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ラリーカーだけでなく、ドライバーの体も
メンテする九州男児のメカニック。
村の中を抜ける生活道路がコースに設定される
こともある。

ラリーのステージはマッドからハイスピードダートへ。路面状況は
刻一刻と変化する。

通称アジアンラリー。 正式名称はアジアクロスカントリーラリーで、 その名の通りアジアで行われるラリーだ。 ラリーと言えば、
ダカールラリーやＷＲＣを想像するだろうが、 アジアンラリーの舞台はジャングル、 ハイスピードダートなど様々なステージが
用意され、 刻一刻と路面状況は変わる。 ひとたび雨が降れば、 路面は凶暴な泥濘地と化す自然相手のラリーなのだ。
そして、アジアンラリーはコンペティターだけではなく、アドベンチャークラス、そして我々プレスに至るまで、様々なドラマがある。
今回のＸＣ４は、 アジアンラリーの競技レポートだけではなく、 各それぞれのドラマに迫ってみたい。 まずは今年のラリーがど
うであったかを紹介しよう。
ラリースタートを目前に控えタイヤの状態を確認するヨコハマタイヤジャパ
ンの高須一郎氏。

アジアクロスカントリーラリー２０１１レポート
■ラリーブログ http://blog.livedoor.jp/axcr/

不屈の精神力 ： 「青木拓磨」 インタビュー

いなって思った。そこからもう一度やる
って決意したんだ」
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だがその当時、障害者に対するＪＡＦ
のライセンス発給は厳しかった。しかし、

モータースポーツに関わる
その情熱の起源
アジアンラリーに５年連続で参戦し、
今年は総合３位の成績を残した青木拓

な人に訴えたいと思っているんだ。だっ
て人間目標がないと、人生つまらないで
しょ」
。

不屈の精神力で
前に進み続ける

タースポーツの普及、そして啓蒙活動だ。
レンタル耐久、
略して『
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と銘打って、
に起きていることから目をそむけたら、

に対してムカついていた。だけど、現実

下半身不随となる。

元ＷＧＰチャンピオンという経歴を持つ

バイクやドライビングスーツなどを貸し
何もできない。今の状態を受け入れる

磨選手。ダカールラリーにも出場した
ことがある４輪のレーサーである。

出すことで、サーキットで走りたい人へ
しかない。そうしなければ前に進めない

青木選手は、１９９８年バイクの事故で

のハードルを下げ、より多くの人にサー

現在の主な活動は、レース活動とモー

キットを走ってもらえるようにと行なっ
って思ったんだ」
。

タースポーツに積極的に関わっている。

グル中部第２戦にも参戦。すべてのモー

年からはシビックレースや、トライアン

る意欲は留まるところを知らない。今

彼のあくなきモータースポーツにかけ

わらず不屈の精神で復活を果たし、ハン

子での生活を余技なくされた。しかし、

ース中の事故で半身不随となり、車椅

ったことだ。クレイ ・レガツォーニ氏はレ

ライバーのクレイ ・レガツォーニ氏と会

が事故を起こしてから４年後、元Ｆ１ド

その大きなきっかけとなったのが、彼

「
その時は悔しかったし、いろんなこと

ている。その競技会も、始めてから今年

その情熱はどこから来るのだろうか。
「
モータースポーツとは 『
１つの目標に

ドコントロール付きの車両で数々のレー

で７年目になる。

向かって、みんなに方向を示すことがで

スに参戦していたのだ。

もそも生きてる時間なんて短いよ。そ
れは、事故をしてから余計に思うよね。

とっては、モータースポーツなんだ。そ

引けない、譲れないと思う。それが僕に

（笑）
。自分がコレだって思ったものは、

どうでもいいものには執着しないけどね

「
好きなものに対しては一途なんだよ。

げ。だから、みんなには本当に感謝して

のではない。支えてくれる皆さんのおか

でも、それは自分一人で成し遂げたも

好きなモータースポーツで飯を食ってい

掴めない。今、僕はとても幸せなんだ。

さなければ、動かなければ、夢なんか

も出たい。夢かもしれないけど、口に出

ダカールラリーにも出たいし、ルマンに

「
四輪の世界でも１番になりたいんだ。

展開を聞いておこう。

つめている。将来の夢、いやこれからの

現実を直視し、そして自身の未来を見

ね」
。

いづれ歩ける日が来ると信じているから

足が錆付いていたら話にならないでしょ。

られない。だって、その日が来た時に、

ない。その時のために、リハビリは止め

より、僕の足が動く日が来るかもしれ

をしているよ。いづれ医療技術の進歩に

「
その話を聞いて、自分はまだまだ甘

免許証すら取れない状態だったにもかか

きる素晴らしい場』
。達成感を共有でき
る場なんだよ。このことをもっといろん

そ勝ちにこだわるんだ」
。
その熱意、そして原動力はどこから来

僕は人より歩けないし、体力だって落ち

るのだろう。

てくる。レースができる期間も短いと

るんだ」
。

座は守ることができたが、マシンは大破。

仕掛けるも、最終ＳＳの僅かゴール数キ
ロ手前で大クラッシュ。かろうじて３位の

の位置に付けた青木選手は猛チャージを

今年のアジアンラリー終盤、総合３位

けてるし、レースにも出続けられている。

思う。ある程度はできるかもしれない
けど、パフォーマンスは落ちてくるよね。
例えばそのリミットが 歳だったとして、
それまであと何年あるのか？ ってこと。
それを逆算したら、今やらずにはいら

しかし彼はまた来年、このステージに帰

て、ただ単にやらずに諦めている、やら

ってくるだろう。彼がもはやハンディを
きっとそうさせるからだ。

背負うレーサーではない。
不屈の精神が、

今現在も週に数回リハビリを行なって

「
電気を流して、自分の足で立つ訓練

容なのだろうか。

いる青木選手。どのようなリハビリの内

ライセンス取得の条件をクリアするため

そして、レースという勝負事にこだわ
り続けている。
「
レースが好きなんですよ。レースが無
かったら生きている意味が無いし、俺か
らレースを取ったら何にも残らない。廃

のは、道具を使う競技において、実は

人になっちゃうかもね （
笑）
。好きなこ

一番バリアフリーなスポーツだと思って

しかし、なぜアジアンラリーなのだろ

「
車椅子だからラリーはできないとか、

いるんだ。ハンドルがあり、アクセルが

うか。下半身不随と言うハンデを持ち

車高の高い４駆に乗れないとか思ってい

ありブレーキがあるという内容は同じ。

とに対しては、誰だって頑張れるでしょ。
逆に、好きなことじゃなきゃ頑張れない

る人がいるかもしれないけど、そうじゃ

障害者も健常者も公平だと思う。だか

…かな。モータースポーツの世界という

ない。だって、実際に僕はやっているでし

ら言い訳ができない。そして、だからこ

ながら、なぜラリーに参戦し続けている

ょ。でも、僕は特別に筋力が優れている

だろうか。

したね」
。

「
その時はレースができる喜びで一杯で

戦し続けている。

前。彼はその時からアジアンラリーに参

ンスが発行されるようになったのが５年

れないよね」
。

何事も諦めたら人生何もできない
本当にやりたいことなら、やらずにはいられない

ないだけだと思うんだ」
。

なぜこの人は、 こんなにも前向きなのだろう。 話をするたびに、 その思いは強くなっていく。 バイクで練習走行中の事故による脊髄損傷で車椅子
での生活を余儀なくされた青木拓磨選手。 元ＧＰチャンピオンの、 という肩書きが示すようにバイクの世界でトップを走っていた人だ。 バイクの世
界から選手として身を引かざるを得なくなった状況から、 ４輪のレーサーに転向するまで、 青木拓磨氏の心はどのような軌跡をたどったのだろうか。
活動を行ない、ＪＡＦに働きかけライセ

レースが無かったら
生きている意味が無い。
好きなことだから頑張れるんだ！
わけでもスーパーマンでもない。それっ

■青木拓磨選手
元 WGP チャンピオン。現ラリードライバー。1998 年バイクのテ
スト中の事故で脊髄損傷となる。四輪に転向しアジアンラリーに 5
年連続参戦、今年は総合 3 位。ダカールラリーにも参戦している。
ゴール直前でクラッシュしたものの、彼の走り
はラリー参加者の目に焼き付いた。それは彼が
もはやハンディを背負うレーサーではないとい
う事を思い知るには充分だった。
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■青木拓磨オフィシャルサイト http://www.takuma-gp.com/index.html
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レース活動を再開したいとの強い思いで、
すべてレンタルでサーキットを走れるバイクの耐久レース「レン耐」を主催。毎回
大勢のライダーたちがやってくる（写真左）
。トライアングル中部第 2 戦にスポッ
トで参戦。初参戦ながら、果敢に攻める走りを披露した。
（写真中）
。運転補助装置
を使用することで、手だけで車の操作が可能となる（写真右）
。

