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誰が何といっても、彼がこの 15 年間で最も傑出したエンデューロライダーの一人であるということは疑う余地がない。5 度の
エンデューロ世界タイトル、スペイン人として初めて、そして唯一の ISDE オーバーオールウイナーであり、また同じシーズン
に EWC とインドア世界選手権の両方でタイトルを獲得したただ一人のライダーでもある。数限りない功績を残してきたイヴァ
ンのエンデューロライダーとしてのキャリアは、しかし今、静かに幕を閉じようとしている。2016 年の FIM エンデューロ世
界選手権、その最終戦フランスGPを最期に、彼はフルタイムのエンデューロライダーとしての活動にピリオドを打った。今後は、
クロスカントリーラリーと、ISDE をはじめとするワールドクラスのイベントにフォーカスする。しかしこれからもイヴァンは、
持ち前のショーマンシップ、そしてフレンドリーな人柄で、多くの人たちに幸せな時間を提供することになるだろう。
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—— ずっと昔にまでさかのぼってみたいと思

います。ダートバイクに関わるようになった

きっかけなんだったのでしょうか。

Ivan　楽しむためにバイクに乗るようになっ

たのは4歳の頃でした、2ストローク50cc。

最初の数年は本当にホビーとして楽しんでい

ただけです。父と兄弟と一緒に。3〜4年の

間そんなふうに乗ってから、1991年、私た

ちはカタルーニャのモトクロス選手権に出場

することになりました。そこからスペイン選

手権、ヨーロッパ選手権とステップアップし、

最終的には世界選手権にスポット参戦するよ

うになったんです。

——  そこからエンデューロに転向したのはど

ういうわけですか?

Ivan　モトクロスをやっている頃は、私がエ

ンデューロを走ることなど考えもつきません

でした。ですが2002年に肩を負傷して、し

ばらくモトクロスができなくなった時に、エ

ンデューロへの転向を考えたんです。もとも

と、バトルするよりも一人で走っている時、

予選の時のほうがタイムが出るタイプだとい

うことはわかっていました。それはエンデュー

ロへの適性だったかもしれません。父が持っ

ていたXR400Rが私の最初のエンデューロバ

イクでしたが、私がエンデューロに参戦した

いという希望を伝えると、KTMスペインがこ

れを後押ししてくれることになりました。す

ぐにスペイン選手権に出場するようになり、

現在に至るわけです。

—— 2002年の世界選手権にはじめてあなた

が登場したのは、確か、怪我で欠場すること

になったカリ・ティアイネンの代役としてだっ

たと記憶しています。

Ivan　あの週末のことは忘れることができま

せんよ。ティアイネンはファクトリーチーム

のライダーでしたが、たまたま怪我で走れな

くなっていました。そこで私は2ラウンドだけ

スポット参戦できることになったんです。最

初のEWCはフィンランドでしたが、初日はひ

どいものでした。とにかくハードにプッシュ

しましたが、すべてのテストで5回から10回

はクラッシュしていましたね!　その夜、ティ

アイネンは私にやさしくアドバイスしてくれ

ました。私はスペイン選手権ですでに勝って

いましたから、彼は、私がこうも走れないこ

とに驚いていたと思います。彼は「ワールド

チャンピオンシップだということを忘れ、テ

ストで勝とうとするのではなく、自分が楽し

いと思える走りをしなさい」と教えてくれた

んです。翌日、私はE3クラスで2位、オーバー

オールでも4位で完走することができました。

——　長いキャリアの中で、あなたはいろい

ろな排気量クラスを担当し、それぞれでよい

成績を残してきました。あなたにとって、い

ろいろな排気量のマシンに合わせてライディ

ングを変えることは難しいことではないので

しょうか?

Ivan　そうはいっても私はいつも大きめの排

気量のバイクを得意にしてきました。最初の

契約は2005年ですが、4ストローク500cc

のKTMで、E3ク ラ ス で2位。 翌 年 も 同 じ

Thumperで走らせてもらいましたが、2005

年にKTMが新しいDOHCエンジンの250cc

を出したのでE1にスイッチすることになりま

した。大きなチームでは自分の好みやチーム

の戦略だけではなく、マーケティングの担当

者が「誰が何に乗るか」を最終決定すること

があります。当たり前ですね。しかし小排気

量へのスイッチは簡単ではなかったですよ。

パワーウェイトレシオも重要ですから、体重

も8kg落としてシーズンに臨みました。

EWCにエクストリームテストが導入された時は、本当にナーバスになりました。
夜も眠れない日が続いたほどです。でも、私には強い味方がいたのです。



——　しかしその2005年にあなたは初めて

のスペインチャンピオン獲得、そしてEWCで

もワールドタイトルを獲得することになりま

した。これはあなたにとってどんな意味を持

つものでしたか?

Ivan　すべてが変わりました。EWCのタイト

ルが決定したのは、10月8日、ギリシャ GP

でした。フィニッシュした時のことを今でも

おぼえています。私は目を閉じて、ここに至

るまでの良い思い出や辛かった記憶をたどっ

ていました。これは私ひとりだけの勝利では

なく、スペイン人として初のタイトルでもあ

りましたし、私の努力だけではなく、父によ

る長年のサポートの結果でもありました。し

ばらくして、ある友人から。こんなメッセー

ジが届きました。「チャンピオン獲得おめでと

う。初めてのタイトル獲得まで、君の道のり

は険しかったと思う。よくがんばったね。でも、

これからトップに居続けることはもっと大変

なはずだ。覚悟してがんばれ」。彼の言うこと

が真実だったということがその後よくわかり

ました。

——　15年間、あるいはもう少し長い競技生

活ですが、それはすべてがハードなものでし

たか?

Ivan　トップクラスの選手であり続けるとい

うのは、すべてのアスリートにとって大変な

ことです。いつも弱点を克服するための努力

の繰り返しです。私は2003年から怪我をし

てしまった昨年を除いては、トップ3から外れ

たのは2012年だけでした。プロモーターの

ABCコミュニケーションの方針によって、エ

ンデューロ世界選手権に初めて「エクストリー

ムテスト」が導入された時は、そこを走る

なんてとても信じられませんでした。石や丸

太、たくさんの人工的な障害物の上を走らな

ければならない。想像しただけでも恐ろしく、

私はそれを考えるとよく眠ることができなく

なってしまったほどです。ですが、私には父

という強い味方がいました。彼はいつもおだ

やかに私を励ましてくれました。「努力すれば

きっと克服できる」。開幕戦を終えて家に帰る

と、私の練習コースは、スーパークロストラッ

クから、エクストリームテストに改造されて

いました!　父は丸太や岩やタイヤを大量に持

ち込んで最高の練習コースを作ってくれたの

です。私たちはすぐにトレーニングを始めま

した。

——　ショーマンシップはあなたのトレード

マークですね。あなたにとってどうしてそこ

までファンサービスが重要なのでしょう。

Ivan　ファンと私はいつも一心同体です。楽

しく振舞い、ポジティブなメッセージを周囲

に送ることは、このタフなスポーツを乗り切

るためのベストなやり方だと思っています。

ポジティブな言動は周囲に良い影響を与える

し、不平不満を述べれば悪いバイブレーショ

ンが周囲を染めてしまいます。それらは必ず

自分にかえってきます。誰にでもツイｲていな

い日があります。でもだからといって、近づ

いてきたファンに対して、あなたの気持ちを

ストレートに出してよいわけはありません。

あなたが不運だからといって、楽しみにして

やってきた子供の一日を台無しにする権利は

ないんです。だから私たちはいつも笑顔を忘

れてはならない。それはエンデューロを観に

来てくれたすべての人のためにです。彼らは

ショーを楽しみにしてきてくれます。私たち

は私たちの仕事をしなければなりません。

苦手だったトライアル的なライディングも努力で身につけた。
EWCのエクストリームテストはもちろん、FIMスーパーエン
デューロで世界一にもなった。写真左は2013年のERZBERG



—— もしも一度だけ過去に戻り、やりなおす

ことができるチャンスが与えられるとしたら、

どの瞬間に戻りたいですか・

Ivan　もしそんなことが叶うとするならば、

2010年にGASGASと2年間の契約した時に

戻りたいかな?　もし当時に戻ることができた

ら、私は今度はサインをしないでしょう。あ

の契約についてはミステイクだったと思って

います。が、私はすごく後悔しているという

わけではありません。人生はすべてが勉強で

あり、最も大切なことというのは、間違った

選択や失敗から学べるものですから。

——　その時なぜKTMを離れる決断をしたん

ですか?　あなたはKTMのAチームにいて充分

に成功していましたし、レースを楽しんでい

たと思います。

Ivan　そうですね。KTMはとても居心地がよ

く満足もしていましたが、そろそろ何かを変

えなければならないという思いを持った時期

でもありました。GASGASは母国スペインの

ブランドですし、ファクトリーは自宅から2時

間という場所にありました。GASGASは、彼

らの側からたくさんの約束をしてくれたので

すが、残念なことにそれは実行されませんで

した。もとよりお金のためにした契約でもあ

りませんでした。契約の中には、私自身のチー

ムを作ること、GASGASのサポートによるラ

イディングスクールを始めることも含まれて

いました。問題が起き始めたのは契約書にサ

インしてから3か月ほどしてからです。開幕を

前にして、私のバイクのためのレーシングパー

ツも届かない。GASGASの銀行口座は凍結さ

れていました。KTMを離れたのは大きな間違

いだった気づきました。

　GASGASとの出来事の後、いくつかの興味

を持てるオファーを他のメーカーからいただ

きましたが、私のキャリアの中でKTMはやは

り特別な存在です。ファビオ・ファリオーリ

(KTMエンデューロファクトリーチーム監督)

は、私のレース活動の中で、常に父親のよう

な存在です。彼は私に何度も「KTMに戻りた

ければいつでも歓迎する」と言ってくれてい

ました。私は何も考える必要がありませんで

した。2013年にふたたびKTMと契約をしま

した。KTMは私にとって家族同然です。

——　EWC、現在はENDURO GPと呼ばれ

ていますが、あなたは過去10年以上に渡って、

EWCの変遷を間近で見てきました。EWCは、

当初よりも良くなっていますか?　彼らの働き

をどう評価していますか?

Ivan　エンデューロワールドチャンピオン

シップは変化を続けていますが、エンデュー

ロというスポーツの根本はしっかりと維持し

ていると思います。全体としてEWCは良い方

向に行っていると思います。私が2002年に

EWCへの参戦を始めたとき、排気量クラスは

5つに分かれていましたが、2004年にプロ

モーターのABCコミュニケーションがこれを

3つのクラスに整理しましたね。私はこれは、

このスポーツに多くのファンを呼び込むため

の正しい方法だったと思います。2016年は、

3つの排気量クラスの上に、オーバーオール

のGPクラスを設けましたが、これも成功だっ

たと思います。ただ、2017年にさらにクラ

スを統廃合するのはいい方法だと思いません。

たくさんのマニュファクチャラーが、すべて

のラインナップを活躍させることができる舞

台であったほうが良いと思っています。また、

開催地はできるだけ市街地に近いところが選

ばれるべきだと思っています。2016年は、

過去数年間のうちで最高のGPがいくつかの

国で行われました。全体としてエンデューロ

らしくタフなシーズンだったと思います。ギ

リシャ、フィンランド、スウェーデンのエン

2010年にGASGASと契約したのはミステイクだった。でもひどく後悔しているというわけ
ではありません。人間は間違った選択や失敗からもっとも大切なことを学ぶものですから。

EWC 2010



デューロテストは特に素晴らしかったです。

——　イヴァン・セルバンテスの今後につい

て教えてください。

Ivan　私のキャリアがこれで終わったとい

うわけではありません。今はラリーにフォー

カスしていて、特にナビゲーションについて

勉強しているところです。私は2017年の

ENDURO GPにフル参戦しないことを決め

たとはいえ、スペインやイタリアのGPには

スポット参戦するつもりです。やがてレーシ

ングライダーとしてのキャリアを終えた後は、

若いライダーたちのためのスクールを創設す

る計画です。私にはまだまだやるべきことや

達成しなければならないことがたくさんある

と感じています。私が得た経験をこのスポー

ツのために役立てる義務もあります。KTMと

の仕事も続けていきたいですね。KTMのアン

バサダーとして、世界中のライダーたちと交

流を持ち、私の経験をシェアしていけたらと

思っています。

インタビューおわり。

Greatest moment
最高の瞬間

2009年、私はエンデューロ世界選手権と、

インドア世界選手権の両方でチャンピオンに

なりました。ISDEではスペイン人として唯一

のオーバーオールウイナーにもなっています。

どちらも光栄に違いないですが、私にとって

もっとも重要な瞬間は、2005年10月8日。

初めてエンデューロ世界選手権でシリーズ優

勝を決めた瞬間です。

Greatest bike
最高のバイク

2013年 に 乗 っ たKTM350EXCFで す。 パ

ワーとハンドリングのバランスが完璧で、ど

んなコンディションでも楽に、速く走ること

ができました。あのバイクは大好きです。

Greatest opponent
最も偉大な戦友

初めてEWCにフル参戦した2003年、私はユ

ハ・サルミネンと接戦を続けてE3クラスでシ

リーズ2位になりました。これもいい戦いでし

たが、私にとってもっとも記憶に残るバトル

は、2008年、あの偉大なミカ・アオラとE1

クラスで戦ったシーズンです。(タイトルはミ

カ・アオラが獲得した)

Ivan Cervantes
1982年 スペイン・カタルーニャ出身

エンデューロライダー。座右の銘「Time is 

now! 」。最も大切な人は、息子のダン。ラテ

ンミュージックとアップビートな音楽が大好

き。スペイン料理とパスタが好物。

EWC 2012





EWC 2009

“I remember when I first saw an extreme test… 
Any man-made obstacle would make me so stressed that I’ d struggle sleeping sometimes…”
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EWC 2015

“Engaging with the fans has always been part of who I am. Staying optimistic and always 
giving positive messages to the people around is the best way to make it in this tough sport…”


