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1990 年代当時、中古車としての人気が 750カタナと、
足周りが外されて余っていた油冷 1100エンジンの合体
から生まれたカスタムコンプリート。現在では確立されたカ
スタム手法となっている。カタナフレームに搭載するバラ
ンスも、
第一人者ならではの安定感の良さがある。

のが「純正部品流用」カスタムだ。当時

て、１９９０年代半ばまでの主流だった

日本のカスタムバイク製作の手法とし

１９９０年代後半以降であり、この頃ま

ナブルな価格でリリースされ始めたのは

アーム、スペシャルホイールなどがリーズ

のだ。機種別のステムキットやスイング

やＦＺＲの利用価値がいっそう高まった

価格が安いものの、整備して商品化して

ンジャ（ＧＰＺ７５０Ｒ）はオークション

ハンカタナ（ＧＳＸ７５０Ｓ）やナナハンニ

くなったのが７５０㏄クラスだった。ナナ

我 々が部品流用のドナー として逆輸

ニンジャがある中で、 ７５０を積極的に

もそれなりの値段しか付かず、ショップ

ワサキ Z １やスズキＧＳＸ１１００Ｓカ

のバイク雑誌を見ても分かるとおり、カ

入モデルに目を付けたのには理由がある。

前回のコラムで書いたように、Ｚやカ

万円強のコストが掛かる

とした転倒事故で割れて傷つく 純正 ウ

ところが補修部品が非常に高額で、ちょっ

ＺＲ １０００が日本で登 録 されていた。

ホイールやブレーキや足周りのカスタム

７５０に積んでしまうというアイデアだ。

ンジンを不人気車＝７５０カタナやＦＺ

ＧＳＸ Ｒ １１００やＦＺＲ １０００のエ

そこで思いついたのが、残ったモノ＝

ザー も同様で、 １１００カタナや９００

くにスズキＧＳＸ Ｒ１１００やヤマハＦＺ

選ぶ理由はなかった。

にはウマ味のある商品ではなかった。ユー

Ｒ１０００の足周りが移植された。我 々

あって、相当数のＧＳＸ Ｒ１１００やＦ

１９９０年代初頭はバブル時代の余韻も

では純正流用が常套手段だった。

もそれらの足周りを流用して、１９７０

タナ、ホンダＣＢ９００／１１００Ｆの多

年代から 年代初めの絶版モデルのカス

タナをカスタムする際のウィークポイン

ルとタンクで

タム車を数多く製作した。

-

トは、ステアリングステムやスイングアー

-
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ダメージを鈑金塗装でリペアする技術が

ことも珍しくなかった。僕にはそうした

ジンを換装したことはなく、「これは新

は相当数こなしたが、心臓部であるエン

う予感があった。当時は７５０の吸排気

きたが、ノーマルで 馬力前後の７５０エ

チューニングや排気量アップも手がけて

しいトレンドになるかもしれない 」 とい
換えという選択肢しかなった。ユーザー

代が高額で、中古車 もしくは新車乗り
もまた、修理して乗るよりは、さっさと

あったが、多くのバイクショップでは修理

強力なブレーキの装着によるフレームの

-

ムな どの足 周り部 分 だ。 太いタイヤや

40

ムのせいだと分かってからは、ＧＳＸ Ｒ

エンジンハンガーとモノショックのアッ
パーマウント部を一体化したモノサ
スマウントは、エンジン長短縮化に
よって実現した機構である。このハ
ンガーに十分な強度を持たせたこ
とで、純正フレームのスイングアー
ムピボット周辺の剛性向上にも効
果を発揮する。

ヨレが剛 性が低いステムやスイングアー
カタナフレームのダウンチューブにエ
ンジン前側を寄せると、スイングアー
ムピボット周辺に大きな空間ができ
るほど、油冷ユニットはコンパクトで
ある。このマシンはリアサスをモノ
ショック化してあるため、頑強なマウ
ントプレートが取り付けられている。

れゆえ、機能はピンピンしているのに外

乗り換えたいという風潮が強かった。そ

まま圧倒的にパワフルであることは、誰

１１００の方が、安全マー ジンを 保った

純正で１２５馬力以上を出していた油冷

ンジンに手間を掛けていくより、例えば、

１０００エンジンが余剰パーツとして手

りを取り外された油冷１１００やＦＺＲ

マシンが大量に誕生したが、一方で足周

くまで純正エンジンをベースに実践する

た。エンジンチューニングを行うなら、あ

なからずあり、世間の目は冷ややかだっ

当時のバイク業界やユーザーの間には少

ワップは邪道であり異端だという認識が、

エンジンは元気だから、処分するには惜

戦することが新たなカスタムであり、
一人

ない、もしくはやりたがらない領域に挑

しかし僕としては、誰もやったことの

のが本筋という雰囲気もあった。
しい素材だった。
一部海外のバイヤーに売っ

と思っていた。 大上段に振りかぶれば、

でも多くの人が面白がってくれれば良い

道しるべになるはずだという意気込みも

に対して新たな方向性や選択肢を示す

こういういじり方がカスタムという 文化

にはならなかった。そこでちょっと捉え

（小見出し）

１０００㏄オーバーの逆輸入車が国内

ンジンを安い車体に積むことによって付

る立場からすれば、処分するしかないエ

あった。カスタムバイクショップを経営す
市場に流れ込んだ１９９０年代、影が薄

カスタムコンプリート

一石二鳥以上の効果があった
一石二鳥以上の効果があった
カスタムコンプリート

値を考えてみた。

方を変えて、新たなブームを起こせる価

た分もあったが、それも大したビジネス

る余り物」だが、ほとんどのドナー 車は

元に残った。必要な足周りをカスタムに

ただ、そうしたカスタム＝エンジンス

が想像しても明らかだった。

装はボロという多くの逆輸入車が業者向
結果、Ｚ１やカタナの車体にＧＳＸ

けオークションに流通していたのだ。

70
使ったら、残ったエンジンは「使い道に困

ＲやＦＺＲの足周りが合体したカスタム

-

カスタムバイクが少数派に向けた特別な嗜好品だった頃、
オーナーには「いかに他人とは違うバイクに乗るか」とい
うことが重要だった。そんな中から生まれたのが、
他機種
用エンジンを移植するカスタム手法。一部から批判の的
になりながらも「カスタムコンプリート」と名付けた企画
は大当たり、
新たな価値を作り出す重要性をアピールした。
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

このマシンはタンデム
ステップブラケットを
切断してあるが、
油冷
エンジン移植に伴っ
てGSX-R用マフラー
が流用できたのは人
気のポイントとなった。
半ば偶然の産物的
な側面もあるが、これ
が現在に続くロング
ヒットの要因のひとつ
であると言えるだろう。

放題
カスタム
言いたい

A

の
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第四回・発想の転換で新たな価値を創造する
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加価値が上がり利益につながれば、ビジ
つつあった。カタナのエンジンと油冷エン

イングアームを長くする傾向が一般化し

前進させて、ホイールベースが同じならス
を仮固定した状態で、エキパイフランジ

テー穴に、
ＧＳＸ Ｒ用純正マフラーステー

ナのタンデムステップ下にあるマフラース

ランジ延長 を 余儀 な くされる例 もあっ

とカタナのダウンチュー ブが干渉し、フ

ンが後ろに下がる分ＧＳＸ Ｒ用エキパイ

あり得ないという意見や批判もあったが、

た。他機種のエンジンを移植するなんて

ジックの代名詞とまでいえるほど普及し

ジンの全長には結構な差があり、カタナ
を油冷エンジンに仮付けすると、カタナ

た。その点でも、ＧＳＸ Ｒ用マフラーが

「 このバイクのいじり方はこれしかない」

こうしたきっかけでスタートした油冷

ネス的にも大きな魅力があった。
１１００エンジン＋７５０カタナ車体のカ

という固定概念にとらわれることは最も

やかく言われようが、思った道を進むの

退屈でつまらないと僕は思う。他人にと

流用できるのは好評だった。

誰もやってないからやってみる
誰もやってないからやってみる
新たな挑戦がカスタムの醍醐味

る痛快なカスタムマシンだった。カタナの

７５０カタナは、ユーザーの想像を超え

行せず諦めてしまう中には、乗り越えら

るだけでは何も進まない。悩むだけで実

実際に手を動かさず頭の中で想像す

がカスタムだと考えている。

油冷エンジンを完全ボルトオンで搭載

エンジン単体重量は ㎏だが、油冷化に

こうして完成した油冷１１００仕様の

新たな挑戦がカスタムの醍醐味

（小見出し）

ンが搭載できたのだ。これならＧＳＸ Ｒ
用純正マフラーを装着して販売できるし、

フレームの前寄りに具合良く油冷エンジ

ンを支えながら、傾き具合やカウンター
ＧＳＸ Ｒ用社外マフラー をボルトオンで

ユーザーが購入後にカスタムする際にも

めそうだった。そこでジャッキでエンジ

てこの時、僕がこのマシンに名付けたネー
関係を考えながら、マウントプレートを

シャフトとスイングアームピボット位置

フレームのクレードル内のどこにでも積

ミングが「カスタムコンプリート」であっ

その過程で、スタッフと共に気づいた

可能としたのもこだわりのポイントだ。

し歩きだけで軽さが実感でき、その軽さ

かならないような気がする。僕はカスタ

しまうから、結局は同じようなものにし

カスタムショップがそうした道を避けて
はフレームへのストレスを大幅に軽減した。

そんなつもりはない。体裁のカスタムで

ム界の異端児と言われることもあるが、

よって ㎏以上も軽量化されたことで押

るため、７５０をフレーム単体状態にし

となったのだから、街乗りでも高速でも

エンジンパワーは７５０に対して約 ２ 倍

企画当初は一人でも多くのユーザーが

だけなのだ。その中に新たな価値を感じ

できるのカスタムマシンを 作り出したい

はなく、オートマジックだからこそ実現
面白がってくれれば……というつもりで

走らないわけがなかった。

クレードルの中心に置いた方が良いと

担が軽くなるのだ。

てもらえる作品があれば本望である。
始めたカスタムコンプリートは、オートマ
テレビ番組の企画で、GSX750S と GSX1400 を一体
化するプロジェクトが進んでいる。GSX750Sフレームの上半
分を使った後に余ったエンジンや駆動系はゴミ、
ではなく、
これを元
に新たな乗り物ができそうな予感。完成型は２輪にはこだわらない。
カスタム屋のイマジネーションがどんどん膨らむ。

いう考え方のショップもあったが、エンジ

加工が不要で、ショップもユーザー も負

なくてはならない。だがプレートマウン

装着できる。

く と も 僕は油 冷カタナ以 前にこの呼び
のが「ひょっとして、油冷用純正２本出し

すると、溶接やペイント作業が追加され

フレーム本体にステー を追加したり切除

85

トでエンジンを搭載できれば、フレームへ

10

れるはずのハードルもあるはず。多くの

方を見たことがなく、
「オートマジックの
いの？」ということだ。具体的には、カタ

試作して搭載位置を検討した。

-

マフラーがカタナの車体に付くんじゃな

イク雑誌がこのフレーズを使うが、少な

た。現在では多くのバイクショップやバ

想像 を 超 えるほどの人気が出た。そし

-

スタムマシンには、我 々の想像通り、いや

-

提案するコンプリートマシン」 と命名し
（小見出し）
考慮されたエンジン搭載位置

純正マフラー 活用も
純正マフラー 活用も
考慮されたエンジン搭載位置

油冷エンジンをカタナに積むというア
試行錯誤が続いた。僕はレース畑の出身

イデアは閃いたものの、実際の作業では

クスが第一で、走行性能やマシン作りに

ではないし、当時は正直言って個性とルッ
深い造詣があるわけではなかった。別の
機会に取り上げるが、オートマジックが
車体作りで大いにノウハウを蓄積するの
それから２０００年に初参戦初優勝した

は、 １９９９ 年のモテ耐がきっかけで、
Ｔ・Ｏ・Ｆ（テイスト・オブ・フリーランス
だ から 少 しで も 参 考 に な り そ う な

＝当時）
で以降である。
人 々、例えばレーシングファクトリーの

レーサーレプリカの FZRではなく、スーパースポーツの
FZ750でハイパフォーマンスにこだわるユーザーには、
FZR1000エンジン仕様が好評だった。750と1000のエ
ンジンには搭載互換性があるので、
カタナ＋油冷ほどの見た
目にインパクトはない。

カスタムコンプリートを始めるにあたって、
これを１台限りとするつもりはなく、
いきなり７台を同時製作した。
装着する足周りやカラーリングを変えて、
「お好きな１台をどうぞ」
とやったわけだ。

たことを覚えている。

-

-

1990 年代後半、オートマジックの定番メニューとなったカス
タムコンプリート。スズキGSX750S 、
ヤマハFZ750 、
カワ
サキGPZ750Rといったナナハンが、カスタムの素材として
息を吹き返した。当時は完成車を雑誌広告に掲載して、こ
れを目当てにしたユーザーも多かった。
オークションで仕入れてきたばかりの750ニンジャ。走行距
離は少なく程度も悪くないが、ナナハンというだけで値段は
激安。これをベースにユーザーが喜ぶ価値を与えることが、
バイクにもユーザーにも、またカスタムバイクショップにとって
もメリッ
トがあることだと思う。

知り合いや、バイクメーカーで車体の開
発に関 係したことのあるライダー など
ば都合が良いの？」 と質問して回った。

に、片っ端から「エンジンってどこに積め
インターネットや雑誌から情報を拾える
その結果、大半の答えは「できるだけ

フレームを切断したり溶接したり、
キャ
スター角を変更してフレームディメン
ションを変更できるのも、フレームを
しっかり保持できるジグを自社で所
有しているから。定盤と同様に平面
を確保した床面に、何トンもの荷重
を加えても歪まないピボット固定ス
テーをボルト止めして、レーザー光
で水平・垂直を確認しながら切断
や溶接を行う。オートマジックではこ
うした設備や使いこなす技術があっ
てはじめて、フレームの切った貼っ
たが自由にできることを知っておく
べきだ。

現在とは、状況は違っていたのだ。
前に積んでおけば間違いはない」 という
ものだった。リア荷重だった１９８０ 年
代前半までに対して、１９９０年代はフ

D
F
C

足周りとエンジンを取られて、文字通り「 ガラ 」となった
Ｒや
のフレームを一度に何十台分も捨てて
いた。
やユニット
が具現化する数年前のこ
とだが、
今ならこのフレームが生きる道はあった。
つくづくもっ
たいないことをしたと思う。
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ロントタイヤに荷重を与える傾向になっ
ており、同時にスイングアームピボットを
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