ARAKIの

先でセットすれば、タイヤは車体中心か

それを回避するため、チェーンライン優

間違いなくドライブチェーンと干渉する。

中心線を合わせると、タイヤの左側面は

と装着する際、タイヤセンター と車体の

に１５０～１６０㎜のタイヤをホイールご

ノーマルが１１０～１３０㎜程度のＺ１

問題が「チェーンラインのズレ」
である。

いリアタイヤを 装 着 する過 程で生じた

ら盛り上がっていたのだが、絶版車に太

あったため、純正流用カスタムはそこか

のお墨付きを生かした様 々 なメリットが

公認車検が必要だった当時、メーカー

るための絶好の素材だった。

でハイスペックなカスタムマシンを製作す

純正部品は、当時としてはリーズナブル

Ｒ１０００やスズキＧＳＸ Ｒ１１００ 用

絶版車をモディファイする際、ヤマハＦＺ

ているはずだ。ＺやＣＢ、カタナなどの

したことは、多くのバイク好きが記憶し

正足周りパーツが著しくグレードアップ

キやホイール、スイングアームなどの純

レーサーレプリカブームを通じて、ブレー

１９８０年代のバイクブーム、中でも

カスタム
言いたい放題
-

一部の「好きモノ」だけの楽しみだったカスタムは「純
正パーツ流用カスタム」によって一気にポピュラーに
なった。その中で重要な役割を担ったのがオートマジッ
クのフロントオフセットスプロケットだった。カスタ
ムパーツの量産化はブームの成長に貢献したが、一方
でコピー、
模倣という罪を生み出すことになった。
Text/M.ARAKI 荒木美佐夫 まとめ/A.KURITA 栗田 晃
取材協力／オートマジック Phone043-254-8198 http://www.a-magic.com

そして、溶接スプロケットの第二段階

イズを変更できる利点もあった。

ケットの歯を溶接することでチェーンサ

がすと同時に、他機種用の５３０スプロ

だった。これには太いタイヤの干渉を逃

ンを外側に移動させる溶接スプロケット

歯の部分だけを溶接して、チェーンライ

プロケットのスプライン部をくり抜いた

の歯を削り落として、そこに他機種用ス

たのが、Ｚ１の純正ドライブスプロケット

これに対して、第一段階として実践し

するという考え方はできなかった。

ヤを 装 着 するには車 体センター を 無 視

の重要性も理解していたから、太いタイ

同時にディメンションとトータルバランス

縦性に影響を与えるかを追求していた。

ピボットシャフトがどれほどマシンの操

で、僕は車体の中心線やそれと直交する

当初からフレームの測定や修正をする中

ず存在した。しかしオートマジック開業

ムマシンを製作するショップも少なから

当時はそのズレに目をつぶってカスタ

ら右にオフセットする。

第二回・カスタム用パーツの量産化とその功罪
として誕生したのがフロントオフセットス

バイクブーム時代のレーサーレプリカ車は、1970 年代から 80 年代
の絶版車をカスタムする際に絶好のネタとなった。ショップや個人がマ
シンを製作する時にネックとなるチェーンライン調整が、オフセットスプ
ロケットの登場で一気に容易になった。
純正スプロケットや通常のオフセットスプロケットは、スプロケの裏側にカラー
が入っている。そのカラーをスプロケットと一体にして、カウンターシャフトとの
はめ合い長さを稼ぎ、オフセット量増加による傾きを防ぐのがボス付きオフセッ
トスプロケットの狙い。
太いタイヤを入れるためにチェーンラインを
外にずらせば、カウンターシャフトをこじる
力も大きくなってくる。そこでスプロケットカ
バーにオフセットスプロケットの「受け」を
付けたのがオートマジック製アウトボード。
やってみたいというチャレンジ心が、新た
な発想を生み出すのだ。

オートマジック

Z1 用カウンターシャフトを中心に右から純正、530 サイズの 10mm
オフセットスプロケット、実用新案を取得したボス付きオフセットスプロ
ケット。太いリアタイヤを装着できるのはこの商品のおかげ。20 年間
売れ続けている大ヒット商品だ。

盛んになれば、必然的にチェーンライン

プロケットである。純正流用カスタムが

を合わせる作業が増え、溶接スプロケッ

るのは明らかだった。

トでは効率が悪く、専用部品が必要にな

そこでショップ、個人のいずれもがつま

公開し、なおかつ市販化してしまおうと

ずきそ う なポイントに対応 する部品 を

考えた。本来はショップ独自で編み出し

た要領は秘密にしたい部分なのだが、オー

トマジックではカスタムというバイクの楽

知させてビジネスとしたかったのだ。

しみ方 をブームを超えた文化として認

新たな発想を実現するには
自ら考え、
手を動かす必要がある。

そうはいっても、街のバイクショップの

話に、大メーカーが簡単に乗るはずもな

り前の話だが、 ３００ ㎏ 近 くの負荷を

い。 我 々のよ う なバイク 好 きには当た

イク用スプロケットは歯車製造メーカー

２００㎞／ ｈ以上のスピードまで運ぶバ

にとっては相当にシビアで、さらに当時

はバブル経済でもあったため、小口で小

カーはなかなか見つからない。

ロットの仕 事 を 引 き 受 けてく れるメー

現在のようにインター ネットもなかっ

たから、全国のタウンペー ジを取り寄せ

端から電話を掛けまくった。そんな中で

て歯車を製造するメーカーや工場に片っ

ようやく巡り会ったメーカーが、偶然に

もバイクメーカー 向けのスペシャルスプロ

を引き受けてくれることになった。

ケットの製造実績があり、我々のオーダー

ただし、製造を委託 するには我 々 自

身がその寸法や形状 を 指定し、その根

拠としてさまざまな検証を行わなくて

という目的に対して、フラットタイプと

はならない。
「 太いタイヤを入れるため 」

オフセットタイプではカウンター シャフ

トのスプラインに加わる応力に大きな違

いが生じるとか、耐久性や耐摩耗性など
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ザー 自身にのしかかっていることを忘れ

産権を取得するなどの防衛策を採らざ

はアイデアと 価 値 を 守るために知 的 財

るを得ず、そのコストは製品に反映され

マーと呼ぶが、そうした作業のツケはユー
てはならない。自分一人で転倒して怪我

てユーザーの負担になってしまう。

グキット、振動が多いにもかかわらずラ

するのも痛いが、他人を巻き込んでしまっ

や強度不足のリアブレーキフローティン
バーマウントなしで取り付けたオイルクー

たらそれこそ取り返しがつかない。

動系パーツに関していえば、絶対に摩耗
しない、絶対に壊れない部品はあり得な
強になっていないサブフレーム、中にはフ

ラーやメーターが代表例である。また補

げ道も作っておかなくてはならない。駆

いのだから「もし壊れるのならここから」
レーム補強にパテを使ったり溶接でつな

プライベーターの中には我 々が思い

我 々ショップは、見る者の心を魅了する

というのは短絡的で貧弱な発想である。

ような、独創性の高い手法やスタイルの

もいるが、できることとできないことを

カスタムを 発 進し続けな くてはならな

つかないよう な 光る個 性 を 発 揮 する人
見極めて、必要に応じてプロのカスタム

い。そのために常に新しい何かを 考 え、

良いというより危険なものまである。
我 々はそうした人 々をヤッツケカスタ

ショップに声を掛けてもらえれば幸いだ。

ルドで勝負してきた自負があるから、誰

かの発想のコピー、どこかの製品のコピー

生み出す力が求められる。そうしたフィー

コピ ー や 模倣の横行 が
独創的 な 発想力 を 阻害 す る 。

ぎ合わせたステムシャフトなど、付けば

手早く金儲けができればそれでいい、

「 ここで他へのダメー ジを 吸収しよう 」
と、あえて弱い部分を作るわけだ。
そういう理由から、オートマジック製
オフセットスプロケットのスプライン部は、
カウンターシャフトより若干耐久性を弱
くしながら２つに割れないような形状と
強度を設定している。カウンター シャフ
して交換する際の手間とコストを比べれ

トより強靱にすることも可能だが、消耗

らかだ。プライベーターが比較的容易に

弾みとなり、両者にとってハッピー な結

とっては目論見が功を奏してビジネスの

進化に影響するのである。新たな発想で

は、自分自身に合った本当の価値は見つ

模倣やパクリモノで満足しているようで

ユーザーを魅了し続けないと、やがてブー

からないと思 う。 その価 値 観が活 性や
た当初は取り合ってもくれなかったメー

ムも 文化 も 衰退してしまうだろう。こ

末になるのだが、物事は思うようには進

カーや、その有用性に注目したカスタム

プもユーザー もしっかり考えることが重

の業界の今後にとって、そのことをショッ

要だと思うのだが、いかがだろうか。

ショップがオフセットスプロケットをリリー

欲も低下してしまう。その結果、発案者

れば、新しいものを生み出そうという意

レベルで商売が成立してしまうことを知

やコピー 品、海賊版がはびこり、そんな

ンド品の世界でもあることだが、模倣品

らず、スマートフォンや家電品、高級ブラ

これはバイクのカスタム業界だけに限

にするものだとは言えないだろうか。

発に反映した我 々の労力 をまったく 無

う、醒めた意見もあるだろうが、商品開

にはすべからくそうした側面があるとい

でパクッていくのは許せなかった。商売

たアイデアを「儲かりそう」という魂胆

となるのだが、オートマジックが発案し

こにビジネスのタネがあったことの証明

それは我 々の着眼点が正しかった、そ

スしてきたのだ。

まない。オフセットスプロケットを企画し

そもそも 他人と違ったものが欲しく

て始めたはずのカスタムが、いつの間にか

には本来の価値はないと考える。
多機種に適合するフロントオフセット

本題に戻ろう。

自分のセンスや信念ではなく、皆と同じ

ば、どちらを「あえて負けさせる」
べきか
当然と思えるようなディティールにも、

は明白だ。完成品 を見れば当たり前で

スプロケットを開発したことで、ショップ

試行錯誤した発案者の思想があること

まう。 それで満 足できるのだろ うか？

が安心で無難なカスタムに落ち着いてし

ライフの問題、さらに取り付けの要領な

カスタムできるようになったことで、個

カタナに油冷エンジンを積み始めた動機は「 足周りだけ
でなくエンジンも使った方が無駄がないんじゃない？」と
いう、とてもシンプルなものだった。 実際にやってみたら、
エンジンを載せ替えるだけでパワーがドカン！ と上がっ
て、新たなカスタムの方向性を提案できたと思う。

やユーザーはより太いタイヤを車体中心

どこか別のショップが製 作した車 両からデータを取って
……という先例がない頃から１台ずつ採取した各部の寸
法は、オートマジックの貴重なデータだ。これがあるから、
の足 周りを 付けた
「 カタナに油 冷
い」というオーダーにも、用意すべきパーツや加工すべき
寸法がすぐに出てくる。
G
S
X
R
1
1
0
0

にレイアウトできるようになり、我 々に

人気絶版車用カウンターシャフトのス

をぜひとも知って欲しいと思う。
プライン形状に合わせて、複数の歯数と
異 なるオフセット量 を 用 意して製 品 化
したスプロケットは、空冷４気筒カスタ
パーツとして大ブレイクし、オートマジッ

ムブームの中で足周りカスタム用の定番
クを代表する大ヒット商品となった。

カスタムブームで登場した
プライベートカスタムという存在。
話は替わるが、現在のカスタム環境は
我 々がカスタムバイク製作を始めた頃と
比べて、とても寛容になっている。それは
量販店でボルトオンカスタム用の素材が

どは、すべて発案者であり発注者である

それ自体はとても 良いことだと思 う

人の趣味として楽しむ層も増えている。

数多 く 販売されている現状を見ても 明

我 々が問題を解決しなくてはならない。

のだが、中には安全性をないがしろにし

焼き入れ方法ひとつで変わってしまう金
属の特性も、自分たちのマシンで実験し

具体例をいくつか挙げれば、 ２ 枚重

言葉を失うこともある。

た作業に「これはマズイだろう……」と

ねでオフセットしたキャリパーサポート

部品が壊れる要因には振動、摩擦、干

て製造メーカーに伝える必要がある。
渉、素材の疲労 などさまざまな ものが

カスタムはお客さんの希
望や夢を叶えるものだ
が、 一 方で他 人が 想
像できない発想や手法
でアッといわせて自らの
ペースに引き込むのも
醍醐味である。その両
方を追求してきたオート
マジック荒木氏は、自
由なカスタムを楽しむ為
に、型にはまらない思
考や創造性で新しい提
案を模索し続けている。

オフセッ
トスプロケッ
トを開発する際、さまざまな機種の純正ス
プロケッ
トを入手して、スプラインの形状や固定方法などの
データを採取した。何もないところから製品を生み出すには、
こうした地道な作業の積み重ねが必要なのだ。そこで得られ
たノウハウは、コピー品には盛り込まれていない。
20 年に渡ってオフセットスプロケット作り続けてきたことで、
全国のカスタムショップが注目する機種やトレンドなどの情報
も自然に集まるようになった。お付き合いのあるショップさん
とは、そうした情報も共有しているのだ。

あり、すべてを高次元でまとめながら逃
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オフセッ
トスプロケッ
トの進化バージョンとして発案したのが、
カウンターシャフトにはめる円筒形の部品とチェーンが掛かる
歯を別体のリング状にした、スライド式自動調整スプロケッ
ト
だ。円筒形の一方をアウトボードで受けて、専用スプロケッ
トは任意のオフセッ
ト量で使用できるのが特徴。丁数を変え
る時もリング部分だけで対応できる。

