
　8月、ジョバンニ・サラが来日した。1991

年にデビューしてから2004年まで5度エン

デューロワールドチャンピオンを獲得。ダカー

ルラリー、ジル・ラレイクラシック、エルズベ

ルグロデオなどあらゆる著名なレースで活躍し

たエンデューロレジェンド。いや、オフロード

界のレジェンドといってもいい。第一線を退い

てからは、KTMの開発ライダーを続ける一方、

FIMエンデューロ世界選手権のトラックインス

ペクターをつとめてきた。誰にでも優しく接す

る人柄で、世界で最も愛されているオフロード

ライターといってもいいかもしれない。偉大で

しかも誰からも愛される、神のような存在といっ

てもいい。

　愛称は「Gio = ジオ」。ジオが来日したのは、

KTMの招きによるものだった。2016年モデル

の発表会に併せて、ジオによるエンデューロス

クールが企画されたのだ。Ready to Raceを標

榜するメーカーとして、ハードウェアだけでは

なく、ソフトウェアの面でも、このカルチャー

を牽引する存在であることを、国内のディスト

リビューター、またメディアを通じてユーザー

に印象づけるためのプロモーション活動といっ

ていいだろう。こうした姿勢によって行われる

宣伝活動は、誰にとってもマイナスになるもの

ではない。遊びのツールというのは、このよう

にソフトウェアと一緒に提案されるべきものと

いってもいいと思う。

　さて、普段はメディア試乗会があるからといっ

て、なかなか北海道から出かけることはできな

いのだが、ジオが来日すると聞いたからには、

一も二もなく、会場の勝沼(山梨県)に出向くこと

を決めた。最初はインタビューだけさせてもら

うつもりだったのだが、試乗会に参加するメディ

アは、ジオのエンデューロスクールにも参加す

ることになっているということを後から知った。

　「俺なんかのレベルでジオのスクールを受けて

いいのだろうか。レベルが高すぎてまったく理

解できないのではないか?」。そんな風にも思っ

た。IAとかIBクラスのライダーならともかく、だ。

　だが、それは杞憂だった。ジオのレッスンは、

その場にいるライダー、生徒のレベルを見極め、

それに合わせたとても実践的なものだった。

　「エンデューロは長時間のライディングなの

で、スタンディングのフォームが基本。シート

に座ったまま、またシートに座ったり立ったり

というライディングではすぐに疲れてしまって

まともに走ることができません。しっかりと自

分のスタンディングフォームを身につけてくだ

さい」。

　ジオは、モトクロスコースの一部を利用して、

タイトコーナーもいくつか取り入れたコースを

作って、みんなを周回させ、それを見守った。

時々、気になるライダーをとめてアドバイスを

する。曰く、膝は伸ばしたほうがいい。曰く、

スロットルは一定のまま、クラッチでパワーを

コントロールしたほうがいい、等々。そのうち

ぼくにも声がかかるだろうと楽しみにしていた

が、残念ながら、呼びとめられることはなかった。

　レッスンの最後は、険しいシングルトラック

の周回コースで、これもスタンディングだけで

走りなさいとのアドバイス。一所懸命走ってい

たが、途中、体力的にきつくなってきた。8月の

暑さでもある。コース脇にバイクを寄せて休ん

でいると、キッズのライダーに付き添って走っ

ているジオが通りがかって、「どうした!　トレー

ニング、トレーニング!」と笑顔で励ましてくれ

た。ジオにそんなふうに言われたら、誰だって

がんばれるよ。ぼくはまた走り出した。スタン

ディング、スタンディング!

　レッスンが終わり、ヘルメットを脱いで、ひ

とり木陰に佇んでいると、まだライディングギ

アを着けたままのジオが真剣な顔をして近づい

てきた。そしてこう言った。

　「今日は難しかったかもしれない。でも、練習

していれば必ずうまくなる。ちょっとずづだけ

ど必ず上達する。ノーシークレットだ。練習だ

けが上達のヒミツだよ」。まるでジオが自分だけ

のコーチになったようだ。ぼくは感激して、そ

の言葉を胸に刻んだ。ノーシークレットだ。練

習した者だけがうまくなる!

　ジオの様子を見ていると、ぼくにだけではな

く、参加した生徒の一人ひとりに声をかけてい

るようだった。きっと大体、同じようなことを

言っているのだろう。トレーニングだけが上達

の秘訣。だからがんばって!

　ジオのレッスンを受ける前、ぼくは学ぶよう

なことがあるだろうかと思っていた。だが、そ

れは謙虚な気持ちからではなく、思い上がりだっ

たことに気がついた。心のどこかで、自分はも

うすでに上手なライダーで、たまたま、今は速

く走ることができないけど、それは仕事が忙し

かったりするからだ、などと思っていたかもし

れない。実際には、練習する、学ぼうという心

を失っているだけだった。マエストロは、ぼく

のようなライダーの心を見抜いているのだ。

　「トレーニング、トレーニング!」

　今また、ジオの言葉を胸の内で反芻する。
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Oliver Gohring オリバー・ガーリング
2004年から2008年までKTM SMC GmbH(KTMドイツ)社長、2008年から
Husabergの社長を務める。2013年にHusqvarnaブランドを吸収すると同時に
マネージングダイレクターに就任、伝統のブランドを継承するトップマネー
ジメントを担う。KTMに入社した23年前からエンデューロライディングに親
しみ、地方選手権で優勝するほどの腕前。現在の愛車はHusqvarna FE350だ。
今回は初めての来日。インタビューは、野口英康氏にお手伝いいただいた。



なぜピエラインダストリーは
Husqvarnaを買収しなければな
らなかったのでしょうか。

　Husqvarnaは長年に渡ってKTMの競争相手

として存在してきました。レーシングの分野で

は特に強い敵であり、またブランドネームとし

てもHusqvarnaは一般的な知名度があり、到底

無視することができない存在としてKTMと同じ

マーケットに存在してきました。そのブランド

を手に入れることで、私達は、これまで「敵」

として意識してきたものを、仲間として迎える

ことができたわけです。レーシングの分野でも、

Husqvarnaは、もちろんKTMにとっての競争

相手であり続けるわけですが、それは「エネミー」

ではなく、良き競争相手=ライバルです。敵から

ライバルへ。それが第一の理由です。

　もう一つの大きな理由は、100年以上に渡っ

て続くHusqvarnaブランドの伝統を守ること

でした。当時のBMWは本気でHusqvarnaブ

ランドを手放す姿勢を見せていて、これを中

国の企業が買収する可能性が高くなっていま

した。私達は、同じヨーロッパの企業として、

Husqvarnaの伝統を守る義務があると考えまし

た。現在経済的な力を伸ばしている中国ですが、

今はまだ、Husqvarnaが築き上げてきた伝統を

継承することができる存在とは思えませんでし

た。最も歴史あるモーターサイクルのブランド、

オフロードモーターサイクルという分野のパイ

オニアでもあるHusqvarnaが、名前だけ立派な

チープな製品を出すメーカーになってしまうこ

とを恐れたのです。それが第2の理由であり、私

達にとってのHusqvarnaというブランドに対す

る思いでもあります。S

同 じ 工 場 で 作 ら れ るKTMと
Husqvarnaのモーターサイクル
ですが、Husqvarnaの独自性は
どのようにして生み出すことがで
きるのでしょうか。

　まずKTMの本社で働いている2000人の従業

員のうち、400人が開発・エンジニアリングに

携わる社員だということを知ってください。こ

れは他のメーカーと比較して群を抜くもので、

それだけ私達が技術開発に力を注いているとい

うことを意味します。私達がこの分野をリード

している理由でもあります。そこで追求してい

るものは、ベストなテクノロジーであり、ベス

トな製品、ベストなモーターサイクルです。ベ

ストというのは、その言葉が意味する通り、唯

一ということですから、例えば、エンデュー

ロバイクであっても、ベストな技術は常にひ

とつということになります。そのためKTMと

Husqvarnaは、まったく違うものであることは

なく、その必要もありません。最高のエンジニ

アリングが生み出した、共通のプラットフォー

ムに、KTMはReady to Raceを表現した仕様を、

Husqvarnaはよりプレミアムで、コンサバティ

ブなユーザーを満足させる仕様を持たされるこ

とになります。私達はこうした手法をプラット

フォームテクノロジーと呼んでいます。これに

よって、Husqvarnaは独自性があり、かつ最高

の品質を持つモーターサイクルとして生み出さ

れていきます。

レースの分野では、どのように棲
み分けを行っていくのでしょうか。

　棲み分けということは考えていません。モト

クロスもエンデューロ、例えばハードエンデュー

ロも、HusqvarnaとKTMはがっちりと正面から

向かい合う、強力なライバルになります。KTM

Husqvarna Managing Director オリバー・ガーリング

2013 年、ハスクバーナブランドがピエラインダストリーによって買収、オフロードバイク界のトップブランドである
KTM の傘下に入ったというニュースは、世界中のエンデューロファンに衝撃を与えた。またか、という反応がまずはあっ
ただろう。このスウェーデン生まれのモーターサイクルが「養家」を移すのはそれで 3 度目。最初はイタリアのカジバ、
続いてドイツの BMW、最初の身売りの時には Husaberg という分家も生み出した。ハスクバーナとは一体何か ?　どこ
からきて、どこに行こうとしているのか。BMW 傘下となり、ミラノ郊外、バレーゼ湖畔の工場はそのテコ入れによって
大きく変化。BMW との技術提携によって開発は進んだし、レーシング部門も、ファブリツィオ・アザーリンの CH レー
シングとともに、アントワン・メオが E1 クラスで 2 年連続ワールドタイトルを獲得するなど、勢いを取り戻していた矢
先だ。BMW は突然、Husqvarna ブランドの売却を決定したのだった。しかしなぜ、KTM が Husqvarna を引き受ける
ことになったのだろうか。Husqvarna のトップ、マネージングダイレクターのオリバー・ガーリング氏へのインタビュー
は、いくらか不躾とも言える質問から始まった。
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はReady to Raceを標榜するプランドとして、

すべての種目で勝利に向かって全力を尽くすで

しょうし、Husqvarnaは伝統あるレーシングブ

ランドとしてこれに挑戦します。Husqvarnaの

レーシングディビジョンは、かつてHusqvarna

の4ストロークテクノロジーを担い、その後

Husabergを生みだした、トーマス・グスタブ

ソンらを中心としてスウェーデンをホームとし

て活動しています。マーケットでは兄弟として

仲良くやっているKTMとHusqvarnaですが、

レースの現場では火花を散らすライバルですよ。

トラベルエンデューロ、アドベン
チャーバイクをラインナップする
予定はありますか?

　今のところ計画にはありません。トラベルエ

ンデューロも含めて、KTMはストリートモデル

もそのすべてがReady to Raceのコンセプトに

貫かれています。Husqvarnaがやるとすれば、

よりコンサバティブなユーザーに支持されるも

のになるでしょう。それがマーケット全体の中

で、どのような位置付けであれば可能になるか

はこれから見えてくると思います。

ロードレースのMOTO3に参戦し
ていますが、これはストリートバ
イクの分野への拡大を意味するの
でしょうか。

　いいえ違います。ご存知のように、ロードレー

スは毎戦10万人という観客を集めるジャンル

で、テレビをはじめとして、メディアへの露出

量が圧倒的です。MOTO3への参戦は、オフロー

ドバイクに興味が無い、一般的な人たちに対す

るコマーシャルです。多くの人にHusqvarnaと

言うブランドがアクティブであることを知って

もらうためのツールですね。

現在のHusqvarnaはアメリカで
のプロモーションに大きな比重を
置いているように見えます。

　その通りです。アメリカは地球上でもっとも

大きなモーターサイクルの市場で、またSILVER 

PILの1960年代から、オフロードモーターサイ

クルというジャンルが育った、このカルチャー

の中心地でもあります。Husqvarnaのブランド

パワーが根付いてもいますね。アメリカにはた

くさんのHusqvarnaのビンテージが大切に保存

されていることからもそれがわかります。また、

特にスーパークロスの人気は根強く、絶大で、

私達はこれをオフロードシーンのF-1に例えて

います。スーパークロスで勝つこと、またアメ

リカのマーケットで成功することは、世界中に

HusqvarnaをPRすることにつながります。現

在、私達がアメリカを強く意識しているように

見えるとすれば、それは正しい見方です。

　2013年にスタートした現体制のHusqvarna

は、ワールドワイドマーケットで5万台という販

売目標を掲げるが、2014年にリリースされた

のは6500台、しかし2015年モデルでは、早

くも2万1千400台という数字を記録。これは

Husqvarnaの長い歴史を通じての記録的な数字

にもなった。Husqvarnaが目標としているのは、

BMW、KTMに続き、ヨーロッパで第3位のモー

ターサイクルブランドに成長することだ。それ

を支えるテクノロジーは、今後もKTMと同じエ

ンジニアリング、共通のプラットフォームから

生み出されることになるだろう。

　春 木 久 史
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