


T O B Y
P R I C E
Dakar 2015’s stand-out rookie performer and multiple Australian off-road 
champion on his love of keepin’ iinned, future plans to move to Europe 
and how a near career ending injury has made him even more determined 
to succeed… 

オーストラリアで何度も王者に輝き、ダカール2015では初出場ながら誰も
が驚く活躍を見せたトビー・プライス。オフロードライディングを愛してや
まない男が、ヨーロッパに活動拠点を移す計画、そして危うく引退かと思わ
れた大けがをいかに乗り越え、成功への強い決意に変えたかについて語る。
このインタビューは、トビー・プライスが総合優勝したダカール2016の前に収録されたものです。ダカー
ル初出場で3位を獲得し一躍トップラリーストの仲間入りをした彼が、ダカール2016を前に、自らの心情
をリラックスして語ります。
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スロットルは全開のままがいい
　スロットル全開をキープするのは度胸がいるけど、ぼくは慣れてし

まった。でもいつも100パーセント集中していなければならない。フ

ラットアウト(全開に)している時は、頭をフル回転させ、思考プロセス

を速くする。興奮状態に似ている。まるでクスリだね。５速、６速に到

達するあのわくわく感にハマるんだ。もう何年も経験しているから、ど

うしてそうなるのか説明できないけど。オーストラリアで走る時は、ど

うか目の前に野生のカンガルーが飛び出しませんようにって願うんだけ

ど、南アメリカにはカンガルーがいないから、その心配は無かったね。

今のぼくにはかなりのプレッシャーがかかっている
　マシンにNo.3 を付け、再びダカールを走る自分を想像してごらん

よ、信じられないだろう?　必ず良い成績を出さなきゃいけない。でも

プレッシャーには慣れているんだ。ここ6 ～７年ずっとそうしたプレッ

シャーと戦ってきたからね。レース中は集中して、自分の仕事をし、走っ

ている時間を楽しむ。考えすぎることなく、自分のマシンで出来ること

は全てやる。2016年がどんな年になるのか、とても楽しみだ。

2015年の3位入賞は、全く予想外のサプライズだった
　ダカール初挑戦で3位に入賞したのは、ぼくのキャリア中でもハイラ

イトといっていいリザルトだ。本当に驚いたよ。世界中でダカールラリー

の名前を知らない人はいない。そんなレースだよ。ダカールで表彰台に

登ったおかげで、素晴らしいチームと共に走る機会を与えられてとても

感謝している。朝、目覚めた時、時々頬をつねってみたくなるよ、夢を

見てるんじゃないかってね。スマホの写真ファイルをスクロールして、

あのレースを振り返ったりするけど、今でも信じられない。たくさんの

幸運に恵まれたおかげもあるけど、実際とても良いレースをした2015

年だったと思う。

その日その日に対処して行くのが大事だ
　2015年は、ダカールがどんな物か予想つかなかったから、特に計画

も立てていなかった。とりあえず初日は道に迷わない事だけに集中して

いた。完走させるために燃料はタンク容量いっぱいまで入れられていた。

実はラリーの世界では、あまり先の事を考えられないものなんだ。1日

目には、1日目の心配だけをすればいい。そうしないと情報で頭がパン

クしてお手上げ状態になる。その時の流れに任せて対処すること。その

日その日をしのいで、問題が起きたらすぐ解決するようにしている。

 “Last year was a dream Dakar result, now I want to back that result up or even go a couple better...”
昨年のダカールでの、夢のようなリザルトをもう一度証明したい、いや、あと二つ上を狙いたいんだ。



怪我はぼくをより強くしてくれた
　ぼくは28歳で、骨折が27カ所もある。一番ひどかったのは2013年

にアメリカでクラッシュした時だ。BAJA1000の練習ためにAMAの

ヘア&ハウンドシリーズに参加して転倒。首と背中の脊椎骨が3カ所折

れてしまった。C5（第５頸椎）とT1 (第１胸椎）の間に金属棒が３つ

とスクリューが８つ入っている。でもぼくは極めて幸運だったはずだ。

天使がキスしてくれたに違いないよ。　怪我から復帰するのは大変だよ。

でも怪我を気にしすぎると、自分がやっている事に集中できない。つま

るところ、レースでは正しい物の見方、マインドの持ち方が大切だ。怪

我はあっというまに自分からすべてを奪ってしまうことがある。でもあ

のクラッシュはぼくをより強くしてくれたと思っている



この競技でできるだけ成功したい
　ぼくは常に、方向性を変えて違う領域を試して来た。エンデューロと

エンデューロクロス、またはデザートレースとラリーのように、多くて

も２種類のレースしか掛け持ちしないのが普通だ。でもぼくは挑戦が好

きで、チャンスがあればいつも新しい領域にトライして来た。こんな風

に想像するんだ。60歳になって、体じゅう関節痛で車椅子の上にいる

時「自分は今まで出来ることのすべてをやり尽くした」と思える様に生

きていきたい。出来るだけたくさんレースに出て、競技でできるだけ成

功したい。つらい事があったとしても、良い出来事の方が心に残る。う

れしいことにぼくの気持ちは今、一つの事に100％集中しているんだ。

今はラリーがそれなんだ。

カート・キャッセリにはとても良くしてもらった
　ISDE(FIMインターナショナルシックスデイズエンデューロ)に初め

て参戦したばかりの頃、カート・キャッセリに出会えたのは幸運だった。

他とは全然違う、地に足の着いた、心の大きな人間にね。レースを離れ

れば、カートとぼくは同じ性格の持ち主だったと、みんなに言われる。

ぼくらはとてもフィーリングが合っていた。彼と出会っていなければ、

ぼくは今のような活動をしていなかったかもしれない。彼は、チームか

らBAJA1000に出場しないか、というオファーを受けた時、トビー・

プライスがチームに入らなければ走りたくないと答えてくれたんだ。彼

がそのBAJA1000で事故に見舞われる2日前、ぼくと彼はバイクに乗

り、笑顔で楽しい時間を過ごしていた。彼と最後に話したのはあれが最

後だと思うと、本当に胸が痛む。この空のどこか高いところで、彼はきっ

とぼく達を見守ってくれていると感じている。

※カート・キャッセリ : WORCSシリーズ、AMAヘアアンドハウンド

等で活躍、ISDEのUSA代表チームのリーダー的存在であり、ライダー

としての実力はもちろん、人望の厚さからもアメリカを代表するオフ

ロードレーサーとの呼び声が高かった。2013年、BAJA1000に出場、

レース中のアクシデントでこの世を去る。

スペインへの移住計画
　ヨーロッパ、出来ればスペインに、一年のうち3～4 ヶ月間移り住も

うと思っている。ぼくのチームとチームメイトの近くにいられるからね。

南ヨーロッパの地形はダカールに似ているし。家族や友人と離れる時間

が長くなるのはつらいけど。だからといってぼく自身が変わるわけでは

ないからね。何年もの間、成功するために努力してきた事の延長なのだ

から、それに向かって進むべきだ。絶好のチャンスなんてそうそうない

から、まさに今、全力を尽くさなきゃいけないと思っているんだ。

 “I’m 28 years of age now and up to 27 broken bones, not the best odds to have...”
ぼくはもう28歳で、骨折が27カ所もあるような身体だ。だから、優勝の最有力候補とは言えないけどね。

ハードだったアルゼンチン大会は最高のメモリー



ステファン・メリマンがオーストラリアに帰って来て
ぼくはエンデューロの世界に足を踏み入れた
　モトクロスとスーパークロスにカワサキで参戦するため、16歳で初

めてライダーとしての契約を交わした。モトクロス時代、レース結果は

良かったけど、かなりの怪我もした。それからしばらくレースとは縁を

切ることになったけど、2008年にプライベーターとしてレースに復

帰、でもシーズンの終わりには無一文になっていた。そんな時にステ

ファン・メリマンがヨーロッパから帰国したんだ。FIMエンデューロ世

界選手権で長く活躍し、4度も世界王者に輝いた彼が、オーストラリア

に戻ってくる。みんな彼がオーストラリアのオフロード選手権を席巻す

るということがわかっていた。そこでカワサキは、彼と戦える能力を持っ

たぼくに目をつけ、2009年にぼくはカワサキのオフィシャルチームに

入ることになった。モトクロスからオフロードレースに転向したのはそ

の時。初めてのシーズンでAORC=オーストラリアオフロード選手権(エ

ンデューロとクロスカントリーの両方がひとつシリーズ戦として開催さ

れている)のタイトルを獲得して、2010年にはKTMと契約することに

なった。

ISDEではいつも良い思い出ばかりだ
　2009年に初めてISDEに参加した。オーストラリアのジュニアトロ

フィチームの一員として、ISDEとは何なのかをこの目で確かめに…。

ポルトガル大会。あのイベントは最高だった。オーバーオール14位で

フィニッシュ。そして翌年は、シェーン・ワッツが負傷して出場できな

くなった代わりに、ぼくがワールドトロフィチームに入ることになった。

2011年のフィンランドでは、オーバーオール8位、2012年のドイツ

では肋骨を折ってしまったけど10位でフィニッシュ。でも自分の中で

は2014年アルゼンチンのISDEが最高の思い出。ずっとペラ・レネと

いい勝負ををして、2位になった。ISDEは本当に楽しいよ。

年を取ったら、4輪でレースををしようか
　2015年のダカールの後、デザートレースのドライバーとして有名

なロビー・ゴードンから、Clipsal 500 というレースをV8 Supercar 

で走らないかとのオファーがあった。得意分野じゃないなと思ったけど

やってみたら、とても気に入った。もし将来あのようななオファーが来

たら、絶対やるね。2輪の世界でまだまだトライしたいレースがたくさ

んあるから、今すぐにではないけれど、心のどこかで、4輪のレースに

向けての道のりを築きたいとも思っている。デザートレースもいいし、

ダカールをミニで走るのも悪くない。

Toby Joseph Price
1987年8月18日生まれ
オーストラリア出身 サウスウェールズ在住
2009年から現在までAORC=オーストラリアオフロード選手権
で5度のシリーズ優勝。A4DE=オーストラリア4日間エンデュー
ロで2度の総合優勝。フィンケ、ハットンといった著名なデザー
トレースで数多くの勝利。2014年のISDEアルゼンチン大会で
E3クラス優勝。2010年からKTMオフィシャルチームと契約。
2015年にダカールに初出場して総合3位。2016年にはファクト
リーマシンを与えられ総合優勝を獲得した。

ダカール2016に向けたテストにて。マシンにはゼッケン3がつけられた



チャリティ活動は極めて重要だと考えている
　長い間、チャリティのプロジェクトに関わって来た。ぼくには脳性ま

ひの妹がいた。彼女は16週早く産まれ、生まれつき目が見えなかった。

ぼくが人生を違った視点で見る、もう一つの理由はそこにある。チャン

スが巡って来たら、最高の努力を惜しまない。彼女は車椅子の生活だっ

たけど、ぼくと同じくらい人生を楽しんでいたよ。残念ながら2011年

に彼女は急死してしまった。その６日前に彼女と話しが出来たけど、そ

れが最後だった…。

いつもバイクに乗るのが待ちきれなかった
　オーストラリアのニューサウスウェールズ州にある大きな農場で育っ

たぼくには、走り回る土地がいくらでもあった。学校まで約60kmの道

のりをバスで通っていたから、家に着くまでの長い時間、バイクに乗る

のが楽しみでしょうがなかった。4歳の時初めてレースに出た。地元の

モトクロスイベントだった。その頃ぼくの父はバギーレースをやってい

たけど、ぼくのレースに本腰を入れようと決めた時、父は自分の持って

いる物を全て売ってしまった。両親２人が、いくつもの仕事をして、ぼ

くのレース活動を支えてくれたんだ。

今まで表彰台に上ったオーストラリア人はたったの２人
　良い成績を挙げるのは、自国のために極めて重要だと思っている。今

までダカールの表彰台に上ったオーストラリア人はたったの２人、その

うちの一人がぼくだ。2015年のレース前、たった２ヶ月の準備期間か

らまっすぐ表彰台に上ったから、来年も楽勝だと人々に思われている。

けど、実際にはそんなに簡単に行かないよね。

ダカールの現場で何が起こっているのか
世界中の人たちに見せたいんだ
　ぼくがやりたい事の一つなんだけど、自分のダカールでのレースの様

子を撮影して、ダカールが一体どんな物なのかをみんなに見てもらいた

いんだ。ぼくらがあんなに過酷な作業をやっているとは誰も思わないだ

ろうね。レース開始前に2 ～ 3日テストがあり、全ての準備が完全にで

きているかどうか確認する。バイクの準備をするのは当然として、スペ

アパーツや工具、いろいろな資材のチェックにもう一日、立ち仕事だ。

レースが始まる前に疲れてしまうよね。こんな感じで続くダカールの内

側を是非お見せしたい。

KTMのラリーチームで走るのが夢だった
　Red Bull KTM ラリーファクトリーレーシングチームと2年契約でき

て、とてもわくわくしているよ。こんなすごいチームの一員だなんてね。

ぼくらに必要なツール、人材、機器はすべて揃っている。チームはラリー

における長年の経験を積んでいる。ぼくのようなルーキーに何人もの人

が付いてくれるなんて、世界一素晴らしいチームだ。こういう待遇を受

けられる人は多くない。ダカールにはたくさんのライダーが出場するけ

ど、結局は10台くらいのバイクに世界中の人々が注目する。そのうち

の１台に乗る事が出来るなんて、ぼくのように幸運な人間はいるだろう

かと思ってしまうよ。

ISDE には常にナショナルチームのメンバーとしての出場。「ISDE はいつもいい思い出ばかり !」。
ドイツ、ザクセン大会



2011年、ISDEフィンランド大会のファイナルクロス。
トビーは2008年までMXトラックをメインのフィールドにするライダーだった

EWC=エンデューロ世界選手権にも何度かスポット参戦。「あまり向いていないようだ」と話すが、
それでも写真の2010年フランスGPの 2日目に、ジュニアクラスで4位と強豪に混じって好成績



“When I’m 60 sitting in a wheelchair full of arthritis I’d like to know I did everything I could...”
60歳になって、身体中が関節痛で車椅子の生活になった時、「自分は今まで出来る限りの事をやり尽くした」、
そう思えるようにやっていきたいんだ…。

2013 年、カート・キャッセリと BAJA1000 を走るために
トレーニングとして出場していた AMAのデザートレースで
クラッシュ。首の骨を折る重傷を負う。そのため、この年の
BAJA1000には出場できず、皮肉なことにキャッセリが、そ
のBAJA1000の事故でこの世を去ることになってしまったト
ピー・プライスは翌年、驚異的な早さでカムバックを果たす。
写真はリハビリ中の姿



EWCはあまりうまく行かなかった
　エンデューロ世界選手権の何戦かに出場して、ぼくはこのタイプじゃ

ないなと気がついた。EWCに参戦するのも、期待された結果を出すの

も簡単じゃない。地球の反対側から飛んで来て、時差調整も出来ない程、

時間が限られている。自分のサスペンションとエンジンを持って来るの

は他のレースと変わりないが、それ以外の点ではEWCは他のレースと

は大きく違うし、EWCはハードだよ。

毎週末飲んで騒いでいたら、良い成績なんて残せない
　たくさんのオーストラリア人が先に道のりを築いてくれたんだ、例え

ばグレン・カーニーのように…。ぼくのキャリアを見た若いレーサーた

ちが、不可能な事など何も無いと理解してくれるのを願っている。オー

ストラリアのジュニアトロフィチームは今年(2015)のISDEスロバキ

ア大会で毎日トップを走り続けて優勝した。ダニエル・サンダースはま

だ21歳でまだまだ調子を上げている。ぼくの故郷には彼のように才能

あふれる若者が一握りほどいるけど、彼らは現在のポジションに甘んじ

ることなく、目標に向かって集中し続けなければならない。16～18歳

の若者には難しいと思うけどね…。初めて運転免許を手にして女の子と

出かけたり、ビールの味もわかり始める年頃だろう。でも、もし本当に

競技を続けたいのなら、努力を重ね、娯楽には近づかない事だ。それに、

同じ目的を追求する仲間に囲まれている必要もある。  END

2009年の ISDE、ポルトガル大会。KTMとの契約は翌年から

2015 年、初めて出場したダカールラリーのポディウムで。左からトビー・プライス。
優勝のマルク・コマ、2位のパウロ・ゴンサルベスと


