


Mika Ahola : ISDE BRAZIL 2003
Photo : Hisashi Haruki
ミカ・アオラ。2003 年ブラジル大会での力走。VOR530EN を、まるで暴
れ馬を駆るように全開で走らせた。彼の好きなヘビーメタルバンドのギタリ
ストのように !　ちなみに、これが VOR での最後の試合。翌年は Husqvarna 
CH Racing に移籍した



突然のニュース
　ミカ・アオラが 6 年間在籍した HM-HONDA 
Jolly Racing を離れ、スペインの新チーム JOTA 
GAS( ホタ・ガス ) に移籍。bimota の新しい 2
ストローク 300cc で E3 への参戦を決めたとい
うニュースが出たのはわずか 1 ヶ月前のことだっ
た。これまで HM では、E1 クラス、E2 クラスで
2 度ずつ、そして 2011 年は念願の E3 クラスで
のワールドタイトル獲得に成功。2012 年は新し
いチーム、新しいマシンに乗って「3 クラスすべ
てで 2 度ずつタイトルを獲得」という大記録に挑
戦するものと、誰もが期待していた矢先の引退報
道である。ミカ・アオラは現在 37 歳。EWC= エ
ンデューロ世界選手権では最長老の現役ライダー
だった。以下は、本人のコメントの要約。

　「21年間の競技生活を経て37歳という年齢
になり、私は熟慮の結果、エンデューロコンペ
ティションから引退することを決意しました。理
由は、私がすでに競技の結果に対して充分な野心
(ambition) を持っていないということです。私は
最初にフィンランドで勝利を得て、世界最速の雪
のライダーになりました。その後、世界選手権に
参加するようになり、5回のワールドタイトルを
獲得しますが、それはすでに引退を考えなければ
ならない年齢になってからのことでした。それは

とてもハードな日々でした。連続して5回のタイ
トルを獲得しますが、その最期のタイトルは、世
界で最も高齢でのタイトル獲得という記録です。
これらの記録にはとても満足しています。またフィ
ンランドの代表として7回参加した IISDE=イン
ターナショナルシックスデイズエンデューロでは、
3度のオーバーオールウィンを獲得することもで
きました。FIMは2004年以降は、オーバーオー
ルクラスを廃止しましたが、すべてそれ以前の記
録です。
　私は、エンデューロというスポーツに持ちえる
野心を完全に満足させることができました。そし
て私は、次の段階に進み、レーシングではない何
かを発見したいと思っています。最後に、私と私
の競技生活を支えてくれたすべての人たちに感謝
を伝えたいと思います。同時に、私と戦ってきた
ライダーたちにも感謝します !」

栄光への長い道程
　Emperor without a crown ( 無 冠 の 帝 王 )、
それがミカ・アオラの長く苦しいワールドエン
デューロにおけるキャリアを象徴するニックネー
ムだ。フィンランド出身のライダーは、イタリア
の tm レーシングに加入した 1997 年に、早くも
125cc クラスでランキング 2 位まで上り詰めた。
1999 年 ISDE ポルトガル大会ではオーバーオー

ルウィン、そして 2001 年、2002 年も続けてシッ
クスデイズのオーバーオールクラスを制覇してい
くのだが、肝心の世界選手権では、2 位、3 位と
いうランキングが積み重なっていく。2001 年か
らは、ヴェルティマティの怪物マシンをベースと
した市販モデル、VOR のファクトリーチームに移
籍。最大排気量クラスを戦うことになった。ハイ
パワーだが暴れ馬のようなマシンにムチを入れて
スペシャルテストを攻めるアオラは、Husqvarna
のアンダース・エリクソンと互角の戦いを演じ、
ポイントでリードして最終戦を迎えた。スペシャ
ルテストは得意のサンド路面で、アオラに有利と
見られていたが、ここで痛恨のスタック。そのタ
イムロスが響いてタイトルはエリクソンのものに
なった。その差わずか 1 ポイント。3 位のカール
ソン ( フサベル ) には 40 ポイントという大差をつ
けていた。

　2002 年もアオラとエリクソンの戦いは続いた。
VOR はそれまでのボルト締結組立式のフレームか
ら、ツインチューブの新型シャーシに変更。エリ
クソンは TE570 でマシンの性能は互角。KTM の
カリ・ティアイネンはすで引退が近く、イタリア
のベテラン、マリオ・リナルディも YZ426F で
参戦していたが、二人のタイトル争いにはからん
でくることができないでいた。アオラとエリクソ
ンの接戦は中盤のベルガモまで続いていたが、こ
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Thank you Mika Ahola!

ミカ・アオラ 王座からの引退

Enduro World Championship
1993 125cc 10th Husqvarna

1994 125cc 13rd Husqvarna

1995 125cc 15th Husqvarna

1996 125cc 9th Husqvarna

1997 125cc 2nd tm

1998 2t250cc 9th tm

1999 2t250cc 3rd tm

2000 2t250cc 2nd tm

2001 500cc 2nd VOR

2002 500cc 2nd VOR

2003 500cc 3rd VOR

2004 E3 4th Husqvarna

2005 E3 5th Husqvarna

2006 E1 2nd Honda

2007 E2 1st Honda

2008 E1 1st Honda

2009 E1 1st Honda

2010 E2 1st Honda

2011 E3 1st Honda

ISDE  Overall Winner
1999  Portugal  tm250

2001  France  VOR503EN

2002  Czech  VOR530EN 



こでアオラの VOR にブレーキトラブルが発生し、
1 日ノーポイント。結局またもやランキング 2 位
でシーズンを終えた。2003 年は同郷フィンラン
ドのユハ・サルミネンが500ccクラスにスイッチ。
KTM ファクトリーチームに対し、VOR はプライ
ベートチームに近い体制で善戦するが、3 位に終
わった。タイトルはサルミネン、2 位に割って入っ
たのは KTM の新人イヴァン・セルバンテスだった。

　VOR は屈辱のままワールドエンデューロから
撤退。2004 年からは、CH レーシングに移籍。
2005 年まで Husqvarna に乗ることになったが、
2 シーズンとも 4 位と成績はぱっとしなかった。
32 歳。そろそろ引退を考える年齢でもあったが、
2006 年には HM-HONDA のシートを得ること
になった。HONDA での最初のシーズンは E3 ク
ラスでランキング 2 位。好感触を得たアオラは、
2007 年には 4 ストロークの CRF250R で E1
にスイッチ。シーズン序盤から快調に飛ばし、最
終戦までランキング首位。迎えたフランス GP、初
日に 6 位以内でフィニッシュすればタイトル獲得
という展開だったが、これまで何度も目前でタイ
トルを逃してきたアオラにとっては、薄氷を踏む
ような気持ちだったに違いない。だが、ついに勝
利の女神は「無冠の帝王」に真の栄冠を手渡した。
その時のコメントは、もう一度記録しておくべき
だろう。

　「マシンを壊してしまうのが怖くて、とにかく慎
重に走ったよ。今日はまるで自分が自分ではない
ような気分だった。いつも大事な時に限って不運
だったり、何かのトラブルが起きてタイトルを逃
してきたからね。最初に優勝してから、11年間も
この日を待っていたんだ。ついにやったよ !」

真の帝王
　2010 年　EWC イタリア大会。ポディウムで
のミカ・アオラは、流暢なイタリア語を話し、チー
ムパドックでサインや記念撮影を求めるファンに
人一倍にこやかに対応。他の誰よりも人気のある
ライダーだった。考えてみれば、ワールドエン
デューロに初参戦して以来、所属したのはすべて
イタリアのチームなのだった。

　長い間「無冠の帝王」という称号に甘んじてき
たけど、ここにきての連勝にみんなが驚いてい
ます。なぜ勝てるようになったのですか ?　とい
う質問に、彼はいたずらっぽい眼で微笑みながら
"HONDA Racing" と書かれたデカールをなぞっ
て見せた。それから少し真面目な顔に戻ってこう
続けた。「以前はとにかく速く走る。スペシャルテ
ストでベストなタイムを出すことだけしか考える
ことができなかった。でも、それから少し考え方、
走り方が変わった。時には2番でもいい、3番で

もいい。最終的にポディウムに立つことを大事に
するようになった。シーズンを通じて戦うという
考え方ができるようになったことが、今の強さに
なっていると思う」。
　かつては若さゆえのミスが多かったということ
か。だが、ぼくはこうも考えている。確かに、2
位に甘んじていた、土壇場でのミスで勝利を逃し
てきた。そこには、若さがあっかかもしれない。
でも、そうでもしなければハナっから勝負になら
なかったという現実もあったのではないか。開
発力、物量に勝る大チームに対し、VOR での 3
年間は、明らかに弱小チームでの戦いだったし、
2004 年、2005 年の Husqvarna も経営難のメー
カーで開発はストップしていた。一方ライバルの
KTM は会社もファクトリーチームもすでに絶頂の
波に乗っていた。そこに挑むには、フルスロット
ルしかなかったんじゃないだろうか。

　長く苦しい時期を乗り越えてきたからこそ、勝
利の方程式を得た彼は誰よりも強かった。その姿
は、堂々としてまさに帝王の貫禄。その栄光は、
永遠だ。
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