
La Historia 
con un 

Sherpa T
シェルパＴとの物語
一緒に小さな旅をしながら見つけた事。

僕がSShheerrppaaTTと出会ったのは昨
年((22000044))の３月のことでした。故
障がちだった当初から、あちらこ
ちらへ小さな旅をし、壊れては修
理しながらほぼ２年を過ごしまし
た。その間にシェルパＴは僕にた
くさんのことを考え�させてくれま
した。

ー僕にとって理想のバイクと
はなんだろう。

ー自分のやっているボーリン
グ屋っていう商売の意味。

ー自分でバイクを弄る方達の
気持ち。

ーバイクにとって速度とは。
などなど。

シェルパＴと一緒に走りなが
ら、今も僕は考え�続けています。

今、シェルパＴはプロの方の
手によっ て、新車の
ように生 まれ変わ
りまし た。現
状では ほぼ
シェル パＴが
作られた 当時のよ
うな性能 を取り戻
す事ができたのではないかと思い
ます。信頼性も高くきびきびと
走ってくれるようになりました。
でも、シェルパＴと僕の旅はこれ
で終わったわけではありません。

これからは当社の主張する
「モダナイズ!!!!」の技術（プラ

トーホーニング・WWPPCC&&MMOOSS22処理・
さらにはアルミスリーブなど）を
投入して、僕にとっての理想のバ
イクを実現していきたいと思って
いるんです。

この冊子ではシェルパＴが僕
に教え�てくれたこと、シェルパＴ
と一緒に見つけた事などをお話し
たいと思います。
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Note around Bul-
tac0 SherpaT

僕のシェルパＴは11997766年
にスペインのブルタコ社に
よって創られたトライアルバ
イクです。

ブルタコ社は残念ながら
8800年代の前半になくなってし
まった会社です。設立当初は
ロードレースでも活躍し、そ
の後はオフロードバイクで、
そして最後までトライアルバ
イクメーカーとして勇名を馳
せたスポーツに対する特別な
情熱を持ったマニュファク
チュアラーでした。

有名なトライアルの神
様、サミー・ミラーととも
に開発したシェルパＴは２ス
トロークエンジンの特性を活
かした性能でそれまでの英国
製４ストロークマシンの
時代から２ストローク
の時代へとトライアル
の世界を変え�ること
になりました。僕
のマシンが生ま
れた’7766年にも
世界チャンピオンになって
います。

-sotaro inoue



シェルパＴのどこがそんなに好きなのか。

最初に写真を
見た時には一目
ぼれでした。イ
ンターネットの
オークションで
まだナンバーも
保安部品もつい
ていないシェル
パＴを見つけた
んです。この細
身のスタイルは
なんとも言え�ま
せん。

その他の細かい
部分のどこを
とっても本当に

僕好みなんです。僕はシートの分
厚いバイクはどうも重ったるい感
じで好きになれません。その薄い
シートが後ろに向けてちょと持ち
上がっているところも大好きで
す。しかもこのシートには
BBUULLTTAACCOOってステッチが入っている
んですよ。

オフロードバイクの中にはフ
ロントのフェンダーがモトクロッ
サーみたいにタイヤから離れて
いるものがあります。あれも僕
は苦手なんです。なんかカッコ
悪い。フェンダーはタイヤに
沿っていないといけません。
ウィンカーやミラーなどは小振

りなものがいいですね。バイクの
デザインを邪魔しないように。タ
ンクはあまり大きいのはやはり重
そうでいけません。

こうして見てくると、僕の基
準ではどうもバイクはとにかく軽
くて小さくないといけないような
んです。どんなにパワーがあって
も重そうに見え�るバイクを、僕は
好きになったことがありません。
その理由についてはあとで詳しく
お話することになると思いますけ
ど、軽くて細くて、人にぴったり
と寄り添うようなバイクに僕は乗
りたいんです。

そう考え�るとトライアルバイ
クというのは、僕の感じ方にぴっ
たりはまるポイントをたくさん
持っているようです。トライアル
が好きだから、こんなバイクが好
きなのか、こんなシンプルなバイ
クが好きだからトライアルが好き
になったのか。どちらだったかは
自分でももうわからなくなってし
まいましたが、僕は古いトライア
ルバイクはほんとにバイクらしく
て美しいと思います。トライアル
バイクでも今のはダメです。あれ
はいくら何でもバイクらしくない
ですよね。坐って走る事もできな
いなんて！
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右ブレーキ・左チェンジに改修し
ました。元はなんと逆でした。街
乗りはそれでもできたんですが、
トライアルはさすがに無理でし
た。

工具や混合オイル
を入れるバッグを
つけてみました。

ドリブンスプロケットは最終的
に４４Ｔになっています。トラ
イアルも街乗りもできる選択で
す。

これ以上にシンプル
な構成はあり得ない
２ストシングルエン
ジン。

フロントフェン
ダーはタイヤに
くっついてない
とね。

アップしたハンドルと現代のト
ライアルの基準に合わせて低い
位置へと移動したステップ。と
ても乗りやすいポジション。

上： 保安部品を付けた直後、まだナン
バーはない。　　　　　　　　　　　
下：始めの頃、草原で立ち往生。

さて、好き勝手でへそ曲がりな僕の
好みを言ってるだけじゃ仕方がない
ので、そんな感じ方の背景は何なの
か、自分でも不思議なので、次の
ページから考え�てみました。



バイク（や乗り物）にとって 速度とは。
僕はどういうわけだか、バイ

クでもの凄いスピードで走りた
い、というふうにあまり思いませ
ん。バイク好きの人の多くがス
ピードが好きなのはよくわかりま
すし、速いバイクをカッコイイと
思う気持ちもよくわかります。で
も、自分がサーキットを走ったり
峠道を飛ばしている姿というのを
想像すると、なんだかあまりオモ
シロイことではないような気がし
てしまうんです。

そもそも速度っていったい何
なのでしょうか。

速度というのは相対的なもの
です。加速度が働かずに等速直線
運動をしている物体には一切力が
かかっていないのと同じです。高
速道路を220000kkmm//hhで飛ばしていて
も、それは停止しているのとなん
ら変わりはない、と僕は思うんで
す。もちろんエンジンはうなりを
あげて大きな仕事をしています。
空気抵抗と戦っているんですね。
でも、抵抗の大きさとエンジンの
力がつり合って、同じスピードを
維持している状態というのは、や
はり停っているのと同じことだと
思います。

一方、いま地球上で停止して
いるつもりで机の前でパソコンを
叩いている僕は、実はものすごい
スピードで移動をしています。な
ぜかというと、地球は自転をして
いるし、公転もしているからで
す。自転の分だけでも、ジェット

機と同じくらいのスピードが出て
いるはずです。

そんなふうに考え�た時にス
ピードにはどんな意味があるんで
しょうか。

意味があるのはスピードでは
なくて、加速度なんでしょうか。
もしかしたら、そうなのかもしれ
ません。人間が実際に感じられる
のは速度ではなくて加速度のほう
ですね。

速度も感じられないわけでは
ありません。体に当たる風の強さ
や、周囲のモノが過ぎ去る勢いで
感じることはできます。でも、フ
ルフェイスのヘルメットを被った
だけでも風の影響は弱まってしま
いますし、フェアリングを付ける
事も一般道でなく高速道路を走る
事も相対的な速度の実感を奪って
しまいます。考え�てみると、バイ
ク乗りもクルマのドライバーも優
れた乗り物や進んだ装備、いい道
路を走る事で、どんどん相対的な
速度を感じにくい状況を自分で用
意しながら、絶対的な速度を上げ
る努力をしているように見え�ま
す。これは、僕には矛盾した行動
のように思え�るんです。なぜなら
さっき書いたように人間は速度の
絶対値を感じ取る事はできないか
らです。

速度（＝風?）を感じながら走る事に意味があるんじゃないのかな。

絶対的な速度になにか意味が
ある場合にはそれでもいいんで
す。東京から大阪までなんとして
も早く到着する必要が仮にあると
したら、東名・名神高速道路を建
設して、とても速い高価なグラン
ツーリスモを購入して、眠ったよ
うな静けさの中で音楽でも聞きな
がら飛ばしていけばいいでしょ
う。でも、それって楽しいですか
ね？それに、新幹線か飛行機で
行ったほうがいいんじゃない
の？っていう別の問題もありま
す。

高速道路が建設された時代に
はそういうことにも意味があった
かもしれませんし、いまでも日本
の経済にとっては必要なことなの
でしょう。また、バイクやクルマ
がまだ充分な出力を得る事ができ

なかった時代には、なんとかして
最高速度を上げるという試みには
大きな意味があったでしょう。

でも
乗り物が
既に不必
要なほど
の大きな
動力性能
を得られ
るように
なった
今、自分
の愉しみ
のために
乗り物に
乗る人に
とって、
相対速度を感じにくくしてまで、
絶対速度を上げる事になんの意味
があるでしょうか。

僕はバイクに乗ったら、速度
を感じたいと思います。そのため
にはヘルメットはフルフェイスで
はない方がいい。バイクにフェア
リングなどは一切ない方がいい。
走るのは高速道路ではない方がい
い。

もしクルマに乗るんだったら
同じ理由でオープンエアが断然イ
イと思います。

スピードは風が気持ちよく感
じられる範囲＝8800kkmm//hhかせいぜい
110000kkmm//hhもたまに出せれば十分。

僕がシェルパＴのようなバイ
クに心惹かれるのは、どうもここ
らへんの考え�方がその背景にある
ようなんです。
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だから小さなバイクが好きな
んです。

最近「星の王子様」という本を久
しぶりに読みました。いい歳をし
て読む本か、と言われそうですが
あれは大人の読む本ですね。大
人、それも中年以降の男が読んで
はじめて、王子様のバラに対する
想いなんかが理解できるんじゃな
いかな。子供には絶対無理です。
その本の中でも王子様が「大人は
数字でしか物事をわからないん
だ」って言いま
す。どんな素敵な
家かを説明するの
に、値段を言わな
きゃわからないん
だって。僕自身も
かつてはバイクの
カタログで最高出
力や重量などのス
ペックの数字を一
所懸命比べていた
ことがありまし
た。でも、そんな
ことではバイクの
魅力なんて測れま
せんよね。

僕は今は小さな
バイクが好きで
す。大きな重たい
バイクの魅力がど
うもよくわかりま
せん。排気量が増
え�たり、バイクが
大きくなっていく
と、失うものばかり多くなって、
得るものがなにもないように思え�
るんです。

その理由を繰り返すと、いさ
さかくどくなりますが、絶対的な
動力性能の大きさ、最高速度など
を求めなければ、大きなバイクが
必要ない事は明らかだと思いま
す。バイクに乗る時に大事なのは
感じる事ができる性能だと思うん
です。数字でなく。

では、バイクには優れた性能
は必要ないのか、と言うと、そん
なことはありません。僕はバイク
にちがった意味で優れた性能を
持っていて欲しいと思います。

それは、自分の求めに即座に
反応してくれること、です。全て
の操作系が軽くてレスポンスがい
いということは、とても重要な性
能だと思います。ブレーキのタッ
チがよく、コントローラブルであ
ること。クラッチのキレがよく、
シフトフィーリングがいいこと。
これはかなり重要です。そしてス
ロットルレスポンス。絶対値は大
きくなくても、やはりエンジンが
気持ちよくまわって、その排気量
なりに胸のすくような加速を味わ
わせてくれることは必要ですね。
軽くてシンプルなトライアルマシ

ンは、高速でのコーナリング性能
などを期待する事はできません
が、別なところでライダーの繊細
なコントロールに見事に反応して
くれるという優れた特長がありま
す。

動力性能について付け加え�る
と、一般的な交通の流れをそれほ
ど苦労せずにリードすることがで
きるくらいのパワーはやはり必要
でしょうね。そうでないとかえ�っ
て危険ですから。

それだけのパワーがあったら
もう十分で、それ以上のパワーを
得るために、エンジンを多気筒に
したり、カムシャフトやバルブの
数を笑い出したくなるくらいたく
さんに増やしたりするのは、ほん

とうにつまらないことのように思
います。バイクに11,,000000ccccを越え�る
排気量なんて、あまりにも無駄で
到底理解できません。バイクが重
くなって、無駄にガソリンを使っ
て、非常に高価なものになってし
まいますよね。

ボーリング屋をやっていると
ほんとうに思うんですけど、４気
筒のエンジンをボーリングすると
単気筒のエンジンの４倍費用がか
かるんですよ！（ま、ちょっと割
引させていただきますけど）ピス
トンだって４個も買わなくちゃな

らない。

バルブシート研磨が1166個所な
んていうと、費用も手間もほんと
にバカになりません。同じ排気量
でバルブが２本だけでもちゃんと
走るエンジンがあるのに！ウチに
とってはある意味ありがたい話し
ですけれども、ほんとにこんなこ
とが必要なんでしょうか。

気持ちのいいエンジンにする
ために。
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古いバイクがいいのはなぜ？

古いバイクでなくてはならないと
いうことはありません。新しいバ
イクでもなかには魅力的なものは
ありますし、もっと増え�て欲しい
なあ、と思います。

古いバイクのいいところは、
評価が定まっている、というとこ
ろではないかと思います。思え�ば
KKAAWWAASSAAKKIIのZZ11,,ZZ22だってHHOONNDDAAのCCBB
だって今は定評のある素晴らしい
バイクに違いありません。また発
売された当時もほんとうにカッコ
イイと思ったものですが、その意
味合いは２つの時代の間では少し
違っているように思います。

発売された当時はなんか凄い
ものを日本のメーカーが作ったっ
ていう興奮があったと思います
が、その一方でこれって世界的に
みたらどこまでのものだろうって
いう半信半疑な気持ちもあったよ
うに思います。今の新しいバイク
にも同じような事が言え�ます。

ところが、古いバイクに関し
ては、こういったバイクが世界の
中で果たした役割については不動
のものであって、疑う余地はまっ
たくないといっていいでしょう。
それはとても安心できることで、
自分がそのバイクを大切に扱っ
て、ある程度のコストをかけて手
を入れてやったりすることの意味

もまた確かのものになります。例
え�ば日本のバイク業界が世界に羽
ばたいていった時代の記念碑的な
日本製のバイクを大事にすること
は、誰が見てもその意義は疑いよ
うがないと思います。シェルパＴ
はスペイン製ですが、価値が定
まっているという点は同じことが
言え�ると思います。

僕がこのような安定した価値
を求めてしまうのは、やはり僕も
歳をとったのかなあ、と思います
ね。新しいJJ--PPOOPPを聞くよりも、古
いスタンダードジャズの方が心が
落ち着くってわけです。

それと古いバイクを弄る愉し
さにはもう一つの側面があるよう
に思います。それは現代の進んだ
技術的な常識からみると、そのバ
イクを少しだけ改良してやるには
どうしたらいいのか、その時代に
はわからなかった技術的な結論が
出ている、ということです。その
ために、ちょっとしたコストをか

けるだけで、そのバイクが本来目
指していたであろう、また目指し
ながらも実現できなかったような
性能を、そのバイクに与え�てやれ
る可能性があることです。これは
とても愉しいことだと思います。
逆に言うと、最新のバイクたちは

僕らの今の視点からみて、あまり
にもよくでき過ぎていて手を入れ
る余地がまったくない、というこ
とが言え�ます。これももしかした
ら、もっと未来になれば、まだ改
良の余地があることなのかもしれ
ませんが、実際に僕らにはそのよ
うな未来の技術はないわけです
し、事実エンジンの技術というの
は２０世紀における大きな発展を
経て、かなりの完成度に達してし
まっているのではないかとも思え�
ます。

燃料電池車という名前の電気
モータで走る車が未来の車として
注目を集める中、これ以上の飛躍
的な発展はもう内燃機関には望め
ないかもしれない、という事の方
がむしろ心配なくらいです。そん
な中で完成の域に達した内燃機の
技術で古いバイクに新しい命を与
え�てやる、というのはとてもわく
わくするような愉しみではないか
と思います。

そんなわけで僕は古いバイク
を大事に手を入れて行く事に大き
な興味があるわけなんです。
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僕らにいまほんとうに必要なバイクとは。 
さて、ここまで僕が並べてきたゴタクを読んでくれた方なら、僕が理想と
するバイクがどんなものかはだいたい予想が付くと思います。

小さくて、軽くて、あらゆる
レスポンスがよくて、シン
プルで、、、、ただそうは
いってもやっぱり何も知ら
ない人がちょっと見た時に
も「あ、いいな。」とは
思ってもらいたいなんてい
う、くだらない見栄みたい
なものも実はあるんですよ
ね。

大きなバイクを欲しがる多
くの人の気持ちの後ろにも
実はそういうのもあります
よね。僕もそうなんです。
「プレステージ」なんてい

いますよね。そんなに豪華とか超パワフルとかっていうんでな
くても、「あ、ちょっと趣味がいいな。」なんて思われたいん
ですね。

ま、どんなバイクにそういう感じを持つかっていうのは人
それぞれなんで、ここから先は個人の趣向に委ねるよりはあり
ませんね。

僕自身は所謂「ストリートバイカー」みたいなのもキライ
ではありません。
SSRR440000あたりを徹底
的にカスタムし
て、若い人がカッ
コよく街中で乗っ
ていますよね。つまらない「速さ」なんていうものを求めてなく
て、カッコイイ。僕も自分にセンスがあったら、ああいうのにも
乗ってみたいです。固定的な価値観に捕らわれずに、自分の在り
かたを表現している、という点ではほとんど「アート」と呼んで
いいようなカスタムバイクもほんとうにアリだと思います。セン
スのあるカスタムショップに頼んで創ってもらうのもいいでしょ
うね。

ほんとうに乗り手の意のままに操れるバイク。その上で乗り手の
個性や存在の意味までも表現できるようなバイク。僕が理想とす
るバイクはそんなバイクなんではないかと思います。「速さ」な
んていうつまらない固定観念を捨てることによって、素晴らしく
多様で個性的でほんとうに人々に必要とされるバイクがこれから
生まれてきたらいいな、と思います。機能としては既に成熟した
「腕時計」が演ずるような役割を果たしてくれるバイクです。

でも、それは大メーカーの力によって成し遂げられることではな
いんじゃないでしょうか。大メーカーが提供するバイクを素材と
して、また古今東西のあらゆるバイクを素材として、オーナー個
人の想像力・創造力によって創られていくものなのではいか、い
や、そうだったらむしろ素敵だな、と思います。

そして、そんな多くの方のバイクライフのお手伝いを（株）井上
ボーリングを通してやって行けたら最高だな、なんて僕は考え�ているんです。
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ブルタコ日誌

22000044年0033月1199日

ブルタコ　シェルパTT	 	 225500

以前にTTYY225500スコティッシュを持っ
ていますなんて書き込みしまし
た。
さすがにこれ一台ではちょっと寂
しいなあ、と思っていたところ、
当社も紹介された「絶版生活」と
いう雑誌に広告を載せていたバイ
ク屋さんがあり、そちらのホーム
ページを見たら、こんなバイクが
載っていました。

かっこいいなあ、と思って調べて
いるうちに、元祖２ストトライア
ルバイク、みたいなバイクである
ことがわかってきて、気がつくと
購入してしまっていました。((^^^^))
今週の火曜日に搬送されてきて、
まだナンバーがないんですが、毎
日エンジンをかけたり、眺めたり
しています。
ひさしぶりにワクワクするような
気分を味わいました。大事に乗っ
ていきたいと思っています。

22000044年0033月2233日

ブルタコ関連

書籍を入手しました。

この２冊、なんかすごくいい雰囲
気ではないですか？

なにしろ古いバイクなので、いろ
いろ手を入れてやりながら、長く
大事に乗ってやりたいと思い、ま
ずは必要な知識を手に入れよう、
というところです。

""VViinnttaaggee	 	 DDiirrtt	 	 BBiikkee""の方はブルタ
コの他にモンテサ、オッサという
３社のバイクの整備について網羅
した本です。
メーカーのパーツリストとサービ
スマニュアルとカタログを一冊に
して解りやすくしたような素晴ら
しい本です。
これがあれば、とりあえ�ず古い２
ストのスパニッシュバイクがなん
でもなおせるような（気がする）
本です。こんなホンが簡単に手に
入るなんて嘘みたいです。
aammaa--
zzoonnでブルタコで検索したら、引っ
掛かってきました。

もう一冊はシェルパＴだけで一冊
の本になっています。
開発の歴史やシリアルナンバーか
らバイクのタイプまでなんでもわ
かる美しい本です。

両方とも英語ですがわかりやす
く、バイクの用語が解る人なら簡
単に読めるような平易な言葉でか
れていて、あっという間に読めて
しまいました。

これでまた少しブルタコが身近に
感じられてきました。

そうそう、ひとつ気付いたこと
が。
僕のシェルパにはチェーンテン
ショナーがついてないのに、本の
中のはみんなついてる！これはな
んとかしなくては。

ブルタコメンテの最初のテーマは
これになりそうです。

22000044年0033月2277日

初の遠出は大トラブル！

夜明け前のTTYYとシェルパ

今日はやっとナンバーのついたブ
ルタコに乗って、ウェイクボード
スクールのある茨城県鹿島の常陸
利根川まで、片道約113300kkmmのツーリ
ングを敢行するつもりでした。
前にTTYYでは行った事のある道程で
す。
シェルパのエンジンの調子はとて
もよかったので、いきなりはどう
かと思いつつも、やってみること
にしました。
ところが、はやり旧車というのは
甘くないですね。家を出て3300分
程、荒川を越え�たところで突然エ
ンスト。
いくらキックしても、かからず。
念のために持ってきたプラグに換
え�てキックを繰り返すうち、なん
だかサイドスタンドがふにゃふ
にゃしてきて、バイクが転倒！見
ればサイドスタンドがスウィング
アームとの溶接ごとちぎれて
る！！ショック。

すでにサイドスタンドはない。
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もうここにおいて帰るしかないか
な、などと考え�つつもあちこち弄
りながら、さらにトライ。火花は
元気に飛んでいるし、プラグはき
れいに焼けていたんだが。しばら
く待ってエンジンがやや冷え�てか
らトライすると今度はかかった！

サイドスタンドはここからぼっき
り。

サイドスタンドはなくてもまあな
んとかなるけど、このスウィング
アームはまずいよなあ。このまま
じゃ、そのうち折れちゃうだろ
う。
他にもブレーキレバーは折れる
は、エンジンが冷え�る間にタンク
を磨いてたら、エンブレムは取れ
るは、旧車って楽しいですね。
((^^oo^^))

しょうがないので、今日はなんと
か会社の方に戻っていろいろでき
る範囲で修理をすることにしまし
た。

まずはブレーキレバーを買ってき
て付けました。モンキー用のレ
バーにちょっと加工をしたら、う
まくつきました。

リアブレーキペダルが上を向い
ちゃってて、踏みにくかったの
で、ペダルを外してフレームにあ
たる部分のペダルの裏側に穴を開
けMM66のタップをきってボルトを捻
じ込みペダルの高さを調整できる
ようにしました。これはうまく
いった。（見にくいですが金色の
ナットと黒いイモネジです。）も
ともとはなんの調整機構もついて
いないんです。

そうそう見ての通り、このバイク
左足ブレーキなんですよ！そして
左キックの右シフト。うーん、こ
れは慣れが要りますね。急ブレー
キを左でとっさに踏めるか？！

ゴールドのワイアーが見え�ていま
すが、これはステップをもちあげ
てひっかけて止めておけるよう
に。
これでキックするときステップが
じゃまにならず、キックスタート
がだいぶ楽になりました。エンジ
ンがかかったらワイアーをひっぱ
ればすぐに外れます。

ということで、今日はここまで。
初の遠出はトラブルで中止になっ
てしまいました。でも今日一日で
だいぶブルタコと親しくなれたよ
うな気がします。

それにしてもスウィングアームは
なんとかしないと！

22000044年0033月3300日

スウィングアーム修理のために

ブルタコは今こんな状態。

スウィングアームがあのままでは
乗る訳にもいかない、というわけ
でバラしてみました。バイクをこ
んなふうに自分でバラしたのは初
めてです。

最近はブルタコbbllooggみたいになっ
ちゃってますね、ここ。((^^^^;;;;;;;;
ちょっと弁明しておきます。((^^oo^^))

「古いバイクを自分でバラして修
理してみる。」
僕がそんなことを始めた理由の一
つは、ウチに仕事を出してくれる
一般の「お客様の気持ちになって
みよう」ということでした。
いままでの（株）井上ボーリング
のお客様はバイク屋さんであり、
自動車修理屋さんであり、チュー
ナーさんであり、ディーラーさん
であり、いずれにしてもその道の
「プロ」の方々が多かったんです
が、近年雑誌広告やインターネッ
トを通じて一般のお客様が直に
我々に仕事を出してくださるよう
になってきました。そういうお客
様に親切に対応しよう！という目
標を掲げて仕事をさせていただく
ようになりましたが、やはりプロ
の方と一般の「サンメカ」の方で
は我々に求めているものにも違い
がある、ということも感じるよう
になってきました。
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お客様が当社に求めているものが
なんなのか、それがよくわからな
ければ、いくら一所懸命にお応え�
しようとしても、すれ違いが起き
てしまうかもしれない。ここは実
際に自分がお客様の気持ちになっ
てバイクと接してみるのがいいん
じゃないか、と思ったんです。

今朝もブルタコのスウィングアー
ムの溶接を外注さんにお願いして
みたんですが、自分で自分のバイ
クの部品を頼んでみると、部品を
バラして業者に加工などを依頼す
るときのお客さんの気持ちという
のはこういうものなのか！と改め
て感じています。
「すぐにもやってもらって早く組
みたい！」
「万が一にも失敗されたら、どう
しよう！」
「モノを送ったりすることへの不
安感。」
「なるべく安くやってほしいな、
どうすれば安く頼めるんだろ
う。」
「きれいに仕上がったら、うれし
いな！」
などなど、、、、。
いままでも頭ではお客様の「要
求」としてわかってはいるつもり
でしたが、
いざ自分でやってみると、とても
切実にそれを感じます。
こんなふうな実感を持てただけで
も、やってみてよかったな、って
すごく強く思います。この実感が
実際に仕事にどう活かされるか、
というのはまだまだこれからの課
題なんですが、でも日々の掲示板
での受け答え�にもきっと違いは出
てくるだろう、またそうでなくて
は！と思います。
あとはお客様の「気持ち」に応え�
る方法をいかに仕事の仕組みに取
り入れていけるか、ということに
なるんだと思います。

でも、まあ実をを言うと、今はブ
ルタコを弄るのが楽しくてしょう
がない、という方がホントなんで
すけどね。

早く溶接できないかなあ、、、。

22000044年0044月0022日

スウィングアーム溶接完了！

情けなく穴が開いていたスウィン
グアームはこんなにきれいに溶接
されて帰ってきました。

今回はこれに缶スプレーで塗装を
して組もうと思います。
いずれはスウィングアームもフ
レームもばっちり粉体塗装でも
やってやりたいと思いますが、ま
ずはいっぺんしっかり乗れるよう
にしたいですね。

このbbllooggを見て連絡をくれたハラ
さんという方にお願いして、お手
持ちのチェーンテンショナーを
送っていただきました！！ありが
たい。
おまけにブルタコのステッカーま
で。ハラさん、ありがとうござい
ます。大事に使わせていただきま
す。
さあ、うまく組み上がるといいけ
ど。

22000044年0044月0077日

シェルパＴ−組立ててみました！

スウィングアームとサイドスタン
ドはこんな感じでなかなかうまく
修理できました。バラすのはバラ
せたけど、ほんとに僕にちゃんと
組み立てできるのかなー、などと
思っていましたが、バラすときに
落ち着いて部品を整理しておいた
ので、意外にムリなく組み立てる
事ができました。やった！

お気に入りの２台。
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ハラさんに送っていただいた
チェーンテンショナーを仮に組み
付けてみました。とてもシンプル
な構造なのがわかったので、新規
に削って作ってみようと思ってい
ます。ということで、これは撮影
後すぐにはずして大事にしまって
おきました。

22000044年0044月2200日

シェルパTTのファイナルレシオを変
更。

もともとがトライアルバイクとは
いえ�、あまりにもローギアードで
街乗りにはいささかつらかった
SSHHEERRPPAA	 	 TT。
ドリブンスプロケットを交換する
ことにしました。
上の写真はオリジナルのスプロ
ケットの内径と取り付けボルトの
位置を３次元測定器で測定してい
るところです。まあ、ノギスでも

計れますけどね。
せっかくなんできっちり計ってみ
ようかと。

AAFFAAMMさんからブランクのスプロ
ケットをわけてもらいました。も
ともと5500TTだったのを、4400TTに変更
します。
この内径は普通なら旋盤でやると
ころでしょうか。

でも今回はスプロケットをマシニ
ングセンターに乗せて内径と取り
付けボルト穴も一気に加工してし
まいました。外径は既に歯がきら
れているので、旋盤だと取り付け
に工夫が必要ですが、MMCCなら爪で
押さえ�るだけでカンタンです。

バイクリフトは持っていないんで
すが、手動のフォークリフトが案
外便利。

スプロケットはこんなに小さくな
りました。チェーンも新品に交換
してドライブ関連はばっちり！
あ、いやあとチェーンテンショ
ナーがまだですね。実はウチで
作ってしまおうかと思っていたん
ですが、イギリスから輸入してし
まうことにしました。
これについてはまた次回。
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22000044年0044月2233日

チェーンテンショナー

こんなふうにばっちりつきまし
た。
テンショナーは
hhttttpp::////wwwwww..bbuullttaaccoouukk..ccoomm//
というサイトへアクセスしてカー
ドで購入。頼んで５日で間違いな
く届きました。インターネットっ
てすごいですねー。

ついでにパーツリストとオーナー
ズマニュアルも入手。
あとBBUULLTTAACCOO	 	 AA	 	 ppaassssiioonn	 	 ffoorr	 	 tthhee	 	 
ssppoorrttssという本も一緒に買いまし
た。
うーん、なかなか資料も充実して
きたぞ。((^^oo^^))

22000044年0044月2266日

またまた立往生！

今朝も会社への通勤途中、エンジ
ンの調子が悪くなって立ち往生し
てしまいました。エンジンが熱く
なるととまってしまい、もうかか
りません。でも、3300分も待ってエ
ンジンが冷え�さえ�すれば、かなら
ずかかるんです。
まあ、あわててもしょうがない。
ちょっと先までバイクを押して
いったら、こんなきれいな空き地
が。なんか、ここまでツーリング
に来たみたい。さっそく、ケイタ
イのカメラで一枚。

なんだかいい景色でしょ。たんぽ
ぽも咲いてて。

それにしても、どうしてエンジン
があたたまると止まっちゃうんだ
ろう。
などと思いながら、美しいブルタ
コを眺めていると、気づいたこと
が。
そういえ�ば、キャブがうまく固定
されてなくて、ちょっとぶらぶら
してて、エンジンに乗っかって止
まってたよなあ、、、。そういえ�
ば今朝家で読んでた「モトメン
テ」の前の号には、yyaammaahhaaのバイ
クのキャブをばらしたら、キャブ
にも冷却水が回っているなんて書
いてあった。
そこまでして冷やさなきゃならな
いキャブが熱いエンジンやマフ
ラーに触れていて、いいはずがな
い！原因はこれじゃあ、ないの
か？

問題のキャブがエンジンに乗っ
かっているところ。向こう側では
チャンバーにも触れているみた
い。

拾った針金で応急修理。

まずはここが怪しいなあ、と思い
ながらバイクを押して歩いている
と、なんと、針金が落ちてた。神
様っているんでしょうか((^^oo^^))。
さっそくひろってフレームから
キャブをぶら下げてみました。
これのせいかわからないけど、少
し冷え�たらエンジンがかかった！
うーん、もしかして原因はこれな
のかな？！

22000044年0044月2299日

キャブ調整が奏功？
今日は休みなんですが、よそへ出
かける途中、会社までの間をシェ
ルパに乗っていきました。
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実は昨晩、ジェットニードルのク
リップ位置を一段下げ、エアスク
リューを調整してみたんです。そ
うしたことろ、今朝は会社までの
道のりでまったくエンジンが止ま
りそうな気配もなく調子がよかっ
たんですよ。最後の直線でははじ
めてフルスロットルで走ってみま
した。
それでも、まったく調子が崩れる
事はありませんでした！やっ
た！！
（ハラさん、ありがとうございま
す。お見立てのとおりでし
た！、、、たぶん。）

全速で走るとシェルパはハンドル
がヨーイングというのか右に左に
大きく振れて怖かったです。
でも、まあ、今回はエンジンの
オーバーヒートのテストのつもり
で全開にしてみただけで、今後は
あんまりこんな飛ばし方はしない
でしょう、たぶん。

うーん、せっかくのGGWW毎日シェル
パと遊んでいたいー。
実は会社のスポーツ事業部（ウェ
イクボード）の方の関係で茨城県
の鹿島に５月５日までずーっとい
る予定になっています。これはこ
れで僕にとっては楽しいことでは
あるんですが、シェルパに乗って
やれないのだけが、なんとも残
念。

ほんとは鹿島までシェルパに乗っ
て来れればよかったんだけどな
あ。今朝の調子なら乗って来られ
そうだったんですけどねー。

でも、相変わらずエンジンが暖か
い時の再始動。これができないん
ですよ。
６．５リッターのガソリンタンク
ではとうてい鹿島までの１３０kkmm
は持たず途中２回くらい給油の必
要があるでしょう。オイルとメ
ジャーは持っていくにしても、ガ
ソリンスタンドでエンジンを止め
ないわけにはいかないし、そうす
るとそのたびに３０分間の休憩が
必要ですよねー。
うまく食事とかの休憩できるとこ
ろにスタンドがあるようなところ
を探しておくのがいいでしょう
ね。((^^^^;;;;;;;;

いつかは鹿島にシェルパで現れる
ぞー！！
利根川の土手でシェルパと遊びた
い。

22000044年0055月0077日

またまたSSTTOOPP!!

なかなか簡単にはいかないなー。
シェルパもうなだれて見え�るのは
気のせい？

GGWWが終わって、昨日喜び勇んで
シェルパTTに乗って通勤したんです
が、昨日の帰りも、今朝もやっぱ
りとまってしまいました。
先週は調子よかったんだけどな
あ。やっぱりどこかからエアを
吸ってるのかなあ。

こんなところにお地蔵様。

でも、シェルパが止まらなかった
ら絶対に立ち止まることもないよ
うなところに止まって、ふと前を

見ると古いほこらとお地蔵様。
ということで、写真を一枚。
当然、お地蔵様にも出演をいただ
いたんですから、ギャラは払いま
したよ。お賽銭をね。
そしたら、ご利益はてきめん。い
つもなら3300分はエンジンがかから
ないのに、1155分でまだ熱いのに、
ブロンとエンジンがかかりまし
た。((^^oo^^))

ハラさんからいただいたアドバイ
スもやってみてないから、また、
あちこちいじってみて、それから
乗ってみることにします。

22000044年0055月0088日

なおったかも〜？！
さんざん止まるのなんのとお騒�が
せしたシェルパTTですが、昨日の帰
り、そして今朝、もひとつおまけ
に今日の帰宅まで、エンストしま
せんでしたー！！
ひゅー、ひゅー、どんどん、ぱち
ぱちぱち！

さて、どこを変え�たか、という
と。
なんとプラグの熱価を変え�た、と
いうとても基本的な事でした。

と、言ってもいろいろ試してみ
た、というわけではなく、たまた
ま会社に一本、以前ルノーの２５
に乗っていたときの熱価９のプラ
グがころがっているのを見つけた
んです。まあ、ものは試しだ、と
あまり期待もせずにプラグを取っ
替え�てみると、、、、なんと、エ
ンストしないんです。ふーむ。

前にスコティッシュが調子悪いと
きにはずいぶんプラグをいろいろ
変え�てみたんですけど、あまり代
わり映え�がしなかったんで、たい
して違いのあるモノじゃないんだ
なあ、と思っていたんですけど
ねー。

それどころか、昨日、今日とホッ
トスタートにも成功！！
いくらかかけるのに苦労はします
けど、じゅうぶん熱いうちにか
かってます。これはいままでにな
かったことなので、ちょっと期待
しちゃうなあ。
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それと、キャブの設定はまたもと
に戻しました。ニードルのクリッ
プ位置を一段下げてから、なんか
エンジンが重かったんです。これ
でオーバーヒートが防げるなら、
と我慢してたんですが、もとに戻
してもエンストは不思議としませ
んでした。
それから、プラグを替え�る前にハ
ラさんにアドバイスいただいた軍
手をフィルターにかぶせるという
のもやったところ、これもエンジ
ンが重い感じになり、スロットル
を開けても回転がついてきませ
ん。それでうんとスロットルを開
くと、今度はバイーン！と急にエ
ンジンが吹けます。これは乗りに
くい。ハラさんはこれによって、
依然としてガスが薄いのかどうか
をチェックして見なさい、という
意味で言ってくれたのだと思いま
す。どうやら、この症状だと、ガ
スが薄すぎるということはな
い、っていうことでいいんでしょ
うか？
とりあえ�ず、キャブはノーマル設
定でプラグだけ熱価９（ノーマル
は77))。
この状態でしばらく乗ってみよう
と思います。

実はもうひとつだけ、前進したと
ころがあります。
なんとスピードメーターがつきま
した((^^OO^^))。
いままで動いてなかったんです
((^^^^;;;;;;;;。

どこが悪いかわからなかったの
で、日本計器サービスさんという
ところに
メーターを送って修理／点検をお
願いしました。特に壊れてはいな
かったようですが、メーターはき
れいになって帰ってきました。
((^^^^))

実をいうと後輪のハブの外にとり
つける方法が少し違ってたよう
で、
旋盤でスペーサを削り出して、ハ
ブとメーターユニットの間に
はさんでやると、取り付けはばっ
ちり。

シェルパのメーターは後輪でピッ
クアップして、メーターはなんと
エンジンの下についています！
しかもマイル表示！！笑わせる
じゃないですか。
走ると、針がちゃんと上がる！
（あたりまえ�）

でも、針はおもいきりゆっくり
フーラフーラ揺れてて、なんだか
よくわかんないけどだいたい２０
マイルくらいかな？、、、ってー
と３２kkmmくらいかあ、なんてね。

まっ、いいじゃないですか。動い
てるだけでも。

なんともスローライフというか、
スローバイクな感じで、
僕はほんとにこのシェルパTTが大好
きです。

22000044年0055月0099日

朝シェルパTTと散歩に

午後から雨だというので朝のうち
に、僕がよく行く近くのラフロー
ドを通って、いつもの六道山公園
まで、シェルパTTと散歩に行ってき
ました。

ここまでとてもゆっくりと走って
きました。前にスコティッシュで
来たときよりも、なぜかぜんぜん
飛ばす気にならず、ほんとにとこ
とこと小さな水たまりもよけなが
ら、走ってきました。

ここでエンジンを止めてみまし
た。

大きな声で鳥が鳴いていました。
聞いた事もない複雑な鳴き声で。
あれはあきらかになんらかの意味
を伝え�ようとしているにちがいあ
りません。だって、そうでなけれ
ばあれほど複雑に多彩に鳴く理由
というのが想像できません。

少しのあいだ鳥の声を聞きながら
休んだ後、ホットスタートに挑戦
です。
９番の熱価の高いプラグでそんな
にゆっくり走って、いくらかかぶ
り気味になったりしていないだろ
うか、などと思いながら、チョー
クは押さず、スロットルを８分く
らい開いて、祈るようにキック。
なんと、ほんとの最初のキック一
発でブロローン！とかかってくれ
ました。
え�らいぞ、シェルパTT。

飛ばさないで、ゆっくりと走る事
が楽しく感じられるバイク。
僕にとっては理想的なバイクを、
僕は手に入れる事ができたんだと
思います。

ほんとに幸せな気分でした。

そうそう、はじめの頃、かからな
いシェルパのサイドスタンドを立
てて、その上にたってキックを繰
り返すうちに、とうとうスタンド
を折ってしまったことがありまし
た。実際このあいだ手に入れたマ
ニュアルにも、サイドスタンドは
ライダーを含まないシェルパの重
さを支え�るように作ってある。
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だから、サイドスタンドに体重を
かけてキックするな、と書いてあ
りました。

それを読んだときは、なんだ、不
便だな、ちゃんとライダーの体重
も支え�られるように作ればいい
じゃないか、と思ったんです。

あさはかでした。

今日オフロードでエンジンをかけ
てみて、それがわかりました。
地面が柔らかいオフロードではサ
イドスタンドは、どんなにしっか
り作られていたとしても、地面に
めり込んでしまってバイク自体の
重さを支え�る事すらできないんで
す。まして、バイクの上に立つ事
などできません。

普段から、サイドスタンドなしに
エンジンがかけられなくては、と
ても足場の悪いところでエンジン
をかけることなどできないでしょ
う。
それなのに、しっかりとしたスタ
ンドを作る事は、無駄なコストと
重量をバイクに加え�る事になって
しまいます。だから、スタンドは
こういう設計になっているんです
ね。なるほど。

不調だったエンジンのせいで十分
すぎるほどのキックの練習を積ん
だ僕は、このごろはサイドスタン
ドを使わずにバイクの横に立っ
て、右足でエンジンがかけられる
ようになっています。そのおかげ
でオフロードでも困らずにエンジ
ンをかけることができたのでし
た。

やはり、ブルタコのバイクづくり
は、それなりによくできているの
かもしれません。いいバイクを手
に入れました。

でも、幸せなだけの気分はそんな
に長くは続きませんでした。

花を踏まないように乗り入れ、そ
のあとも花の咲いていないところ
を選んで押して戻ってきました。

その後も、トコトコと走っていく
と、マウンテンバイク（自転車）
に乗った男の人たちの集団と遭
遇。派手なウェアを着て、ヘル
メットをかぶって、なんだか本格
的な感じの人たちでした。

その彼らの僕とシェルパを見る目
が、なんとなく、、、、なんとな
くなんですが、暖かくはない感じ
に見え�ました。「なんでこんなと
こまでバイクで来るんだ？」そ
う、言われてるような気がしたん
です。

僕がこんなに大事にしているバイ
クを、彼らはあまり好ましくは
思っていないようでした。

実際に言われたわけでもなんでも
ないので、僕の思い込みかもしれ
ません。
むしろ、僕の気持ちの中の方に、
自分の筋力だけで山に登�ってきた
彼らに対するちょっとしたひけ目
があったんでしょう。

そのあとの帰り道のあいだは、ぼ
んやりと
滅びゆきつつある２ストバイクと
それを大事に思う自分。
でも、そのバイクが間違いなく排
気ガスを出していること。
そんなことを思いながら、降り出
しそうな灰色の空の下を家まで
戻ってきました。

エンジンは、そしてそれを載せた
クルマやバイクはまちがいなく、
排気ガスを出します。今のところ
それは不法なことではないけれど
も。

特に自然の中に乗り入れる乗り物
としてみた場合に、わずかとは言
え�クリーンとは言え�ない排気を出
すシェルパTTは、どうなのか。

排気が大気を汚す。

それは、僕の趣味の問題であるば
かりでなく、内燃機関部品の修理
再生を行うウチの会社の存立の意
義にも関わる問題のようにさえ�思
え�てきます。

大袈裟かも知れません。それに、
今現在はシェルパTTに乗ることにな
んの問題もないとは思います。で
も、、、、。

そんなことを考え�るうちに前にも
考え�た事がまた頭に浮かんできま
した。
もし近い将来燃料電池車が普及し
て水素ステーションがあちこちに
できるようになったら、僕はなん
とかして、水素で古いバイクが走
るような仕組みを考え�てみたい
な。カンタンではないだろうけ
ど、もし、できたら、素晴らしい
ことだな。

そこまで思い至ると、なんだかま
た気持ちが晴れてきました。
シェルパTTは、僕をこれから先いろ
いろなところへ連れて行ってくれ
そうです。

家に帰ってここまで書いたら、い
ま、強い雨が降ってきたようで
す。
早い時間にシェルパTTと散歩に行っ
てよかった。
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22000044年0066月1155日

シェルパTTが帰ってきた！

調子いい〜!!!!

時間がなくておまけに天気も悪く
て、、、、という状態が続いてい
たのと、
ちょっと自分でできるところは結
構弄ってみて、あまりいい結果が
でないので、
ここはいっちょプロに頼んでみよ
う、とバイク屋さんにシェルパTTを
預けてあったんです。
２週間くらいだったかなあ、シェ
ルパTTがいない間、やっぱり寂し
かったですねー。
でも、今日の夕方帰ってきまし
た。

さっそく、今自宅まで乗って帰っ
てきたんですが、いまのところ全
く快調です！
なおしてもらったところは、コン
デンサー。
これがパンクしていた、というこ
とです。
容量の大きいモノにかえ�たのでこ
れでもうパンクはしないでしょ
う、ですって。
もちろん、点火時期なんかも一緒
にチェックしてもらいました。
特にずれてはいなかったとのこ
と。

頼んだのは「クーダ　モーターサ
イクル」といってトライアルバイ
クを
得意にしているバイクショップさ
んです。もちろんウチのお客様。

HHPPも活発ですし、トライアル競技
への参加やイベントも開催して
なかなかユニークな活動をしてい
るみたい。
トライアルが好きな人はHHPPを見に
行ってみてください。

ま、いままでも片道くらいは走れ
たこともあったので、もう少し様
子をみないと
本当になおったかどうかはわかり
ませんけど、ま、プロに頼んだん
ですからねー。
大丈夫なんじゃないのかな。そう
だと、いいなあーー！！((^^OO^^))

シェルパTTが帰ってきて、なんか凄
く嬉しい。((^^^^))

22000044年0066月1166日

サンルームのシェルパTT

リビングから眺めるシェルパTT

今朝も夕方も、ぜんぜんエンジン
が止まりそうな気配はまったくあ
りません。
いやー、絶好調ですね。((^^oo^^))

やっぱり原因はコンデンサーだっ
たのかあ。なるほどネエ。

というわけで、自宅のサンルーム
に格納してみました。
リビングから眺めることができ
て、イイ感じ。

このくらいの小さなバイクがやっ
と入れるくらいのちっぽけなサン
ルームです。でもシェルパＴには
ぴったり。

ちょっとだけ優雅な気分を味わえ�
ます。((^^oo^^))

22000044年0066月1188日

SSSSTT

アイディアツール

これはシェルパTT用のスペシャル
ツールです。
特に左側のが面白いでしょう。な
んだと思います？

これ、点火時期を測定するツール
なんです。
よくタイミングライトとか使って
調整しますよね。

でも、これはそんなハイテク((？))
を使わなくても点火時期がわかる
んです。((^^oo^^))
なんとプラグをはずしてプラグ穴
にこのツールをねじ込んでやるん
です。
すると上の棒のところにミリ単位
のゲージが刻んであって、ノギス
とおんなじ要領で
点火時期を測定することができる
んですね。へー！へー！へー！6633
へー、くらいいきません？((^^oo^^))

ブルタコの点火時期は上死点前
22..00--22..44mmmmだそうです。
今回は特に点火時期には問題がな
かったようですが、これなら僕で
も点火時期が調整できそうな気に
なるスペシャルツールです。

（右側のはフライホイールプー
ラーです。）
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22000044年0066月2255日

窓の外に

シェルパTT

ここのところ調子がいいので、か
え�ってbbllooggのネタになりません
ねー。((^^^^;;;;;;
仕事をしながら、窓の外のシェル
パTTを眺めています。

実はいまヘッドライトがつかない
んですが、まあ夜乗らなければ、
ねえ�。
ははは。((^^oo^^))

22000044年0077月0077日

ライトが

つきました

しかし、なんですね。
bbllooggとかで実はライトがつかない
んです。なんて書いちゃうと、み
んなに知れ渡ってしまうので、直
さざるを得なくなりますね。い

やー、いいことだ。((^^oo^^))

おかげさまでヘッドライトは点き
ました。

バルブを差し込む向きがずれてい
たらしいです。((^^^^;;;;;;;;;;
タンクもシートもはずしてあちこ
ちチェックして、バルブも切れて
ないし、なんどもとったりつけた
りしてるうちに、点きました。

ただ、ヘッドライトが点くとそっ
ちに電力をくわれちゃって、今度
はウィンカーが点滅しません。

こちらは以前TTYY225500でも使って実績
のあるワイワイコレクションさん
のリレーとLLEEDDにとりかえ�てみよう
かと思っています。
と。ここで宣言しちゃえ�ば、いず
れ直ることになるでしょう。
ははは((^^^^))。

22000044年0077月0077日

次は

フェンダーかな

買ってすぐにジャックナイフなん
かやって遊んでたら、ヘッドライ
トがフェンダーにぶつかって、そ
れ以来へこんだまま。

今回ヘッドライトの位置を上のほ
うにずらしてぶつからないように
したので、今度は板金作業？にも
挑戦してみましょう。

しかし電気系のあとは板金か。

なんかモトメンテナンスさんの記
事のネタを順番に追っかけている
ような気がしないでもないなあ。

でもまあ、一台でいろいろな方面
で楽しめて、しかも深刻な故障は
しなくて、ほんとにカワイイやつ
です。シェルパＴ。((^^oo^^))

22000044年0077月1144日

BBuullttaaccooでTTrriicckk
前はよくこんなことをやって遊ん
でたんですが、
久しぶりにやったら、だいぶ下手
になってました((^^^^;;;;。

WWhheeeelliiee	 	 ----aallll	 	 pphhoottooss	 	 bbyy	 	 nnaaookkoo

JJaacckk	 	 kknniiffee

これで、ヘッドライトがフェン
ダーにぶつからないようになった
のは確認できました。((^^oo^^))

ジャックナイフのまま走って行く
のなんて言いましたっけ？
そのくらいはできるようになりた
いなあ。
でも、ちょっとフロントブレーキ
が弱いんで結構たいへん。
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ウェイクボードで言うと、バニー
ホップですね。((^^^^))
かろうじて浮いてますけど、前は
もっと高く飛べたんだけどなー。

ブルタコでバシバシとトリックを
決められたら、
ちょっとカッコいいですよね。
((^^^^))

練習しよう！でも、ちょっと暑い
な、最近は。

22000044年0077月1166日

シェルパＴ人気です。((^^oo^^))
昨日都内でとある会合があって、
川越から勝ちどきまでシェルパＴ
で行ってきました。
行く途中白バイに止められ、なに
かと思ったら、
「そのバイクメーターはどこにつ
いてるんですか？」
だって。((^^^^;;;;;;
足元のスピードメーターを差して
教え�ると、
「あー、すいません。すっかり
メーターが見当たらないと思っ
て、、、失礼しました。」と無罪
放免でした。((^^oo^^))

都内で会合が終わって、外にでる
とみんな口々にあの渋いバイク誰
のですか？なんて言ってくれて。
みんな、かっこいいと思うんです
ねー、嬉しいなあ。
特にバイク趣味の集まりでもなん
でもなかったのに。
わかって貰え�て嬉しかったなあ。

派手なバイクじゃないのに、結構
ある意味目立つみたいです。シェ
ルパＴ

22000044年0077月2233日

やっと土手道

ほんとならここからが楽しい道の
りなんだけど。

前日都内までの往復でもなんの変
調もなかったのに気を良くして、
いよいよ鹿島までの113300kkmmロング
ツーリングに出発！

ところが、なんと三郷を超え�たあ
たりでなんとなくエンジンが重く
なってきて、
この土手についたところで、エン
ジンを止めたら、もうかかりませ
ん。

ほんとはここから先はずーっと利
根川に沿って土手道を走って行け
る最高に楽しい道のりのはずだっ
たんです。例の牛が放牧してある
ところとかを通って鹿島まで。

でも、ここからはエンジンの不調
との戦いでした。((;;__;;))

22000044年0077月2233日

湯気！
オーバーヒート！

しばらく走るとエンジンが熱く
なって、バスンバスンとバック
ファイアーがひどくなって、ス
ピードを維持する事が困難に。
なだめすかしてギアを落として
走ったりするものの、3300分くらい
しか走れません。

しょうがないので、田んぼで水を
汲んできてエンジンにぶっかけて
冷やしてみました。それでも冷や
すのに3300分以上かかります。
それまではどうがんばってもエン
ジンがかかりません。

うーん、止まってる時間の方が長
いなあ。

22000044年0077月2233日

それでも着いた！

疲れ
たー！
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なんども止まったり、キックしま
くったり、押しがけしたりの繰り
返し。
それでもとうとう鹿島につきまし
た。

鹿島は僕にとっては特別な場所。
もう3300年近く毎夏通い続けている
場所です。
僕はどうしてもここまでbbuullttaa--
ccooに乗って来たかったんです。

クルマで高速でくれば22時間半で着
くんですけどねー。今日は朝５時
に家を出て着いたら99時半。４時間
半かかりました。

あー、疲れた。でも、まあ、ある
意味楽しかったね。

エンジンが僕らに、ふだん何の気
なしに成し遂げさせていることが
どんなに偉大なことなのか、痛感
しました。((^^oo^^))

22000044年0077月2233日

あけてみたら

エンジンの中は案外きれい。

実はこれはその44日後です。
鹿島まで行ったのが1177日で、1199日
に乗って帰れるかどうか、一応ト
ライをしたんです。
そしたら、結局潮来あたりで立ち
往生。
潮来駅の駐輪場まで押して行っ
て、その日は電車で帰っちゃいま
した。
これがまた乗り換え�が悪くて８時
に潮来を出て家に着いたのが夜中
の２時半((^^^^;;;;;;;;

それで次の水曜日((2211日）にまた鹿
島に用があって行って、マリーナ
にトラックを借りて潮来からシェ
ルパＴをとってきました。

きっとピストンに穴でもあい
ちゃってるんじゃないかと思っ
て、エンジンを初めて
あけてみたんですが、案外シリン
ダーには小さな立て傷が見え�ただ
けで、きれいでした。ただ、測定
具が何もなかったので、眺めただ
けでまたフタしちゃいました。

22000044年0077月2233日

結局

こうしてバイク屋さんに

ほんとうは自分であちこち弄って
やりたかったんですが、鹿島では
忙しくて
時間もとれないし工具もないの
で、バイク屋さんにおねがいする
ことにしました。

会社に電話して調べたら、取引先
のバイク屋さんが神栖町にあった
ので、そこまでトラックで持って
行くと
「へんなバイク、初めて見た。」
なんていわれちゃいましたが、快
く修理を引き受けてくれました。

ここまで書いてたら、バイク屋さ
んから電話があって、
「キャブとエンジンをつないでる
ゴム部品が溶けてるから、まずは
これを取り寄せてください。」と
いうことです。

またbbuullttaaccoo,,uukkだな。((^^oo^^))

22000044年0077月2288日

パーツが着いた！

明日また鹿島へ行く用事があるの
でバイク屋さんに持っていこう。	 	 
ついでにタンク用のエンブレムと
キック用のラバーパーツも手に入
れました。

22000044年0077月3300日

おお、ここにいたか。

ずいぶん大きなガレージだな。

台風対策もあって鹿島に行ったつ
いでに、バイク屋さんにパーツを
持って行ってきました。
バイク屋さんは「コバヤシモー
ターサイクル」さんといって、と
きどきボーリングなどを出してく
れるお客様です。
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表の店構え�も大きくて立派なんで
すけど、「バイクを見ますか？」
と聞かれて
通されたガレージはすごく大きく
てびっくり。
メカの人だけでも３人以上がそれ
ぞれバイクに手を出していて忙し
そうでした。
担当の方と店長さんから、状態を
説明してもらって、もう少し預け
てくることになりました。

キャブとエンジンををつなぐラ
バーパーツ（インシュレーター）
ですが、もともとついていたもの
は、なにか普通のゴムホースかな
んかを加工したようなもので、手
作りっぽいものです。キャブ側と
エンジンのインテーク側の外径が
ちがうので、段付きのインシュ
レーターが必要なところを、ホー
スを２重にして締め上げる事で対
処してありました。結構しっかり
できてたんですが、やはり素材的
に熱に耐え�られなかったのかもし
れません。

まずはここを取り替え�てみるとこ
ろから、ということですね。
修理はじっくりきっちりやって欲
しい、、、、けど、早くまた乗り
たいなあ。

22000044年0088月2233日

シェルパTT　絶好調！
点火時期をコバヤシモーターサイ
クルさんで調整してもらったとこ
ろ、
エンジンのふけ上がりがすばらし
くよくなって帰って来ました。
いままで一度もこんなに軽くエン
ジンがまわっていたことはありま
せん。

フロントを持ち上げるのも、いま
までは体を使ってタイミングよく
スロットルをあけることであげて
たんですが、いまはちょっと後ろ
乗りにしたままスロットルをあけ
るだけで気持ちよくウィリーにで
き、前がさがりかけたらまた開け
れば上がってくれます。

いや、楽しい楽しい。

しかも今回の調整はタダでやって
くれちゃいました。

ありがたいです。コバヤシさん。
mm((____))mm

でもまだ今は鹿島に置いたままで
す。
今週末鹿島でイベントがあるか
ら、みんなに見せびらかしちゃお
うっと。((^^oo^^))
ま、来るのはバイク関係者ではな
いんですけどね。

22000044年0099月1144日

シェルパTTはまだ鹿島に

シェルパTTはまだ鹿島に置いたまま
です。
遠くに見え�ているのは水上スキー
のジャンプ台です。

鹿島の土手を上ったり降りたり。
ちょっと買い物に行ったり。
鹿島においておくととても楽しい
んですが、雨が降ったときに
ちょっと濡れちゃうので、秋の長
雨が来る前には持って帰って来た
いと
思っています。

それにししてもシェルパTTがある
と、どこでもそこの場所が楽しく
なってしまいます。なんか特別な
魅力があるなあ。
ほんとに楽しいバイクです。

22000044年1100月0044日

秋雨

これはまだ晴れてた日に鹿島で
撮ったもの。

秋の雨のシーズンになっちゃいま
したねー。
バイクに乗るにはさびしー季節で
す。

こうなる前にシェルパTTを鹿島から
乗って帰ってきたかったんです
が、
間に合いませんでした。
今も雨にぬれてるんだろーなー。

一応屋根の下にはあるんですけど
ね。ちょっと雨がかかるんです
よ。
風が吹くと。

早く持って帰ってきてやりたいな
あ。

22000044年1122月2200日

シェルパTT	 	 元気です。

SShheerrppaa	 	 TT	 	 iinn	 	 ffrroonntt	 	 ooff	 	 oouurr	 	 ooffffiiccee
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忙しい週末が終わって、やっと昨
日久しぶりにシェルパＴに乗って
みました。
調子いいです！((^^^^))

すこーしヘッドランプ回りなどに
錆が出てしまったんですが、磨い
てやると輝きを取り戻しました。
でも、あちこちの錆びたネジと
か、このオフの間にまた取り換え�
てやったりしたいですね。

いずれはフレームの塗装やエキ
ゾーストパイプ、サイレンサーな
ども塗ってやりたいけど、	 	 少しヤ
レた感じも、実は好きなんですよ
ね、そんなにぴかぴかでなくて
も。

22000055年0011月0088日
近乗り

ひさしぶりの六道山

英国空軍のフライトジャケットの
レプリカだという重たい羊の毛皮
のコートを着て
でかけようとすると、娘が「遠乗
り？」と聞くので、思わず「近乗
り」と答え�ました。((^^^^))

去年bbllooggというものをはじめてす
ぐのころにTTYY225500に乗って行った多
摩湖の奥の
六道山公園まで、今日も行ってみ
ました。

ところどころ、まだ水たまりや雪
が残っていました。
それをひとつひとつ避けながら、
ゆっくりと散歩してきました。

そうそう水溜まりといえ�ば、シェ
ルパＴのシートのどこかにも水が
溜まっているようで、
乗っているとズボンの尻が少し濡
れてきてしまいます。
今は雨には濡れないところに置い
てやっているし、そうしてから
何ヶ月も経つのに
まだ、沁み出てきます。

これは秋雨の頃鹿島に置き去りに
されたシェルパTTの、僕への復讐な
のかな。
案外執念深いヤツだな。わかった
よ。もうしないよ。

22000055年0011月2288日

BBUULLTTAACCOO	 	 CCLLUUBB
ホームページを一新したついで
に、勢いでBBUULLTTAACCOO	 	 CCLLUUBBという
ページを１ページだけですけど、
作っちゃいました。ちょっとめだ
たないところに。
探してみてください。

ブルタコオーナーの方が見てくれ
て、連絡でもくれたら嬉しいんで
すけどねー。
ミーティングでも開けたら楽しそ
うです。
トライアルをやってる方で、結構
いるんじゃないかと思うんですけ
どね。

僕はけしてブルタコについてもト
ライアルについても詳しい訳でも
うまいわけでもないけど、
幹事役でいいから参加できたら嬉
しいんだけどなあ。((^^oo^^))

22000055年0011月2299日

トラブル発生

スロットル
ケーブルがきれた。

午後から天気が悪くなる、という
ので、午前中、小金井のバイク
ショップさんまで
シェルパＴに乗って遊びに行って
きました。

ショップさんはTT..RR..CCoommppaannyyさんと
いって、旧いバイクを専門に扱う
すごく感じのいいお店です。
hhttttpp::////wwwwww..ttrrccoommpp..ccoomm//iinnddeexx11..hhtt
mm
ショップもかっこいいんですよ。

いろいろと興味深いお話をさせて
いただきました。

帰り道、突然スロットルケーブル
がきれてしまいました。
あ、いや、突然というのは正確
じゃないな。こないだからなんか
スロットルの動きが渋かったんで
す。
それで、実はイギリスにすでにス
ロットルグリップとケーブルとつ
いでにリアブレーキのパッドも
一緒に注文済み。来週には入って
くるはずになっています。

立ち往生してうーん、困った、と
カミさんに電話してクルマで迎え�
に来てくれるように頼みました。
バイクショップさんに助けを頼む
手もあったとはおもうんですけ
ど、なんかそこらへん、ちょっと
意地っ張りなところがあって、自
分でなんとかしたいんですよね。

で、エンジンをかけてスロットル
ケーブルを右手の指に巻き付けて
ひっぱってみると、なんとか
回転があがります。というわけで
結局乗って帰ってきてしまいまし
た。

でも、前のブレーキがかけられな
くて、危ないですよね。すいませ
ん。

あー、でも面白かった。トラブ
ルってほんとは困った事のはずな
のに、なんで楽しいんでしょう。
不思議です。
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22000055年0022月0055日

tthhrroottttllee	 	 ccaabbllee

AAMMAALLって書いてあります。

先週切れたスロットルケーブルを
交換しました。
パーツは月曜日には着いていまし
た。なんて準備のいい！
でも平日は時間がなくて交換でき
ず、今日のお休みにさっそく交
換。
ついでにスロットルボディーとグ
リップも交換してしまいました。
いままでついてたのはモンキー用
かなんかだったので、交換して気
分がいいです。

グリップラバーにはちゃんとブル
タコのグーのマーク入り。((^^^^))

スロットルにはAA--
MMAALLって書いてあります。キャブレ
ターのAAMMAALLでしょうか。
ケーブルのつながる先がAA--
MMAALLのキャブなんだから、きっとそ
うなんでしょうね。

今日は暖かいので午後からちょっ
と乗ってこようと思います。楽し
み。

22000055年0022月0055日

荒川まで

風が強かった

家からバイクで４０分くらい。荒
川の河原でシェルパTTと遊んできま
した。
ここはその昔、水上スキーで全日
本を目指していた頃、船外機の
ボートを置いて
夏の朝、会社に行く前に５時起き
で後輩と朝練をしていた、思い出
の場所です。((^^^^))

あの頃もやっぱり僕は夢を見てい
たんだな。

ここへ来るまでの浦和所沢線は亡
くなった父が好きな道でした。
日本で一番長い欅並木なんだと
か。
ＢＭＷのＲ６０／６って言うん
だったかな。父のバイクの後ろに
乗せてもらって走った道でした。

バイクを停めてぼーっとしている
と何処からか、２ストの甲高いエ
ンジン音が。
かすかにレーシングオイルの燃え�
る臭いも漂ってきたよう
な、、、。

向こう岸へ橋を渡ってみると、
「サーキット秋ケ瀬」という看板
がありました。
そこでは、カートが凄いスピード
でドリフトしながらコーナーを抜
けていっていました。
うまい、うまい！！　やる
なー！！！

見ていると、わくわくしました。

なにがどう、というわけじゃない
んですが、なーんとなく、、、、
「日本も捨てたもんじゃない
な。」
僕は、そう思いました。

いったい、なんでそんなこと思っ
たんだろう？？？　((^^oo^^))

22000055年0022月0066日
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今日も近乗り

荒幡富士

今日は近所の荒幡富士まで。所沢
市です。
スロットルが軽くなったので、と
ても気持ちがいいです。

昨日のこと、ガソリンスタンドま
でぎりぎり持つかなー、と思いな
がら行ったんですが、
途中でガス欠。
シェルパＴのガソリンメーター
は、なんとFFRRPPの一部に赤い塗装が
してなくて
中が透けて見え�る、という素晴ら
しく正確なメーター((？))なんで
す。
（タンクの左側に薄茶色の縦の線
がみえ�ますか？）
これなら、絶対にメーターが狂う
事はないですね。それなのに、ガ
ス欠。((^^^^;;;;;;;;;;;;

というのも、燃料コックのついて
いる位置が一番低いところではな
いらしく、タンクにまだ少し
ガソリンが残っていても流れてい
かないらしいんです。

そこで僕はシェルパＴをコックが
ついている左側に、ほぼ水平にな
るくらい倒してみました。
これでうまくいけばガソリンが燃
料チューブの中に入るんじゃない
かな。
バイクを起こしてキックしてみる
と、２回目でぶるる〜ン。

へへっ、やっぱりそうか！

と、言う訳で無事なんとかガソリ
ンスタンドまでは行くことができ
ました。
さすが、ブルタコ！通常のリザー
ブの他にＷリザーブ機構まで装備
してたんですねー！
すばらしい〜〜。

22000055年0022月1111日

リアブレーキ

ホィールを外した記念に一枚。

後ろのブレーキがどうも効かない
ので、スロットルケーブルと一緒
に取り寄せたリアブレーキシュー
に
交換してみました。
交換はどうやらうまくできまし
た。
サイドスタンドとクルマ用の
ジャッキで支え�ているんですが、
こんなやり方でもうまくいくもん
ですね。
ジャッキで高さを調整するとラク
にホィールを外せます。

入間まで試しに乗ってきました。
いままでよりははるかによく効く
ようになりました。
でも、舗装路でリアホィールを
ロックさせてスピンターンをす
る、というようなことは
まだ無理です。まあ、実用上は問
題ないけど、こんなもんなのかな
あ。

リアブレーキのスイッチを踏むプ
レートみたいなものも反対向きに
つけなおして、
このぶんもブレーキが軽く踏める
ようになってよかったようです。

22000055年0022月1177日

シェルパＴのどこが？

細いウェストも魅力的

たまにシェルパＴのどこがそんな
にいいの？って聞かれます。
まあ、いろいろあるんですけど、
やはりそのシンプルさですか
ねー。

僕は単気筒のエンジンが好きで
す。シンプルで。
それがシェルパみたいに２ストだ
とさらにいいですね。
いつか鹿島でばらしたら、ボルト
６本とるだけでヘッドが外せてエ
ンジンの中が見え�ちゃうんです
よ。
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でさ、そこから組み立てるとする
じゃないですか。ピストンが一個
はいってネジ６個とめたらエンジ
ンが
できちゃうんだけど、これがもし
４気筒だったらまだあと３個ピス
トンがあるんですよね？
そんなのヤじゃないすか？
シェルパＴだったらピストン一個
で走れるのに、あと３個もピスト
ンつけなきゃ走んないなんて。
性能悪すぎじゃないすか？((^^oo^^))

そんなことまでして、少しばかり
よけいに速く走んなくても、ね
え�。

おまけに世の中にはヘッドの上の
方にシャフトを２本も乗っけて傘
を１６本もつけなくちゃ回んない
なんてエンジンもあるらしいです
ね！しかもエンジンが２回もま
わってるのに１回しか爆発できな
いなんてできの悪いエンジンもあ
るんですってね。ぶはは。

なんたるムダ！信じられません。
わはは。((^^oo^^))

っていうのは冗談ですけ
ど、、、、でも、僕には１００kkmm//
hhもスピードが出ちゃうシェルパＴ
は十分過ぎるくらい速いオートバ
イだと思うので、これ以上に複雑
なエンジンなんて少しも欲しくな
いんです。

その分軽くて、細くて、カンタン
で。いいことばっかりだと思うん
ですよ。シンプルなエンジン。
かなりへそ曲がりな好みだとは思
うんですけどね。

そんなところもシェルパＴが好き
な大きな理由です。

22000055年0033月1122日

ミニツーレポ　飯能
実は来週から弊社スポーツ事業部
がシーズンインします。

ということで、今週でシーズンオ
フののんびりした週末も最後で
す。
これからはなかなかバイクに乗っ
ている時間もなくなるかもしれな
いと思い、
近場ではありますけど、いつもよ
りはちょっと足を伸ばして、山に
向ってシェルパＴで走ってきまし
た。

家からほんの１時間も走ると、と
んでもなく山の中のような景色の
ところに行く事ができます。
行った先は「飯能市井上」という
ところでした。((^^^^))

そこらへんまでいったら、タンク
の残量が半分くらいまで減ってし
まったので、国道を離れて
脇道に入り、細いくねくね道をで
たらめにのぼってみました。
ところどころに雪が残って、凍っ
ていました。

調子に乗って、杉林の中まで入り
込んでみました。

杉は怒ったように、花粉をまき散
らしています。

僕は花粉はぜんぜん平気なんで
す。アレルギーはまったくないん
ですが、それでも目の中がざらざ
らしてくるほど。
今日は風に煽られて、山が黄色く
染まるほど花粉が飛んでいまし
た。
花粉も「自然の反撃だ」なんてい
いかたをされることも多いようで
すが、揃って植え�られた木々を見
るとこれってみんな植林の結果？
つまり自然のせいにしてるけど、
実は人災じゃないんですか？
まあ、僕にとってはどっちでもい
いことですけどね。

静かな林の中は、なんとも言え�
ず、寂しいような、悲しいような
空気で満ちていました。
でも、悪い気持ちではありません
でした。

山を下りかけると、もう梅が咲い
ています。誰もいない梅林。
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さらに下って、高麗川。

バイクでひとり、小さな旅をす
る。
自転車ではちょっと厳しいだろう
というくらいの距離を、シェルパ
Ｔと旅する。

クルマやもっと性能のいいバイク
とだったら、あまりに近過ぎて旅
情を感じる暇も無いような
近場のトリップなんだけど、なぜ
かシェルパＴとだと、結構な旅の
ような充実感があります。

ガソリンの残量や、エンジンの調
子を気遣いながら走って行くと、
ほんの半日の「近乗り」でも
なんだかシェルパＴが、大事な旅
の相棒のように思え�ます。
ヤツが調子を崩したら、こっちも
たいへんなことになるから、お互
いに労りながらゆっくりと
旅をしているような、、、、、。

こんな調子で、いつか一度はシェ
ルパＴと何日か一緒に旅行に出て
みたいもんです。

飯能市井上にはガソリンスタンド
があることもわかったので、次に
はもっと足を伸ばす事ができま
す。
でも、今度いけるのはいつになる
のかな〜。((^^^^))

22000055年0033月2211日

ミニミニツーレポ　横田基地

久しぶりの横田基地

新しく買ったヘルメット

夕方ちょっと時間ができたので、
横田基地までシェルパＴで行って
きました。
ちょっとエキゾティックな街で
す。

中学生の頃、新宿に住んでいた僕
は友達とよく羽田まで自転車で飛
行機を見に行きました。
あるとき友達と思いついて、「米
軍基地を見に行こう！」と勇んで
自転車で出かけました。
春先の肌寒い日でした。
横田を探しあぐねて、やっと基地
の金網が見え�た、と思ったら、突
然CC--113300輸送機が轟音とともに
頭の上に降ってきました。僕たち
は道端に自転車を寄せて、倒れず
にすくんでたっているのが、やっ
とでした。

青梅街道から横田基地へ１６号
（当時の）を入るとすぐに、飛行
機の進入コースの真下を通りま
す。
知ってはいたのに、飛行機好きの
僕たちにとってはとても恥ずかし
い経験でした。

そんなことを思い出しました。
ずーっと忘れていたのにね。

あの時の友達とは、今はもう音信
不通です。大学出てもまだ友達
だったのにな。

あの時は手荒に出迎え�てくれたの
に、今日は飛行機は一機も飛んで
くれませんでした。

22000055年0044月0099日

近所の桜

今日はきっとあちこちのbbllooggで桜
の写真が公開されるでしょうね。
これも、その中の一枚。((^^^^))

バイクに乗るにはほんとうに気持
ちのいい日でした。
シェルパＴもごきげん。

22000055年0055月1122日
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今日はSShheerrppaaTT

事務所前にも花が

今日は夕方都内に用事があってで
かけます。
都内へぴゅーっと行くにはバイク
がいいかな、と思って、今日は
SShheerrppaaTTに乗ってきました。

ところが予報で夜から雨。確率
5500%%。うーん、迷うなあ。
雨でもだいじょぶなように、一度
家に帰ってBBEEAATTに乗り換え�ていこ
うかなあ。

それとも会社にmmoonn--
ddeeooがおいてあるから久しぶりに
乗ってやるかあ。
でも、混むと嫌だし駐車場代もか
かるよなあ。

やっぱりほんとはバイクがいいけ
ど、この季節濡れたら風邪ひきそ
うだなあ、風邪なんかひいてるヒ
マないもんなあ。
あ、そうか、電車という手も一応
あるけど、、、でも、帰りの満員
電車だけは絶対耐え�られないか
ら、これはなし。

などと今朝からぐるぐる回ってい
て、結論がでません。((^^oo^^))
僕、ものごとを迷うのが嫌いで、
レストランのメニューも最初に目
に入ったものをなんでもいいから
頼んじゃうんですよね。でも、こ
れはちょっと別。なんていうか、
迷うのが楽しいんですよ。
ヘンですね。((^^^^;;;;;;

22000055年0066月0033日

ブルタコクラブ北海道支部！

明日はDDee耐！、明後日はTT--
OOFFとロードレースイベントの真っ
最中ではありますが、
ブルタコのことも忘れたわけでは
ありません。

なんとブルタコクラブに北海道支
部ができてしまいました。
しかも自主的に！((^^oo^^))
lleess--
aavveennttuurriieerrssさんという方が北海道
でシェルパＴの３５０を入手され
て
連絡をくれたんです。
着々とレストアされて、
>>>>2200度位の斜面をぐいぐい登�り、
非常にパワフルでした。
という感想とともに、写真を送っ
てくださいました。
lleess--
aavveennttuurriieerrssさん、これからよろし
くお願いします。mm((____))mm

一方こちらは僕のシェルパＴ。

なぜか軽トラに乗せられて、バイ
ク屋さんへ。
タイヤを新品にすることにしたん
です。
というのも、河野さんに誘われる
ままにサンシャイントライアルに
エントリーして

しまったんです！！やばい、生き
て帰ってこられるのか？？((^^oo^^))
ブルタコクラブもここへ来て、急
に活動が活性化してきましたね。
ははは。

しかし、レースにビートにトライ
アル。なんにでも手を出すよ
なー、と
周囲は呆れぎみです。とほほ。
((^^^^;;;;;;;;

22000055年0066月0088日

す、すみません。

今日は会社を休んで、こんなこと
してました、すいません。mm((____))mm
写真は河野さんです。

これは河野さんのマシン。

トライアルの練習にお誘いいただ
き、いろいろと指導していただき
ました。
またQQQQSSCCという４０年以上の歴史
あるトライアルクラブについても
いろいろと
教え�ていただき、ステッカーもい
ただいちゃいました。
河野さんはこのクラブの会長さん
なんです。
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これはQQQQSSCCチーフメカニック竹内
さんのマシン。
ブルタコのライバル、モンテッ
サ・コタ220000ですね。

ほんとは昼過ぎくらいまでのつも
りだったんですが、いろいろあっ
て会社に戻ったら５時。
ちっとも仕事がすすみませんでし
た。申し訳ないです。

しかし、凄い人達と知り合いに
なってしまいました。

トライアルの調子はブルタコは絶
好調、僕はまあ、それでも思った
よりは乗れたかな。
それにしても来週の週末がもうサ
ンシャイントライアルですから
ねー。
がんばって練習しないと大変なこ
とになりそう。

練習場所もわかったので、大会ま
で夜明けにでも時間を作って練習
しようと思います。

22000055年0066月1100日

練習

会社のすぐそばでトライアルの練
習。

会社からバイクで２分くらいの森
の中です。

うーん、こんな場所があったんで
すね。
あんまり高低差のある場所がない
んですが、でも土の上で小さく曲
がったりの練習にはなるかな。

トライアル用で使っちゃうとすぐ
にバイクはキズだらけになりそう
です。
ま、いいでしょ。トライアルバイ
クなんだから。

ＴＹで練習してもいいんですが、
あれは右ブレーキ左チェンジ。
（これが普通なんだけど。）
やっぱりシェルパＴで練習しない
と意味なさそうです。

22000055年0066月1177日

初めての山形

サンシャイントライアルのために
はじめて山形市に来ました。
山形駅前のホテルの２４Ｆで夕食
はもちろん山形牛のステーキ！
((^^oo^^))

こういうシティーホテルっぽい景
色に、彼方に山なみが見え�るのが
なんだか不思議。

明日に備え�てしっかりくつろいで
おきます。((^^oo^^))

明日もできるかぎりレポートしま
す。
ってそんな余裕あるのか？！

22000055年0066月1199日

サンシャイントライアル

行ってきましたブルタコクラブ第
一回イベント（って言ってるのは
ぼくだけですが）
山形県白鷹町で行われたサンシャ
イントライアル・ハーモニークラ
スに出場しました。
正直、シェルパＴは持ったもの
の、トライアルをやろうなんてい
う気はぜんぜんなかったんです。

そこらへんを乗って回るだけで十
分に楽しかったですからね。
でも歴史あるQQQQSSCC会長の河野さん
に誘われて行ってきました。

こんなスタート台兼表彰台も用意
されて気分は満点。((^^oo^^))

最初のセクションは見事クリーン
しました！
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ＴＶのインタビューも受けたりし
て。((^^^^))

実を言うと３〜４セクションをこ
なしたところで、なんと腰痛発
生。とほほ。
一時はリタイアも考え�たんです
が、今回の目標は点数はともかく
完走することでしたから、
まあ、下見なんかは省略して、い
けるところまで行ってみようとい
うことでがんばりました。

結果はなんとか完走。８５人完走
中、６０位という結果でした。
いや、結果の数字だけみるとぱっ
としませんでしたけど、自分的に
は大満足。
だって、初めての本格的なトライ
アルイベントで２２セクション中
１５セクションをクリーンですか
らね。

それにセクションだけでなく、セ
クション間のコースもすごく楽し
かった。
みんな結構速くて、ひらりひらり
とコーナーをこなして行くのはほ
んとに気持ちがよかったです。

東北地方の山の中を最高に味わい
つくした感じです。
例え�ば、旅行で東北のある地方を
訪ねて名所をめぐったところで、
こんな風にその土地の奥深く入っ
て行くことは
絶対にできません。しかも地元の
方が歓迎してくれるんですよ。行
く先々で御年寄りや子供が手を
振ってくれたり、
おそばをご馳走してくれるポイン
トがあったり。
さくらんぽもおそばも山形牛もお
いしかったなー。((^^oo^^))

ところで、河野会長は見事オール
クリーンで１位で表彰されまし
た。お見事！！

おととし１ポイント減点だったそ
うなんですが、今回はその時より
は難しかったというセクションで
一度も足を突かず、完璧なライ
ディングでした。素晴らしい！！
ぱちぱちぱち。

河野QQQQSSCC会長のも僕のと同年式の
シェルパＴです。並み居る最新マ
シンを従え�ての優勝！かっこいい
じゃないですか。
僕もブルタコに乗っているという
だけで、たくさんの人に声をかけ
てもらえ�ました。

シェルパＴと一緒に出てよかった
な。ほんとに完走できたのは操縦

性のいいシェルパＴのおがけだと
思います。
このマシンで勝てることを河野さ
んが見事に証明してくれましたか
ら、僕もこれからまたがんばって
練習したいと思います。
とは言ってもこれからウェイク
ボードのハイシーズンですから
ねー。僕の人生はなんて充実して
るんだ！！わはは。

22000055年0066月2211日

セクションについて

今回のトライアルは僕にとっては
初めての経験だったので、いろい
ろなことを感じました。
クリーンできたのが２２セクショ
ンのうち１５セクションで、７つ
のセクションで減点をもらったん
ですが、
そのほとんどが５点。クリーンか
５点か、という感じでした。

僕は技術的な課題がはっきりして
いるセクションだと、割と難度が
高くても（ビギナーレベルでね）
クリーンできたんですが、何が課
題かわからない特別難しそうでも
ないけど、それが長く続いている
というようなセクションだとなん
でもないところでエンストしたり
してました。
つまりセクションをどう攻める
か、というイメージが描けること
がものすごく重要なんですね。
ウェイクボードといっしょだな。
あとは小川の中のセクションで、
タイヤが濡れたりすると滑るん
じゃないか、コケたらえ�らいこと
になるな、なんてビビると途端に
ダメでしたね。ここらへんはやは
りセクションというものに慣れる
ことが必要なんでしょうね。

最初の数セクションは順番が近づ
くに連れて、心臓が破裂しそうに
バクバクしました。

  INOUE BORING NEWS LETTER SPECIAL EDITION! DECEMBER 15 2005

シェルパＴが教えてくれた。! PAGE 27

http://ibg.seesaa.net/article/4503847.html
http://ibg.seesaa.net/article/4503847.html


つい、順番を他の人に譲りたくな
るくらい。腰が痛くなってからは
ほんとうに「もうリタイアしま
す」って
逃げ出したくなりましたね。((^^oo^^))
ウェイクボードのイベントを主催
したりすることもあるんですが、
ビギナーってほんとうに大変なん
だなって
あらためて思いました。

エントリーの手続きや相互採点の
しかた、セクションの移動の走り
方
セクションについてどこにバイク
をとめていいのか、どうやって下
見をしたらいいのか、
採点カードをなくしたら、失格
だって！？((^^^^))

そんなどうでもいいことまで、わ
からないと戸惑うんです。
なにもかもわからないことだらけ
で、気を使うこと！

それを的確にアドバイスしてくれ
る先輩の存在は、なんともありが
たいものなんですね。
河野さん、QQQQSSCCのみなさんありが
とうございました。

サンシャイントライアルはビギ
ナーにも優しい素晴らしい大会で
した。
見習わなくっちゃなー。

22000055年0066月2222日

ちょっと古めのバイク達

ブルタコ・シェルパＴが２台。左
がIIBB号で右が優勝車の河野さんの
です。

これはシブかったー！！トライア
ンフ・タイガーカブ！トライアル
イベントでは常連さんだとか。

シェルパＴで大岩を越え�る河野さ
ん。このあとわずかに後輪が先で
ランディングするんですよ、うま
い！
他の人は前輪からがっくん！と落
ちたり、それをさけようとフロン
ト上げ過ぎてまくれたりしてまし
た。
河野さんの繊細なバイクコント
ロールはさすがです。

こちらはFFAANNTTIICC	 	 TTEEAAMM。昔僕はこれ
が欲しかったんですけど、買え�ま
せんでした。

シェルパＴよりはちょっと時代が
後ですが、これも独特のかっこよ
さがあります。
元気のいいエンジンで、イタリア
ンぽくていいですよねー。

ちなみに最新のGGAASSGGAASSだとかモン
テッサとかもカッコイイですけ
ど、あのカッコ良さはなんという
か
トライアル「マシン」っていう
カッコ良さで、あまりにもトガり
すぎてて、なんだかオートバイ
じゃないみたいです。
だってすわって走っていけないん
だもんなあ。
僕らだけがコースを座って走って
るへんな集団だったみたいです。
((^^^^;;;;;;;;

本気でトライアルを始めると、
きっと最新マシンが欲しくなるん
でしょうけどね。
ま、いろいろなバイクがあった方
が面白くていいんじゃないでしょ
うかね。((^^oo^^))

22000055年0077月0044日

整備開始！

サンシャイントライアルでお世話
になったWWSSTT竹内さんにブルタコの
整備をお願いすることにしまし
た。
今まで僕のシロート整備でやって
きたシェルパＴですが、一度は
きっちりとプロの手でいい状態に
してもらおうと思います。
WWSSTTさんは　WWOORRKKSSHHOOPP	 	 FFOORR	 	 TTRRIIAALLSS	 	 
&&	 	 FFUUNNRRIIDDEEということでトライアル
メインのバイク整備を得意にして
います。それにサンシャインで見
た竹内さんのコタや河野さんの
シェルパＴに比べると僕のはいさ
さか整備状態が見劣りするなー、
と思ってしまったんです。竹内さ
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んに一度ビシっと整備してもらい
たい！
まずは、調子の悪い部分や外観の
悪い部分をなおしながら、ステッ
プ位置の変更や懸案だった右ブ
レーキヘの変更なども含めて検討
していただいています。

キャブは既にばらばら！

エンジンも降りて、整備を待つ
シェルパＴ。フレームも塗装が悪
くぱりぱり剥がれてくるので、再
塗装の予定。

今からできあがりが楽しみでわく
わくしています。でも、慌てる理
由はないので、じっくりと修理し
てもらう予定。
完成は９月を予定しています。

22000055年0077月2211日

パーツが届いたそうです！

ＷＳＴ竹内さんにお願いしている
シェルパＴの改修＆レストアです

が、
今日もメールでレポートをいただ
きました。
取付予定のステップ//
ステップブラケットと右ブレーキ
ペダル//
ブレーキケーブル・左チェンジペ
ダルの写真です。
着々と作業を進めていただいてい
るようです。

22000055年0088月2244日

bbuullttaaccooのシリンダー

レストア((??))中のシェルパＴのシリ
ンダーからスリーブを抜いてみま
した。

WWSSTTの竹内さんにお願いしてシリン
ダーを送ってもらいました。
以前からレポートしているように
このエンジンは何度もオーバー
ヒートをしています。車体をばら
ばらにして整備してもらっている
間にエンジンにも手をいれること
にしました。

スリーブの内径は少し縱キズがあ
りますが、おもったよりはきれい

な状態。

実はいぜんにbbuullttaaccoo..uukkから、そ
のうち使うだろ、と思って11mmmmオー
バーサイズのピストンもとってあ
ります。それにあわせてボーリン
グしようかな、と最初は軽く考え�
ていたんですが、シリンダーを見
ているうちにいろいろとアイディ
アが浮かんできてしまいました。

ジャ、ジャ〜〜ン！

それではじめちゃったのが、こ
れ。
今、当社で開発中の秘密の素材が
あるんですが、あれ、これちょっ
と工夫すればシェルパＴのスリー
ブも作れそう！！
ウチの得意技術の２ストスリーブ
製作と新素材の組み合わせ！これ
を愛するシェルパくんに投入しな
い手はないじゃないか〜！なんて
ことになっちゃいましたー。((^^oo^^))

どうなることやら。

22000055年0088月3300日

スリーブ製作

シェルパＴ用スリーブの製作
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こんなふうに削り出しできまし
た。

プレスで圧入。

ポートの位置合せがむずかしいん
ですが、一発でうまくいきまし
た。

無事に圧入成功。

このあと、ボーリングホーニング
をします。
手前はポート位置を合わせるため
に作ったダミーでこれは圧入しな
くてもスルスルはいります。

これでポートの形状をチェックし
て、プログラムを修正しぴったり
あったところで、もう一本のス
リーブを削って完成させます。結
構こういうところで手間がかかる
んですよね２ストスリーブ作製
は。
通常の鋳物で２ストスリーブをつ
くる手順もここらへんは同じで
す。

はてさて、アルミスリーブの性能
はいかに？！
といってもシェルパＴの車体の方
がすすんでいないので、エンジン
を組むのはまだ先になりそうです
が、、、。

22000055年0099月0077日

シェルパＴフレーム改造

こんな風に正確に位置をきめるん
ですね！

WWSSTT竹内さんにお願いしているシェ
ルパＴの車体の改造もだいぶ進ん
できたようです。
ステップ位置を現代的なポジショ
ンになるように変更して、扱いに
くかった左ブレーキ右チェンジも
普通のバイクと同様に右ブレーキ
左チェンジに改造してもらいま
す。
街乗りしてるぶんにはだいぶ左ブ
レーキにも慣れたんですけど、や
はりトライアルをちゃんとやろう
とすると細かいバランスがうまく
とれないので、変更を決意しまし
た。

こんなパーツを製作してもらった
ようです。

右ブレーキ改造はキットがあると
聞いていたんですが、実際にはほ
とんどの部品をつくらないとでき
ないということです。やはり竹内
さんにお願いして良かった。

フレームはこんな状態。このあと
塗装に回ります。

フレームの塗装は「ダイヤモンド
コーティング」で有名な西村コー
ティングさんにお願いしようと
思っています。もちろん色はシル
バー。
いままでの塗装は触るとばりばり
剥げてくる質の悪いものでしたか
ら、一度は塗り直したいと思って
いました。
どんなふうになって帰ってくるの
か、実に楽しみです。わくわく。

22000055年0099月0099日

シェルパＴはエンジンもバンラバ
ラ！
WWSSTT竹内さんから追加でエンジンの
画像も送ってもらいました。

トライアルマシンとはいえ�、なん
か重そうですねー。

この時代はトライアルにはフライ
ホィールが重いほうがいいと考え�
られていたんでしょうねー。で
も、その割には乗った感じ結構元
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気がいいですけどね、シェルパＴ
のエンジン。

うわー、こんなにばらばら！

もう、ここまでいくと完璧にばら
ばらですね。僕がやったら、絶対
何個か部品がどっかいっちゃいそ
うだな。((^^^^;;;;;;
クランクはこのあと送ってもらっ
てウチで芯出しをします。先日の
アルミスリーブ入りシリンダーと
一緒にできあがったらまた竹内さ
んに送って組み上げてもらう予定
です。

こんな風に完璧にバイクをレスト
ア＆チューンナップするのははじ
めてのことです。
すごいワクワクしますね！
ああ、早くテストしたいなー！！

22000055年1100月1111日

シェルパＴエンジン、いよいよ組
立開始！

エンジン関連のパーツが揃って、
いよいよエンジンの組立が始ま
り。

ミッションの仮組もスムーズに行
われました。

無事に腰下が組み上がりました。

ただクランクを組んだだけではス
ムーズに回らず、クランクの位置
を調整するという特殊な作業も
あったようです。ここらへんが、
メカニックの腕の見せ所なんで
しょうね。僕なんかが手をだだす
のをためらってしまう部分です。
他にも思わぬところで問題が発生
しました。右のクランクシールハ
ウジングが組付け時に、クラック
が入りました。どうも、以前に分
解している様で、変形していたよ
うです。
この部品は丸物なので、製作して
しまうことになりました。

あとはコンロッドの小端のベアリ
ングを探すことになり、これはIIBB
の方で探す事に。組み上がるのに
はもう少し時間がかかりそうで
す。

22000055年1100月1144日

フレーム

フレームの塗装もあがってきまし
た！

ダイヤモンドコート塗装があがっ
てきたフレームにエンジンとエア
クリーナボックスを載せたとこ
ろ。

竹内さんによると

bbuullttaaccoo..uukkから取り寄せたエアク
リーナボックスは取付などはなに
も考え�てなくて、ご自分でお考え�
ください、という状態だそうで
す。すき間をゴムで塞いだり、い
ろいろと工夫をしてもらっている
ようです。

「スイングアームのブッシュは、
樹脂製の潤滑が良さそうなものに
打ち替え�ました。これも、国産品
のように打ち替え�ればそのままイ
ンナカラーとのクリアランスもＯ
Ｋとはいかず、スムースかつガタ
が無い様に仕上げました。

なかなか、すんなりとはいかんで
すね。」ですって。

いろいろとお手数けかます、竹内
さん。やっぱりやってもらってよ
かったなー。しかもこうやって、
そのつどレポートをいただけると
いうのがたいへん嬉しいですね。
バイクのレストアの仕方としては
自分では手を下さず、ずいぶん贅
沢なやり方かもしれませんね。
いままでTTYYなんかは自分でごちゃ
ごちゃやって来たんですが、基本
的にメカニックとしての経験がな
いので、いい加減な作業をしてい
る気がして、乗っててあまり満足
できなかったんです。
今回SShheerrppaaTTはプロの手で一度完璧
にやってもらうことにしました。
さすがに安心感がちがう気がしま
す。早く乗ってみたいなあ。
でも、きっと乗ってるうちにはま
たあちこち気になって来る事もあ
ると思うんですね。その時には自
分でもいじってやりたいな。基本
的な部分がしっかりできていれ
ば、安心ですものね。

22000055年1111月0044日

理想のバイク

こんなわずかな膨らみも（赤印）
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この脹らみ、僕も気づいてはいま
したが、全然気にしていませんで
した。
でも、WWSSTT竹内さんによる
と、、、、
----------
ステムは削ってみると結構腐蝕が
進んでいて、めくれていた所の下
はほとんど粉状でした。
削って＞肉盛り＞成形＞ブラスト
＞磨き　で補修はわからない状態
です。
フォークを掴む部分の外周部も腐
蝕していましたが、ここは、削り
取るだけにしました。
磨きは全体とのバランスを考慮し
て、磨きすぎない様な仕上げにし
ました。
----------
ということです。うーん、さすが
プロですね。僕ならそのままにし
ちゃってたかも。
やっぱり竹内さんにお願いして良
かったー！！

こんなにきれいになりました。

エキゾースト関係はパイプもマフ
ラーも錆び錆びでほんとにひど
かったんです。

こんな状態でした。

エキゾースト回りもこんなにきれ
いに！

「排気系は、内部を薬品洗浄の
後、ブラスト＞ペイント（耐熱）
＞高温乾燥（１５０℃以上）　で
半つや黒で仕上げました。」
ということです。完璧ですね。半
つやもとてもいい感じだと思いま
す。

今回の写真をみて、ほんとうにワ
クワクしてきました。
かなりの完成度が期待できそうで
す。
自分が大好きなタイプのバイクを
完璧にレストアして、しかも心臓
部には（株）井上ボーリングの最
高のホーニング技術と新規に開発
中のアルミスリーブ、それにWWPPCC
++MMOOSS22が投入されています！！

これ以上に自分の望みに適ったバ
イクは世界中に一台もないでしょ
うね。わくわく！！
ものすごく完成が楽しみになって
きました！

22000055年1111月0055日

エンジンがフレームに載った！

おおー！作業はまた一段と進んだ
ようす。

もうエンジンは組み上がってフ
レームに載ってるんですね。
まだ、電装関係やらがこれからと
はいえ�、もうバイクのカタチに

なってますねー！

ブレーキのワイヤーも右側にきて
るー。
うー、再会が待ち遠しいっす！

22000055年1111月3300日

シェルパＴほぼ完成！

ほぼ完成ということです！カーッ
コイイ！！

やったー！ついにシェルパＴがカ
タチになりました。
なーんてカッコイイバイクなんで
しょう。ほんとに僕はこのカタチ
が大好きです。
軽くて細くてオートバイらしく
て。

バイクとしても、速くなんかはな
いけどちゃんと別の点で性能がよ
くて。
ゆっくり走ることが楽しく感じら
れるバイク。これが僕の理想のバ
イクです。

最新のトライアルマシンでは、こ
の楽しさは出せないでしょう。

今はまだアルミスリーブが入って
いないことだけがちょっと残念。
でも、これはテストを重ねて必ず
モノにしたいと思います。
シェルパＴと一緒に。
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22000055年1122月0033日

ついにできた！

WWSSTT竹内さんのガレージで再会！

うーん、やっぱりいいなあ。
きれいになったシェルパＴ。竹内
さんの説明もそこそこにさっそく
乗って帰ってきました。

無事にウチのガレージ((??))に収まり
ました。

すごく調子がいい！家に帰ってか
ら、レバーの位置やアイドリング
調整をしたら、ますます自分の好
みにぴったり。
最初は右ブレーキに戸惑ったり
（？）、ニュートラルの位置がわ
かりにくかったりちょっとあたふ
たしました。家に帰ってさっそく
いろいろと微調整。

ウィンカースイッチの位置。ぎり
ぎりまでグリップの近くにもって
きました。

チェンジレバーの角度を下向きに
して掻き上げ易いように。

フットブレーキの角度。ブレーキ
の遊びをちょっと増やしてほんの
少し下向きに。
試乗したら、絶妙にうまくいきま
した。無意識に踏む事はなくて、

踏むとすぐにブレーキとランプが
反応する位置に。

ミラーの位置。これは冬場は厚着
なので腕が太くなって短いバック
ミラーでは後ろが見え�ないので、
腕の下からみるようにハンドルか
らぶら下げる位置へ。

トライアルマシンはアイドリング
しないようにするのかもしれませ
んが、街ノリでは不便なのでス
ロットルを離してもアイドリング
するように。
これだけやったら、すごくバイク
が自分のものになったような気が
してきました。

明るいうちにもう一回乗ってこよ
うっと！((^^OO^^))

22000055年1122月1100日

SShheerrppaaTTの撮影

今日は休日の会社へ行って、レス
トアなったSShheerr--
ppaaTTの写真を撮ってきました。

時間ができたら、SShheerrppaaTTとの出会
いの頃のbbllooggから今日の写真まで
を使って、ちょっとした冊子をつ
くってみたいと思っています。
題して「LLaa	 	 HHiissttoorriiaa	 	 ccoonn	 	 uunn	 	 
SShheerrppaaTT」
（スペイン語、調べてみました。
「シェルパＴとの物語」って意味
です。）
シェルパＴのどこが好きなのか。
僕が「速いバイクをイイと思わな
い」のはなぜか。大きなバイクを
好きではない理由。速度とは何
か。バイクは速くなくちゃ、なん
ていうのは想像力の欠如じゃない
のか。古いバイクが好きな理由。
僕らに本当に必要なのはどんなバ
イクか。そんなことをシェルパＴ
を題材に語ってみたいなあ、なん
て考え�ています。

22000055年1122月1133日

マイガレージ

ガレージと言っても、ここで
ちょっと整備はできませんけど
ね。
ここんとこ忙しくて乗っていませ
んけど、よなよなこうやって眺め
ています。

やっぱり、いいなー。かっこいい
なあ。

でも、あそこももう少し手を入れ
たいなあなんてやってると時間が
たつのを忘れますね。

ブルタコ日誌は一旦ここでお終いです。

でも、ブルタコと僕の旅はまだまだ続きま
す。

　　　　　　　　　　　いずれ、また。
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