで走ります。

オリジナルのDOHCユニットを搭載、初期型の2009年モデルか
らフューエルインジェクションを採用。抜群のドライバビリティ
で話題のSherco　SEF-R



ダーバンのヤマハファクトリーでセットアップ。

2度目のRoof of Africa
　南アフリカ内にあるレソト王国で開催される

"THE　MOTHER OF HARD　ENDURO Roof 

of Africa"に参戦してきました。2013年の日本

人初参戦に続き2度目の挑戦となる私と西森裕

一さん、そして 初参戦となる内山裕太郎さんの

3人体制。 また YMCスタッフも2人から6人に

増え、前年度よりも大所帯での体制です(2013

年のレポートは弊誌NO.187を参照ください)。

　昨年はレースに関する情報が少ない中手探り

での準備でしたが、今回は1年目の貴重な経験

を基に事前に出来ることはしっかり行い早い段

階から準備を進めることができました。前回お

世話になった南アフリカのYAMAHAファクト

リーチームからの参戦で、最もコースの難易度

が高く距離も長く厳しい GOLDクラスでのエン

トリー。マシンも前回と同じ2013型YZ250F

にWR250Fのセルスターターが組み込まれた

ROOF仕様。今話題の最新型YZ250FXという

話もありましたが、乗り慣れているマシンでも

あり、日本で自分に合ったROOF仕様に仕上げ

ることが出来るということで、2013年モデル

を選びました。今回も信頼性のあるパーツを日

本から持ち込み、衝撃吸収性の良いホイールや

ロックセクションの多いROOFで最大の威力を

発揮するハードエンデューロ専用タイヤのIRC 

GEKKOTA、視認性を改善したGPSステーなど、

厳しいレースを完走するためのマシンに仕上げ

ました。

南アフリカ到着
　11月29日(土)の夕方に南アフリカ・ダーバ

ンに到着。空港からそのままホテルに向かい、

南アYAMAHAのスティーブさんとピーターさ

んに再会しみんなでピザを食べながら今回の

ROOFについて話し合いました。30日(日)は車

両の慣らしとトレーニング。朝からスティーブ

さん宅でマシンの簡単なセットアップをしまし

た。事前に日本から送っていたパーツはスティー

ブさん達が組替えてくれてあり、朝はハンドキャ

リーしたパーツを取付けてからバイクをトレー

ラに載せ練習場所へ。待ち合わせ場所のスタン

ドには昨年もお世話になった William  Gillittさ

ん(通称Wild Will)が待っていてくれました。彼

は南アで有名な方で雑誌にライテク記事を載せ

ていたりしてROOFも毎年上位に入賞する実力

者です。彼が事前にROOFの様なコースを設定

してくれていて、それをGPS(ガーミン)を見な

がらトレーニングします。雨の中の走行は昨年

の辛い記憶がよみがえってきます。本番さなが

らのハード設定のコースに3人共に汗だくにな

りましたが、昨年よりも上手く走ることが出来

ていることを感じます。マシンセットの方向性

が合っていて体もそれなりに仕上げてきたから

でしょうか(昨年は肘の怪我で病み上がり状態で

した)。少しではありましたが日本でやってき

たことの成果を感じられ、本番のレースが楽し

みになってきました。　その夜はマシンの最終

チェックをし明日の移動にそなえます。

レソト入り
　12月1日(月)の朝、南アフリカのダーバンか

らレソト王国へ向けて車での移動。途中景色の

いい国立公園を通過しながら国境を越えます。

国境を越えるとすぐに町があり、その中にホテ

ルが多くあります。私達は昨年と同じホテルで

ヤマハ系チームが多く滞在。開会式と表彰式も

そのホテルで行いました。 また、ホテル駐車場

がパドックになっています。そのホテルを歩い

ているとホテル関係者が「また来たね!」と声を

掛けてくれ「またこの地に来たんだな」という

ことを実感しました。

マシン最終チェック
　12月2日(火)、昨年はレース直前に現地入り

してほとんど余裕が無かったので今回は早目に

移動しました。この日は時間を有効に使って現

地でのマシンチェックも行いました。ホテル近

くの山で地元ライダーと岩場メインでフリーラ

イド。マシンの気になるところは妥協せず、細

かく調整を繰り返しセッティングを行いました。

 ROOF OF AFRICA 2014
森耕輔、2度目の参戦、激闘の記録。
第48回 ルーフオブアフリカ
2014年12月3-5日　南アフリカ・レソト王国
Report : Kousuke Mori 森耕輔

50年の歴史を持つ元祖ハードエンデューロが、このルーフオブアフリカだ。約400名が参加。山羊しか歩かないような急峻な山
岳コースを舞台に繰り広げられる苦闘。森耕輔と西森裕一が、昨年に引き続いて出場。日本のトップエンデューロライダーの一人、
内山裕太郎も初出場した。

下見中。これもコースです。



レース前日
　12月2日(水)AM、受付はKTMチームがメイ

ンで泊まっているホテルで行っています。携行

品のチェック(各自でリストにチェック入れるだ

け)、ガーミンのスタッフがGPSに3日間のルー

トを入れてくれます。最後にパスポートと引き

換えにYellow brick tracker(イエローブリック

トラッカー )という発信器を受け取り受付終了で

す。昨年はこの装置は無かったですが、多くの

遭難者を出してしまった対策でしょう(昨年は西

森さんもその一人でした)。どこにいるかPC上

で確認ができ、ボタンを押すとSOS信号が出る

仕組みです。また受付で貰ったゼッケンを見て

みるとSOSコールナンバーが入ってました。

　午後はDAY2のコースを一部下見。コース

は車で1時間ほどかかる山間部にあります。レ

ソトは最低標高が1400メートルで、コースは

3000メートル近いところを通過する地点もあ

るようです。昨年スタート/ゴールだったポイン

トに行ったら大量の羊がいて、GPSを見ながら

羊をよけルートを確認すると強烈な長いロック

の下りがありました。「これがROOF!」と再確

認した瞬間です。

　夜には自分たちが泊まるホテルでドキュメン

ティションがありコースの注意点など説明があ

りました。

DAY1 タイムトライアル
　ホテル近くの一般道を閉鎖して行われる

「Round the Houses」はロードレース。この

順位は本番レースの成績には全く関係ないので

すが、中にはこのレースを本気で走る人もいま

す。直線が長くて5速全開で最高速が出るほどの

長さがあります。この後の予選までにタイヤの

交換はできないルールなので、今回使用するタ

イヤ、GEKKOTAを消耗させないように労わっ

てはしりました。

　そのレースが終わると少し離れたショッピン

グモールの駐車場でトレーラーにバイクを積

み込んでレース会場へ移動します。現場に着く

と予選コースが変更になったとの連絡が入り、

GPSマップデータを入れ直してもらいました。

前夜に大量の雨が降った影響だったらしく、全

クラスがBronzeクラスのコースを走ることに

なったのです。

　スタートは11:00から14:00の間の好きなタ

イミングで出て良いルールです。我々は、少し

待ってラインが出来始めた頃にスタートすねこ

とにしました。コースは曲がるポイントなどに

矢印のマーキングがあり、 GPSを見ながら走り

ます。GPSを注視し過ぎるとロスになるので、

西森さんと内山さんに先にスタートしてもらい

2人を追いかける作戦をとりました。しかし中

盤までは視界に入る距離で走ってましたが、2度

派手に転倒してしまい彼らが見えなくなってし

まいました。その後はGPSはあまり見ないで矢

印とタイヤの跡をみながら走行して1時間17分

57秒でフィニッシュ。クラス87位(130名中)

という成績です。

　難所がほとんど無いハイスピード系のコース

で、最後に岩場がありましたが、JNCCのよう

な感じでした 。トップのWade Youngのタイ

ムは55分46秒。どんなペースで走っているか、

想像できません。

DAY2　決勝1日目
　決勝のスタートは6:00から。今度は予選タイ

ム順。我々は5:00に現場に着くように準備しま

した。3:00に起きて朝食を済ませ、まだ暗い中

ホテルを出発。 

予選タイムトライアルのコース終盤。かなりの難コースですが、決勝はこんなものではありません。



　スタートエリアは少し寒かったですが、徐々

に日も昇り絶好のレース日和になりました。今

回も6:20頃スタートし日本人3人はほぼ同じタ

イミングでした(You Tubeにスタートから1時

間半までの動画があります)。

　昨年は同じタイミングでスタートしたライ

ダーにすぐ離されてしまいましたが、今年は西

森さんや他の数名のライダーと順位を入れ替え

ながら走っていくことができました。内山さん 

は序盤の渋滞ポイントに巻き込まれて少し遅れ

ていた様でした。 

　予選とは違い、スタートしてすぐに難所が現

れます。自分の前後を走る現地のライダーは難

所の技量はあまり高くない人も多く、ロックセ

クションでタイヤを上手くグリップさせられて

いません。ただし筋力は凄く、85ccモトクロッ

サーを扱うように、タイヤが空転しながらもグ

イグイ押し上げて登って 行きます。

　今回持ち込んだIRCのGEKKOTAはそんな難

所で威力を発揮し、彼らの様に体力を使わず走

ることが出来ました。ただ柔らかいタイヤなの

で耐久面が心配で途中CPでタイヤ交換できるよ

う準備していました。が、予想より減りは少な

くグリップ力も安定していて良かったです。 

　1つ目の給油ポイントに着いたのは9時過ぎ。

スタートして3時間ほど。GOPROを外しエネル

ギー補給と給油を済ませる。この時点でかなり

体力を消耗していました。4時間経過した辺りか

ら疲れが溜まり始め振られやすく押えが効かな

くなりました。難所以外の所はそこそこの速度

で走れますが、しかし岩がゴロゴロしています。

その数分後に左足を岩にヒットし小指を痛めて

しまい走行を続けるのが厳しくなってしまいま

した。疲労と足の痛み。ゴールまで走り切るこ

とを目標としていましたが足の具合があまり良

くなかったため、レースは諦めチームスタッフ

がいる3つ目の給油ポイントに日が落ちる前に

戻ることに切り替えて走ることにしました。

　怪我をしてから数分走った難所の近くにコー

スを横切るきれいな沢が流れていたため、そこ

で足を冷やし30分ほどその場で休んでから3つ

目の給油ポイントを目指しました。確か12時前

だったと思います。

　そのポイントから数十分走ったら所に2つ目

の給油ポイントがありました。そこはチームス

タッフがいないポイントですが、オフィシャル

の方が給油や水や果物をサービスしてくれます。

給油を早めに済ませ水と果物を頂き再スタート

です。

裕太郎さん、喜んでいます。

セットアップとトレーニングです。

プロテクションパーツもあっというまにこんな状態になってしま
います。

森のマシンです。タイヤはハードエンデューロ専用、IRCの
GEKKOTAをチョイス。耐久性も問題ありませんでした。

リクルスのオートクラッチです。

これは森のマシンです。乗り慣れている2013年型YZ250
にWRのセルフスターターを装備したルーフスペシャル。

こちらは西森さんのマシンで基本的には3人とも同じ仕様ですが、サスペンション、
タイヤ、各部のパーツが異なります。ゼッケンは、ゴールドクラスに参加する外国
のライダー (36名いました)には、数字ではなく名前のイニシャルが与えられます。



2500メートルの峠越え
　今回最大の難所である2500メートル以上の

峠越えが待っていました。景色の良い緩やかな

坂道のはるか先には反り立った高い山がありつ

づら折れの道が頂上付近まで続いてました。(情

報によると60回ほど折り返していたそうです)。

 ここまで6時間近く走って溜まった疲労に左足

の痛み、この辺りから胃が痛み始めてしまいペー

スを上げることができません。水分や養分の摂

り方が良くなかったか疲労によるものなのか、

先程食べた果物?　原因は判りませんでしたがバ

イクを突き上げる衝撃が胃に突き刺さります。

　峠道は車が1台ほどの道幅で直径40cmほど

の石がゴロゴロしているガレ場です。足をバタ

つかせながら進んで行き数百メートル進んだら

休憩。

　これを繰り返して登っていきますが、だんだ

ん走る距離が短くなり休憩時間は長くなりまし

た。なぜ?　どうやら標高による空気の薄さが影

響していたみたいです。走っている時は余り気

にはなりませんでしたが、止まると呼吸が苦し

くてハアハアが中々止まりません。自分だけか

と思いましたが近くにいたライダーも同じでし

た。

　登っていくと岩が大きくなりラインも狭くな

ります。フローティングターンをしないと登れ

ません。　そうやって峠を越すのに2時間近く掛

かったでしょうか。越えた時の達成感はありま

したがあまり喜べませんでした。GPSを見ると

まだまだ先は長く日暮れまでにみんなが待って

いてくれるポイントまで行き着くことができる

か不安だったからです。

3つ目の給油ポイントまで
　峠の後は厳しい難所はなく、草原・ガレ場・

谷地・川越えなどをクリアし広大な丘を何度も

越えました。毎回丘を越えきる寸前に「この向

うに3つ目の給油ポイントがある!」と願ってい

ました。越えた先にまた同じ様な草原が見えた

時のガッカリ感はたまりません(景色は最高に良

いのですが…)。大自然の中に自分一人。ここで

バイクが壊れたらその場で野宿になるかもしれ

ません。持たされているYellow brick tracker

の緊急ボタンがありましたが、押してもすぐに

救出されるかはわかりません。コースの大半が

ヘリコプターでしかアクセスできないような自

然の中です。

　はまったらバイクを引き出せる体力はなく水

没してバイクを直す時間もない状態でしたので、

谷地ではバイクから降りてはまらないラインを

下見したり川渡りも浅そうなラインを探しバイ

クから降りて押し歩いて渡りました。日暮れま

で残された時間とわずかな体力で今走れる最高

の速度で前へ進んでいきました。

　18時を回った辺りで民家がポツポツと見え始

めました。遠くから見た時は「3つ目のポイン

トが見えた」と勘違いしてガッカリしましたが、

そこの民家がある丘を超えたら真っ平らな丘の

上に車らしき物が3台と数名の人達が見えまし

た。「やっと見えた…」先程まであった不安が吹っ

飛びましたがまだ気は緩めることができません

でした。そのからまだ距離があり、山を降り深

い川を渡ったあとに最後の丘を登らなければな

りません。

　長い下り坂を降り川に近づいた所で丘の上に

いる人達がヤマハスタッフだと確認でき、みん

なに向かって手を振りました。川を渡りたいの

ですがラインが解らず悩んでいたらスタッフが

2人丘から駆け降りてくれてラインを指示して

くれました。深い川を転ばないように慎重に進

み渡り切りの所で2人に引き揚げてもらい、最後

南アのライダーたちと最後のウォーミングアップをしました。



の丘を残った力で登り切ることができました。

　19時前だったと思います。太陽が山の影に隠

れる直前にみんなの所に戻ることができました。

丘の上には主催者・メディカル・そしてヤマハ

フタッフと観客がいてくれて、皆さんに、自分

を信じて待っていてくれたことに感謝しました。

そしてトラブルなくここまで導いてくれたバイ

クにも感謝です。

　バイクから降り足を引きずりながらトレー

ラーに腰かけると、待機してくれていたメディ

カルが足の診察をしてくれました。左足小指は

真っ黒に腫れていて、よくここまで走れたなと

驚いてました。胃炎について聞いてみたら、疲

労と水分の摂り方が良くなかったのではないか

と言われました。

　確かに3時間のクロスカントリー終了後にも

痛くなることがありましたが、水分だけてなく

固形物も摂るべきでした。摂ってはいましたが

日中は暑くついつい水分の方を多く摂っていま

した。また、胃痛になってからは水分を余り摂

らなかったので脱水症状にもなっていたようで

す。

　今回からタイムバーのルールがきびしくなり、

チェックポイントを規定時間内に通過しないと

タイムオーバーでリタイヤになってしまいます。

西森さんは3つ目の給油ポイントまで。内山さん

は2つ目の給油ポイントでタイムバーにかかっ

たようです。

DAY3　決勝2日目
　日本人3名はリタイヤとなり、自分は朝から病

院にいきました。設備の整った病院で待合室に

いるとみんなに見られます。アジア人が珍しい

ようです。レントゲンの結果は左足の小指の先

端にヒビが入っているように診えるとのことで

した。

　2人はチェックポイントをまわりながらレー

ス観戦をしたそうです。西森さんの話によると、

トップライダーは給油ポイントに入ってくると

ヘルメット持ち上げて口を開け、そこにスタッ

フが食べ物をつめ込んでいきます。かなり異様

な光景ですが長時間を走るレースではライダー

のエネルギー補給が重要になるので納得のピッ

ト作業とのこと。  

　 総 合 結 果 で は、1位Wade Young、2位

Graham Jarvis、3位Brett Swanepoelでした。

振り返る
　今年もDAY2でリタイヤとなり完走という目

標を達成することが出来ませんでした。GOLD

クラスのコースは難易度的にはゴールまでなん

とか走破するのは出来ると思いますが規定時間

内に走るのはかなり厳しいと感じます。昨年も

感じた「体力や筋力の差」は日本で十分トレー

ニングしてきたつもりでしたがまだまだ足りな

かったようです。

　自分のライダーとしてのレベル、Roof of 

Africaの厳しさ、大自然の厳しさを改めて知っ

た レ ー ス で し た。 次 回、2015年 のRoof of 

Africaへの参戦についてはまだ未定です。まず

2013年の肘の開放複雑骨折で入れたプレート

とボルトを摘出し完治することから始めなけれ

ばなりません。2度目となるRoof of Africa参

戦を応援して下さりありがとうございました。

スタート前の裕太郎さん

2位のグレアム・ジャービス選手!

森耕輔、西森裕一、そして内山裕太郎。3名のヤマハライダーでの挑戦です。
そして写真右は、本当にお世話になりました、Wild Willさんです!


