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特集 エンデューロとは何か

WHAT IS “ENDURO”?



　エンデューロ。本誌でそう表記している時には、多くの場合、一
種の競技形態を指していることが多い。エンデューロとは何か、と
問うた時、ラグビーやアメリカンフットボール、またサッカーとい
う競技がそれぞれ独自性を持って存在をしているのと同じように、
いろいろなモーターサイクルスポーツの中にある、ひとつの競技の
あり方だ、ということができるだろう。だが、ラグビーの競技会場
に行って、そこで行なわれているのがすでにラグビーであるという
ことを問うまでもないという状況にある時、「ラグビーとは何か?」
という言葉は別の意味を持ってくるはずだ。ラグビーとは何ですか?
　という質問に、ある人は「私の人生そのものです」というかも知
れない。あるいは「最高のスポーツです」という人もいるだろうし、

「私にとって今は苦行です」という人だっているはずだ。同じ問いか
けでも、受け取る人によってさまざまに違う意味を持つことがある。

　また、エンデューロが、単に一種の競技形態を指す言葉ではない
場合もある。いろんな種類のエンデューロがあって、それぞれに競
技形態を異にしながら、おしなべてエンデューロである、と考える
人も少なくない。モトクロスとトライアル以外のオフロードモーター
サイクル、ダートバイクによる競技、イベントを全部エンデューロ
とひとくくりにしている状況もある。

　その是非を言っているのではない。それぐらい、幅広い意味を持っ
ているのが現実ということだ。やや乱暴に整理すると「競技形態と
してのエンデューロ」と、それを含めた「ジャンルとしてのエンデュー
ロ」が存在するということになるだろうか。競技形態としてのエン
デューロは、これを揺るがすことはできない。いや、何も、オンタ
イム制の競技だけが、未来永劫、唯一のエンデューロで、それこそ
が至高のものだと言っているのではない。平易な認識として、現状



ではエンデューロという競技があり、一方でクロスカントリー競技
もあるし、まだしっかりとカテゴライズされていない、メジャーな
エクストリームエンデューロのイベントたち(例えばエルズベルグの
レッドブルヘアスクランブル)が存在している。言うまでもなく、日
本ではクロスカントリー競技が圧倒的な人気を誇り、エンデューロ
と言えばむしろエルズべルグの映像が、一般メディアでは紹介され
るのが普通だ。それは、誰がなんと言おうと(例えば俺がエンデュー
ロをいくら語ったとしても)、人々の支持を受け、人気を集めて成長
するし、さらにみんなが望むならば、それこそが「エンデューロ」
になることだってあるだろう。また逆に、ISDEのような現在のエン
デューロ競技が、これまで通りみんなに必要され続け、支持される
ようであれば、エンデューロはエンデューロのままで在り続けるだ
ろう。選ぶのも創造するのも、ライダーたちだ。

　特集では、七人の、立場の違うエンスージアストたちに「エンデュー
ロは何か」というテーマで執筆をお願いした。エンデューロとは何
か?　その解釈に言及していることもあれば、自分にとっての情熱と
してのエンデューロを語ってくれている人もいる。共通しているの
は、BIG TANKという身勝手で主張の強いメディアに向って、全力
投球で書いてくれていることだ。同時に、みんな、エンデューロにも、
エンデューロという言葉にも強い愛着を持っているということも感
じる。おそらく、それは日本の「エンデューロライダー」に共通する。
だからこそ、難しいのだ。そのことが、この特集によって浮き彫り
になったのではないかと思う。
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　「なにがあるかわかんないんだから、最後まで走

らないとダメだよ !」

　僕に向かってだったか、別の人に向かってだった

かはもう忘れてしまったけど、モンドモトの市川君

がそう言ったことをよく覚えている。とてもオンタ

イムでなんか一生走れない…初めてヒダカ2デイ

ズに出たときはそう思ったけど、オンタイムで走れ

ない僕に、いろんな人がアドバイスをくれた。

　「雨とか雪とかで、ほとんどのライダーがオンタ

イムで走れない (コンディションになってしまっ

た )エンデューロは、もはや (タイムを競うという )

競技性が維持できていないわけだから、オンタイム

で走れなくても救済される場合も多いんだよ。でも

自分で諦めて、途中でリタイアしていたらその救済

もされなくなってしまう。だから、最後まで何があっ

ても走らないとダメだよ」ってね。

　そう言われてもですね、正直きついわけですよ。

たった数メートルの泥沼なのに、息を切らせ、汗だ

くになって、足がガクガクになるくらい苦労したあ

の泥沼にまた行くのはしんどい。ギヤを入れたまま

エンジン止めて、前後ブレーキもかけてるのに、そ

れでも直滑降で人車バラバラになって滑り落ちる

あの沢の入り口にもう1度いくのは、もう勘弁で

すよ。

　そう言いたくなってしまう。

　でも、性格がしつこいんだよね。「走るべき」そ

う言われたら、やるしかない。行くしかないんだよ

ねえ。だって、男だからね。

　結局このときから数年は、たいした進化はなかっ

た。相変わらずワダチの外を走るのもできなかった

し、ヌタヌタのワダチではずっぽり埋まってしまう。

ガレ場の上りではゼイハアゼイハア、息切れしてヘ

ルメットを脱いでしまう。

　でも、諦めないで走ってたら、気づかないうちに

よほど酷いコンディションでない限り、なんとか

オンタイム (もしくはちょい遅れ )で走れるように

なってきた。初めて全部オンタイムで走れたとき

は嬉しかったなあ !　ほとんどみんなオンタイムで

走ってたけど (笑 )。でもまあ、今では、ケガした

場合を除けば途中で諦めることはなくなった。

　オンタイムで走れるようになるまでに気がつい

たことが、ただガムシャラに走ればいいってわけで

はないことだ。

　どうしたらうまく走れるのか考えた。ビデオを見

たりもしたし、いっぱいアドバイスももらった。う

まいライダーにゆっくり走ってくれって頼んで、そ

のラインを真似たりもした。

　で、わかったのは、技術も、体力も大事だけど、

それ以上に目と頭と、路面とバイクの状態を感じ取

る感性、そしてバランス感覚が大事だってこと。そ

うした身体機能を長時間働かせるために体力は必

要だけど、別にゴリラみたいに鍛える必要はない。

それよりもラインを選び、そのラインに適した乗り

方をチョイスして、バイクと路面の状態を感じ取っ

て的確なバランスコントロールを行うことのほう

が重要だってことがわかってきた。

その先に
　面白いもんで、1回走れるようになると、なか

なかもとには戻らないんだよね。今は仕事がとても

忙しくてなかなか乗られないんだけど、でも今でも

(よほどひどいコンディションでなければ )SUGO

のコースを無難に走ることはできると思う。もっと

もどっぷりハマったら、体力的には昔よりも落ちて

いるので脱出は以前よりさらに苦労するだろうけ

ど。

　しかし、昔だったら「えいやー全開だー !」って突っ

込んでたところで、一度止まってラインを見るよう

になったので、そうそうははまらなくなった。はま

らなければ脱出する時間も必要ないし、転倒しなけ

ればそれだけ体力の消耗も少ない。なので、以前よ

りラクに楽しく走れるわけだ。

　もし僕が昔、ヒダカに出てボロボロになったとき

に。そのあとにSUGOに出て、もっとズタズタに

なったときに。あるいは、あともう少しってところ

で時間内完走できなかった木古内で。もし、そこで

諦めていたら、きっと今みたいな幸せな気持ちと、

今の自信はなかった。だから、市川君にはとても感

謝している。アドバイスをくれた、多くのライダー、

仲間たちにもね。

　なんでも一緒だと思うんだ。スポーツでも、勉強

でも、仕事でも、恋愛でも、もしかするといつかは

最高に楽しいって思える未来が待ち受けているも

のでも、その経過点では辛いこともあったりするし、

すべてが楽しいとは限らない。素晴らしい未来なん

てないように見える。

　もちろん、向き不向きはあるから転進してもいい

と思う。趣味であれば、もっとほかに楽しいことも

あるしね。でも、僕の場合はこれだった。なんでだ

ろうね。ひっくりかえったバイクを起こして、息絶

えだえになって、泥まみれになって、でもとても楽

しかったなあ。今でももちろん楽しいけど。

　そして、そんな楽しい経験をしているうちに知っ

たことがある。それは、僕とはレベルが数段違うけ

ど、トップライダーも同じような経験をしてきてい

るってことだ。うまいからってラクじゃないから

ね。うまくなればなるほど求められるレベルも高く

なるから、大変さも倍増するものだ。

　でも、エンデューロライダーってのは、そんな大

変な思いを乗り越えてきたヤツらばっかりだから、

みんなとても優しいんだ。遅かろうが速かろうが、

自分と同じように大変なことをやってるって連帯

感がこの世界にはある。

　エンデューロに限らず、時々もうすべてうっちゃ

りたいって、投げやりな気持ちになることもあるよ

ね。でも、諦めたらそこで終わりなんだよね。エン

デューロが、単なるレジャー、ホビー以上のなにか

になってしまう人が多いのは、きっとそんなことを

教えてくれるスポーツなんだからと思うんだ。

CHAPTER-1
がむしゃらだけではダメなのだ
Katsuhisa Mikami

三上勝久　FRM編集長。1985年ごろからオフロードバイクに
乗り始め、国内のヘアスクランブルから BAJA1000 に直行、
2000年代になってやっと国内の2デイズエンデューロを体験。
47歳。

初めての日高 2 デイズは強烈なインパクトだった。あのときと同じルー
トをいつかまた走ってみたいと思っている。(photo : Yuya SUZUKI)



　「エンデューロ」って知らないライダーから見れ

ば全部一緒 ( サーキットエンデューロやクロスカン

トリー、エクストリーム、オンタイムなど ) だとは

思いますが、今回はいわゆる「エンデューロ」=「オ

ンタイムエンデューロ」として話を進めていきたい

と思います。

　「エンデューロ」は純粋な競技だと思っています。

それだけにもうちょっとお気軽に !　とか、遊び要

素も !　とか、ルールが面倒くさいなぁ !　とか、思っ

て食わず嫌いな人も多くいるっていうのも現状な

んですよね。実際「エンデューロ」には数多くの

ルールがありますが、そのルールは競技をより公平

にするためのルールなので、「エンデューロ」を競

技として考えているオレとしては、経験してもやっ

ぱ合わないなぁ !　とかであれば違うものを選択す

るのは仕方ないですが、きちんとしたルールの中で

行う競技として日本でも存在している本物の「エン

デューロ」を一度は経験してもらいたいですね。

　「エンデューロ」の一番の魅力は、自分との戦い

だと思っています。日本でもそうですが、当然世界

でもエンデューロライダー同士は競技中でも笑顔

が絶えないんですね。(もちろんみんながみんなじゃ

なく個人差もあります ) ライバル同士なのになん

で？　と言われればそうなんですが、直接争ってい

るのはライバルのはずなんですが、実際にはタイム

との争いとも思っています ( なんのこっちゃわから

なくなってきちゃったけど )。ほぼ同一条件のテス

トで今の自分のベストな走りをして、その結果ライ

バルにコンマ何秒差で負けたとしたら、それはライ

バルよりもほんの少し遅かった自分が悪いんです。

　もちろんほんの少しでもタイムの速かったライ

バルがすばらしい走りだったと素直に思えるし、次

の周こそはそのタイムを越してやろう !　とテスト

ごとにリセット出来る !　っていうのもいいですね。

また、リエゾンからテスト、テストからリエゾンで

の気持ちの入れ替えも非常にオレには合っている

のかもしれません。←人によってはこれが合わな

い人もいるようですね。スタートも成績順やラン

キング順だったりすると ( そこらへんも日本のエン

デューロでも一緒ですね )、お互いほぼスキル的に

は変わらないのでペースも心地良く、テストでも気

を抜けず一緒に高みを目指せる感じもいいですね。

日本よりも長距離を走る ISDE などでは、リエゾン

区間ではお互いのホコリを嫌って広い所では真横

に並ぶランデブー走行 !?　するなど、気の合う仲

間とのツーリング気分になるっていうのもこれま

たいいんですね。しかもそのルートは立ち止まって

見るとものすっごい景色の中だったりするんです

からねー !

　お互いを意識しつつも、何かトラブルがあれば助

け合うこともあるんです。そうして 6 日間一緒に

走ったライダー同士にはなんとも言えない一体感

があるんですよね ( そこらへんは長距離ラリーにも

言えるかも !?)。

　1 日に何度も行うテストだけに集中するというの

もまた気に入っているところですね。( もちろんリ

エゾンも集中はしているんですが ) 人間の集中力の

限界というのは長くて 30 分程度と言われています

が、本当に集中出来るのは 15 分程度とも言われて

います。エンデューロのテスト区間というのは偶然

か必然か長いものでもたいてい 15 分位のものなん

です。その後のリエゾンで気持ちいいペースで自然

の中を走り一旦リセットして、また次のテストに臨

むっていう流れもこれまたオレには合うんです !

 昨年行われた GASGAS フェスティバルのイヴァ

ンセルバンテス選手の走りからもわかるとは思い

ますが、世界トップクラスのエンデューロライダー

のアタックしている時の走りは本当に凄まじいも

のですからね。もうだいぶ前になりますが、自身

の絶頂期と言っていい時期に ISDE に出場した MX

界大スターのステファン・エバーツをしても何度も

タイムで負けることがあったくらいですからねー。

　それでもエバーツはやはり特別で最終的には

ISDE でも総合優勝しましたけどね !　体力的に衰

えてきても、長くて 15 分、短いものは 5 分もな

いテストをして、その後リエゾンで体力や気分もリ

フレッシュしながらであればなんとか出来ますか

らね ( まぁルートも簡単ではないと思いますが、ク

ラスによってタイム設定が違いますから自分のレ

ベルのクラスであればなんとかなりますよ )。リエ

ゾンでは出来るだけ体力温存する走りをし、短い区

間のテストだけを一生懸命走るっていうであれば

なんとか出来ますからねー !　おじさんにはうって

つけの競技と思いますよ ( 笑 )。

　まぁ本音としてはおじさんの参加よりかは、体力

の有り余っている若いライダーにテスト区間で世

界選手権のライダーみたいな若さ弾ける凄まじい

走りを見せて欲しいんですけどねー ( 笑 )。

CHAPTER-2
やっぱり、自分との戦い
Tomoyasu Ikeda

池田智泰　2009 年 JEC チャンピオン。ISDE 初出場の 1999
年 ポ ル ト ガ ル 大 会 は、DAY1 に ク ラ ッ シ ュ し て リ タ イ ア。
2006 年には日本代表のワールドトロフィチームとして出場し
念願の完走。自他とに認めるエンデューロオタク。実はモトクロ
スもオタク ! 　41 歳。

Mika Ahola



　自分にとってエンデューロとは、「競技」もしくは、

「スポーツ」としての認識がもっとも強いと感じて

います。オートバイ、ここではダートバイクに限定

した話にはなりますが、その楽しみ方は様々だと思

います。そんな中でも、エンデューロは、その「楽

しみ」が凝縮しているものだと思っています。モト

クロスという言葉に対してのエンデューロ、それは

走るシチュエーションだったり、エンデュランス =

耐久という言葉だったりと様々だったりしますが、

自分にとっては、エンデューロ = 競技です。競技

と言っても複数ありますが、JNCC のようにヨー

イドンなクロスカントリーではなく、ここではオン

タイム制のルールを採用している競技の事を指し

ています。それもピンポイントでいえば、本誌の読

者にはお馴染みの SUGO 2DAYS です。全日本エ

ンデューロ選手権 ( 承認クラスを含む、以下 JEC)

のレースフォーマットであり、実際に参戦されたラ

イダー以外は、そのおおまかなルールさえも知らな

いものかもしれません。オンタイム、リエゾン、テ

スト、パルクフェルメ、ワークタイム…もちろん

速いライダーが勝つ !　それには変わりないのです

が、一見するとその複雑なルールが競技をより一層

楽しめる要素になっていると思います。そんな競技

としてのエンデューロに出会ったのは、そんなに昔

の話ではなく、2009 年の SUGO 2DAYS でし

た。当時、モトクロスからエンデューロに転向して

活躍を始めていた太田真成選手がフサベルのライ

ダーとして JEC に参戦することになりました。ま

だ何も知らなかった自分は、現地に応援 ( サポート

じゃなくて ) に行くことなり、それが今思えば、エ

ンデューロに惹かれるきっかけとなりました。ただ

パドックから見える範囲で観戦していただけでは、

きっとここまでハマる事はなかったと思います。偶

然ではありますが、レースが終わった後に FRM で

のインプレッションを予定していて、撮影ポイン

トについて行けるようにと、足バイクを持って行っ

てました。せっかくだからと、そのバイクで色々な

所にレース観戦に行きました。リエゾンの区間はリ

ラックスして走るライダー達。知っているライダー

に手を振ると、それに応えるライダー達。テスト区

間を全力で走るライダー達。そんな様子を見なが

ら、エクストリームテストがある中間チェックポイ

ントに着きました。もちろん、エクストリームテス

トを華麗に走るトップライダー達に驚きもしまし

たが、ライダー同士がバイクを降りて、みんな楽し

そうにお喋りしている…不思議な感じがしました。

　「レース中じゃないの ?」

　オンタイムになるように、時間をつぶしている…

当時は何となく分かったような、分からないような、

そんな感じでしたが、とにかく、楽しそうに自分の

目には映りました。その後パドックに戻ると、次の

日に向けての整備の時間、ワークタイムです。15

分でタイヤを交換する。そんな内容しか知りません

でしたが、これも衝撃でした。タイヤ交換、今でこ

そ出来るようになりましたが、当時はやれば一応で

きる、でも一本に一時間 !　なのにあっという間に

交換するライダー達。中には、わずか 15 分の間

に前後タイヤを交換するライダーも。疲れているは

ずのライダーが、自らが整備する姿が、モーレツに

カッコ良く見えた。そして、二日目最後の最後にファ

イナルクロス。今まで一台一台がバラバラに走って

いたのに、スターティングゲートに一列に並んだラ

イダー達。「モトクロスもあるの ?　カッコイイ〜」

レースを見終わった後、こう思ったのは言うまでも

ありません。

　「出たい !　俺もいつか出てみたい !」

　当時は現在のようにレースに出ていた訳でもな

く、漠然とした憧れだった SUGO 2DAYS。レー

スに出ることに始まり、やがては自分のマシンを

手に入れ、タイヤ交換も出来るようになりました。

そして、その時がきた。その年は、震災の影響で

JEC の最終戦 (11 月 ) となった SUGO2DAYS。

マシンはフサベル FE570、エクストリームテスト

も走りたくて、クラスは B2 クラス。ちょっとト

ラブルを抱えながらも、ワークタイムでは念願だっ

たタイヤ交換もこなした。ファイナルクロスも走っ

た。遅かったけど。終わってみれば結果は、なんと

クラス 3 位だった !　嬉しかった。でも贅沢な話だ

けど、順位よりも真剣に望んでいたオンタイムでの

完走にはならなかった。とても悔しかった。そして

次こそはっ !　と思った。翌年の SUGO は、例年

通り 3 月の開幕戦となったので、わずかな期間で、

リベンジするチャンスがきた。まだ記憶に新しいか

もしれませんが、コースは真っ白の銀世界。ハード

なコンディションだったけど、最高に楽しかった。

順調だった。二日目の最後のラップまでは。荒れに

荒れたエンデューロテスト。リアタイヤが届かない

程の深いワダチ、登れない坂、過ぎていく時間。結

果…もちろん遅着。またしても、完走したものの、

オンタイムでの完走は達成できませんでした。コン

ディションが悪かった。そう思える状況ではあった

ものの、そんな中でもオンタイムで完走しているラ

イダーがたくさんいた。彼らは、もちろん「速さ」

もあるでしょうが、それ以上に「強さ」があるライ

ダーなんだと思った。コンディションに左右されず、

長時間のライディングでも集中力を切らさず、マシ

ンがトラブルに巻き込まれても、自ら対応する能力

も持ち合わせる。そんな強いライダーに自分もなり

たい。そんな事を思わせる競技であり、スポーツ。

それが私にとってのエンデューロです。

CHAPTER-3
もっと強い自分へ !
Takuya Ubukata

産方卓也　フサベル・ジャパンの営業マン。趣味のツールを販売
しているんだから、自らも積極的に遊ばなくていけない！をモッ
トーに、理由をつけては隙あらばフサベルに乗っている、もうす
ぐ 35 歳の 2 児の父。JNCC や JEC を中心にレースにも参戦し
ています。

Yasuji Nakata
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　それは、エントリーフォームをクリックすること

から始まる非日常の世界。レースに出ることを決め

ると、朝ベッドをおりる瞬間や、ごはんを食べてい

る最中、通勤途中やシャワーの中ででも「レース前

な私」を意識する様になる。楽しみだったり、怖かっ

たり、焦ったりと心の中が急に忙しくなって、時に

はちょっと億劫に思ったりもする。そしてレースが

終わって安堵すると、2 週間くらいは思い出を転が

してウットリニヤニヤと過ごすのであります。いつ

もその繰り返し。

　レース中というのは、ちょっとしたトランス状態

になっていて、自分の知らない自分に出会えたりす

る。まぁ、そんな風に言ったらカッコよく聞こえちゃ

うけど、言い換えると「私って意外と腹黒かったの

ね」なんて発見があって驚いてしまう。もしかした

ら、大震災みたいな事態が起きた時に現れる、本質

みたいなものなのかもしれないですね。エンデュー

ロレースのお蔭で経験を積んだ私は、非常事態でど

んな人間に変貌するのか大体予想がついている。だ

からそんなに驚かないゾ、と思っている。

　あるレースで、バイクを走らせることが出来ない

私は、川の中でマシンを押しながら 1m ずつ前に

進んでいる。終わりが見えなくてグダグダ。「ふぅ」

と立ち止まって、キャメルバックのホースをたぐ

り寄せた。ら、「無い…」、アゴがはずれたみたいな

顔になった。飲み口のゴムを何処かに落としたみた

い。ドリンク空っぽ。「がぁ、もうダメだ、干から

びてシヌ〜。」ふと顔をあげると、その先に見慣れ

たシルエットが目に入った。frm の編集長。こんな

時に知っている顔に出会えるとつい嬉しくなる。マ

シンを倒さない様に慎重に三上さんへと向かう。「あ

れ ?　どうしたんだろう ?　三上さんのマシンが横

になっている。さては水没したな？ありゃりゃ。大

変そうだな、復活できるかな ?　もうダメかな」。

そこで三上さんの背中に、こんもり膨らんだキャ

メルバックがくっついているのを見つけてしまう。

「おっ !」←この瞬間、私の顔は北斗の拳に出てくる

悪党ども風になる。「ひっひっひ、たんまり持って

いやがるぜ」。飲ませても〜らおっと !　三上さんに

はもう、飲み物は必要ないかもしれないし〜。

　「三上ひゃん、キャメルのクチが…クチが…」い

かに辛いかという状況をプレゼンし、飲み物を飲ま

せてと懇願。三上さんは快くホースを渡してくれる。

飲む。ずーっと飲む。まだまだ飲む。目が落ち窪ん

で、劇画タッチの私がホースにずっと繋がっている

から不気味だったのかもしれませんね。「これ、持っ

て行っていいから」キャメルバックごと私にくれた。

　自分のモノとなるとゴクゴク飲まない。残りの配

分を考えてチューチューしながら再び走り始めて

分析する。戦争映画にありがちな一場面、「手負い

の俺は足手まといだ。俺を置いて先へ行ってくれ。

ガクッ」というタイプの人が三上さんだとしたら、

私は確実に、死に絶えた人のポッケを探って、生き

る足しになるもの身ぐるみ剥ぎ取って自分のポッ

ケに押し込んで走り去るタイプだ。

　普段はそんな人じゃないんですよ ?　どちらかと

言えば、与えることに喜びを感じるタイプだし、他

人の役に立てる自己犠牲は好きな方。競技中という

非日常なシチュエーションが時に人格を変えてし

まったのね ( 本当は意外といい人なんですってば。

ホントだってば )。

　競技中は常に自分と対話をしている。お腹の中で

ずっと独り言。「行けるかな ?　行けないかな ?　

行けないと思ったら絶対行けないから思わないよ

うにしよう」。「もう止めたい、つらい、やめちゃおっ

かな。でもやめたら後悔するよ ?」「前に進まなかっ

たら一生ゴールできないよ ?　終われないよ ?」な

ど。だいたいは自分の弱さと強さが対立する感じで。

　もちろんレースだから、成績が良いと嬉しいけれ

ど、エンデューロの魅力は「コースを制する」楽し

さと「自分を制する」楽しさがあることじゃない

かな ?　と思っている。競技中にどんな自分に変貌

しちゃったとしても、自分の持っている全てを使っ

ていろいろ作戦を立てて、ゴールを目指すことに意

義がある。これだけ肉体的・精神的に鍛練を続けて

いれば、仕事に生活、どんな挫折も乗り越えて行け

そうな気がしちゃうよ。だからエンデューロライ

ダーって強いと思うよ。

　ちなみにキャメルバックを剥ぎ取ったレースは、

パドックに戻ってベッチョリ地面に横たわった私

は、そのまま屍になりました。そして水没から復活

を遂げた三上氏は、屍の私からキャメルバックを取

戻し、元気に次の周回へ走り出して行きましたとさ。

どんなに知恵を絞って悪いことを考えても、思い通

りにならないのがエンデューロ。こんなにいっぱい

走ってるけど、未だに「完璧に走れた !」レースが

1 つも無いのです。だからきっと止められないんだ

ろ〜な。たぶんこれからも止めないと思う。だって

エンデューロは人生そのものの様な気がするから

…。

CHAPTER-4
競技は自分との対話
Mana Saito

斉藤マナ　本職はクスリ屋さん。エンデューロ歴は遂に人生の半
分を上回った。2006 年に念願の ISDE ニュージーランド大会
に出場。完走は果たせなかったため、未だに「いつかきっと」と
言い続けている。この諦めの悪さが自分では結構スキ。現在は
JEC にスポット参戦中。

まさに死体からキャメルバックを頂戴するところ
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　もしエンデューロライディングに出会わず、トラ

イアルだけだったとしたら、とっくにつまらなく

なってやめてしまってたかもしれないですね。ぼく

にエンデューロというものの存在を教えてくれて、

ひっぱってくれた人たち、吉川 ( 和宏 ) さんや、た

くさんの先輩たちには本当に感謝しています。とに

かくライディングそのものが楽しくて飽きるとい

うことがない。今もアルバイトしながらなんとか生

活している状態ですけど、ライディングに対する渇

望感というか、仕事していても「あー、早く乗りた

い !」って思えるようなわくわくする気持ちがある。

FMX のランプを飛んでみたり、アメリカでデザー

トライディングしたり、モトクロスにトライしたり

…、もちろんトライアルバイクにも乗る。全部、エ

ンデューロライディングにつながっていて、面白い

ですよね。カート・キャッセリのようなライダーと

出会うことができたのも、エンデューロがあったか

らこそで、そういう意味ですごく世界が広がったと

思います。

　日本のエンデューロのシーンは、今、みんながシー

ンを創造しよう、成熟させようとがんばっている空

間で、ライダー同士もすごく仲がいいし、その中で

一緒に遊ばせてもらってとても居心地がいいし、楽

しい。ライダーに求められるものも、ライディング

だけではなくて、経験やメンタリティを含めた総

合力という要素が強くて、そうした点でも、リスペ

クトしているライダーがたくさんいます。多くのラ

イダーは、大人になって自分の力でレースができる

ようになってから、本格的に取り組み始めた人たち

で、ぼくらのように、小さな頃からバイクを与えら

れて、英才教育みたいにして育てられたライダーと

は違う。ある意味で大人の世界で、その良さがある

と思っています。

　一方で、それだけではだめでしょう ?　という思

いもあります。日本のライダー、海外に出たら完全

になめられてますよね。競争する土俵に上がってい

ないですよ。そのこと自体は、いいことでも悪い事

でもないですけど、じゃあ、それを見て、次の世

代、次の次の世代のライダーが育ってくるかという

と、ちょっと難しいんじゃないかと思うんです。あ

んなふうになりたい、あんなふうに活躍したい、そ

う思うような存在がないと、ただそれだけで終わっ

てしまう。誤解を恐れずに言うと、今、まともに世

界のレベルにぶつかっているのは、GNCC の小池

田さんと、エルズベルグのぼくだけです。どちらも

徒手空拳に近い状態での挑戦というのは、それ自体、

ちょっと間違っていないか ?　という気持ちが正直

がありますが、ここではあまり言いません。ただ、

それが日本のオフロード業界、モーターサイクル業

界、または偉い人たちの在り方なんだということは

知っておくべきだと思います。

　エンデューロは、ぼくにとって価値のあるもので

すが、じゃあ今、JEC や JNCC に出場してリザル

トを残すことが必要かというと、そうではないです

ね。業界の中に向けたメッセージでなくて、外向き

にアピールできる機会こそが今は大事です。

　エルズベルグは、だから最も注目されるイベン

トであり、かつ、自分の現在持っているポテンシャ

ル、つまりトライアルのバックグラウンドを生か

して勝負が出来るという意味からも最もプライオ

リティを高く置いています。本当は、X-GAMES

のエンデューロクロスですけどね。X-GAMES は、

ストリートのカルチャーそのもので、そこで活躍す

ることは、即、次の世代を育てることにつながると

思っています。エンデューロクロスでは結果を出せ

ていないからまだ大きなことは言えませんけど、本

当のターゲットは X-GAMES ですね。

　だから、今の自分にとっては、エンデューロは大

切だしリスペクトもしているけれど、自分が取り組

むレースとしては、ちょっとしたおつまみのような

感覚です。今は、エルズベルグ、次に X-GAMES

がターゲットですね。そうしたところで目立つ存在

にならないと、世間的には、無いも同然ですから。

　でも、ぼくも 31 歳になります。あといくらがん

ばっても 3 〜 4 年でけりをつけなくちゃならない。

はっきり言って、ライディングでメシを食うという

意味でのプロライダーになるのは、無理だと思って

います。それは、次の世代が実現できるようにして

あげたいですね。自分自身、粘って粘って、ずーっ

と走り続けることもできると思いますよ。10 年連

続チャンピオン、すごいベテランの現役ライダー、

すごいと思いますよ。でも、ある意味、それって失

敗の結果じゃないんですか ?　とも思うんです。有

力な若手を育てられなかった、次世代のライダーを

発掘できなかった、シーンを育てることができな

かった、そのスポーツに貢献できなかったってこと

じゃないんだろうか、って。ぼくが、エルズベルグ

での結果にこだわるのは、それが結局は、次世代の

ライダーになるべき若いヤツらになにかを訴える

ことができる方法だからです。今ある、内側の人た

ちにではなくて、これからライダーになる可能性の

あるところになにかを投げてやらないと、何にも変

わらないんじゃないかと思うんです。ライダーとし

てのモチベーションは変わらないですが、意識のほ

うは徐々にそっちのほうにシフトしてきましたね。

次世代のライダーが育つ環境作り。そのためには、

若いヤツが夢を持てるシーンにならないといけな

い。そこにつなげていきたいですね。

CHAPTER-5
今は「エンデューロ」ではない
Taichi Tanaka

田中太一　トライアル世界選手権、全日本選手
権での活動後、自らが主宰する Roots エンター
テイメントを中心にしたショービジネスに活動
をシフトする一方、エンデューロライダーと
してのキャリアもスタート。2010、2011、
2012 とエルズベルグロデオに出場しすべて
完走。2012 年は 5 位を記録。紛れも無い世
界レベルのエクストリームエンデューロライ
ダー。



　業界関係の方と肩を並べ、このような場を与えて

くださったことに、大変感謝致します。私なんかが

エンデューロを語るとは、オコガマシイ限りですが、

大衆ライダーの一意見としてお聞き下さい。

　「エンデューロとは」。そのことを語る資格が、私

にはあると思います。私に限らず、ED レース活動

を続けている選手全てに、語る資格があるはずです。

資格があるか、無いかの話をすれば、語るのは選手、

ライダー側でなければならないからです。

　なぜこのような話をするのか、それはレースの主

役は、他ならぬ選手だからです。当たり前なことで

すが、そうなっていないと感じたことはありません

か。レースの品格、方向性、位置づけ、コンセプト。

そういうことを尊重するあまり、選手の存在は置き

去りにされてはいませんか。もちろん、主催者の意

向は大切ですし、レースの性格も大切です。そして、

どんなレースに出場するのかは、自由選択。選手が

選び、出場し、そして楽しむ。非常に自然な流れで

す。子供がスーパーで好きなお菓子を選ぶのと同じ、

ごく当たり前なことです。

  しかし、現状はどうでしょう。日本一を決める、

日本の ED チャンプを決めるレースはこのルール

でやる、この形式でやる。「ED とはこうあるべき」

主催者側の意見は、レースに大きく反映してきます。

嫌だったら、レースを選べばいい、出なければいい。

それが現実だから、仕方ないことでしょうか。頂点

のレースになればなるほど、公共性が強くなります。

影響力が大きく、責任もあります。だからこそ、よ

り選手の立場を、レースの方向性を見極める必要が

あるのではないでしょうか。嫌なら出なければいい、

それで切り捨てて終われる話ではないはずです。

　大衆が一番求めている ED、世界に通用する日本

の ED、それは一体何なのでしょう。果たして日本

は、今後も現在のレース環境のままで行くのでしょ

うか。主催者が決めることが全て、ライダーはレー

スのためにお金を工面し、その合間に練習し、ED

のために生活のすべてを投げ打ち、レースを一生懸

命盛り上げる。なんか、レースのために動いている

ような気がしませんか。レースって、一体誰のため

に、何のために開催されてるんでしょう。それが嫌

なら、MX をすればいい、TR をすればいいのでしょ

うか。

　これが現実だから、仕方ないのです。大きな流れ

に石ころを投げ込んだところで、何も変わりませ

ん。果たしてそうでしょうか、根本的な何かが違っ

ていませんか。このことは、レース主催者に限らず、

ED ライダー側も、もっと真剣に考えるべきだと思

います。一番大事なのは、レースなのか、選手なの

か、そして現在のレース環境、将来について。

　確かに ED は、他種目に比べて定義付けが難しい。

ハイスピードから、テクニカルな面まで。その競技

性の幅広さが人気の幅、競技人口を増やしている反

面、逆に統一を困難としています。しかし、よく考

えますと、統一しようとするから難しいんじゃない

でしょうか。色々なレースがある、いろんな経験が

できる、だから楽しい、それも大切な日本 ED の個

性、だと思います。

　世界基準、ISDE、GNCC に準じたレギュレーショ

ンであることは判ります。しかし、そんなに渋滞は

問題でしょうか。セクションが、ヒルクライムが、

ガレ場が、難所があることは問題でしょうか。そ

こから目を離せば、安定したレース運営ができるか

もしれませんが、選手側はそれで満足しているので

しょうか。真のトップライダーは、どんなに荒れた

コースでも、メチャクチャ速い。そのことは、トッ

プライダーの皆様自身が、一番良く知っています。

そして、その姿を間近で見れることで、エントリー

が増える、観客が増えるのは当然の流れだと思いま

す。　今年からシリーズ戦「G-NET JAPAN」が

始まりました。私が始めたのではありません。ED

界にニーズがあり、後押しされたから。私はその手

伝いをしているまでです。内容は、個性的なレース

ばかり揃っています。俗称「GERO」、難所だらけ、

コースは泥だらけ、渋滞は多い、最悪です。お金を

払ってまで苦労するのは何なのでしょう、私もそう

思います。しかし、間違いなく言えること、そこで

は選手が主役、主催者はただの盛り立て役なのです。

私は、こういったレースの中にこそ「日本 ED とい

う個性」を、感じることができます。

　先に出場した、エルツベルグでの話です。コース

の難易度はご承知のとおりです。私が同じ位驚いた

のは、出場している選手のこと。本戦 500 名の中

にすら、60 過ぎの方から 10 代の若者、女性まで

もが出場し、当たり前のように強烈な斜度のヒルに

挑み続けている。失敗し、マシンを投げ出して悔し

がる。そして、自らが泥だらけになりながらも、マ

シンにロープを掛けて助ける観客。その時、私は思

いました「これが ED だ」って。TR でも、MX で

も、モタードでも、ラリーでもない、ED。コース

を征服した達成感、先に進めない屈辱、観客や選手

同士の一体感、広大なロケーションを走破する開放

感、その中で勝敗を競う競技「これが ED だ」って。

　日本もユーロ圏に負けない位のレース数、文化、

ED に人生を捧げるライダーがたくさんいます。日

本は、絶対に ED 大国です。世界大会、他国の競技

を取り入れるのも大切ですが、日本の ED という個

性を、まず大事にして欲しい。そして、そこで輝い

ているトップライダーをもっと大事にして欲しい、

そうすれば自然とレースは盛り上がり、日本の ED

は強くなり、もっともっと良くなるはずだと思いま

す。ちょっと熱くなりすぎましたか。いつになくギャ

グの無いレポートでスミマセン。今年も、個性を大

事にしたシリーズ戦やっていますので、よろしくお

願い致します。

CHAPTER-6
選手はそれで満足しているのでしょうか ?
Koji Kawazu

河津浩二　九州きってのハード系エンデューロラ
イダー。2012 年、念願のエルズベルグロデオに
出場。今季より全国のハード系のレースをネット
ワークしてシリーズ化する G-NET JAPAN を立
ち上げる

特集　エンデューロとは何か
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　エンデューロとは何か ?　という問いかけ。それ

を個人的な見解で書こうとするのならば、「なぜ、

僕はエンデューロにこんなにも熱くなれるのだろ

う ?」という疑問への解答ということになる。偶然

にも次のダートスポーツで、このテーマで書いてみ

ようかなと思っていた矢先の、春木さんからのリク

エストである。

　JNCC をはじめとするクロスカントリーに多く

参戦する僕ではあるけど、いわゆるオンタイム方式

のエンデューロは、2011 年の SUGO2 デイズに

しか出ていない。でも、もっと突き詰めてみたいと

思うのは何故なんだろう ?

　自分のことを、どんな状況でも冷静に着実にこな

していくタイプと思っているのは、相当恥ずかしな

がら自分だけで、実はそうではないことを、これ

までのレースで思い知らされている。JNCC では、

この慎重でビビリな僕が、1 周目に前転クラッシュ

すること数回。技術もないのにテンション上げ過ぎ、

路面を把握していないのにアクセル開けすぎ、なの

である。普段の練習では絶対やらないような失敗を、

本番では高い確率でやってしまっているのは、まぎ

れも無い事実。あっ、これって駄目なパターンです

ね。鈴木健二氏が「練習を 120％でやれば、本番

は80%で走れる」って言っていたことの真逆だ(苦

笑 )。

　2011 年の SUGO2 デイズでは、「C クラス表

彰台は確実」なんて思っていた 2 日目のクロステ

ストでラインを塞がれ、下見もしていない難しい

えぐれた直登ラインを選んだ。あともう少しでクリ

アできると思ったのに、まくれて滑落した瞬間、ハ

ンドルがポッキリ割れてしまい、表彰台を逃してし

まった。その夜、メカをしてくれた本間さんに「攻

めた結果だから悔いはない」なんて半分負け惜しみ

で僕は話したんだけど、慎重に待ってクリアするべ

きだったのか ?　いまだに正解が分からない。

　見事なまでに自分の予想を裏切る結果や、己の行

動の数々。練習不足、技術不足といってしまえばそ

れまでだが、エンデューロは「知らなかった自分の

姿」を見せてくれる。失敗があるからこそ、やめら

れない。次こそやってやると思うしかない。

　それじゃあ、僕はいったいどんなエンデューロラ

イダーになりたいのか ?　と自問してみる。やっぱ

り、若い頃、オフロードバイク誌のスタッフになっ

たばかりの頃に驚愕させられたライダーが理想像

としてあるのだと思う。　

　XR250 のノーマルタイヤ、空気圧を下げずにト

ライアルのような壁を上って、降りてきた三橋淳氏。

どうあがいても上れないチュルチュルの坂、途方に

暮れた僕をニケツして、ニコニコ笑いながらクリア

してくれた池町佳生氏やその仲間達。マディのチー

ズナッツパークの深くえぐれたワダチでもがいて

いた僕の横を「ちょっと通るよ！」って声をかけな

がら、わずかな淵を上手に通っていったホンダのタ

ケさん。ああいう瞬間って、生々しく記憶に残って

いるものだ。この仕事をしている僕が言うのもなん

だけど、写真や動画では絶対に伝わらない、現場の

空気。エンデューロの現場にしかない空気なんだと

思う。

　数えきれないほどの「格好いいライダー」を見て

きた。「エンデューロの上手い人」はなんというか、

レース以外でもタフというか、生命力が溢れている

気がして、自然にそんな人達に憧れていたし、いま

でもそう。同年代のイシゲさんなんて、まぎれも無

く僕のヒーローだ。

　ちなみに、やっぱり僕のイメージって JNCC だ

と思うので、このことも書いておこう。僕にとって

のエンデューロとクロスカントリーは、その挑む心

が異なる。JNCC 会場で感じるスタート前の興奮

や、やる気、負けん気、仲間達との語らいは、そ

れまでに僕がいそしんできたローカルモトクロス

のそれと限りなく近い。現にウィークエンドレー

サーズや HERO'S でグリッドを並べた人達と、い

ま JNCC では同じクラスで闘っている。

　これは絶対に僕だけじゃないと思うけど、スター

トグリッドを確保する時点で鼻の穴が開き、心拍数

が通常よりも高まり、1 コーナーを目指している。

…って、モトクロスだよね。これ。モトクロス的な

要素、人数の多い大運動会、お祭り的な要素。自分

に近い人達との闘いや語らい。それが楽しくて仕方

ない。

　じゃあ JEC は ?　それを書くだけの経験がな

いので、今年はナショナルクラスに初挑戦する。

MFJ のライセンスを取得するのさえ初めてで、右

往左往しそうだけど、貴重な経験ができると思って

いる。

　もちろんオフロードライディングそのものが最

高の楽しみであるのだから、好き好んで苦労した

いわけではない。だけども突き詰めてみれば、エン

デューロへの挑戦を通して、弱い自分を立て直した

いのだ、きっと。すぐに怠けてランニングをサボる

し、若い頃に憧れていたライダーの姿には、僕はほ

ど遠い。だけど目指したい。それが答えでしょうか。

　今年はマシン、体が許す限り、JNCC、JEC に

積極的に参戦するのだが、この似て非なる競技への

モチベーションをどう変化させ、対応させていける

のだろうか、自分でも楽しみにしている。そこで見

つけた「自分の姿」がどんなものなのか、楽しみだ。

願わくば、エンデューロを通して少しでも成熟した

いとも思っている。

　追伸：僕のかつての同僚の IA ワタライ君も JEC

フル参戦を予定しているし、僕のデスクの隣の隣に

座っている IA カズトも JNCC に向けて頑張ってい

る。小さい頃からモトクロスに励んできた彼らが、

エンデューロやクロスカントリーのどこに魅力を

感じているのかも、いつか改めて聞いてみたい。

宮崎大吾　ダートスポーツ誌プランニングエディター。初
のエンデューロ挑戦は 1997 年頃の磐梯高原カップ。夜明
けと共に見えてきたコースロープの先の急坂は忘れられな
い！　今年は JNCC COMP・B と JEC N クラス、JEC 
Lites、スーパーファンファン ED などに参戦。

CHAPTER-7
知らなかった自分」が見えてくる世界
Daigo Miyazaki

2011 年 SUGO2 デイズエンデューロ。出てみて初めて分かっ
たオンタイムレースの楽しさがあった。ルールを尊重しな
らがらも、縛られないほうが何かと楽しいのかもしれない。
Photo : ANIMALHOUSE

JNCC 星野代表が中腰でフラッグを抱える瞬間、闘争本能
が MAX になる。この瞬間はほぼモトクロスの気分。その後、
荒れた路面、疲れた自分との闘いに移行していくのだ。　
Photo : Daigo MIYAZAKI



　俺が持っているエンデューロのイメージは、漠然

としたものではない。ある種の人間は、その真髄に

触れた瞬間、雷に撃たれたように感動が全身を貫き、

すっかりその虜になってしまうような、そんな魅力

がエンデューロにはある。だからこそ、俺は未だに

エンデューロというものから離れられずにいるし、

一過性の娯楽などではなく、生涯それに取り組む価

値のある趣味 = ホビーなのだということを、いろ

んな機会を持って伝えようとしている。もっとも、

それはあまり上手く言ってはいなと思うのだが。

　エンデューロが他のどんな競技とも違うのは、そ

のストイックな精神だ。BIG TANK の読者に対し

てはいささか口説くなってしまい申し訳ないのだ

が、競技が始まってから終わるまで、基本的には他

者の援助を受けることなく、あらゆる困難に一人で

立ち向かう。走ることはもちろん、モーターサイク

ルを修理、整備するのも自分自身、それは国を代表

するトロフィチームのライダーでも、またはモトク

ロスからやってきたスター選手でも、そして遠い国

からたった一人で参加してくるようなアマチュア

選手でも変わらない。使用されるモーターサイクル

は、厳に交換することができる部品が制限され、例

えファクトリーチームであっても、ホイール一つす

ら、他のものに交換することは許されない。それら

のことは、すなわち、どんな立場の、どこの国から

やってきたライダーも、ウエストバッグに詰められ

た最低限の工具とスペアパーツを携え、一台のごく

普通のモーターサイクルとともにスタートライン

に着けば、誰もがまったく同じ条件で自らの能力を

試しあう機会が得られるということだ。

　華やかで派手なイメージを持つモータースポー

ツの中にあって、エンデューロの存在は異質といっ

てもいい。個人のスキルのテストに徹する競技の在

り方が、この競技の外観をも決定づける。競走(レー

ス ) でもなく、競争 ( バトル ) でもない。どうかす

ると七面倒臭いと思えることもあるルールが、さま

ざまな角度から、いろんな方法をもって表現してい

るのは、一台のモーターサイクルと一人のライダー

が、与えられたタスクに取り組み、その良否を評価

しようじゃないか、ということで、実はシンプルな

ものだ。もっと簡単に言えば、正々堂々、自分の力

で勝負しよう、誰がどう見てもそうだとわかるよう

にやろう、ということに尽きる。

　朝、パルクフェルメに入る時からライダーはすで

に独りだ。そこでようやく、自分のモーターサイク

ルに触れることができる。スタートまでに与えられ

た時間は、10 分。その時間内にタイヤ交換でもオ

イル交換でもなんでもこなさなければならない。当

然のことだが、そこに集まっている 500 人のライ

ダー、全員が同じ条件だ。時々刻々とスケジュール

は進み、正確に一分間隔で 3 名のライダーがスター

トしてゆく。もしスタートに遅れたら 1 分につき

1 分のペナルティ、整備に手間取れば、ペナルティ

はどんどん加算されていく。スタートして 40 分

走って、やっと最初のタイムチェックにたどりつい

た。タイムチェックを受ける時刻まであと5分ある。

ガソリン補給は、誰が手伝ってもいいルールだ。だ

が、整備をすることができるのはここでもライダー

本人だけ。メカニックは油脂の補給や、タイヤの空

気圧の調整など限られた行為以外は禁止されてい

て、わずかに工具を手渡しすることが認められてい

る。それも援助に関わることができるのは、常に一

名だけ、と徹底したものだ。だから、ライダーは手

早くどんな整備でも自分でこなせる技術と知識が

必要だ。まあエンデューロライダーとしてはこれも

当然だけれど。

　書いてしまえば、こんなのどうでもいいことのよ

うに思えるかもしれない。だが、こうしたルールで

あるからこそ浮き彫りにされるものがあり、時に、

それこそがエンデューロの魅力そのものになるの

だと、俺は思っている。たった一人で取り組むから

こそ見えてくる世界、人間としての強さや弱さ、今、

自分がどこにいるのかという座標を確かめる方法

として…。エンデューロが与えてくれるものはさま

ざまであり、その時々で大きかったり小さかったり

するが、どれもかけがえの無いものだ。エンデュー

ロに出場する、ということは、他の何でもなく、自

分自身に挑むということだというのもそこにある。

いろんな制約をあえて自らに課し、誰の手助けも受

けられない裸に近い姿となって、そして自ら買って

出た困難に立ち向かう。エンデューロに臨む者の緊

張感は、だから特別なのだ。他の何でもない、自分

への挑戦。その価値を、その魅力を語り尽くすこと

はできない。

　個人のスキルを試す。エンデューロはそういう競

技だということを書いたのか ?　いや、本当は違う。

それを言うならば「エンデューロも、そういう競技

だ」というほうが正しいだろう。競技スポーツとい

うのは、団体競技も含め、究極的には、個々のスキ

ルが試され評価されるものだ。例え、大メーカーの

ファクトリーチームが、たくさんの費用、人材を投

入し、ひとつのライダー、あるいはドライバーを、

押し上げるようにして表彰台に送ろうとするよう

な競技でも、またはラリーにおけるメーカーチーム

のように。マラソンステージ以外では、ほとんどす

べての場面でメカニックまたは他の選手によるア

シスタンスが認められていて、ライダーはホテルで

休息、メカニックたちによる夜通しの作業で朝には

新車のようになったマシンを渡される。またクイッ

クアシスタンスというものもいて、コース上でのト

ラブルにも迅速に援助が受けられる体制も敷かれ

る。そういう競技でも、そこには、しっかりと守ら

れるべき一線が引いてあり、そこにも、それなりの

イコールコンディションが厳然として存在する。ど

のような体制で競技に臨むことができるか。お金

持ちもいれば、そうではない叩き上げのライダーも

いるけれど、とにかくどんな形でスタートラインに

つくことができるかというのも、大きな意味でのコ

ンペティションの結果であり、その過程は競技など

よりもむしろタフであるはずだ。ダカールラリーな

ど、さまざまな競争を勝ち抜いてやっとスタートラ

インに立てるような世界であるといってもいい。そ

してどんな競技であっても、最後に頼りにできるの

は個人の能力でしかない。どんな困難に直面しても、

いや困難であればあるほどにそれを押しかえそう

と鎌首を持ち上げてくる「絶対にあきらめない」と

いう意志の力が物を言う。それは絶対的にパーソナ

ルなもので、誰かに代わってもらうことのできない

ものだ。

　そう、つまりエンデューロだから価値がある、何々

だから価値が低いとか、そういう次元のことを言っ

ているのではないということはわかってほしい。ど

んな競技であっても簡単ということはなく、競技形

態に優劣などない。

　ただひとつ、エンデューロの独自性と魅力を言う

ならば、競技の在り方そのものが、個を尊重し、そ

れを表現しようとしている点にある。私的で、その

意味では内向的・精神的な世界とも言えるだろう。

数多くのモータースポーツと呼ばれるもののなか

にあっては、あきれるぐらいに頑固で偏屈、骨董品、

または、埃をかぶったがらくたみたいな存在ですら

あるが、だからこそ俺には、それが輝いて見えるの

だ。それが俺にとってのエンデューロだ。

　そう。だとしたらそんなものに未来は無いよ、と

いう人もいるだろう。その意見に反論するつもりは

ない。だが、文化というのはある種の停滞のなかに

成熟するものでもある。物理的な発展だけが成長で

はない。

　もちろん、物事にはいつも両面がある。エンデュー

ロも、一方では、常に外向きの顔をリフレッシュし

サバイブすることが欠かせない。でも一方では、本

質を堅持しなければ存在そのものの意味を失うこ

とになる。今回は、この特集に際して、あえて普段

語られないことに触れてみた。

春木久史

特集　終わり

CHAPTER-8
絶対的にパーソナルな領域
Hisashi Haruki
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