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　先の 1 月号で、ミカ・アオラの引退について特集
じたばかりだが、その後すぐ、本人が 1 月 15 日に
バルセロナの病院で急逝したというニュースが報じ
られた。突然の訃報はにわかには信じられないほど
だったが、ファンをはじめ訃報に接した多くの人た
ちの驚愕は次第に悲しみへと変わっていった。
　ミカ・アオラは、2012 年シーズン、これまでの
HM-HONDA から、スペインの新しいチーム JOTA 
GAS に移籍し Bemota の 2 ストローク 300cc マ
シンで E3 に参戦することを表明していたのだが、そ
れが先般の引退発表へと急展開した。あまりに唐突、
と考える人が多かった。
　死因は、内臓の損傷に併発した感染症と伝えられ
ている。12月下旬、スペインでテスト中にクラッシュ
し運悪く内臓を損傷。その後もトレーニングを含み
普通に日常生活を送っていたが、容態が悪化。バル
セロナの病院に緊急入院したということ。
　ミカ・アオラという偉大なチャンピオンの歩みに
ついては、まったくの偶然だながら 1 月号に詳しい
のであえて触れない。今回は、ワールドエンデュー
ロを中心に取材活動を行なっているジョンティ・エ
ドマンズの寄稿を掲載する。

Good Bye Mika...
ジョンティ・エドマンズの寄稿
　私はこの悲しいニュースに接してから後、偉大な
チャンピオンについて、ミカ・アオラについて何を
どう書いたらいいのか、そのすべてを伝えるための
最善の方法を探していたが、結局それは困難である
ということが分かった。ただひとつ言えることは、
それは " 普通 " のエンデューロライダーの物語ではな
いということだ。

　私はこれまで、数え切れないほどの日々を国際的
なエンデューロシーンの中で過ごしてきた。カメラ
とノート PC を携えての世界中の旅。EWC のパドッ
クは、チーム、ライダー、スタッフ、メディアの人々が、
家族以上に家族らしく生活する場所であり、ミカの
早すぎる旅立ちは、私たちの小さくて親密なコミニュ
ニティにとって痛みを伴う大きな衝撃だ。

　ミカは、しばしば反逆者だった。100% の信念に
基づいて自分の道を歩く男だった。彼のロングヘア
について他人がどう言おうと気にしなかったし、お
世辞にも気持ちを動かさなかった。彼はレーシング
を愛していたし、早い時期にワールドエンデューロ
の最も支配的なライダーの一人になった。にもかか
わらず、EWC= エンデューロ世界選手権では、なか
なかタイトルを獲得することができなかった。

　tm、VOR と Husqvarna −ミカは 3 つのヨー
ロッパのメーカーで戦ってきた。その中で、何度も
ワールドタイトルに接近し、そして最後の最後でチャ
ンスを逃すということを繰り返していた。どこか歯
車が噛み合わない。最後のハードルを乗り越えるこ
とができなかった。しかし、そのパズルの最後のピー
スは、HONDA がもたらした。日本製のマシンでの
成功は、これまでずっとヨーロッパのメーカーで戦っ
てきたミカにとって少し皮肉なものだっだが、それ
以降もミカの成功はすてべ HONDA によるものだっ
た。

　ミカは素晴らしい男だった。寛容でやさしく純粋
で、エゴのない男だった。多くのアスリートがそう
であるように、コンペティションが大好きで、ライ

バルに尊敬され、ファンに愛され称賛されていた。
ユーモアにあふれる一方、洞察力に優れている点で
は他のライダー以上だった。

　彼の死までの数週間に何が起こったのか、100%
のことはまだわかっていないが。スペインで、彼が
契約しようとしていた新しいチームのマシンのテス
ト中に怪我をした。クリスマスの時期だったが、そ
の後ミカと接触した人がいないので、はっきりわか
らないのだが、その間にミカは突然の引退表明をし
たことになる。彼から引退を告げるE-mailを受け取っ
た時、私はさまざまな憶測をしたが、彼にはそれが
どんな選択であれ、今後の幸福を祈る、という返信
をするにとどめた。奇妙には思ったが、それしか言
うことはなかったのだ。だが、きっと彼は何かを予
感していたのだろう。そして、1 月 15 日の 19 時
28 分。ミカはバルセロナの病院で手術を受けたあと
にこの世を去った。いつものシーズンなら、ミカは
彼の妻であるマリカを伴って、彼の大好きなスキュー
バダイビングのために、フィリピンにでも旅行して
いる時期だった。しかしそれはもうかなわないのだ。

The early years...
　HONDA で EWC における成功をおさめる以前に、
tm レーシング、VOR でのキャリアについて触れな
ければならない。2001 〜 2003 年の 3 年間、彼
はVORでbig bike riderとしての高い評価を受ける。
彼は大排気量車が好きだったし、VOR というマシン
も高く評価していた。彼のライディングスタイルは
特徴的で、特にフラットな高速コーナーで誰よりも
速く、マシンはいつも横を向いてリアホイールは信
じられない動きを見せた。
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フィンランド出身、5度のエンデューロ世界タイトルを獲得した偉大なエンデューロライダー。
ミカ・アオラのあまりにも早過ぎる旅立ち。
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ミカのライディングは誰にも似ていない激しいものだった。それゆえか、
タイトルまでの道のりは苦しく険しいものだった

　2002 年だったと思う。彼はスウェーデンの最終
戦で、シリーズチャンピオンに向けて戦っていた。
最後のスペシャルテストまでに彼は 10 秒のリード
を保っていて、このアドバンテージを守ってさえい
れば、翌年の #1 プレートは彼のものになるという
場面だった。しかし、彼はわずかなタイムロスを喫
してタイトルを逃した。1/1000 秒というわずかな
差は不運とも言えた。失望のあまり口も聞けなくなっ
てしまった彼のそばに寄り添っていたのはメカニッ
クのルカだった。
　ルカはこのレースの後しばらくは、彼が再びタイ
トルに迫ることができるとは思えなかったと話して
いる。だが、ミカの情熱と、必ずタイトルを獲ると
いう信念は揺ぎ無く。ルカもまた彼を信じるように
なる。その後、HONDAで5度の成功を共にしたのは、
やはりルカだった。
　HONDA 以前のミカのキャリアを象徴する言葉は、
実力は認められていながらタイトルは目前で取り逃
がすという意味での「期待と失望」だ。

The Honda years…
　HONDA でのキャリアは 2006 年に E1 クラス
でスタートする。4 ストローク 250 という "boys"
クラスに乗ると聞いた時、最初はなにかの間違いで
はないかと思った。彼は big bike rider で、tm では
300cc、そして VOR の 500cc で素晴らしいライ
ディングをしてきた。だが、このダウンサイジング
は彼にとって問題ではなかった。2008年、2009年、
彼は 250f で宿敵のセルバンテスを破ってタイトル
をものにしてみせた。

　2010 年は E2 にスイッチして再びセルバンテス

との対決になったが、これも打ち破った。ミカはすで
に最強のライダーになっていた。タイトルを決定的
にしたフランス GP の初日。彼はタイヤ交換の途中
で祝福の嵐にもまれてしまい、うっかりタイヤを組
み付けるのを忘れていた。最終のタイムチェックま
での残り時間はあとわずか。ミカは急いでタイヤを
組み付けてなんとかペナルティを受けずにフィニッ
シュし、タイトルを取り逃がさずにすんだ。ただし、
タイヤにはムースが入ってなかったので、翌日はス
タート出来なかったけれど。
　2011 年、ミカはまだ獲っていない最大排気量の
E3 クラスへの参戦を希望した。HONDA は 500cc
マシンを持っていないし、ビジネスとしても E3 タイ
トルを欲していなかったが、結局はミカの希望はか
なえられた。最大のライバルになるばずだったデビッ
ド・ナイトはシーズン序盤に怪我の療養のために戦
線離脱し、ミカは悠々と 5 度目のタイトルを獲得。
そして個人で全排気量クラスを制覇するという偉業
も達成することになる。

シックスデイズ
　彼は ISDE にも数多く参加している。フィンラン
ドワールドトロフィチームのライダーとして何度も
勝利しているし、tm と VOR の時代に、3 度もオー
バーオール優勝を果たしている。だが、EWC のシー
ズン中に ISDE が開催されることが多くなってきた
最近は、出場を断ることが多かった。私の記憶では
2006 年のニュージーランド大会が彼にとって最後
の ISDE だ。彼は、EWC でプロとしての仕事を果た
すために、それを最優先して、シーズン中に ISDE
に参戦することを控えたのだった。だが、彼は確か
に ISDE において最強のライダーだったし、母国フィ

ンランドの活躍に誰よりも貢献してきた。彼は確か
に、EWC を初めとした彼の果たすべき職務のために、
しばしば ISDE を回避してきたが、彼はシックスデ
イズのことを本当によく理解しているライダーだっ
た。そのことは彼の tm と VOR 時代のシックスデイ
ズにおける活躍を見るまでもなく明白だ。

ナイターの記憶
　デビッド・ナイトもミカ・アオラとの思い出を語
る。　「2005年のギリシャだった。EWCの後半戦で、
初めてのタイトルがかかった日だった。ぼくはミカ
が偉大なスポーツマンであることを身を持って知っ
たんだ。彼はハスキーでぼくと同じ E3 を走っていた
が、彼にとってはいろいろと問題が多いシーズンで
本当に苦労していたと思う。そんな中での出来事だ。
　ぼくはその時、タイトルが射程距離にあることを
自覚していて、緊張してめまいがしそうな思いで走っ
ていた。12 フィートの段差を降りなければならない
セクションがあった。一瞬ためらったけど、ぼくは
思い切って飛び降りた。でも、なんと下はふかふか
のシルトで、いきなりぼくの KTM はハンドルバーま
で埋まってしまったんだ。なにをやってもひっぱり
出せない !　ああ、もうだめだ。タイトルは次のイタ
リア GP までお預けだよ。もしかしたらぼくはチャ
ンスを逃してしまったかもしれない…。落ち込んで
いたら、そこにミカが来た。そしてハスキーから降
りると笑いながら近づいてきてぼくを助けてくれた
んだ。二人で KTM を地上に引きずり出すことができ
た。彼はきっとダカールのシリル・デプレにも同じ
ようにしただろう。ぼくは、彼のおかげで初めての
ワールドタイトルを獲得することができたんだ」。
■ END

2007 年に初めてのタイトルを獲得 !
苦難をともにしてきたメカニックと ...


