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でトレーニングもできなかった日々は、中上
を衰えさせるどころか、成長させたのだろう
か。MotoGP クラスの代表ライダーとして威
風堂々と走り続ける。
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世界最高峰クラスで戦う侍

中上貴晶
人気も成績も急上昇中

MotoGP最高峰クラスを戦う唯一の日本人ライダー中上貴晶が今、大輪の花を咲かせようとしている
全日本、GP125、Moto2、MotoGPと王道を歩んできた中上は最高峰クラスで3年目のシーズンを迎えている
昨シーズン終盤戦は負傷した腕の手術を受けるために欠場を決断した
今季は新型コロナウイルス感染拡大の影響でシーズンスタートが大幅に伸びた
かつてないほど長い長いシーズンオフを過ごすことになったことが吉と出たのか
全戦でトップ10フィニッシュを決めて大混戦のタイトル争いにも加わっている中上貴晶に迫る
7

6

highlight
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スペシャルレポート

自信という目に見えない力が、
これほどまでにライダーを変えて
しまうのだろうか。まだ表彰台に
は立っていないが、９戦を終えて
トップのファビオ・クアルタラロ
と 点差の５位。いつ表彰台を取
ってもおかしくない走りを見せる
中上貴晶が、３年目のシーズンに
今年は新型コロナウイルスの感

してタイトル争いに加わっている。
染拡大で短期決戦となった。３月
の開幕戦カタールＧＰは、３クラ
スで唯一ＭｏｔｏＧＰクラスがキ
ャンセルされた。そして７月に再
開されたシーズンは、すべてヨー
月までの５カ月で 戦というハ

ロッパで開催されることになり、

でトップ フィニッシュを果たす。

４位を最高位に、すべてのレース

中上は第３戦アンダルシアＧＰの

要なポイントとなった。その中で

短期決戦となった今年は一段と重

は通常のシーズンでも同じだが、

いこと、ケガをしないこと。これ

のうち３連戦が４回。ミスをしな

サーキットでの２連戦が５回。そ

ードスケジュールとなった。同一

14

上位 位までの選手で、まだミス

10

再開したレースで７位。 周のス

だろう第６戦スティリアＧＰでは、

ければ確実に表彰台に立っていた

から約６秒差。赤旗中断にならな

ＧＰでは、優勝したクアルタラロ

４位になった第３戦アンダルシア

いかが重要になる」と語っていた。

中を切らさないか。ミスを犯さな

は、
「連戦が続くので、いかに集

なった第２戦スペインＧＰで中上

ＭｏｔｏＧＰクラスの開幕戦と

争いの大きな武器になりそうだ。

５戦。この安定性がチャンピオン

をしていないのは中上だけ。残り

10

ラと 秒差。そして第 戦フラン

るが、優勝のミゲール・オリベイ

プリントレースになったこともあ

12

10

第 戦フランスＧＰで初表彰台に

名前が頻繁に出るようになった。

ひ ん ぱ ん

今年はライバルの口から中上の

トルッチと約６秒差の７位だった。

スＧＰでは、優勝したダニロ・ペ

1.8

立ったアレックス・マルケスは、
学んでいる。今回はナカガミに近

「ナカガミの走り、データを見て
い走りができているのでいいレー
スができる」と語っていたが、決
勝では中上に先着して初表彰台の
２位。先を越された感はあるが、
ケガでマルク・マルケスを欠き、
カル・クラッチロウがケガと手術
の影響で本調子ではなく、中上に
掛けるホンダの期待はレースを追
うごとに大きくなっていた。
横山健男ＨＲＣテクニカルディ
レクターは、
「タカの走り、才能
はすばらしい。それはデータには
っきり出ている」と賞賛。マルク
の走りとデータを参考に速さに磨
きをかけてきた中上が、今度はル
ーキーのアレックスに生かされる
ことになった。まさに、ホンダの
エースとしての働きに評価は高ま
るばかりである。
って言われるけども、タイトル争

「みんなにチャンピオン争いだね
いなんて考えたこともないし、ま
ずは表彰台に立ちたい。もう立て
る自信もあるし…」と、フランス
ＧＰを終えて語った。
中上にとって、ヘレス、レッド
ブルリンク、ミサノ、ル・マンと
これまでは相性のいいサーキット
が続いた。終盤戦は決して得意と
は言えないアラゴン、バレンシア、
そして初開催のポルトガルのポル
ティマオと続く。中上の成長と強
さが試される５レース。この号が
出るころには、ある程度、答えで
は出ているのではないだろうか。

8
9

34
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文／遠藤 智
写真／レッドブル

最高峰クラス３年目で大きく開花した才能

表彰台が見えてきた今季の活躍ぶり

highlight
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現地からのスペシャル報告 ― 遠藤 智

こんなシーズンをだれが予想したことだろ
していたが、その走りを決勝でも再現した。

間とほぼ同じ時間帯のセッションを２度も制

バイクのフィーリングもすごくいいし、とても楽しい。今度こそ!
う。ケガで欠場が続くディフェンディングチ
オープニングラップ６番手から後半には４

レンティーノ・ロッシの二人に肉薄。 周の

争いをするマーベリック・ビニャーレスとバ

番手へとポジションを上げた。終盤は、２位

ャンピオンのマルク・マルケスのいないチャ
戦フランスＧＰ（ＭｏｔｏＧＰクラスは９戦

ンピオンシップは大混戦となっている。第
目）を終えて、７人のウィナーが誕生した。

10

今季最も注目されている選手である。９戦を

そのウイナーの中に中上貴晶の名前はないが、
ッシと差は、わずか 秒。中上にとっては初

レースを終えたときには、３位でゴールのロ

25

終えて４位を最高位に総合５位。中上の好調
その要因について中上は、
「車体のバランス

めて表彰台が現実的になったレースであり、

とってシーズンの開幕戦だった。このレース

２戦スペインＧＰは、ＭｏｔｏＧＰクラスに

その１週間前に同じヘレスで行なわれた第

がうまく取れたから」と語った。

位。予選は８番手だったが、ＦＰ２とＦＰ４

に苦しんで 位に終わる。
「トップ フィニ

で中上は、フロントタイヤのオーバーヒート

で２度のトップタイムをマークした。決勝時

このレースで中上は、フリー走行で総合４

ルシアＧＰで４位になったときのこと。

が話題になった最初のレースが第３戦アンダ

0.5

10

は連日 度前後の猛暑。路面温度は 度を超

なかった」と悔しそうな表情を見せた。気温

ッシュはできたが、自分の走りがまるででき

10

りを見せるも転倒を喫し、右腕上腕を骨折し

響した」と推測。このレースですばらしい走

リップを多用したことがフロントタイヤに影

フロントタイヤのオーバーヒートの原因。ス

ドブルリンクで行なわれた第６戦スティリア

とっては追い風となったが、その中でもレッ

ナーが多いサーキットが続いたことも中上に

ルセロナ、フランスのル・マンと中高速コー

ルリンク、イタリアのミサノ、スペインはバ

トロウ獲得となる２番手。決勝でもジョアン

このレースで中上は、キャリア初のフロン

ＧＰで大きなステップを刻むことに成功した。

ロントだけではなく、リアブレーキをうまく
ーレスの転倒でレースは赤旗中断となる。中

・ミルに続いて２番手を走行したが、ビニャ
上にとっては、
「レースが中断にならなけれ

使い、リアタイヤをスライドさせてコーナー

ば優勝もねらえた」という戦いだったが、惜
再開されたレースでは「みんな新品のタイ

させていた。対照的にフロントブレーキに頼

ヤで出て行ったのを見たときに、これは難し

しくも、振り出しに戻ることになった。

ヤのオーバーヒートにつながっていることが

いと感じた」と語る。中上には新品のスペア

りすぎている中上は、フロントタイヤに掛か

データで明らかになったからだ。つまり、マ

タイヤがなく、大接戦の中で、もう一歩の速

同じにしても意味はなく、正しくは『前後の

ディングスタイルも違う中上が、マルケスと

グにした、と報じられた。体の大きさもライ

正確に伝わらず、マルケスと同じセッティン

５位以内だったし、ウイークを通じて高いパ

のいく走りができた。すべてのセッションで

アＧＰはやれることはすべてやったし、満足

スだと思うようにした。それよりもスティリ

ったし怒りがわいてきた。でも、これもレー

「レースが終わったときに、本当に腹が立

さがなく７位に終わった。

タイヤをうまく使うという手法を中上スタイ

中上は中高速コーナーで速い。こうしたコ

ムやＨＲＣに自分の力を証明することができ

安定したパフォーマンスを見せられた。チー

今年は第 戦フランスＧＰを終えて７人目

れば大きなステップを刻むことは間違いない。

フォーマンスを見せられた。まぐれではなく、 予選が一つの課題になるが、それが解消でき

ーナーでは、時にはマルクよりも速いといわ

たこともうれしかった」

スの長い『大きいバイク』になるが、ハード

第６戦スティリアでは確信に変わったからだ。 そですね」と自信を漲らせる。

シアで現実的な目標になった表彰台獲得が、

れた。それは、４位になった第３戦アンダル

このレースを境に中上に大きな変化がうま

ングもすごくいいし、とても楽しい。今度こ

シーズンになっているが、バイクのフィーリ

ない分、俺が俺がという状態。本当にすごい

どのサーキットでも上位に名前を連ね、トッ

逃せないが、このレースをきっかけに中上は、

が熟成しているバイクだったということも見

もちろん、中上の乗る 年型ＲＣ２１３Ｖ

が『マルクのバランスのいい走り』だった。

できない理由の一つだったのだ。その解決策

からなかったことがこれまで安定した走りが

ントにつながる。その折衷案がなかなか見つ

て第 戦フランスＧＰも 位というグリッド

リッドが悪かったが、追い上げて７位。そし

シュを果たす。続くカタルニアＧＰも予選グ

い上げて９位、６位というシングルフィニッ

くいかず中団からのスタートになる。だが追

ろう。ミサノの２連戦はフリー、予選がうま

を必ず取るようになる。それも影響したのだ

それからの戦いは、タイヤのバックアップ

いに注目したい。初表彰台を獲得すれば、今

シーズンは残り５戦。これからの中上の戦

に外出を控えるなど、生活スタイルも変えた。

スにも気をつかう。感染リスクを避けるため

もちろん最大の敵でもある新型コロナウイル

がる。自然とチームの士気も高まっていく。

した一つ一つの自信の積み重ねが速さにつな

ライダーというのは不思議なもので、そう

みなぎ

ブレーキングを必要とする低速コーナーでは

のウイナーが誕生した。中上は「マルクがい

10

止まれない、曲がれないというウイークポイ

の傾向としては、車高が高く、ホイールベー

れ、マルクも参考にするほど。セッティング

Ｐの好走につながった。

ルにアジャストした』ことがアンダルシアＧ

このレースを終えた後、中上のコメントが

であり、これが決定的な違いだった。

ルクと比較すれば、フロントだけの一輪走行

る過重が大きい。それが原因でフロントタイ

に入る。マルクは二つのタイヤをうまく機能

それはマルクのブレーキングにあった。フ

問題解明に向けて大きなヒントになった。

て戦列を去ったマルク・マルケスのデータが、

えた。中上は「集団の中で走り過ぎたことが

50

スペインのヘレス、オーストリアのレッドブ

プライダーの仲間入りを果たすることになる。

げの連続で注目された。これから残り５戦は

から７位でフィニッシュとすばらしい追い上

になるからだ。

度は、チャンピオン争いが現実味を増すこと

13
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スペシャルエッセイ― 本誌編集長・青木 淳

中上貴晶がなぜ今、ＭｏｔｏＧＰでここま
での活躍ができているのだろう。世界中のチ
ャンピオンが集まるグランプリの最高峰で、
常にトップ を走るところに、今、彼はいる。
ＧＰｍｏｎｏで全日本を走った翌年には、Ｇ
ば っ て き

Ｐ１２５のチャンピオンを獲得、すぐにＦＩ
Ｍのアカデミーに抜擢された。貴晶を天才と
け

う

呼ぶ人も多くいる。当時よりシステムが多少
在として世界へ羽ばたいていった。ここで、

整っている今と比較しても、貴晶は稀有な存
天才、中上貴晶はどうやって生まれたのかを
探るために、４歳からマンツーマンで貴晶と
戦ってきた、母、中上由比子さんに話を伺っ
た。由比子さんは今でも貴晶のマネージメン
貴晶の初バイクは４歳のポケバイ。５歳で

トの一部を担い、活躍を支えている。
初レース、初優勝は６歳のとき。
「主人も私も、男の子が生まれたらＦ１ドラ
イバーさせようと思っていました。千葉北サ
ーキットが家の近くにあると聞いて、軽い気
持ちで行ってみました。衝撃的でした。あん
な小さい子供たちが、あんなすごいスピード
で走っている。サーキットには体験走行があ
って、せっかく来たのだからと、
『乗ってみ
る？』と聞くと、乗ってみたいって。でも千
葉北の社長が自転車に乗れないとだめと言う

その中のごく一部が世界への道を見い出し、
を速く走らせることができる子供はいない。

れるかもしれないが、生まれてすぐ、バイク

つこと。こう書くと、当たり前のように思わ
時期に、４ストローク化されることが決まっ

１２５の２ストロークマシンもそう遠くない

００が国内最高峰クラスとなった。２５０や

いるだけで、これはだめかなと思いました」

全くセンスがなくて、両足をバタバタさせて

葉北へ行ってポケバイの体験走行。ところが

でしたが、すぐに乗れました。翌週に再び千

ので、その日は乗れず。まずは自転車の練習

駆け上がっていった。世界のトップレベルで
ていた、そんな時代に、 歳の貴晶はミニバ

ダーを多く輩出することができる。ずっと以

それが分かれば、これから世界で戦えるライ
れる存在になるになるのは明らかだ。

てからその後、頭角を現してから天才と呼ば

なく、バイクに乗り始めてトレーニングをし
スポーツランドＳＵＧＯで見た 歳の貴晶

イクからロードレースにステップアップした。

チャンスがあればライダーの両親にも話を聞
権だった。このころロードレース界が大きく

前、スポーツランドＳＵＧＯでの全日本選手

中上貴晶を初めて見たのは、今から十数年

ぶっちぎりで優勝し、その年、３戦行なわれ

ＦＪとホンダが白羽の矢を立てた。もちろん

いた貴晶に、ＧＰｍｏｎｏを盛り上げたいＭ

に立っていた。その年、地方選手権を戦って

はＧＰｍｏｎｏに乗り、初めて全日本の舞台

って、とてもいい顔をしてました。その日は

「ぶっちぎりのビリでした。でも楽しかった

ばらくして５歳の夏に初レース。

ラーを施したマイマシンで千葉北を走行、し

両足バタバタから半年後、レイトンハウスカ

知り合いから５万円で譲り受けた中古だった。

４歳の誕生日にポケバイをプレゼントした。

いて、どんな幼少期だったかを探っている。
変わり始めていた。それまでレーシングマシ

ゴシップ紙の記者のように聞いている。また、

世界レベルまで上がっていったライダーに
たが、この３年前に最高峰クラスがＭｏｔｏ

ていました。でも、次のレースはそうはいか

千葉北も。千葉北の人に最近、あのころほん

くないと言ったことはないんです。８の字も

いたかもしれません。でも、一度も練習した

んです。物心が付いたときには毎日練習して

千葉北は夜８時までのナイター練習があった

てからは、千葉北へ行って 分だけでもコー

習。ほぼ毎晩でした。少し走れるようになっ

練習でした。家のそばの空き地で８の字の練

ないでしょと本人と話をして、そこから毎日

それからは、自動車関連会社のエンジニア

す。
じゃあ乗るなら勝とうねって言いました」

ートは怖い、バイクがいいと』と言ったんで

ドライバーにしたかったので。
でもタカは
『カ

に確認しました。親はカートに乗って、Ｆ１

ですよ。そのときもどっちがいい？ と本人

にカートに乗せたんです。かなり速かったん

と聞いていました。実は小学校１年生のとき

バイクへ、やるかやらないか、どうしたい？

習もレースに出ることも、ポケバイからミニ

「節目節目で本人に確認していたんです。練

に応えたいという本人の気持ちだけだった。

ての結果。最後に由比子さんはこう語った。

いメンタリティーを築いてきた成長期があっ

よりも多くのトレーニングと、だれよりも強

天才として生まれてきた人はいない。だれ

の２位なのよ！ 表彰式には必ず出なさいと」

だれのおかげ？ ３位の人も 位の人もいて

「このときは怒りました。２位になったのは

て表彰台にあがりたくないと、車にこもった。

ポケバイレースで２位になったとき、悔しく

れた。本人も由比子さん以上の負けず嫌い。

も理解を求め、早退や午後からの通学が許さ

曜日は学校に迎えに行って秋ヶ瀬に。学校に

だから聞いてくれることもあると思うから」

グを見計らって、本人に伝えています。身内

いつも伝えるべきことをメモして、タイミン

任は親にあると思っています。だから今でも、

とは、本当の意味では言わない。やらせた責

せたのは親。４歳の子供が自分からやりたい

るのは本人の仕事です。親が何かできるのは

供ではありません。その先、自分を作り上げ

こだけは自信があります。ただ本人はもう子

歳か 歳まで。とは言っても、最初にやら

24

18

由比子さんが送り迎えの日々が続く。毎週水

をする父がバイクの整備を、練習とレースは

はこうなって欲しいという理想があるんです。

「親の中には理想があります。自分の子供に

なのかもしれない。

それを支えるのは家族と、一部の理解者だけ

世界のトップで戦うライダーは常に孤独だ。

17

ングライダーになるという話はなかった。た

ス走行をさせました。家から 分から 分。

それを 時間、３６５日考えていました。そ

ただこのころ、中上親子の間で将来レーシ

とによく練習していたね、と言われました」

こ た

長年取材してきた
『天才ライダーの作り方』
中上貴晶はどうやって作られたのか

＊

本人も家族みんなほっこりした気持ちになっ

た全日本併催のＧＰｍｏｎｏで全戦全勝。初

くの練習をこなしてきたこと。もう一つは、
ＧＰの９９０ に替わり、国内はＪＳＢ１０

代のチャンピオンとなった。

ンの主流は ストロークエンジンの車両だっ

12

息子をＦ１ドライバーにしたい中上家は、

天才と呼ばれるライダーは生まれてすぐでは

これまで、数多くのライダーと接してきた。

10

活躍したライダーに共通点はあるのだろうか。

前からトップライダーたちにその生い立ちを、

12

は二つの共通点がある。一つはだれよりも多
負けず嫌いと研究熱心な二面のメンタルを持

2
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だただ負けたくないという母の思いと、それ
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文／青木 淳
写真／レッドブル、小倉和徳

かつては悔しくて2位表彰
台に上がりたくないと車か
ら降りてこなかったという
少年は今年28歳になった
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