巻頭でもお届けしたル・マン 時間。
アメリカ大陸にも、２年前に統合し
たユナイテッドスポーツカーという
シリーズがあるが、そこからのエン
トリーは数チームにとどまっている。
ここ数年、アメリカでのル・マン 時
間レースへの関心が徐々に低くなってき
ているのはじつに残念なことだ。ダン・
ガーニーとＡＪフォイトがタッグを組み、
フォードＧＴ‐ でル・マンを制覇した
のは１９６７年。実に 年も前の話だ。
近年は優勝どころかＬＭＰ１クラスに参
戦するチームすら出ていない。
２年前にＡＬＭＳ（アメリカン・ル・
マン・シリーズ）とグランダムが統合さ

含むＷＥＣ（世界耐久選手権）とＴＵＳ

ＥＳＭレーシングはル・マン 時間を

ツカー界を積極的に支援している。

サーにもなっており、アメリカのスポー

間、プチ・ル・マン）のタイトルスポン

ブリング 時間、ワトキンスグレン６時

統を誇る４レース（デイトナ 時間、セ

ロンはＴＵＳＣのなかでも特に歴史と伝

もＬＭＰ２クラスに参戦している。パト

ーをしており、今年のル・マン 時間に

グにパトロンブランドでメインスポンサ

コット・シャープ率いるＥＳＭレーシン

身もステアリングを握るブラウンは、ス

なパトロンスピリット社のＣＥＯで、自

のがエド・ブラウンだ。テキーラで有名

厳しい状況のなか、孤軍奮闘している

がなく、復活には程遠いと言える。

トタイプで、統合前の状況と何ら変わり

ランダムからの流れをくむデイトナプロ

く及ばないＬＭＰ２プロトタイプと、グ

1973年から取材を続ける、アメリカ人記者の重鎮的存在。ボビー
・レイホール、マリオ・アンドレッティらに関する書籍も多数執筆。

Ｃに参戦しており、当然ながら大きな出

ンコルド広場までパリの中心地をめぐる

イトのひとつはサン・クルー公園からコ

ベントが開催された。イベントのハイラ

るにあたり、５月末にパリで大規模なイ

今年、シトロエンＤＳが 周年を迎え

えていた。

り、人々は彼のデザインを芸術作品と捉

る独創的なデザインは高く評価されてお

ザイナーのフラミニオ・ベルトーニによ

すると考えていたくらい、イタリア人デ

多くの人々がシトロエンＤＳは優勝に価

センチュリーで３位に選ばれた。じつは

年にかけて行なわれたカー・オブ・ザ・

トロエンＤＳは１９９７年から２０００

フォード・モデルＴとミニに続き、シ

一度その姿を見たら決して忘れるこ
とができない独創的なフォルムを持
ち、シトロエンの“アイコン”とも
言えるＤＳ。 周年を迎えたその名
前の、
「この先」とは？
60

パレードで、ヨーロッパ全土から７００

ルネ・デ・ブール

2

René de Boer

ーターだった。 年、ポール・コルテロ

を擁してラリーに参戦していたプライベ

ンシャルの高さを見いだしたのは、ＤＳ

したがって、シトロエンの新車のポテ

つぎ込むようなことを望んでいなかった。

はアンドレのような奇抜な冒険に大金を

ことになったのだが、堅実な新オーナー

る。そこでミシュランが経営を引き継ぐ

金がかかり、シトロエンは経営不振に陥

ラクシオン・アヴァンの開発に莫大な資

動をしていなかった。１９３０年代、ト

シトロエンは公式にモータースポーツ活

たが、少なくともＤＳが登場するまでは、

クを駆って壮大な冒険旅行に出かけてい

ラや中国にシトロエン製のハーフトラッ

創業者のアンドレ・シトロエンはサハ

人近いＤＳオーナーが参加した。

今号のレポーター

ゴードン・カービイ
1
今号のレポーター

費にはなっているものの、ブラウンとチ

ーニはＤＳよりもわずかに軽量なＩＤ

フランスのメーカー、シムカがクラス優

まったく重視していなかった。ところが

勝した。シトロエンは当初、この結果を

をドライブしてモンテカルロラリーで優

19

れＴＵＳＣ（チュードル・ユナイテッド
・スポーツカー・チャンピオンシップ）
が発足した時、誰もがアメリカンスポー
ツカー界の復権に強い想いを寄せた。し
かし、シリーズのメインカテゴリーにな
っているのはＬＭＰ１にはスピードで遠

DTM、F3、WEC、WTCCや各種耐久レースをメインに取材。スキ
ー競技のライター業もこなすドイツ在住オランダ人ジャーナリスト。

59

24

シトロエンMS活動の
礎を築いたDS、60周年
60

24

24

24

24

世界との連携を模索する
アメリカ・スポーツカー界
48

Gordon Kirby
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56

K.Nakano

「ひとつ目の理由は、

クはこう答えている。

るが、その理由をシャン

ホンダにスイッチしてい

イプのリジェＪＳＰ２・

プロトからＰ２プロトタ

という広告を出すことにした。このこと

シトロエンとして明確にしておきたい”

リーで優勝したのはＩＤ だったことを、

シトロエンの上層部は“モンテカルロラ

と大々的な広告を掲載したことを受けて、

の一面に
「モンテカルロラリーを制した」

勝しただけなのにもかかわらず、日刊紙

のではないかという噂が広がっている。

てフォーミュラＥにエントリーしてくる

ームとタッグを組み、ＤＳブランドとし

いるが、来シーズンからヴァージン・チ

いく考えだ。ＤＳ３はＷＲＣに参戦して

く、独立したブランドとして売り出して

周年祝賀イベントで、私は 年ぶり

年からＴＵＳＣで使用す
るマシンは現在のＰ２プ
ロトタイプに似た車両に
なると思っているからで、
それを今から準備してお
きたいんだ。ふたつ目は、
来年ル・マンに挑戦した
いんだ。このマシンはル
・マンでも通用すること
が証明されているので、
１年間このマシンで走れ

成功を収めるためには、何らかの形でう

った頃、父親が社用車としてＤＳを所有

にＤＳのシートに座った。まだ私が幼か

成功を収めていったが、とくに印象に残

ットンが責任者に就任。その後も数々の

ン社内に正式に競技部門が設立され、コ

ムによって行なわれていたが、シトロエ

コットンが率いるプライベーター・チー

当初、ラリーのワークス活動はルネ・

とができるかどうか、とても楽しみだ。

がＤＳブランドで再び偉業を達成するこ

ことも、その魅力の一部だ。シトロエン

タースポーツでさまざまな成功を収めた

い思い入れのある車なのだ。また、モー

ため今でもＤＳは私にとって、特別に深

を握ったことを今でも覚えている。その

に乗せてもらい、ステアリングホイール

しており、私は２歳の時に初めて父の車

っているのは、 年のパウリ・トイボネ

を行なうことになった。

をきっかけにして、シトロエンはそれま

40

でよりも積極的にモータースポーツ活動

60

19

ンによるモンテカルロラリーの優勝だ。
プライベーターたちも
ＤＳでラリーにエントリ
ーし、素晴らしい活躍を
見せていた。ボブ・ネイ
レは現在 歳だが、 周

年祝賀イベントにも姿を

見せ、
「７月のパリ・北
京チャレンジに向けて準
備をしているところだ」
と語ってくれた。プライ
ベーターとして成功を収
めた彼はシトロエンのワ
ークスチームの顧問を務
めているが、かつてはＤ
Ｓを駆りモロッコラリー
で２回の優勝を飾った経
歴を持っており、
「ＤＳ
は私の人生において欠か
せない存在だった」と回
現在シトロエンはＤＳ

顧していた。
をシトロエンの１ブラン

Rebocar

66

ドという位置づけではな

今回の60周年イベントでは、ヨーロッパ全土から700人のDSオーナーが、パリ近郊のバンクがついたリナ
・モンテリ・サーキットをドライブするために集まった。

ば準備万端になる。予算
的にもデイトナプロトタ
イプで参戦するのとほと

まくＷＥＣと統合することが重要だ。そ

60

シャンクはＴＵＳＣが

ブラウンと同じ志を持っているのが、

うすれば、範囲が非常に限定されたアメ

24

81

んど変わらないよ」

ついてブラウンの考えに賛同している。

今後向かうべき方向性に
ームのマーケティングスタッフはパトロ

ギュレーションが必要だし、それがあれ

「アメリカのスポーツカー界を世界と連

両シリーズの現状を知るブラウンは、

ばヨーロッパやアジアのレースにも参戦

ンブランドを世界中にマーケティングで

ＴＵＳＣはＷＥＣともっと連携する必要

できる」と将来像を描いている。

携させる必要がある。ＷＥＣと共通のレ

があると言う。
「
（ＴＵＳＣでは）ＷＥＣ

ＴＵＳＣに参戦しているマイケル・シャ

リカ国内向けだけではなく、グローバル

インディカー同様にＴＵＳＣはメディ

ンク・レーシングのチームオーナーであ

に存在感を示してくれるスポンサーの獲

にも参戦できるようなＰ２タイプのマシ

るマイケル・シャンクだ。チーム規模こ

得が可能になるからだ。もしこの目標を

アによる露出が乏しいため、スポンサー

そ小さいもののスポーツカーレースに対

数年内に達成できなければ、ＴＵＳＣは

ンが主役となるべきだ。同じマシンで両

する思い入れは強く、 年にグランダム

地域限定のローカルレースになり下がり、

の獲得が容易ではない。今後ＴＵＳＣが

で初優勝を飾り、 年にはデイトナ 時

明るい未来はやってこないだろう。

シリーズに参戦できるからね」
。

間も制した旧グランダムシリーズの名物

07

事 情
各 国 モ ー タ ー ス ポ ー ツ 最 新

17

きる絶好の機会だと捉えている。

『ローリング・ストーン』誌のロゴをまとってル・マンに現れたESMレーシングの２台。この他コルベット
ワークスやクローン・レーシングなど全７台がアメリカからのエントリーとなった。

オーナーだ。今季は参戦車両をデイトナ

12
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