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ヒマラヤの中心へ
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スピティという地名は、
「ミドルランド」を意味する。インド北部ヒ
マーチャルプラデーシュ州の、
さらに北東部にあるこの魅力的な
谷は、峻険な岩山に囲まれて小さな集落や僧院が点在する。
ドゥ
カティ・ドリームツアーのすばらしい舞台として、驚きと冒険、そし
てスピリチュアルな体験を融合できる場所だ。いにしえの文化、
満天の星空、そして世界にも例を見ない絶景を見ることのできる
旅。一生に一度のライディングだ。

Day 01
シムラー

31°
6ʼ16.5”N
77°
10ʼ24.3”E

Day 02

僧院の町

スピティバレー

インド
ドリームツアー

サングラ
31°
25ʼ38.2”N
78°
15ʼ57.2”E

Day 03
タボ

05ʼ42.1”N
32°
78°
23ʼ17.1”E

Day 04
カザ
13ʼ39.8”N
32°
78°
04ʼ15.7”E

Day 05
ラングザ

32°
16ʼ33.8”N
78°
05ʼ01.2”E

Day 06
ナコ

31°
52ʼ40.8”N
78°
37ʼ40.8”E

Day 07
デリー
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28°
38ʼ32.8”N
77°
08ʼ44.5”E
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01
Day

アドベンチャーは、デリーのドゥカティ・ストアから始
まった。シムラーまでのライディングは、約350kmの
道のりである。私たちは無理をすることなくゆっくりと
走り、8時間後にホテルに到着。チェックインして心と
身体を休めることにする。夜はたき火を囲み、お互い
のことを語り合う時間が過ぎていく。

02
Day

シムラーを早朝に出て、悪路で有名なキンナウル県へ
と向かう。
ナルカンダに到着したら、最高地点であるハト
ゥ・ピークまでの小道を走り、僧院へと到着。
ここでは、
ラ
イディングの次ステージ、すなわち旧ヒンドゥスタン・チ
ベットロード（OHT）をたどる国道22号線区間のライデ
ィングの安全を祈願してもらう。サングラへの道すがら、
サトレジ川に沿って展開する素晴らしいパノラマを見
ながら進む。

キャンプサイトに到着したのは午後も遅くなってからだ
ったが、川まで降りて紅茶とパコダを楽しむ。パコダと
は現地の名物で、ひよこ豆の粉をつけて野菜を揚げた
もの。夕方には、
この地域で最初の「近代的な」村として
知られている、近くのバツェリ村に徒歩で向かう。バス
パ川を縁取る豊かな緑を満喫し、キャンプファイヤーで
1日を締めくくる。
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India Dream Tour

標高3,500m
ルもない。ナコ村で昼食
休憩を取り、湖の絶景を
楽しむ。それからしばら
く走ると、今日の宿があ
るタボに到着。ここでは
まったく自然な形で保存
されている500年前のミ
イラ僧に遭遇した。

単なるライディングを超える体験

サトレ ジ 川 に 沿 う 道
は舗装が次第に荒れ
始め、ついには世界で
もっとも恐 怖 を 感じる
区 間 が 始まる。標 高 は
3,500m、道のすぐ横は
谷底で、そこにはバリア
もなければガードレー

04
Day

早朝の散歩は、わずか 30 年前ま
で地元の人たちが住んでいたと
いう洞窟の探検だ。次に、僧院を
巡る1日が始まった。
「ヒマラヤの
アジャンタ」
と呼ばれるタボ僧院
は 1,000 年以上も前に建設され

03
Day

た。まだ時間も早いので、私たち
は静寂に包まれた朝の祈りを体
験することができた。それからダ
ンカールの高地にあるいくつか
の僧院を訪れ、
スピティバレーの
中心であるカザへ到着。
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05
Day

まずはヒッキムにある世界最高標高の郵便局を訪
れ、
「カフェ」の伝統的な居住スペースでマギーヌー
ドルとバター茶を楽しむ。下りの途中で、化石と千年
以上の歴史を持つ巨大な黄金の仏像で有名なラン
グザに立ち寄る。
ラングザの人口：137人！

06
Day

今日の目的地はナコ村。スピティバレーに隣接
する、キンナウル県の最後の村である。途中で食
べたランチは、全員で手作りした特別なもの。ナ
コ村に入って、スピティバレーを見渡す壮大な
風景が楽しめる展望地を目指して走る。キャンプ
サイトに入る前に、村を散策する。夕方は、雪に
覆われた山々に囲まれた湖でリラックスした夜
を過ごす。

07
Day

セオッグでの夜は、山々の素晴らしい景色を眺
めることができた。私たちはチェイルを経由して
チャンディーガル平野に到達、デリーへと向かっ
た。起伏のない土地、市街地への帰還である。最
後のランチは、インド料理の強烈な香りととも
に、絶品のスイーツを味わう。
この味は、忘れら
れない記憶となるだろう。

全世界で展開するドゥカティ・ドリーム
ツアーの詳細を見る。

8.5” Wheels with
Inner Tube

Battery 7.8Ah
High Power

14
Imported and distributed by

Up to 25km
of Autonomy
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ヨーロッパ：
完璧な旅
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現代の
グランド・ツアー
17世紀初頭から19世紀の中頃まで、ヨーロッパの若
い貴族の間では、新しい場所、言語、文化、生き方を
発見するためのグランド・ツアーという大旅行が流行
した。何ヶ月、
ときには何年もかけて行うグランド・ツ
アーは、
ヨーロッパが持つ偉大な芸術および文化の
至宝を訪れるものだった。そして私にとっても、旅と
は自分の地平を拡大するための手段である。移動の
楽しさと、歴史文化の魅力を組み合わせる現代的な
グランド・ツアーは、
まさに私が求めていた旅の姿だ
った。

エンデューロ・ライダーでドゥカティスタ、探検家で
夢想家でもあるアンドレア・ロッシの旅。

出発地は、
フレンチ・リヴィエラの宝玉と呼ばれるアンテ
ィーブ。数多くのアーティストたちに刺激を与えてきた
町だ。透明な海、カラフルな中世の建築物、芳香を立ち
のぼらせる地中海の灌木などが私を引き留めようとす
るが、ムルティストラーダ1260 Sグランド・ツアーに乗っ
て再び走り出したいという気持ちがそれを上回る。
波が左岸に砕け散る、カンヌへと続く道を走る。甘い生
活に別れを告げ、
リビエラを後にして、起伏に富んだ荒
地へと足を踏み入れる。
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すべての都市は、
それぞれ
の風景、笑顔、匂いから成
り立つ、彩り豊かなモザイ
クを提供している。

あらゆる束縛から解放され、国から国へと
旅をする。
これを形容できるのはたった一
つの単語だけ。
それは、
「自由」
である。

ヴェルドン渓谷を出発し、
コルダロスやヨーロッパ最長の峠
道コル・デ・ラ・ボネッテを通過してバーゼルへ。
アルプスは
用心深い見守り役のように、つねに私の道の上にそびえて
いた。険しい山々の雰囲気は、
この地域に住む人たちの純朴
さと見事に対比し、その温かさ強調しているようだ。道沿い
で、
また商店や市場で出会った人々はみな私を歓迎してくれ
る。各地の名物料理を試してみるのは、彼らの親切さへのお
返しのようなものである。心も体も満足したら路上へと戻る
が、ムルティストラーダのパニアに現地の美味しいお菓子を
詰め込むことも忘れてはならない。
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そびえる山、静かな川、
緑豊かな森などが、
この
発見に満ちた旅を豊か
にしてくれる。

スイスを横断してドイツに入ると、風景はまた変わる。
私を取り囲むのは険しい山ではなく、緑豊かな自然と絵
に描いたような村だ。
「黒い森」
と呼ばれるシュヴァルツ
ヴァルトには、活気に満ちたコミュニティが点在する。
そこを抜ける道のゆるやかな起伏と気持ちの良いカー
ブを走る私は、風景とともにムルティストラーダ1260 S
グランド・ツアーが奏でるエンジンの鼓動も楽しんでい
る。完璧な旅の友であるこのバイクは、
どのような状況
にも対応し、郊外ではパワフルかつ安全、市街地では軽
量でクイック、オフロードでは俊敏かつ大胆に振る舞う
ことができる。
賑やかなミュンヘンで休憩を取ったら、
スタラーサドル
の山道をたどってイタリアに戻ろう。
ヨーロッパの中心
部をつなぐ私のグランド・ツアーは、5カ国の1,500km
以上を走行して終了した。数え切れないほどの色と匂
い、そして笑顔に出会ってきた。
しかし何よりも記憶に残
っているのは、境界なき旅の自由である。国境は、地図
の上に引かれている線に過ぎないのだから。
この古い
大陸は、時代を超えて進化している。ムルティストラーダ
1260 Sグランド・ツアーとまったく同じように。

新型ムルティストラーダ1260 Sグランド・
ツアーの詳細を見る。
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未踏の道
ドゥカティのE-bike

革新的なデザイン、自然なパフォー
マンス。 アルド・ドルディがデザイン
したドゥカティE-bike（電動アシスト
自転車）は、Thok Ebikesと共同開
発した製品で、KPがライセンス生産
を行っている。

24

エンデューロ、
オールマウンテン、
そ
してアーバン。
どのような環境でも、
どのような道でも、
ドゥカティ・スタ
イルを保証。
ライディング・プレジャー、優秀な
ハンドリングと走行性能により、
ど
のようなルートでも最大限の安全
性と楽しみをもたらす。

ドゥカティE-bike のラインナップ
に 2 つ の ニュー モ デ ル が 追 加 さ
れ、さらに昨年にはエンデューロ
E-MTBであるMIG-RRも限定生
産モデルとして発表された。後者は
オーリンズ製サスペンション、電子
制御式ギア、
カーボンホイールなど
を装備して、妥協のない最高のパフ
ォーマンスを追及したモデルで、わ
ずか50台が製造された（ただちに
完売！）。標準モデルとして新登場し

電動アシスト自転車の製造を専門
たMIG-Sはスポーティな特性を備
えたオールマウンテン・バイクで、 とするイタリアのThok Ebikesが
あらゆる状況下で俊敏な走りと高
手がけたE-bike。
性能を求める人々にとって完璧な
選択肢となっている。スクランブラ
ーの世界観に刺激を受けたクロス
バイク、E-Scramblerは、最高のコ
ンポーネントを使用し、都会の雑踏
をスタイリッシュに走行するのに理
全モデルの詳細を見る。
想的なモデルである。
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イノベーションの
ペースメーカー
ドゥカティとランボルギーニの DNA には、
「イノベ
ーション」
と
「パフォーマンス」
という2つの文字が組
み込まれている。
レーシング・テクノロジーでは常
に限界を追求する一方で、近年では、設計およびエ
ンジニアリングにおける豊富な経験を、ムルティス
トラーダやウルスといった究極のプロジェクトにも
適用している。新しい走行環境は、車両ダイナミク
スやテクノロジーに対するまったく新しいアプロー
チを生み出すきっかけとなり、
「ワイルドな」イノベ
ーションの時代の幕開けとなった。

未来のオフロード・テクノロジーを搭載した2台の珠玉が、サル
ディーニャ島の荒れ地をゆく。
ドゥカティ・ムルティストラーダと
ランボルギーニ・ウルスは、両社のイノベーションを牽引するペ
ースメーカーとしての役割を果たしている。

ドゥカティ・エレクトロニック・サスペンション

ランボルギーニ・アクティブ・
エア・サスペンション

インターフェイス経由で400を超え
るパラメーターの組み合わせを選
択することができるドゥカティ・エレ
クトロニック・サスペンションは、
ど
のようなライディング条件でも理想
的なセッティングを実現できる、実
用的で直感的で、すばやい調整が可
能なシステムである。

26

ランボルギーニ・ウルスのアダプティ
ブ・エア・サスペンション・システムは
路面や走行状況によって、またドライ
バーの好みに合わせて車高を調整す
ることができる。センターコンソール
に設置された専用コントローラー（タ
ンブーロ）を経由して、
ドライビング・
モードを選択することができる。

27
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最高のテクノロジーは、
最も困難な挑戦から生まれる

オフロード性能を引き上げる
ため、つねに新しいコンセプ
トを追及し、テクノロジーをテ
ストする。

Multistrada & Urus

ドゥカティ・ライディング・モード

最 新 世 代 の ム ル ティストラ ー ダ
は、2010 年に「 4 台のバイクを 1 台
に」という有名なキャッチフレーズ
と共に市場に導入されたライディン
グ・モードの最新バージョンを搭載
する。
「SPORT」モードは、限界をテ
ストしたいエキスパート・ライダー
向け。
「TOURING」モードは最大の
快適性を提供し、長距離走行を楽
にしてくれる。
「 ENDURO 」モード
は理想的なオフロード性能を確保。
「URBAN」モードは市街地走行や
ウエットコンディションで敏捷性と
安全を実現する。

ランボルギーニ・
ドライビング・モード

ドゥカティ・スカイフック・
システム

「 STRADA 」は運転のしやすさ、快適性、安全性を重
視するモード。
「SPORT」は敏捷性、反応性、運転の楽
しさを追求する。
「CORSA」は高い精度と最大のパフォ
ーマンスを約束。
「NEVE」は滑りやすい路面でも走り
やすさと安全を実現。
「TERRA」はオフロード環境にお
いて快適性と走りやすさ、
トラクションを提供してくれ
る。
「SABBIA」は砂地に最適なセッティングだ。最後の
「EGO」モードでは、
トラクション、サスペンション、ステ
アリング特性を、
ドライバーの好みとニーズに合わせて
車両ダイナミクスをカスタマイズできる。

従来型のシステムと一線を画するスカイフック・システム
は、ダイナミックなサスペンション挙動を継続的に制御
することで、あたかも空中からフックで吊されたような走
行感覚を実現し、安定性とバランスを向上させる。

ランボルギーニ・アクティブ・
アンチロールバー・システム

ランボルギーニ・アクティブ・アンチロールバー・システム
は、ロール角を制御するために、同軸に設置されたサス
ペンションを完全に切り離すことができるため、起伏の多
い路面でも非常に優れた快適性をもたらし、カーブでは
より大きな横加速度を達成する。

28

イノベーションチェーンの頂点に
君臨するムルティストラーダとウ
ルスは、パフォーマンスの限界線
を押し広げ、新たな地平を切り開
くモデルだ。

ムルティストラーダ・ファミリー全モデルの
詳細を見る。
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4Ever Multistrada

目的地を決め、
ムルティストラーダ
で走り出そう
ムルティストラーダは、つねに人々に驚きをもたらしてき
た。そして今回、4年間という長期保証が付属した4Ever
ムルティストラーダが登場して、新たなマイルストーンを打
ち立てた。
ドゥカティでフィールド・クオリティ・マネージャ
ーを務めるマルコ・パラディッシとサービス部門責任者の
フランチェスコ・ペナッツォに聞いた。

素材、テクノロジー、開発メソッドの
たゆまぬ改善を続けて16年、ムルテ
ィストラーダはすばらしい旅の伴侶
として、世界中で10万人を超えるドゥ
カティスタたちに選ばれてきた。
ドゥカティは、4Ever ムルティストラ
ーダを市場に投入して、新たな地平
を切り開く。
このモデルは、ライダー
に限りない自由と安心のライディン
グ体験を提供する。
全モデルに走行距離制限なく4年保
証を付帯。
これは、
このセグメントに
おいて、信頼性の基準を再定義する
重要なマイルストーンであり、ボル
ゴパニガーレおよび世界各地で働く
ドゥカティ従業員のプロフェッショナ
リズムに立脚するサービスだ。

30

4Everムルティストラーダは、
どの

ようにして実現したのですか？

私たちの作るバイクがどれだけ信
頼性を向上してきたか、また私たち
にとってドゥカティスタの期待にお
応えすることがどれだけ重要か、皆
さんにお知らせしたいと思ったので
す。長年にわたり、当社はプロセス、
技術そして試験方法を洗練させてき
ました。その目標も次第に野心的な
ものとなり、製品とサービスネットワ
ークに巨大なリソースを投資してき
ました。

ムルティストラーダのターゲット顧
客とは？
ドゥカティに対して強い情熱を持っ
ていると同時に、非常に合理的な考
え方をするライダーです。
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必要なのはただ一つ、
それは次の目的地を
決めること。
4Everムルティストラーダが提供される国に

彼らはあらゆる環境下で、国境を越
えて長距離を走るため、バイクの品
質と信頼性に関して最高に厳しい
人たちです。

関する詳細な最新情報は、
ドゥカティ本社の
ウェブサイトをご確認ください。

彼らは、たとえどんな場所でも、傑
出したサービスを求めます。
私たちのサプライヤーには、非常に
高い品質基準が設定されており、つ
ねにモニターを受けています。
しか
し、それぞれの市場には、文化や環
境、使用方法などに関係する要因に
より、異なるニーズがあります。私た
ちはあらゆる環境、あらゆる天候、
すべての路面、さまざまな標高にお
いて試験を繰り返しています。
また、
世界各地で同じサービスが提供で
きるよう、技術面と人材面において
グローバルな投資を行っています。

ムルティストラーダの次の大きな
変更点は何ですか？
まだ詳しくは申し上げられません
が、このバイクは「ムルティ」という
名を冠していますから、境界を押し
広げて基準を再定義し、カテゴリー
の枠に縛られない何かです。ムルテ
ィストラーダのDNA、私たちのプラ
イドと喜び、そして存在理由とは、ま
さにすべてを実現するということに
あるのです。

コンフォートゾーンをさらに
拡大する、
あらゆる方向に。
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Eye Tracking

「スーパー視力」の開発
ドゥカティにとってのイノベーションとは、ライディ
ング体験を高めるテクニカル・ソリューションを導
入するだけに留まらない。バイクとライダーの間に
存在する関係をさらに高めてゆくこともイノベーシ
ョンなのだ。2003年以来、
ドゥカティの公式ライデ
ィングスクールであるDREアカデミーで、世界中の
何千人ものライダーをトレーニングしてきたのもそ
の延長線上にある。
ドゥカティ・ライディング・エクス
ペリエンスのマネージャーを務めるニコラ・アント
ネッリは、
ジョルジオ・グイデッチ教授との共同研究
を開始した。その研究とは、教授の世界的な体験と
アイ・トラッキング技術、そしてドゥカティのプロラ
イダーからのアドバイスを取り入れ、真のDREスタ
イルで、
スキルの構築と楽しみを組み合わせた新し
い教育プログラムを開発するというものだ。
グイデッチ教授、なぜ視覚を研究することが重要な
のですか？
私たちが体を動かすとき、眼球は随意運動と不随
意運動の2種類を行います。
ところが圧倒的多数を
占める不随意運動はサッカード、すなわち約 0.1 秒
間続く盲目の瞬間を作り出します。私たちはこれを
1秒あたり約2回体験しており、1日あたりに換算する
と合計4時間の暗闇が発生しているのです。軽視で
きるとはいえない事実ですが、
これを知っているの
は専門家だけです。そして、マジシャンは、サッカー
ドによる盲目の瞬間を利用してトリックを完成させ
ます。

ライダーのパフォーマンスと安全性のレベルを引き上げること
は、
ドゥカティの願いです。
ライダーのスキルと意識レベルを向
上させる最良の方法はトレーニングです。
これにより、2つのホイ
ールのメリットを十分に理解し、
ライディング体験を心から楽し

イタリアン・ヴェスティボロジー協
会の会長であるジョルジオ・グイデ
ッチ教授は、熱心なドゥカティスタ
である。

34

むことができます。
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本当に重要なことに視線を
合わせることを学ぶ。

この科学と情熱の出会いにより、
ライ
ダーのパフォーマンスと安全性を向上
させるためのトレーニングと研究のイ
ニシアチブが生まれた。

Eye Tracking

視覚認知力を高めるために、目を鍛えることは可能です
か？
私たちの研究から得られたもっとも重要な結論の１つ
が、それに対する「はい」
という答えです。もし、正しく教
え、
トレーニングを行うなら、
プロフェッショナルではな
いライダーたちも能力を向上させ、選択的および一般
的な注意力の両方を高めることができます。イタリアの
高速道路警察隊と協力し、私たちはトレーニング・プロ
グラムの定義につながる実験を行いました。モニター
を使って行う10分から15分のトレーニングを2週間繰り
返すだけで、サッカードの回数を半分に減らし、路上で
のパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
ドゥカティとのコラボレーションは、
どの程度重要なので
すか？
最初の利点は、もちろん科学的側面に関係しています。
ドゥカティのおかげで、私たちの研究に喜んで協力して
くれるプロやアマチュアのライダーが集まりました。そ
して、国際的な研究の最前線で、オール・イタリアンのチ
ームが先導するというプライドも満足できました。長年
のドゥカティ・ファンである私たちにとって、
ドゥカティと
共同研究できることは本当に貴重な体験です。

モーターサイクルでこれを行うことが重要なのはなぜで
すか？
視覚面の情報収集力を高められれば、環境認識力も高
めることができます。軌道を正確に辿ることができれば、
パフォーマンスも向上します。私たちの研究によれば、
プ
ロのライダーは完璧な視覚戦略をほぼ瞬時に選択でき
るようです。同じルートを走行していても、
プロのライダ
ーはアマチュアに比べてはるかにサッカードの回数が
少ないのです。
アイ・トラッキングの技術は、科学研究の世界では明確な結果が出て
います。サーキット、オンロード、オフロードで行われるモータースポ
ーツ関連のライディングコースに、
この技術を使用することにより、最
先端のトレーニングを実施することが可能になります。

テクニックをマスターし、バイクの
周囲に気をつけること。
これこそ、
ライダーの安全に大きな差を生
み出す2つの要素なのです。

初期段階の科学的調査には、プロライダー、アマチュア、そしてライダー
以外の人たちを含む、200人以上が対象として選ばれました。
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DREの世界

International DRE

オンロード、
エンデ
ューロ、サーキット：
さまざまな国で、
あらゆる路面で。
情熱は成長と拡大を続け、新しい道を切
り開き、境界を打ち破る。革新的で楽しみ
に溢れたプログラムを活用してライディ
ング・テクニックの向上を図るため2003
年に立ち上げられたDREのコースは、現
在では5つの大陸で提供されるまでに成
長し、世界中のモーターサイクリストたち
のパフォーマンスと安全向上に貢献して
いる。サーキット、オンロード、オフロード
の別を問わず、また米国、
ヨーロッパ、極
東などの開催地を問わず、DREコースへ
の参加は、
プロフェッショナルなインスト
ラクターから構成されるチーム、すばらし
いロケーション、最新のドゥカティ・モデ
ルに試乗することができる機会などによ
って、忘れられない体験となっている。
し
かし何より、DREをユニークなものにし
ているのは、そこで得られる楽しみやスリ
リングな体験とともに、参加者がバイクと
一体化し、大きなドゥカティ・ファミリーの
一員であると実感し、情熱を共有する満
足感である。

人々をドゥカティ・ライディング・エクス
ペリエンスへと駆り立てるのは、彼らの
情熱である。目の前には、夢を生きる
ための道が限りなく広がっている。
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DRE Enduro

ヨーロッパと米国で開催
されるDREエンデューロ
一部の人々は、世界とはモーターサ
イクルに乗って旅する無限の道の集
合体だと考えている。発見の楽しみ
を満喫し、他人がしない冒険を愛す
る、そんなライダーたちのためにこ
そ、DREエンデューロは存在する。ベ
ッペ・グアリーニがコーディネートを
行うDREエンデューロは、
アドベンチ

ャー・ツーリングのテクニックとオフ
ロード・ライディングの秘訣を教える
ためのコースである。それと同時に、
世界でもっとも魅力的な土地を巡る
夢のような旅を楽しみ、ムルティスト
ラーダに搭載されたテクノロジーと
使い勝手の良さを追求することもで
きる。

状況や場所がどうであれ、
大事なことは発見を求めて
出発することだ。

DREインストラクターによる注意
深い監督の下、大自然の環境の中
で、オフロード体験のテクニックを
練習してマスターする。
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DRE Enduro

人里離れて

雪に覆われた米国ロッキー山脈の
頂上から、伝説的なスパ・フランコ
ルシャンの森を経由し、オランダの
干拓地の鏡のように広がる水平線
まで。DRE エンデューロが走る道
には、新しい驚きの世界が待ってい
る。
アスファルト、砂、土、グラベルなど
を走るDREエンデューロは、冒険、

スコーピオン・ラリー・タイヤを装着するムルティスト
ラーダ・エンデューロ1260は、DREエンデューロの
花形である。

発見、自由に溢れている。使用する
のはムルティストラーダ・ファミリー
で、インストラクターとして同行する
のはプロのチーム、それを統括する
のは冒険の達人であるベッペ・グア
リーニだ。
障害物の克服、荒れた路面でのブレ
ーキング、砂漠によく見られる不整
地での走行。オフロード・ライディン
バイクとの一体化を目指すDREエンデューロの参加者
は、ムルティストラーダが備える無限のポテンシャルを
心ゆくまで楽しむことを学ぶ。
このオールインワン・バイ
クは、長距離走行におけるパフォーマンス、快適性、使い
勝手の良さの面で際立っている。完璧な旅のパートナー
であり、
どのような道であっても新しい発見のある場所
へと導いてくれる。

ムルティストラーダ・エンデューロ1260の
詳細を見る。

グのテクニックを磨くと、バイクのコ
ントロール能力が向上し、冒険の楽
しみを引き上げることにつながる。
しかし、それだけではない。オフロ
ードでのテクニックが向上すると、
オンロードでのライディングもうま
くなる。

ライディングを楽しむことができる
と、バイクそのものを楽しむことも
できる。
ライダーとしての能力向上
に取り組むと、バイクがあなたのラ
イディングを引き上げてくれる。
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DREエンデューロは、
アドベンチャーが始まるところ。
そして、冒険は決して終わらない。
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DRE Enduro

DREエンデューロは、自信を持っ
て走ることを学びたいビギナーも、
さらに上を目指す経験豊富な冒険
者たちも対象とする。

2020 年に開催されるDREエン
デューロ・アカデミーの全スケジュ
ールを確認して予約する。

オフロードをゆくとき、荷重配分は
決定的な重要性を持つ。DREエン
デューロで、ライダーは完璧なバラ
ンスを維持することを目指す。

44

DREエンデューロに参加するためには、5つの大陸

のグループに分けられたあと、DREインストラクタ
ーの監督下で実践的な練習やオフロード走行を重
ね、正しいライディング・ポジションやトラクション
の使い方などといった秘訣を学び、モーターサイク
ルの楽しさと自然の魅力を実感する体験を重ねる。

を横断する必要はない。指導内容は、
グリップの低い
路面でも自信を持ってバイクをコントロールしたい
ビギナーから、エキスパート・ライダーのテクニック
を学びたい人たちまで、あらゆるレベルのライダー
を対象としている。参加者は、経験に基づいて少人数
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ロード・アカデミー：
思いのままに
バイクをコントロール！
DREロードは、
ライダーのテクニックを向上させ、バイク
との完璧な調和を実現することを目的としている。

初心者および経験豊富なエキスパ
ート・ライダーの両方を受講対象と
するDREロードは、実際のサーキッ
トでドゥカティの新車に乗り、テクニ
ックとライディング意識を磨くコース
である。DRE インストラクターによ
る指導の下、参加者はパドックエリ
アでスキルとコントロールの練習を
重ね、続いて開催される長く楽しい
サーキット・セッションでライディン
グがどのように改善したのかを実感
することができる。DREロードはま
た、3種類のDREコースのなかで唯
一、先端的テクノロジーを搭載する
ディアベル、Xディアベル、ムルティス
トラーダ、モンスター、ハイパーモタ
ード、スーパースポーツ、スクランブ
ラー、ストリートファイターの最新モ
デルを試乗できる場でもある。

2020年に開催されるDREロード・

アカデミーの全スケジュールを確認
して予約する。
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DREレーストラックを

寧波サーキットで開催

DRE Racetrack

DREレーストラック・
チーム、世界でもっと
も強い絆で結ばれたド
ゥカティ・コミュニティ
と出会う。

中国の寧波国際サーキッ
トで行われた DREレース
トラックでは、熱意と情熱
がフルスロットルで発揮さ
れた。
中国東部に位置するこのサ
ーキットには、アドレナリン
の嵐が吹き荒れた。野心に
溢れたレーサー志願者とド
ゥカティ・チャイナ・パニガ
ーレ・カップの参加者は、寧
波 国 際 サ ーキットで、ダリ
オ・マルチェッティと彼の率
いるDREレーストラック・イ
ンストラクターと顔を合わ
せた。彼らの目標は？サーキ
ット走行のテクニックと秘訣
を学ぶこと。近年、スピード
への情熱は中国において急
速に盛り上がりを見せてい
る。
ドゥカティの人気もそれ
に連れて高まっており、サー
キット走行に慣れ、類まれな
ドゥカティ・バイクの性能を
引き出したいと、DREレー
ストラックに参加する受講
者の数も増加の一途を辿っ
ている。

DREレーストラックで
は、まずプロのアドバ
イスを聞いてコツを学
ぶ……

……その後は、サーキ
ットでの実践練習！
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プロと同じように国際
サーキットを走行する。
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理論面のブリーフィングとドゥカティ・スーパーバイクを使った実地
セッションにより、DREレーストラックの参加者はレーシング・スピ
リットを高め、コーナリング・スピードを引き上げ、加速性能をフル
活用し、
ライディングをスムーズにして最高のパフォーマンスを追
求する。

DREレーストラックは、
サーキット走行のスリル
を求める人々に特 化し
たDREエクスペリエンス
である。

2020年に開催されるDREレースト

ラック・アカデミーの全スケジュール
を確認して予約する。
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DRE Rookie

安全と楽しみ

DRE ROOKIE
ACADEMY
モーターサイクル業界初の試みと
して、
ドゥカティは若いライダーに
理想的なライディングの方法を教
え、安全性を高めようとしている。

DREルーキーは、若年層ライダーおよび制限付き二輪免許のオ
ーナーたちを念頭に設計された、新しいDREアカデミーのコース
である。
技術的な要素を取り入れた教育プログラムを中心に開発された
DREルーキーは、実際のライダーが使う走りのコツを教え、安全
で楽しくポテンシャルを発揮できるようにすることを目的としてい
る。

DREルーキーは「セーフティ・プロジェクト」から誕生したもので、
若者の間に責任感と安全なライディングを定着させるというドゥ
カティの取り組みを強調するものだ。

2020年、このコースは正式にDREカレンダーに加えられた。プ
ロフェッショナルなDREアカデミーのインストラクターが、経験豊
富なライダーであるアンドレア・ピリロの助言を受けながら、カリ
キュラムを調整し、テストを繰り返してきたプログラムを採用して
いる。
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これにより、理論と実践、
トレーニ
ングと楽しみを組み合わせたユニ
ークで傑出したドゥカティ・ライディ
ング・アカデミーが、若年層にも提
供されるようになった。
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DREルーキーのようなコースが、
なぜ若いライダーたちにとって大
事なのでしょう？

YouTuber（ユーチューバー）
であり、
ドゥカティのブランド・
アンバサダーを務めるアンド
レア・ピリロが、DRE ルーキ
ーについて語ってくれた。

DREを受講すると、エンジンをかけ
てから降りるまで、モーターサイク
ルの仕組みを理解することができま
す。
クラッチの使い方、
とくにカーブ
での正しいライディング・ポジション
の作り方、
ドゥカティに搭載される高
度なエレクトロニクス・システムの
活用法なども学びます。
さらに、
日常
的な走行で遭遇する可能性がある
危険な状況でどう対応するのかを
練習することにより、危険を意識して
走行できるようになります。

START
YOUR
EVOLUTION
54

DRE Rookie

あなたのファンは、
あなたのアクロ
バット走行が大好きです。
ファンの
方々に対して、安全性がつねに最
重要であることを、
どのようにして
説明しますか？
成長するに従って、私たちは多くの
ことを学びます。かつて、私はプロ
テクターなどにまったく注意を払わ
ず、ただ単にバイクが重くなるだけ
だと思っていました。
しかし、今はそ
れがとても重要だと分かりましたの
で、バイクに乗るときは、バック・プ
ロテクター、エルボーガード、
ライデ
ィング用のグローブやパンツなどを
必ず身につけています。安全とはま
た、ライディングを場所と状況に合
わせることでもあります。サーキット
などの管理された環境ではなく、公
道を走るときは、路面により多くの
注意を向けなければなりません。

バイクに初挑戦してみたいと思う
人に、
どのようなアドバイスをしま
すか？
モーターサイクルは、エモーショナ
ルで素晴らしい世界を体験すること
ができます。最初のアドバイスとし
ては「この世界にまず踏み出してく
ださい」
ということです。少し危険だ
と思って躊躇している場合は、DRE
コースを受けてみれば、誰もが楽し
く安全にライディング7できることが
わかります。

Now Live
モンスター797、
モンスター821、
ハイパーモタード、スーパース
ポーツが待っています。あなたも
DREを受講しませんか？

2020年に開催されるDREルーキー・
アカデミーの全スケジュールを確認し
て予約する。
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Desmo Owners Clubs

ドゥカティをこよなく
愛するファミリー
世界のあらゆる大陸に広がり、その数が250
を超えるDOCは、
ドゥカティの世界で情熱の
火をともし続けている。ドゥカティスタが誇
りとするミーティングと共有の場であるデス
モ・オーナーズ・クラブは、特別な体験、新し
い友情、この上ない楽しみ、そしてもちろん
赤いバイクを中心とした集まりだ。レッドライ
ン・マガジン最新号の発行にあたり、私たち
は世界中で3万人を超える会員を代表して、5
人の DOC 会長（ザック、リサ、アンジェ、ヘル
ミナ、マティア）に話を聞いた。クラブがいか
に情熱の発信源となっているのか、なぜドゥ
カティのコミュニティが傑出しているのか、彼
らの言葉に耳を傾けてみよう。

DOCをつなぐ
56
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Desmo Owners Clubs

情熱よりもすばらしいものとは？
それを分かち合うこと！

あなたの DOC は、何が特別です
か？

リサ_ 私が所属するDOC は１年前

にできたばかりですが、さまざまな
メンバーがいます。私たちは、メン
バー同士、そしてメンバーが乗るド
ゥカティを尊敬しています。

DOCの体験のなかで、もっとも素

晴らしいと思うのは、
どんなことで
すか？
ザック_メンバーの寛容さとサポー

トですね。北カリフォルニアの大自
然は、
リラックスして自然を探求する
ツアーでも、エキサイティングなグラ
ンドキャニオンでの走行でも、実に
素晴らしい背景を提供してくれます。

ザック_まさに「ファミリー」
と表現で

きるドゥカティスタのつながりや協
力関係、そして美しく芸術的なデザ
インを纏ったモーターサイクルに乗
る楽しみです。

マティア_DOCはすべてが特別な存

在で、それぞれユニークな特徴を備
えています。フレンドリーな雰囲気、
旅への思い、そしてドゥカティへの情
熱によって私たちは集っています。

アンジェ_ 私にとってDOCとは、す

べてのメンバーで情熱を共有する
ことです！私たちはドゥカティに乗っ
ているという理由で集まっています
ので、
ドゥカティスタに対する愛情を
共有する人々とつながり、仲良くなり
たいと思っています。
メンバーは、家
族のような存在です！

ヘルミナ・ステルジャイ
（ドゥカティ・クラブ・スロベニア）

アンジェ_私たちのチームは聡明で
ヘルミナ_ 私と同じようなクレイジ

ーな人間がいるなんて思いません
でした。
ドゥカティ・クラブ・スロベ
ニアのイベントに初めて参加したと
き、そう思いました。それはドゥカテ
ィとの結婚式のようなもので、決し
て忘れることができません。

アンジェ・リチャードソン
（ニュージーランドDOC）

58

モチベーションが高く才能豊かなツ
アーディレクターやイベント・オーガ
ナイザーたちから構成されており、
ニュージーランドに住むドゥカティ
スタたちの基準となっています。チ
ーム・スピリット、誠実さ、情熱のす
ばらしい実例でもあります。
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Desmo Owners Clubs

ザック・ベーコン
（サクラメントDOC）

最後に伺います。
なぜドゥカティなのですか？
ヘルミナ_最初に乗ったバイクがモン
スターで、これこそが私のバイクだと
思いました。それから最初に気になっ
たスポーツバイクは 999、恋に落ちた
のは1098でした。
ドゥカティは私の世
界を変えてくれました。

ザック_あなたも、
ドゥカティのバイク

を見たり、音を聞いたりしたことがある
でしょう？それが理由ですよ！ドゥカテ
ィのエグゾースト・サウンドを聞くだけ
で満足感を感じるんです。それは、私
の中の何かを刺激し、一旦それを感じ
てしまったら、そこから逃れることはで
きなくなります。

ドゥカティ・ファミリーの一員である
ことを実感するのは、
どのようなと
きですか？
リサ_ 世界中でコミュニティを作る
ため、DOC はつねに宣伝を行い、

リサ _ すばらしいバイクだからという

新しいクラブの設立を推奨していま
す。私たちはドゥカティの素晴らしい
バイクを愛しており、同じ情熱を持
つ人々と会い、話したいという気持
ちを持っています。

理由だけではありません。ライダーや
エンスージアストたちの世界的なコミ
ュニティの存在は、この素晴らしいブ
ランドの世界に大きな意味をもたらし
ています。

リサ・ベネット
（ノーステキサスDOC）
アンジェ_DOC NZの会長として、

アンジェ_ドゥカティは、高度なクラフ

アイデアやストーリー、機会を提供
してくれる、DOC本部のサポートに
感謝しています。彼らには、つねに「
ファミリー」の一員として大事にして
くれる姿勢を感じることができます！

トマンシップ、洗練された品質、超一
流のパフォーマンス、類まれなスタイ
ルという伝統を持っているからです。

マティア_ドゥカティが1番だからです。

他のバイクを所有したことはありませ
んし、その気もないです。
ドゥカティは、
私の心に訴えかけてきます。
ドゥカティ
を購入するという行為とは、バイクだ
けでなくその世界を手に入れるという
ことなんです！

ヘルミナ_もっとも熱狂的なドゥカ

ティスタが集う、ワールド・プレジデ
ンツ・ミーティングはすばらしいで
すね。ワールド・ドゥカティ・ウィーク
は、私たちにとって聖地巡礼のよう
なものです！

DOCイベントカレンダーを表示して、
最寄りのクラブを見つける。
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2020年は、ファビオ・タリオーニ生誕100年の節目。
ドゥカティの
歴史と技術面の進化において、最初の明確な道標を打ち立てた
デザイナーだ。
タリオーニはエンジニアだが、ボルゴパニガーレ
の技術者とともに、モーターサイクル業界全体に刺激を与え続け
るアイデアを生み出したビジョンの男でもある。彼の並外れた直
感は、
この世界に大きな貢献を果たしている。量と質の両面で数
多くの貴重な遺産を残したファビオ・タリオーニは、
もはや実在の
人物というよりは伝説的な存在に近い。
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タルタリーニとモネッティの偉業は、
ドゥカティの世界的販売ネットワーク

「快進撃の始まり」
ファビオ・タリオーニ

開発の基盤となった。

ッシが、125クラスにはジュリアー
ノ・マーギが出場し、マーギが総
合優勝を飾った。マリアンナは、
後に数多くの勝利を手にするプ
ロジェクトや製品のベースとなっ
た。その 1 例がグランプリ125で、

1953 年、イタリアは経済の爆発

初期モデルはダブルシャフトを

的な発展に向けて走り始めてい

採用していたが、後にトリプルシ

た。
この時期、
「メイド・イン・イタ

ャフトのデスモ仕様に変更。
これ

リア」は世界の注目と興味を集め

はデスモドロミック・バルブ・コン

始めていた。国の管理下で5年を

トロール・システムを搭載した最

過ごしたドゥカティは、いまこそ

初のドゥカティとなった。

未来に革命を起こす時だと判断

ジャンニ・デリ・アントーニが走ら

した。
ドゥカティは、1926年にドゥ

せた125デスモは、1956年のスウ

カティ三兄弟が創立した会社の

ェーデンGPを初参戦で制覇。ラ

直系であるドゥカティ・エレットロ
テクニカと、モーターサイクルお
よび関連製品の製造に特化する

心的でもあったこの若きデザイ

ドゥカティ・メカニカの 2 社に分

ナーは、新たなチャンスを捉え、

割された。

モンターノの要請に応えて半年
間の無給労働も受け入れた。

ドゥカティ・メカニカの新社長に

イバルを超える圧倒的なポテン

ファビオ・タリオーニがドゥカテ

シャルを見せつけた。

ィで生み出した最初のバイク、
グ
ラン・スポルト100マリアンナ。

その後、1958 年に発表された 175
アメリカーノ、そして米国の輸入業
マリアンナと125 デスモの輝かしい

者であったジョー・バーリナーの要

成功により、
ドゥカティ・ブランドは大

請によって開発され1962年に誕生

きな注目を集めた。

した250スクランブラーが続いた。

就任したジュゼッペ・モンターノ

タリオーニが最初に手がけたド

は明確なビジョンを持って会社

ゥカティはグラン・スポルト100

の経営に乗りだし、サーキットと

マリアンナ。当時盛んだったミラ

公道の両方で勝つためのモータ

ノ・ターラントやモトジーロ・ディ

ーサイクルの開発を開始した。

タリアなどの長距離レースで勝

チェカート社とモンディアル社で

利を収め、
ドゥカティの名前を一

経験を積んだ若き天才技術者、
フ

般に広めるというたった1つの目

ァビオ・タリオーニに目を付けた

的のために作られたレーシング

のも彼だった。

1957年、タリオーニはマリアンナ

ャルライダーのレオポルド・タル

バイクである。

から刺激を受けたロードモデル

タリーニと、彼の幼馴染みだった

である100スポルトおよび125ス

ジョルジオ・モネッティ。
この 2 人

タリオーニは昔ながらのエンジ

マリアンナ100はすばらしい躍進

ニアだった。彼が技術面で参考

ポルトを開発。
またドゥカティ175

組は、ボローニャで製造されるド

を遂げ、1955 年のモトジーロで

にしたものは、高い信頼性を誇る

は世界一周を果たした初のバイ

ゥカティの信頼性を世界に向け

はモデナのライダーであるジャン

英国製バイクと、
レース界のスタ

クとなった。
この偉業を達成した

て証明し、新しいビジネス・チャ

ニ・デリ・アントーニが活躍。同年

ー的存在であったモトグッツィで

のはドゥカティ・チームのオフィシ

ンスを生み出した。

のミラノ・ターラント・レースでは

あった。才能豊かでありながら野

100クラスにアルベルト・ガンド
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サーキットでの成功
に全世界が注目
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信されていた。
また、
ジーンズ、抗
議運動、ビートルズ、ローリング・

単気筒から二気筒へ

ストーンズの時代でもあった。若
者を惹きつけるため、
ドゥカティ
はスクランブラーをイタリア市場
に投入し、1962バージョンではワ
イドケースの 250 、350 、450cc
エンジンを搭載した。
この判断は大きな成功となって
実を結び、スクランブラーはドゥ
カティ・モーターサイクルの中で
最大のアイコンとなった。
「イージ
ーライダー」のように生きたいと
思うファンにとってのシンボルに
なり、より大きな自由と自己表現
を求める世代に訴求した。

米国での成功を受け、
スクランブラーは
イタリアでも、あらゆる世代のシンボル
となった。

その後、60年代と70年代が到来
する。イタリアを含めて全世界を

若いライダーたちにも手が届く

巻き込んだ大小さまざまな革命

ものであったので、イタリアで開

の中、天才タリオーニのモーター

催された各選手権、およびモデ

サイクルはドゥカティ・ブランドの

ナ、チェゼナティコ、
リミニおよび

拡大に貢献したが、
とくに海外で

リッチョーネの市街地サーキット

は大きな成功を収めていた。
ドゥ
カティとジョー・バーリナーの関
係はより深くなり、
クラシックなア

アポロのエンジンは、後にドゥカティの

メリカン・クルーザーに刺激を受

を発表。1967 年には「ワイドケ

トレードマークとなるL型2気筒を予感

けた大型バイクであるアポロの

ース」と称される単気筒エンジ

させる。

ンを採用した新ファミリーを発

試作品も完成する。

表。
これらは以前レース用バイク
にのみ使われていたデスモドロ
ミック・タイミングシステムを搭

アポロはプロトタイプから先へ

載してい た。この ニューモデル

は進まなかったが、L 型エンジン

は、250 および 350cc のマーク

を搭載する初の 4気筒ドゥカティ

湧き出るアイデアと
ブランドの成長

3D から構成されていた。
「 D 」の

として歴史に名を残している。タ

略号はもちろんデスモの意。天才

リオーニは数年後に、
このモータ

の証を各所に見てとることができ

ーサイクルをベースにしてレース

る。

用の 500GPと公道用の 750GT

これらのバイクは、
フェアリングと

を製作した。

レーシング・エグゾーストを装着
すれば、ただちにレース用バイク

2気筒エンジンに移行する前に、

に変身した。
このように「非公式」

タリオーニは単気筒の中排気量

ではあったが、
ドゥカティは再び

および大排気量車のアップデー

選手権のセンターステージへと

トも行った。1965 年にはパワフ

戻ってきた。その製品は多くは、

ルな 250 マッハ 1と250ダイアナ

68

デスモドロミック・システムを搭載する

で行われた伝説的なシリーズで

マーク3Dに乗り、多くのライダーがレー

あるモト・テンポラーダ・ローマニ

スの世界へと進出した。

ョーラには、数多くのライダーが
参戦した。
この時期は、躍進の時代でもあっ
た。新しいトレンド、
ライフスタイ
ル、ニーズが、米国や英国から発

69
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デスモの夢が現実に

ファビオ・タリオーニ、
ブルーノ・スパ
ッジアーリ、ポール・スマート

L型2気筒は、レースから公道へ
ゴスティーニと750ccのMVアグ
スタが圧倒的有利との下馬評の
中、
ドゥカティはスターティングラ
インに並んだ。そして驚いたこと
に、優勝をさらったのはこのボル
ゴパニガーレのチームだったの
だ。
レースは完全勝利だった。スパ
ッジアーリとスマートはアゴステ
ィーニを抜き去り、大 差をつ け

ドゥカティ工場から数マイルし
か離れていないワークショップ
を本拠地としたNCRチームは、
モンジュイーク24 時間耐久レ
ースで3勝（1973、1975、1980）
をマークするなど、市販車ベー
スのバイクを使ったイタリアお
よびヨーロッパ選手権で数多く
の勝利を収める。
しかし最大の
勝利は 1978 年のツーリスト・ト

レースから10 年間にわたって遠

ロフィーである。

ざかっていたマイク・ヘイルウッ

た。2 人のドゥカティ・ライダーは

だ。

手にし、モーターサイクルの歴史
の1ページを作った。
これは、デス

排気量 750cc のロードバイクの

モドロミック・システムを初搭載

開発に取り組み始める。

した L 型 2 気筒エンジンの、大き
な意義を持った初勝利となった。

こうして誕生したのが 750GTで
ある。これ はドゥカティ最 初 の

この優勝は、
ドゥカティが製造す

750cc大型バイクであり、1972年

るロードバイクの販売台数を大

単 気 筒モデルで 成 功を収 め た

にはデスモドロミック・システム

きく押し上げた。1973 年には、
ド

ファビオ・タリオーニは、その優

を採用して、
「ヨーロッパのデイ

ゥカティのデスモ・スーパースポ

200ミッレ・ミリア・ディ・イモラで750 GTを駆るポール・スマート

れた技術開発能力をさらに開化

シングバイクの長い栄光の歴史

トナ」として知られるようになる

ーツ・ツインとして初の公道走行

させてゆく。その頃、モーターサ

における第一章であり、ボルゴパ

200ミッレ・ミリア・ディ・イモラの

車、750スーパースポーツ・デス

イクル・エンスージアストの間で

ニガーレで行われる研究開発が

初戦に参加した。

モの製造が開始された。
しかし、

は、
日本製の大型バイクが新しい

いまだに基礎とする存在だ。500

基準となりつつあった。単気筒モ

GPは、将来的に発表される生産

200ミッレ・ミリア・ディ・イモラ

一時休止し、その役割をモーター

デルは、
どれだけパワフルであっ

型エンジンの研究用として使わ

は、記憶に残るレースとなった。

サイクル界の 2 人の天才、ジョル

ても充分ではなかったのだ。
日本

れることになるが、シリンダーあ

レース前の 3 週間で、タリオーニ

ジオ・ネポティとリノ・カラッキに

製のマルチシリンダー・モデルと

たり4 バルブの先進的な仕様や

の右腕であったフランコ・ファル

託す。1967年、彼らはNCR（ネポ

競うため、
タリオーニは1970年2

デスモドロミック・タイミングもテ

ネは、4 人のライダーのために 7

ティ・カラッキ・レーシング）
とい

月、サーキットと公道の両方に使

ストされていた。それは、サーキ

台のバイクを急遽用意した。4 人

うチームを創立。
これは腕利きの

う事のできる新しいエンジンの

ットにおいても、アゴスティーニ

の中には、つねにタリオーニの味

メカニックを結集したドリームチ

設計に取りかかる。

が在籍するMV が強さを発揮し

方であった無敵のブルーノ・スパ

ームで、1973年にはドゥカティの

このようにして500 GPが誕生し

ていた時代に、興味深い結果を

ッジアーリ、直前でスカウトした

社外レース部門へと成長。耐久レ

た。
このモデルは、L型2気筒エン

残すことになる。
タリオーニは、
ド

若き英国人ライダー、ポール・ス

ースとスピードレースの両方にド

ジンを搭載したドゥカティ・レー

ゥカティの経営陣とL 型 2 気筒エ

マートもいた。そして4月23日、
ア

ゥカティで参戦した。

70

900に乗

ってマン島シニアTTを制したの

8万5千人のファンの前で勝利を
ンジンに注力することで合意し、

ドが、
ドゥカティNCR

ドゥカティはレースへの参戦を

ヘイルウッドの優勝は、ボルゴパニガ
ーレで製造されるL型2気筒エンジンの
名を世界に知らしめた。
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グランド・フィナーレ：パンタ
からトレリス・フレームへ

ドゥカティにおけるキャリアの最
終期、タリオーニは L 型 2 気筒エ

バー製のコグドベルト駆動とな

らだ。
しかし、1981 年に発表され

ンジンの性能向上に力を注いで

り、大幅な軽量化を実現して、よ

た、市販車のパンタをベースとす

いた。より軽量で、より高性能な

りスムーズでリニアなパワー・デ

る初のレーシングバイク、
ドゥカ

バイクを作り上げようとしていた

リバリーを特徴としていた。フレ

ティ600 TT2は、モーターサイク

のだ。彼が描いていたソリューシ

ームは、モリブデン鋼管を使うト

ルファンの間で絶賛される。きわ

ョンとは、公道用とレース用のバ

レリス構造のおかげで、信じられ

めて軽量で高性能な600 TT2は、

イク両方に、従来のモデルが採用

ないほど軽量であった。

TT2カテゴリーで圧倒的な強さ

していたクラシックなダブルクレ

を発揮した。英国人ライダーであ

ードルよりもさらに軽量なフレー

しかし、
タリオーニの創造的な作

るトニー・ラッターは、マン島 TT

ムを使うというものだ。

品は、ただちにドゥカティスタに

で4連勝を収めたほどである。

よって受け入れられたわけでは
このようにして1978 年に登場し

なかった。500 パンタは、それま

たのが、彼の以前の作品とは根

での伝統的なドゥカティのスタイ

本的に異なるバイク、
ドゥカティ

リングとは大きく異なっていたか

600 TT2を走らせるトニー・ラッター

現代スーパー
バイクの誕生

1984 年には、カテゴリーを上げ
てTT1/F1 選手権に参戦。
ドゥカ
ティ600 TT2は、750 TT1/F1へ

と進化した。
このレーシングマシ

1954年に始まり、30年間にわた

ンは、1984年から1986年の間に

って続いたキャリアにおいて、フ

無敵を誇り、バルセロナ、
ラグナ・

ァビオ・タリオーニ は 幾 多 の す

セカ、デイトナ、
ミサノで優勝をさ

ばらしい数の勝利を手にし、大

らった。

きな脚光を浴びた。会社の運命
を託されて招聘された彼は、貴

500パンタである。エンジンはラ

世界中のサーキットで記憶に残る勝利
ファビオ・
を収めたスター、750 F1は、
タリオーニがドゥカティのためにデザイ
ンした最後の傑作モデルだ。

タリオーニが手がけたモーター

重 な 遺 産と、さまざまなアイデ

サイクルが選手権を制するのは、

アやプロジェクトを世に残した。

それが最後だった。1985年、
ドゥ

それらはブランドの歴史に貢献

カティがカジバ・グループに買収

し、2001年に彼が逝去した後も、

されると、最初の L 型 2 気筒エン

ドゥカティの未来を形作ってい

ジンの時代は終焉を迎えること

る。

になる。会社が新しく力を入れた
のは新設計されたドゥカティ 851
で、このモデルは、タリオーニの
弟子にあたるマッシモ・ボルディ
とジャンルイジ・メンゴリが手が
けた水冷4バルブのデスモクワト
ロ・エンジンを搭載していた。

完璧なデザインと新しいデスモドロミ

このエンジン・レイアウトは、現在

ック・タイミング：パンタのエンジンは、

製造されている数多くのドゥカテ

アイコンとなったドゥカティL型2気筒

ィ製 L 型 2 気筒エンジンに採用さ

エンジンの先駆けである。

れている。
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Mr. Milestone

私たちは、新型パニガーレ V4 25°
アニバー
サリオ916を受け取りに来たフォギーにインタ
ビューして、彼の経歴について話を聞くことが
できた。

Mr.マイルストーン

「フォギー」
という愛称で知られるカール・ジ
ョージ・フォガティは、
スーパーバイク世界選
手権（SBK）でもっとも大きな成功を収めた
ライダーの1人だ。
ドゥカティ在籍時、彼は55
勝を挙げ、世界タイトルを4度手中に収めた
（1994年、1995年、1998年、1999年）。
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当時、あなたと916 が歴史を作り
上げているという意識はありまし
たか？
ドゥカティ916でレースに出ている
ときは、歴史が作られているどころ
か、なにか特別なことが起きている
という気持ちはまったくありません
でした。私たちは勝つことだけを考
えていました。当たり前だと思われ
るかも知れませんが、実際にそうだ
ったのです。各レースで全力を尽く
し、シーズン全体のことよりも、つね
に次の一戦に集中するという感じで
した。

Speed

Mr. Milestone

でした。一部のジャーナリストは、エ
ンジンよりもデザインに予算を使っ
たんじゃないかと言っていました。
それで大丈夫なのか、
って。
でも、レースの結果がその答えを
明確に示していました。916 の強さ
はその美だけではありませんでし
た。記憶に残っている2 番目の瞬間
は、1994年にフィリップ・アイランド
でフィニッシュラインを通過したと
きです。エンジンの奏でる音楽を楽
しみながら、世界の頂点に立った瞬
間です。心臓の鼓動が激しくなって、
思わず笑みがこぼれました。

しかし、いま振り返ってみると、2 つ
の名前（カール・フォガティとドゥカ
ティ916 ）がモータースポーツの世
界でアイコンになり、世界のレーシ
ング・コミュニティで重要なポジショ
ンを占めるようになったことは理解
しています。本当に誇りに思ってい
ます。正直なところ、
レースに勝つこ
とだけが、すべてだとは思っていま
せん。
アイコンとなるためには、際立
ったキャラクターと献身的な努力が
必要なのです。歴史は才能を見いだ
しますが、違いを生み出すのは努力
なんです。

あなたがとくに語っておきたい、
916との記憶に残る瞬間はありま
すか？

「やあ、久しぶりだね
相棒！」

このバイクとの関係において、思い
出すと思わず笑顔になってしまう、2
つの瞬間がありますね。最初は、
ド
ニントンのガレージで初めて目にし
たとき。サーキットを走らせるには、
あまりに美しいと思いました。接触
させたり、
クラッシュさせたりするの
が怖くなったくらいです。その頃の
動画を見てみると、916はエイリアン
か、
まったく新しい何かに思えるくら
い、他のバイクからは際立った存在
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Mr. Milestone

走らせてみるのが
待ち遠しい

新型パニガーレV4 25°
アニバー
サリオ916を見たとき、
どう思いま
した？
あれからもう25 年も経ったのかと
思いましたね！
冗談はさておき、パニガーレ V4 25°
アニバーサリオ916には圧倒されま
した。素晴らしいスタイルですね。
これは、
ドゥカティの最新モデルで
すが、1番のゼッケンとフォギーのロ
ゴ、そしてマグネシウム・ホイールの
カラーは当時のままです。
しかしこのバイクは、圧倒的サウン
ドを奏でるV4 エンジンからシャシ
まで、斬新なスペシャルパーツを採
用しています。
走らせてみるのが待ち遠しいです
よ。偉大な美しいバイクです。

パニガーレ V4 25°
アニバーサリオ
916の詳細を見る。
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Scott Redding

最初にスペイン。次に Moto2 から
MotoGPへと昇格。彼のレース人生
は、もっぱら故郷から遠く離れた所
で展開してきたが、スコット・レディ
ングにとって英国はつねに大事な
役割を果たしてきた。

ロック魂
グロスターシャー出身の彼は、2008
年6月22日、英国GPの125ccクラス
を制し、全カテゴリーを通じて史上
最年少のウィナーとなったとき、ま
だ15歳だった。11年後、彼は2019年
のベネッツ・ブリティッシュ・スーパ
ーバイク選手権のチャンピオンとな
ったが、
これも英国が舞台となった。
レディングが再び世界のステージ
に戻ってこようとしている。Aruba.
it Racing – Ducatiチームと契約
を交わし、同じ国のチームメイトで
あるチャズ・デイビスとともに2020
年 のス ー パ ー バ イク世 界 選 手 権
（SBK）に参戦するのだ。

「マッド・キング」
万歳
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Scott Redding

たかがロック、
されどロック

スコット、
あなたは2019年にBSB
選手権参戦のため英国に戻ってき
たわけですが、
どんな年でしたか？

BSB 選手権で走ったことはなかっ
たし、サーキットの8割は初めて走る
コースなので、大きな挑戦でありプ
レッシャーも大きかったですね。い
い意味でのプレッシャーでしたが。
誰よりも速く走ることができ、チーム
の雰囲気も、マシンも最高でした。
それらの結果として、
タイトルを手に
したのです。本音を言えば、キャリア
のもっと早い段階で達成すべきだっ
たと思います。

BSBパニガーレV4 Rの感触はど
うでしたか？
テストした瞬間に、
これは優勝でき
るマシンだと感じました。非常に良
いフィーリングでした。BSB のコー
スでいちばん乗りやすいマシンとは
言えないかもしれませんが、僕にと
っては勝つポテンシャルがあること
が重要でしたから。

ある意味、驚きの連続でした。イギリ
スに戻り、ファンの声援を感じなが
ら、またエレクトロニクスに頼らず
に走るのがこんなに楽しいとは思っ
ていませんでした。MotoGPでの長
い年月を経て再びスーパーバイク
に乗ると、昔ながらのレースに戻っ
てきたような気がして、本当に楽し
むことができました。

未来について話しましょう。今年は
ドゥカティコルセに在籍してSBK
を戦うわけですが、
この先は何を
見据えていますか？
目標は、世界タイトルを獲得するこ
とです。簡単ではないことは分かっ
ていますし、2019年には確かにいろ
んなことが起きました。でも勝てる
チャンスがあると信じていますし、そ
うでなかったらドゥカティのオファ
ーは受けませんでした。

今がキャリア
の頂点！

僕はまだ 26 歳で、コンディションも
万全で、キャリアの頂点にあると思
います。
ドゥカティとArubaチームの
サポートがあれば、最初の年からチ
ャンピオンにチャレンジする価値は
あると思います。
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ために
勝つ

Speed

チームメイトのチャズ・デイビスに
メッセージはありますか？

のファンのためにも、良い結果を出
したいですね。

小さい頃、チャズと私はミニモト選
手権でいっしょに走っていたんです
よ。
とても仲が良くて。知り合いが在
籍しているチームに加わることは、
素晴らしいことです。彼は、謙虚だ
し、あらゆる面で良い人ですから。

僕みたいなライダーが一人位いて
も、
ファンの人たちは喜んでくれると
思います。良い年にして、素晴らしい
結果を残し、サーキットの外でもた
くさん楽しみたいですね。

Scott Redding

僕だけでなく、チーム全体にとって
も、チャズにとっても強みになると
思います。彼へのメッセージは、一
緒に全力を尽くしてシーズンを戦お
う、
ということですね。

レオン・キャミヤがバルニ・レーシ
ングのマシンに乗りますから、来季
はドゥカティに乗る英国人ライダー
が3人になりますね。
これは、
とくにマシンの開発面で、
ド
ゥカティにとっては有利だと思いま
す。素晴らしいライダーであれば、パ
ニガーレの戦闘力を引き上げること
ができるはずです。
レオンと過ごす
時間も増えるでしょう。各ライダー用
に異なるマシンを作るのではなく、
全員が共有する1 つのパッケージを
目指すことが重要です。全員で良い
仕事をすれば、3人のうち1人はタイ
トルを獲得できると思います。

2019年の
BSBトップ3
スコット・レディング、
ジョシュ・ブルックス、
トミー・ブライドウェル

あなたは情熱的なドゥカティスタ
の声援を受けるでしょうね。
どんな
気分ですか？
僕がレースをする理由の1つは、
ファ
ンの声援に応えるためです。結局の
ところ、
レースはエンターテインメン
トであり、それが人々が見に来る理
由です。サーキットの中でも外でも
楽しみを提供したいですし、それが
できるのは僕の個性で強みだと考
えています。
ドゥカティを応援してく
れる世界中の、そして特にイタリア

Aruba.it Racing - Ducati
チームの詳細を見る。
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ドラゴンの年
ドゥカティ・チャイナ・パニガーレ・カップは、中国で初め
て開催される公式ドゥカティ・ワンメイク・レース・シリーズ
だ。
ここでは、
ドゥカティ・レッドの旗と中国の赤い国旗が、
同時に掲げられた。
ボルゴパニガーレと中国という2つの世界がこれほど近くなったことは、
いまだかつてなかった。急成長を遂げている情熱と熱狂的なコミュニテ
ィ。中国は、
ドゥカティのレースの歴史における新しい舞台となりそうだ。
ドゥカティ・チャイナ・パニガーレ・カップ（DCPC）は、
ドゥカティによる中
国初のワンメイク・レースであり、現地のドゥカティ・ライダーにユニーク
な体験を提供するために立ち上げられた野心的プロジェクトだ。彼らは、
他に類を見ないドゥカティDNAが生み出すアドレナリンを体験しなが
ら、
プロフェッショナルなレーサーの気分を味わうことができる。

China Panigale Cup
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1 6 人 のライダー、4 つ の サ ーキ
ット、8 つのラウンド。2019 年の
DCPCは、エキサイティングな素晴
らしいシリーズとなり、情熱、
スピー
ド、闘争心に満ちていた。
初開催されたドゥカティ・チャイナ・パニガーレ・カップ
は、2019年の3月から10月にかけて開催された。
まずは、
一流のインストラクターを揃えた特別なDREレーストラ
ックのセッションからイベントが始まった。そこにはDRE
レーストラックのテクニカル・ディレクター兼ドゥカティ・
ライダーズ・スクールのマネージャーであるダリオ・マル
ケッティや、インストラクターでドゥカティのオフィシャ
ル・テストライダーでもあるアレッサンドロ・ヴァリアも顔
を揃えた。
セッションの目標は、
これからDCPCを走るライダーたち
にサーキット走行の秘訣とテクニックを伝授し、959パニ
ガーレのポテンシャルを最大に引き出してもらうことだ。
16 人の参加者は、
ドゥカティの公式レーシングスーツと
SUOMY 製ヘルメットを着用し、専用のカラーリングを
纏い、ピレリ製レーシングタイヤ、アクラポヴィッチ製エ
グゾーストなどを装備した959パニガーレのスペシャル
バージョンを走らせた。
ドゥカティ・チャイナとランキング・レーシング・モーター
スポーツ社（天津）が共同運営したDCPCラウンドの4戦
は、FIA中国F4選手権やパン・デルタ・スーパー・レーシ
ング・フェスティバルといった主要なモータースポーツ・
イベントと一緒に開催されたため、多くの観客がこのレ
ースを見守った。
レースの参加者は、本物のプロレーサ
ー気分を楽しむことが可能だ。
レース中には、
メカニック
が1対1のパーソナライズされたテクニカルサポートを提
供し、
レース後には世界選手権さながらのデブリーフィ
ングが行われ、素晴らしいホスピタリティ・サービスも提
供された。

記念すべき2019 DCPCチャン
ピオンの座を手にしたのは、
Mr. Ye Jiayuだ。僅差の2位
は、唯一の女性ライダーである
Ms. Jia Tianshuangとなっ
た。

90

China Panigale Cup

Redline Magazine

Speed

China Panigale Cup

DCPC は中国モータース
ポーツの発展に大きく貢
献し、現地のドゥカティスタ
に一生に一度の体験を提
供した。

初年度が成功を収めたことで、22 人のアマチュア・ライ
ダーを集める2020年のチャイナ・パニガーレ・カップの
準備が進行中である。
2019年版との相違点は、チームの参戦が認められること
だ。
したがって、
ライダーは個人とチームの別を問わず、
同じ高品質パッケージ、すなわちレース仕様の959パニ
ガーレ、
ドゥカティのレーシング・スーツ、出走準備やテク
ニカル・パフォーマンス分析といったオフィシャル・テク
ニカルサポート、そして各人の好みに合わせて柔軟性を
持たせたレース中のホスピタリティ・サービスなどが提
供される。
ドゥカティ・チャイナ・パニガーレ・カップは、中国におけ
るモータースポーツ開発の重要なステップであり、未来
を見据えた挑戦でもある。
ドゥカティ・チャイナのゼネラ
ル・マネージャーであるファブリッツィオ・カッツォーリ
は、2019年におけるDCPCの成功について、次のように
コメントしている。
「今回開催されたパニガーレ・カップ
は、
ライダーたちが示した笑顔とスポーツマンシップに、
そのすべてが集約されています。サーキットではライバ
ルとして、そしてガレージでは友人として触れあえること
は、ボルゴパニガーレで育まれ、中国をはじめとする世
界各地のファンに浸透している、真のドゥカティ・スピリッ
トに基づくものです」

2020ドゥカティ・チャイナ・パニガー
レ・カップに関する詳細は、
ウェブサイト
（www.ducatichina.cn）から入手
可能。

92

Redline Magazine

Speed

AGAINST
THE
CLOCK
94

Domme & Dovi

ドミニク・パリス
アンドレア・ドヴィツィオーゾ
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スピードに
すべてを捧げる
レーサーとしての人生
頂点を極めるには、時間が掛かる。
スピードの世界で実績を重ね、時計
との戦いで勝利をおさめてきたア
スリートであるドミニク・パリス（ア
ルペンスキー・レーサー）
とアンドレ
ア・ドヴィツィオーゾの 2 人も、それ
をよく理解している。彼らにとって、“
一瞬”の違いが勝利と敗退を分け
る。
しかしそれは、何時間、何週間、
何ヶ月にもわたる厳しい鍛錬と入念
な準備の上にある“一瞬”なのだ。時
計を横目で見ながら走り、つねに最
高のパフォーマンスを追求すること
は、スキーヤーにとってもモーター
サイクリストにとっても大事である。
この 2 人のスターはまったく異なる
タイプではあるが、
この貴重なダブ
ル・インタビューで分かるとおり、驚
くほど似通った人生を生きている。
あなたとスピードとの関係を教えて
ください。
ドミニク- 子供の頃からスキーは得
意で、つねに最高のスピードを追求

してきました。やがて、若いアスリー
トとしてスピード競技で自分のスキ
ルを測るようになったのです。ダウ
ンヒル・スキーに向いていると分か
ったのはそのときです。
アンドレア - モータースポーツは極
限のスピードを追い求めるもので
すが、私にとって究極の感覚とは、
マシンとの間に存在する関係です。
マシンの限界を引き出して一体とな
る感覚を実現するのは、ただ単にス
ピードを追求するのとは少し違うん
です。
速さを実現するのはどんな気分です
か？
ドミニク - 時間の追い込みかたを
理解していないとできませんね。勝
つことは、異なる要素の組み合わせ
の結果なんです。純粋にスピードも
大事ですが、戦略やコースなども関
係するし……勝利を収めることがで
きれば、つまり他人を上回ることが
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できたら、その満足感は言葉では表
せないですね。
アンドレア - 他の人々よりもよい結
果を出すというのは、特別なことで
す。自分が優れているという気持ち
になりますが、それは極限的な感情
で、素晴らしいと同時にクレイジー
でもあります。その気持ちはパフォ
ーマンス面におけるモチベーション
となり、自分が持っている能力のす
べてを引き出す助けとなります。
怖いと思ったことはありますか？
ドミニク - いや、一度もないですね。
とはいえ、スロープと他のアスリー
トたちをつねに尊重しないといけ
ません。
アンドレア - つねに思っています。
しかしアスリートの人生に恐怖はつ
きものだと思いますし、きちんと管
理ができれば、それはミスを避ける
ため役立ちます。
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Domme & Dovi

細部への
注意

自分が競技で使うものに関して、
どれくらい
注意を払いますか？
ドミニク - 道具は基本です。私とともに行動
してサポートしてくれるプロと一緒に手入
れをします。滑るのは私ですが、彼は私の
信頼できる
「メカニック」なんです。
道具や装備に自信が持てないと、限界を超
えることはできません。

33歳のアンドレア・ドヴィツィオーゾは、
ドゥ
カティコルセに在籍してMotoGP世界選手
権に参戦した過去7シーズンで、通算1,400
ポイントを超える得点を獲得している。

アンドレア - きわめて用心深くチェックしま
す。注意を怠らないで、絶対的な完璧を目
指します。 私はライダーとして経験を積み
重ねるうちに、たとえそれがマシンであろう
と、アパレルやプロテクターであろうと、特
性を理解して使いこなすことが、大きな差
を生むことを学んできました。
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Domme & Dovi

限界を
求めて
レース以外では、
どんな分野を追求しています
か？
ドミニク - 自分のバンドといっしょにステージに
出ることです。音楽を作ることは、気分転換にな
るし、楽しい体験です。ステージ上で必要となる
のは、
レースとはまた違ったパフォーマンスです
が。結局のところ、人生とは自分が関わること、自
らが行うことに関するパフォーマンスの問題だと
思います。
アンドレア - 自分の内面です。 私は一生をかけ
て、肉体的にも精神的にも自分を高めることに
力を注いできました。自宅で始めた仕事の最後
の仕上げがレースです。
レースに備えるには、つ
ねに最高のコンディションを保っていなければ
なりません。

30歳のドミニク・パリスは、ワールド
カップとスーパー Gワールドカップ
において16勝、27回の表彰台を獲得
している。
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バイクのカラーとデザインについて
完璧さの追求には、
ドゥカティ・スタイル
のユニークで紛れもないラインとトーン
も含まれる。

アンドレア・フェラレージ
ドゥカティ・スタイル・センター・
ディレクター
モデナ出身の航空エンジニア、アン
ドレア・フェラレージは、2005 年以
来ドゥカティが製造する全モデルの
形状とカラーを監督してきた。
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色の力とは、
どういうものですか？
それは何に由来するのでしょう？
色ほど訴求力があるものは、なかな
か他にありません。色とは、物体が
放つ光線を受けた人体の視覚が再
構成したものですから、実際には存
在しないのです。主観的な認知に起
因するものですが、色は普遍的な意
味を持つようになっています。私た
ちが目指すのは 2 つのゴール、すな
わち注意を惹き、差別化を行うとい
うことです。

だからドゥカティ・カラーはレッド
なのですか？
国際的なモーターサイクル・レーシ
ングの初期段階において、すでにレ
ッドはイタリアのチームカラーでし
たが、
ドゥカティがそれを正式に採
用したのは 80 年代に入ってからで
す。やや空白期間はありましたが、
こ
のブランドの歴史がレースと深く関
わっている以上、
レッドとドゥカティ
の結びつきは必然でした。現在、
レッ
ドは、
ドゥカティのバイクが備えるも
っとも特徴的な要素の 1 つとなって
います。

Style

それぞれのバイクの独自の個性を
保つために、
ドゥカティ・レッドはど
のように使用されていますか？

Ducati Red

色の魔術

市販モデルに関して、
ドゥカティ・レ
ッドは一切の変更が許されません。
しかし、さまざまな要素で遊ぶこと
ができます。コンポーネントもその
重要な要素です。バイクによっては、
塗装パーツが少ないものもありま
す。
たとえば、モンスターはタンクだけ
がレッドですが、逆にパニガーレは
全体が塗装されており、その面積も
広くなっています。カラー面積の広
さの違いも、それ自体がバリエーシ
ョンで すね 。カラーの 組 み 合わ せ
も、
レッドの多様性を生みます。
レッ
ドをブラックと組み合わせた場合、
グレイと組み合わせた場合、さらに
は多様なコンポーネントに使われ
る素材の特殊な処理と組み合わせ
た場合では、もちろん印象が違って
きます。それからグラフィックの使い
方、ロワー・フェアリングやアンダー・
カウルに使う差し色なども関係して
きますね。

ドゥカティ・レッドは他の赤とどう違
うのですか？
情熱的であざやか、そして他とはっ
きり一線を画するレッドです。注意
を惹きたいと思う人に理想的です
ね。
また、
「極限まで削減する」
という
理念に完璧にマッチし、
ドゥカティ・
スタイルを規定する6 原則にも従っ
ています。すなわち、正統さ、シンプ
ルさ、
コンパクトさ、独自性、官能性、
スポーティさを実感させるもので
す。

個性的でありながらも普遍的
104
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色は触覚の一部

Ducati Red

バイクのデザイナーにとって、カラ
ーは出発点ですか終着点ですか？
両方です。バイクをデザインすると
きは、最初のラフスケッチもカラー
で作ります。デザイナーが選ぶ色は、
提案の中の重要な一要素なのです。
スタイルの開発プロセスの最終段
階は、いわゆる「カラー＆トリム」フ
ェイズです。
ここでバイクのカラーに
関する最終決定が下されるのです。

カラーに関し、
どのようなテストや
管理が実施されていますか？
組立の前に、私たちのスタッフは分
光光度計を使用して、塗装されたす
べてのコンポーネントの赤の色調を
測定し、
ドゥカティ・レッドの基準サ
ンプルどおりになっているか確認し
ます。バイクが組み上がったら全体
のチェックを行い、各コンポーネン
ト間の色調の差異が、許容されてい
る誤差範囲に収まっているか再度
確認します。

レッド以外の色は、
どのようにして
採用されるのですか？ オリジナル
から、
どれくらい逸脱することを許
容しているのですか？
申し上げたとおり、デザイナーはス
ケッチ段階でそのバイクにぴった
りのカラーを想定しているもので
す。それはレッドではない可能性も
あり、たとえばムルティストラーダ
1200の場合はホワイトでした。デザ

見て触れるエモーション
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イナーの選んだ色が、
クラシックなド
ゥカティ・レッドによるボディと、
ブラ
ック・ホイールの組み合わせという
ケースも多いですね。人気のあるも
う1つの組み合わせとしては、ホワイ
トのボディにレッドのホイールとい
うものがあります。最近では、
スーパ
ースポーツのカラースキームである
マットグレイにレッドのホイールも
人気です。いずれにせよカラーとは、
デザイナーの直感と市場の意見によ
って最終的に決められるのです。

ドゥカティのバイクに、もっと使い
たい色はありますか？
現在はファッショナブルとされてい
ませんが、イエローは歴史あるドゥ
カティのカラーです。スクランブラ
ー・ファミリーはこれをうまく使って
おり、私もある程度は満足していま
すが、
もっと復活して欲しいですね。
レッド以外に1つカラーを選ぶとし
たら、イエローですね。

Redline Magazine
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Ducati Red

レッド・エッセンスは、新型パニガー
レ V2 のキャッチフレーズです。マッ
スルでコンパクトなこのバイクは、
シンプルなデザイン、大胆なプロフ
ィール、そしてパワーを、
ドゥカティ・
スーパーバイクならではのエレガン
スなスタイルに組み合わせた美し
さを特徴としています。

ドゥカティとレッド

レースのために誕生
お互いを補完
108

超一流のメカニズムが、大型の“ダ
ブル”フェアリングの下に隠されてい
ます。洗練されたモノコック・フレー
ムを包み込むようにゆるやかにカー
ブし、伝統のドゥカティ・レッドを纏
っています。

新型パニガーレV2の詳細を見る。
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ライダーを守る第二の赤い肌

ドゥカティ・レーシング：
エモーショナルなデザインが進化。

ドゥカティ・オンライン・ストアで、
レーシング
スーツを含むアパレル・コレクションを見る。

最高の機能性と動きやすさ。
ドゥカティ・レーシング・アパレルは、
サーキットで最高レベルの実用性と
快適性を実現するようデザインされ
ている。
洗練された、軽量で耐久性の高い素
材を使用したレーシングスーツは、

スタイリッシュ、高い安全性、サーキ
ット走行における高度な機能性。
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最先端の機能性も提供する。
プロテ
クターを含むあらゆるディテールに
注意を払った造形は、
ライダーの身
体にぴったりとフィットし、安全性と
パフォーマンスを強化する。

Redline Magazine
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www.ducatisumisura.comを

「Ducati SuMisura」
でレーシング
スーツをカスタマイズする。
「Ducati SuMisura」
コンフィギュ
レーターを使用すれば、
ライダーの
個性を反映した専用のスーツを制
作することができる。
ウェブサイトに
接続し、好みのレザーを選択し、必
要に応じてカスタマイズする。

Apparel

チェック。
カスタマイズした図面を最寄りのデ
ィーラーに渡せば、あとは「テーラー
メイド」のレザーアパレルが出来上
がってくるのを待つだけだ。
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「Ducati SuMisura」
コンフィギュレータ
ーでは、
レザースーツに加えて、Ducati
Corse Carbon 2ヘルメットのカスタマイ
ズもできる。
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マッシモ・ヴィネッリ

視覚的なインパクトと
知的なエレガンス

マッシモ・ヴィネッリは、20世紀最高
のグラフィック・デザイナーであり、
間違いなく現代史でもっとも重要な
デザイナーの1人である。ニューヨー
クの地下鉄マップを作成し、
ノル、ポ
ルトローナ・フラウ、
アメリカン航空、
ベネトン、
ブルーミングデール、
フォ
ード、IBMなどのブランド・アイデン
ティティ戦略に関わったマッシモは、
ドゥカティ・モーター・ホールディン
グの歴史における重要な時期にお
いても大きな貢献を果たしている。

1996年、
ドゥカティは自社の国際的

定義と育成、
それに明快なブランド・
ステートメント作成の必要性に迫ら
価値に気を配るようになり、特別な
れたドゥカティは、マッシモ・ヴィネ
プロジェクトを開始した。経営方針
ッリと連絡を取り、
「ビジュアル・アイ
の変化、916 やモンスターといった
デンティフィケーション・プログラム
記念碑的モデルの立ち上げ、そして
スーパーバイク選手権における成 （視覚的認識プログラム）」と呼ば
功などにより、新しい意識が目覚め、 れるものを作成した。
世界的にも視認度が高まったのだ。
この進化を完全なものにするため、
ブランディングの面においても変化
が求められた。ブランドバリューの

116

Massimo Vignelli
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マッシモとドゥカティ

認識されるように
なるために

スタイルをシンボル
に変える

Massimo Vignelli

宣言

グローバルであり
ながらもイタリア的。
現代的でありながらも
時代に色褪せない。

新しいグラフィック・
シンボル

こうして1996年に新しいドゥカティ・
ブランドが誕生した。現代的であり
ながらも時代を超越しており、イタリ
アの伝統にしっかりと根ざした総合
的な企業イメージが打ち出された
のだ。

一貫性のあるビジュ
アル・コンテンツを
開発する。

ドゥカティ・グラフィックス・オフィス
と共同開発した新しいロゴは、1998
年に生産された全モデルから採用
された。
この新しいロゴは、1970 年
の450デスモをはじめとする珠玉の
オートバイからインスピレーション
を受けたもので、1972年のイモラで
勝利を手にする750スポーツがまと
っていたモダンな文字を想起させ
る。深い意味を持ち、
ダイナミックな
「D」の意匠は、人気のあったダイア
ナ、デイトナ、そして60年代のマッハ
などに描かれたクラシックなドゥカ
ティ・イーグルから取られた。

ビジュアル・アイデンティティは、
「マ
ニュアル」
ではなく
「プログラム」
とし
て定義されたという事実は、多くの
ことを物語っている。ブランドを定
義するこの活動は、
ドゥカティにとっ
てのスタート地点であり、ゴールで
はなかった。
成長軌道に乗り、国際的なポジショ
ニングを確保したいという願望を持
ったドゥカティは、
「ドゥカティのアイ
デンティティが与えるインパクトの
強さは、
これから開発しようとしてい
る一貫性のあるビジュアル・コミュ
ニケーションに直接関係している」
ことを理解していた。
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進化を加速

ドゥカティでは、つねに進化が続い
ている。
しかし、マッシモがデザイン
したイメージ革命の一部はいまだ
に生き続けている。具体的にはロゴ
タイプの分野であるが、スタイルの
アイデンティティをきわめて重要な
資産として捉え、細心の注意を払う
というドゥカティの姿勢にも、彼の
教えが活かされている。
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マッシモとニューヨーク・シティ

ニューヨーク・シティ、
1970年

正しく行えば、
永遠に使える。

ミニマリストで
パワフル

1960 年代、マッシモ・ヴィネッリは
国際的なグラフィック・デザインの
近代化において主要な存在となっ
ており、彼が設立したユニマーク・イ
ンターナショナルは、モダニストの
方法論を広く採用して注目を浴び
た。
同僚でパートナーのボブ・ノールダ
とともに、ニューヨークの交通シス
テム全体に適用されるグラフィック・
イメージの作成に取り組んだ2年後
の 1972 年、ヴィネッリは有名なニュ
ーヨークの地下鉄マップを完成す
る。各路線が色分けされ、駅が○で
表示される抽象的な路線図である。
このマップはヴィネッリの最高傑作
とされており、ニューヨーク現代美
術館 (MoMA) の永久展示品となっ
ているほか、数多くの美術館が所蔵
している。
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次のページからは、そのニューヨークをドゥカティ・
ディアベルで旅する記事が掲載されている。

純粋でシンプルな
コード

決して眠らない
デザイン。

時代を超越した
インスピレーション

この地下鉄マップは、分かりやすい
フォーマット、明確な情報、理論的な
スペース配分、斬新な地理的表現が
高く評価され、当時のデザイナーか
ら絶賛された。
このマップの美しさは、複雑なもの
を1 つのまとめるという側面におい
て、現在でも人々の創造性に影響を
与え続けている。そして、ニューヨー
クに足を踏み入れるとき、彼が地下
鉄マップで使用したグラフィック・シ
ステムが、
この巨大都市にどれだけ
大きな影響を与えているかを思い
知らずにはいられない。1970年のマ
ップは、現在ではもう使われてはい
ないが、真のデザイン・プロジェクト
がそうであるように、ヴィネッリの足
跡はニューヨークにしっかりと残っ
ている。
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彼女は、本能に導かれて未知の
世界へと向かってゆく。唯一確か
なことは、
そこに幸せがあるという
ことだけだ……

Style

夜が明けようとしている。モーターサイクルに跨った女
が、
まだ見えないが、あることはわかっている地平線を目
指して、
ブルックリン・ブリッジを走り抜ける。
ディアベル1260 Sに乗って走り出した私を、上空から見
たらそう思われるだろう、
と私は想像した。
頭上にそびえる鉄の桁は、一定間隔で光を放ち、私を囲
い込もうとしているようだ。
この圧倒的な構造物の網目
からは強烈な光が照りつけ、路面を金色へと変える。私
を外へと導いてくれる黄金の道。私の背後には、暗い鋼
とガラスで作られたマンハッタンの摩天楼がそびえる。
私はこの街が好きだけれど、
この街の囚人になることは
ない。
かつて、通りを走って
「島」の突き当たりまで行ったことが
ある。空はつねに遠すぎて、地平線は存在しないように
思えた。
私はディアベルのハンドルを握る手に力を込め、スロッ
トルを開け、歯を食いしばって息を止め、ダンボに到着
した。
ここからの眺めは独特である。ハドソン川の反対側
から見る混沌のマンハッタンが、
これほどすばらしい眺
めだとは思わなかった。
しばらく走るのを忘れて見とれて
しまう。別の視点から見たら、
この眺めはどう変わるのだ
ろうか。

独占画像と動画つきのデジタルバージョンは、
ドゥカティ・ウエブサイトから視聴可能。
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私はバイクを止め、上から
見下ろした自分をもう一度

Style

The Way Out

ディアベルは、混沌としたニューヨークの市街地でも夢
のように乗りやすい。私とディアベルは、安定したペース
で走り、猫のようにしなやかに障害物を避け、予期せぬ
状況に対応する。
日差しは強く、アスファルトを焼き付けている。ハーレム
を通過して州境を越えると、ビルの輪郭は一瞬でリヤビ
ュー・ミラーから消え去る。私を取り囲むのは、空に向か
って伸びる力強い存在。それはマンハッタンのビルでは
なく、古い巨木である。

ライディングのペースは速くなるが、思考は鈍くなってい
く。私はライディングのことだけを考え、その喜びを一瞬
ごとに噛みしめる。私の目の前には、緑の海藻を浮かべ
た海が無限に広がっている。
私は走り続ける。自分との競争はまだ続いているが、1つ
変わったことがある。私はもう、何かから逃げようとはし
ていない。そこに地平線は見えているのだから。

想像してみる。数えきれな

のなかに四季がある街、そ
れが「ニューヨーク・シティ」。

俊敏、
ダイナミック、
そしてパワフルなバイクを走らせる悦び。

なる言語が飛び交い、1 日

このモーターサイクルは、私をワクワクさせる最高の相棒だ。

い民族が共存し、170 の異
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過去15年間、
この大都市の真ん中
で文化の革命が起こってきた。
既存の価値がひっくり返され、過去
の象徴がすべて変化した。
それは、
私の革命が、マンハッタンからの
逃げ道となっている、ハドソン川に
架かるあの橋を走っているときに
始まったのと同じように。
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Massimo Bottura

3つ星のディアベル

大胆なレッド、
シェフのサイン入り。

ボットゥーラの DNA には、故郷
愛とバイクへの情熱、そして「メ
イド・イン・イタリー」へのこだわ
りが組み込まれている。彼がド
ゥカティを選んだ理由もまさに
それだ。
ドゥカティのバイクが備
える大胆なスタイル、入念なリ
サーチ、クリエイティブな企業
文化は、彼自身のダイナミック
な性格と重なる。マッシモ・ボッ
トゥーラが走らせるのは、
ドゥカ
ティ・スタイル・センターと協力
して作り上げたディアベル1260
Sのカスタムバージョンである。
ブラックのフレームを使い、
レッ
ドに塗装されたタンクには、お
気に入りの楽曲「Lady Day」の
文字が描かれ、シートにはサイ
ンを刺繍、
シートエンドにはミシ
ュランの星を配している。

最高の才能は、最高のモーターサイクルを
選ぶ。モデナの中心地にあるミシュラン3 つ
星レストラン、オステリア・フランチェスカー
ナのオーナー兼シェフであるボットゥーラ氏
は情熱的なバイカーである。
ドゥカティ・エク
セレンスを求める彼のお気に入りは、革新的
なデザインを持つディアベル1260 S。

彼が生み出す料理のユニ
ークさや独自性にも似て、
マッシモ・ボットゥーラのデ
ィアベル1260 S は本物の
芸術作品といえる。
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レッド・フレームにブラック・ホイールを組み合わせた「ドゥカティ・
レッド」バージョンも用意されたディアベル1260 Sの詳細を見る。
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閃きか狂気か
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デザイナーとして仕事をす
るためには、創 造 性と合
理性、直感と熟考のバラン
スを取らなければなりま
せん。
これは、自分の中の
二重人格を引き出す精神
的な作業です。
こうして、
2つの世界が融合します。
創造的プロセスには、合理性と狂気の間の微妙なバランスを伴います。
ドゥカティ・スタイ
ル・センターに在籍し、
ストリートファイターV4のデザイナー兼クリエーターであるジェレ
ミー・ファラウドへのインタビュー。彼が生み出したスーパーネイキッドであるストリート
ファイターV4は、史上もっともクレイジーな“悪役”、
ジョーカーから刺激を受けている。
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デザイナーの魂
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Streetfighter V4

変化して
ゆく心
私たちは、思考の傾向を判断材料として、人々を“創
造的な人”または“合理的な人”に分類する傾向があ
る。
しかし、
デザイナーにとって、創造性と合理性はつ
ねに表裏一体なものとして考えなければならない。
つまり、デザイナーは多重人格ということになります
か？

ジェレミー - いくつかのプロフェッショナリズムを
使い分けるとは言えますね。エンジニアとデザイナ
ーの間を行き来するんです。社会と産業界の現実
に沿った形で、美的なアイデアの具現化を目指しま
す。創造の過程において、デザイナーはいろんな役
割を果たしますよ。最初は芸術家です。鉛筆を手に
して白いページに向かいますが、その時はいっさ
いの縛りがなく、技術面やテクノロジー面への配慮
は必要ありません。
それから次第に工業的な考え方
をするようになり、周辺世界の現実を考慮に入れ、
紙に描いたアイデアを実現可能なプロジェクト、使
用可能な製品へと仕上げていくのです。

葛藤はありませんか、たとえばすばらしく美しいもの
を思いついても、実際の製品にできないなど？
ジェレミー - つねにあります。私たちの仕事で、
フラ
ストレーションがたまる部分の１つですね。でもエ
キサイティングな面もありますよ。まだ作られてい
ないものを想像するのは、新しい可能性を生み出
すということですから。あなたの頭に浮かんだもの
が現在製造できないとしても、未来の新技術や異
なる環境では可能になるということもあるでしょう
から。
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エゴマニア
デザイナーは、それぞれがまったく異
なるモノをデザインできなければなり
ません。
しかし誰もが、世界に伝えた
い個性、価値観、メッセージを持って
います。ユニークで他人とは違うデザ
イナーの魂が、さまざまな作品を貫く
共通要素として、つねに見て取れるわ
けです。

私はバイクを玩具とみなしています。
私にとってのバイクは、あまり真剣に
なりすぎてはいけないものです。そ
れに乗り、楽しむ余裕が必要なんで
す。この考えに導かれる私のバイク
は、あまり明確に定義されていない、
洗練されていない箇所を残したルッ
クスなのです。技術的な面からいえ
ば高い洗練度を誇りますが、コンセ
プトと全体の美的要素はシンプルで
す。
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ジェレミー - ストリートファイター
V4 は、２つのパーソナリティー
を 持って い ま す。サ ー キットで
速く、公道では圧倒的な存在で
す。ス ー パ ー バ イクとして誕 生
し、MotoGPマシンのように成長
してきましたが、都市部のライデ
ィングにも向いているのです。ク
レイジーなバイクですよ。

そしてジョーカーも、
ストリートファイターV4
と同じく2つの顔を持っています。彼は人を
楽しませるピエロです。
しかし同時に、恐ろし
いほどの悪です。3年前、
ジェレミーがこのバ
イクのデザインに着手したとき、映画「スー
サイド・スクワッド」
ではジャレッド・レトがジ
ョーカーを演じていました。
ジャレッドのジョ
ーカーはひときわクレイジーで、
まさにフー

狂気すれすれ。

リガン。ピンクのランボルギーニで町を恐怖
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に陥れていました。

ジョーカーにヒントを得て、
ジェレミーはスト
リートファイター V4で、まったく異なる2 つ
の世界を組み合わせ、世界でもっともパワフ

デザインする
とき、私は別
の次元に入
っています。
時は止まり、
何だってでき
ます。

ルなスーパーネイキッドを生み出した。

ジェレミー本人が語る、
ストリートファイ
ターV4のデザインの秘密を探るプレゼ
ンテーションを見る。
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THE
MONSTER
IN ME

Monster Squad

Jack

Pecco

Michele

3人のモンスター
私たちの体には、モンスターの血が流れている。最新
のモンスター“Black on Black”発売を機に、
ドゥカティ
のMotoGPライダーたちに、自分の中にいるモンスタ
ーについて話を聞いてみた。
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モンスターに新しい“Black on Black”カラーが登場

すべてを
選べ
ドゥカティ・モンスターは、パワーと俊敏さで知られ
るバイクです。
モンスターの、
どんなところが気に入っ
ていますか？
ジャック - ライディングのスリルは、パワーだけでは
ありません。重要なのはスピード感です。バイクが
ほんとうに俊敏で軽量なら、すばらしいスピード感
を味わうことができます。そして、モンスターはその
両方を備えています。
ペッコ - 僕にとってパワーとは、おもに加速のレス
ポンスで実感するものです。低速ギアで体が持って
行かれる感じ。モンスターはそのパワフルなキャラ
クターによって、世界的に有名です。
ミケーレ - 間違いなくパワーですね。
どんな回転域
でも得られる力強いトルク、コーナー出口でフロン
トが持ち上がるようなトルクは、
このバイクの大き
な特徴です。
この美しいバイクに乗るときは、
スロッ
トルを全開にする必要なんてありません。

人は誰しも、自分の性格の中にモンスター的な側面
を持っていると思います。
あなたは、
どんなところが？
ジャック - レースの面ですかね。速く走り、目的の場
所にすばやく到達できること。他人よりも早く解決
策を見つけられること。
ペッコ - 攻撃性ですね。必要なときに出てくるんで
すが、いったん出てしまうと抑えられません。
ミケーレ - 決意です。私はのんびりとした人間です
が、一旦決めると誰も止めることはできません。
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ライダーは本能に敬意を払うことを知っている

全力を
出し切る努力

ペッコ - オーバーテイクの時です。
バトルの時は、何が起こってもおかし
くない一瞬です。エレクトロニクスや
バイクの挙動など、自分の周りのあ
らゆることに自信を持っていなけれ
ばなりません。
クレイジーだと思うの
は、ライバルたちも完全に信用する
必要があるということですね。
ミケーレ - 優勝したときです。設定し
た目標を達成し、あるいはそれを上
回ることができた時の感覚は、言葉
では言い表せません。

レースで、
本能の差が
結果に出て
しまう瞬間は
ありますか？
ジャック - ほんのわずかな判断の違
いが、ゼロとヒーローの差を生むこ
とがあります。 そんな状況こそ、
自分
の本能を信じ、それに耳を傾ける時
だとライダーたちは知っています。モ
ンスターの声を聞くんです。
ペッコ - 本能とアドレナリンがなか
ったら、僕はこの仕事をしていない
ですよ。
とはいえ、
自分の理性的な面
も忘れ去って良いというわけではあ
りません。表彰台とクラッシュを分け
るのは、ほんの一瞬なんですから。

ドゥカティMotoGPマシンを走らせ
るとき、自分の中のモンスターを感じ
るのはいつですか？

ジャック - ブレーキングの時です。
MotoGPライダーの中でも、ブレー
キは得意な方だと思います。限界を
探すが好きなんです。コーナーの直
前、超高速でサンドエリアがこちらに
近づいて来るときも、私はフルパワ
ーをどこまで掛けられるか、最後の1
センチを追求してからコーナーに入
っていくんです。

154

ミケーレ - 考える時間がなく、即座に
行動しなければならないときです。
微妙なタイミングで、抜くか抜かな
いかの判断を迫られる時などです
ね。本能が差を生み出し、真の才能
を持った者が輝くんです。

新しい“Black on Black”カラーが
発表された、
モンスター1200の詳
細を見る。
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Alessio Bertallot

BLACK
SOUNDS
ブラック・ミュージックは、苦闘と開放の象徴であるが、
魂、精神性、エネルギーの象徴でもある。夢や恐れなど
を表現するために生まれ、そのときの感情の赴くまま、
もっぱら即興を中心に演奏された。ブラック・ミュージ
ックは、現代においても、さまざまな音楽スタイルやフ
ュージョンの源泉となっている。
ドゥカティのサウンド・
キューレーターであるアレッシオ・ベルタロットの未来
主義的な自宅スタジオで、
ブラック・ミュージックについ
て話を聞いた。
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すべては
グルーヴ感
あなたとブラック・ミュージックとのつながりとは？
どのような影響を受けていますか？
結局、すべては「グルーヴ感」に尽きると思います。
人間が本来備えている非常に肉体的な感覚です。
振動、パワー、そしてバイクに乗っているときに感じ
るエンジンの鼓動感を組み合わせたようなもので
す。
グルーヴは、音楽にしてもバイクにしても、おそ
らく本能的な何かに訴えかけるのでしょう。
ソウル、
ファンク、R ＆ B、
ブルース……いろいろあり
ますが、解説していただけませんか？
いや、
もう少しあなたを混乱させてみましょう！
ジャズ、ニュージャズ、ラップ、ヒップホップ、レゲ
エ、b.a.m.、ベース、
ブレイクビート、ジューク、
フッ
トワーク……ブラック・ミュージックは、無数の枝が
ある樹木のようなものです。それを体系付けるとし
たら、唯一の共通点であり、強力なルーツであるア
フリカについて考えるしかないですね。
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ブラックの魂

ネイキッドの精神

ブラック・ミュージ
ックは、時代によっ
てさまざまな形が
出てきましたが、
ケミカル・ブラザー
ズが言ったように
「アフリカから始
まった」のだ。

大きな影響を受けたアルバムは、何
かありますか？
ジェームス・ブラウンの「ファンキー・
ドラマー」でしょうか。行き当たりば
ったりの旅行のように、スタジオ内
の即興で作り上げたアルバムです
が、音楽を解釈する方法において基
本となったアルバムです。直線的、規
則的、そしてリズミカルなパワー。
それに、ベースの変化が加わった感
じです。ちょうど、追い越しを終えて
クルージング・スピードに戻るバイ
クのように、加速したり戻ったりする
んです。
160
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ブラック・ミュージックに
おける究極のアイコンは
誰だと思いますか？
プリンスです。合計 1 億
枚という、ものすごい数
のアルバムを販売した
からという理由だけで
はありません。
この人は
パワフルでエレガントで
した。ブラック・ミュージ
ックの世界と音楽業界
全体に革新をもたらし
てくれました。

アレッシオが選んだ
最高のブラック・ミュ
ージック・セレクション
は、Spotifyチャンネル
「Ducati Style」
で聴
くことが可能。
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Maxime Richard

Scrambler
to the Max
マキシム・リチャード：
カヌー競技のスプリンター、
そして
オフロード・ライダー、
スクランブラー精神の持ち主
ホワイトウォーター・スプリント競技で4度にわたっ
スクランブラー・デザー
て世界チャンピオンに輝き、
トスレッドの熱狂的オーナーであるマキシム・リチャ
ードへのインタビュー。
マックス、
ドゥカティ・スクランブラーを初めて目に
したのはいつですか？
スパ・フランコルシャンで2018年5月に開かれた
ドゥカティ・デイでした。新登場したスクランブラー
1100に試乗し、好きになってしまいました。バイク
だけでなく、
それをとりまくスピリットすべてに。バイ
スクランブラーのアパレルを見たりす
クに跨ったり、
ると、
その価値観を共有できている気がして。私のビ
ジョンにぴったりだと思いました。今はデザートスレ
ッドを手に入れて、
できるだけ走らせるようにしてい
ます。

仕事
これが普段の

：）

どちらかといえばオフロード・タイプの人ですか？
もちろん。行けるかな？と思うような狭い道が、私の
好みです。
デザートスレッドが大好きなのも、
それが
理由です。他のスクランブラーとはサスペンションも
タイヤも違いますから、
いろんなことが試せます。私
のライディング・スタイルに合っているんです……乗
るだけで楽しめます！
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Custom attitude
自然にどっぷりと浸かり、
自由に向かって漕ぐ。

ライディングとカヌーの共通点は何ですか？
自由です。
それと、走らせる喜び。
どちらも、
自然の中
を旅する最適な方法です。完全に自由な状態でね。
デザートスレッドに乗るときは、
コースを変えたり、
ペ
ースを変えたりすることができます。
川に行ったり、
眺
ワイルドウォ
めの良い場所で止まることもできます。
ーター・カヌーイングもそんな感じですよ。
もちろん
競技では全力を出しますが、環境はすばらしい自然
の中です。
ほかに趣味はあります？
水が大好きですが、空中で楽しむことも始めていま
スカイダイビングもやります。
す。
もう250回は飛び
ウイングスーツを着たこともあり、去年の
ましたよ。
夏からはベースジャンピングも始めました。
カヌーと
スカイダイビ
バイキングは自然を楽しむものですが、
ングとベースジャンピングは純粋にアドレナリンの趣
味です。
ドゥカティ・スクランブラー・カヌーを作るとすれば、
どんな感じに仕上げますか？
環境への敬意を表して、
グリーンな仕様に。楽しくあ
るべきですからリバーカヌーでしょうね。
カラーなど
はカスタマイズ可能にして、
パーソナルに仕上げるた
めに追加装備も設定します。私のカヌーは、
いつも色
で遊んでいます。私の個性を表現し、特別な私だけの
ものにしたいんです。
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スクランブラーのプロダクト・マネージャーでありカ
スタム・スクランブラーの世界のスポークスパーソ
ン、
カスタム・ランブルの発起人でもあるロッコ・カノ
ーサとの対話。
スクランブラー・ウェブサイトで、
コンテスト
のファイナリストのバイクを見る。
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ロッコ、
ドゥカティ・スクランブラーとカスタムバイク
の世界について、話してくれませんか？
スクランブラーの製品戦略とブランド・コミュニケー
ションにおいて、
自己表現はつねに大きな重要性を
占めています。現在、正規ディーラーが販売するモデ
ル・ラインナップは11に上り、
さらにそれぞれのバイ
クをカスタマイズできるアクセサリー・カタログも用
意しています。
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カットダウン
とは？

低いハンドルバー

ロード
タイヤ

ただのコンテストではないんです。世界中の

今回のカスタム・ランブルは、
5つの新しいエキサイティングな
カテゴリーが設定！

同じサイズのフロント
＆リア・ホイール

カフェレーサー・シート

人々をつなぐイベントです。
カスタマイザーに

とっては新しいトレンドを発見し、
自分の解

釈を示し、新しいファンに見てもらう機会で

す。
カスタム・ランブルの授賞式はワールド・

ドゥカティ・ウィークで行いますが、
これも一

大イベントです。
ソーシャルメディア上でしか

つながったことのない人たちが現場で出会

ロードタイヤ

同じサイズのフロント＆
リア・ホイール

い、
アイデアを交換し、体験を共有できます。

クリエイティブな観点から見ると、
カスタムの世界

カスタム・ランブルは現実のコミュニティな

はどれくらいスクランブラーに刺激を与えています

んです。

か、
あるいはその逆はどうですか？

一部の製品のアイデアは、お客様またはカスタマイ

ザーによるスクランブラーのカスタマイズを参考に

第3回の新しい内容は？

オールテレイン

した結果として生まれました。私たちにとって、
カスタ
マイズ、
スタイル、
ディテールへのこだわりは、純粋な
パフォーマンスよりもずっと価値のあることです。そ

カスタマイザーの創造力を極限まで押し広

21/19インチ：
フロント

のため、市場に存在する最高のカスタムバイクの特

徴をチェックして、市販車に採用するのは当然のこと

げるため、
カテゴリーの数は5つにしました。
それぞれバイクのタイプが分かれます。
「ロッ

カー」
は、60年代の二輪車の世界に革命を

もたらしたカフェレーサーの文化に影響を
受けたものです。
「カットダウン」はシンプル

でした。

なことを好む人たち向け、不必要なパーツは

カスタム・ランブルは、
どのようにして生まれたので

すか？

ノビータイヤ

カスタム・ランブルは、
バイクによる自己表現を競うた

17インチ：リア

めのコンテストです。初回からずっと進化を続けてき

全部取り外し、
テールエンドはカットしてボ
タ
バー・ス イルに仕上げます。
「オールテレイ

ン」
はスクランブラーのワイルドな面を表現

するものです。
このカテゴリーに参加する人

は、悪路をものともしないエンデューロスタ

ました。今は、
お客様とカスタマイザーの両方に門戸

を開いています。参加者の数とともに、
さまざまなス
タイルや解釈の方法も劇的に増えました。

スクランブラー1100
カスタマイズのタイプに
関する制限なし

ロッカー

カスタム・ランブルの、バイクを超えた特徴

フラットなシングルシート

必要な物：ガレージ、
スクランブラー、
そして無限の創造力！

ブリー
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イルのバイクを作成します。
「アウトサイダー」
タ
は特定のス イルに制限されることなく、創
造力を発揮したい人のためのカテゴリーで

アウトサイダー

す。最後の「ブリー」はラインナップの頂点、
すなわちスクランブラー1100ファミリーを
対象とするカテゴリーです。

スクランブラー800/Sixty2
素材の種類に関する制限なし
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Paint
it black

DesertX & Motard

無制限のカスタマイズ、
無限の楽しみ。

Scramblin’
ideas!

ジュリアンとジェレミー：スクランブラーのコンセプトを
2倍楽しむデザイン！
型破りだがファッショナブル、
シンプルであ
りながら面白い。新型スクランブラー・アイコ
ン・ダークは、
まったく新しい装いで、
「Land
of Joy」
の楽しみと自由を表現している。
ス
クランブラー・カスタマイザーが求める理想
の姿を追求したこのモーターサイクルは、
ラ
スクランブラー・ファン
イダーの個性を高め、
の夢を叶えます。

新型スクランブラー・アイコン・ダーク
の詳細を見る。

ジェレミー・ファローとジュリアン・クリモンは
ドゥカティ・スクランブラーのデザイナーであ
る。
いずれもフランス人、
いずれも父親はライダ
ー、いずれも傑出した才能に恵まれている。
し
かしながら、バイクの趣味はまったく異なって
いる。
オフロード・エンスージアストのジェレミ
ーとサーキット指向のジュリアンは、
ミラノモー
ターサイクルショー（EICMA）2019に展示さ
れた
「DesertX」
と
「Motard Concept」
をデ
ザインした。各自の創造力を発揮して作り上げ
スクランブラー・スピリットを体験するため
た、
のまったく異なる2台のバイクである。
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スクランブラーの方程式
に基づくエンデューロと
モタード！
ちょっとゲ ーム をしましょう 。ジュリアン、
「DesertX」でいちばん気に入ったところは
どこですか？
ジュリアン - フロントとリヤのタンクですね。
ラリ
ーバイクと同じように2分割されていて、一方が
転倒で壊れた場合でももう片方は生き残って、
砂漠で立ち往生することはありません。
スタイル
と機能を両立させています。
それと、
トップフェア
リングに設置した2灯ヘッドライトです。
テクノロ
ジカルなグラフィックは、
スマートフォンの画面
のように見えます。

DesertX & Motard

あなたが作ったコンセプトバイクが映画に登場する
としたら？
ジュリアン - アクション映画ですね。
スライドしたり、
ジャンプしたり、逃げたり追いかけたりといったシーン
が多いものです。
ジェレミー - 「マッドマックス」。世界の終わりという
設定にぴったりなバイクです。燃料をできるかぎり注
ぎ込んで、走り出すんです！

それではジェレミー、
「Motard Concept」
でどこが一番好きですか？
ジェレミー - タンクのデザインが本当に好きです。
つや消しアルミニウムの上に塗装されたカバー
が装着され、ダイナミックなティアドロップ型の
ルックスになっています。
フロントライトのナンバ
スクランブラーの典型的な特徴
ーホルダーも、
であるヘッドライトの形を反映していて、
いいで
すね。

これら2台のインスピレーションはどこからきたの
ですか？
ジュリアン - 若いライダーのためのスクランブラーを
想像しました。80年代に出現した、初期のスーパー
モタードが持つシンプルさやスリムさをヒントにして
います。
ジェレミー - ラリー黄金時代のアイコン・バイクを頑
丈なデザインで再解釈して、
テクノロジカルなビンテ
ージバイクに仕上げました。未来から来たのか、過去
のものなのか、分からないような存在にしてみたので
す。

スクランブラーが持
これら2つのコンセプトは、
つどんな要素を強調していますか？
ジュリアン - 純粋な楽しみ。
ジェレミー - 自由。
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コンセプトのデザイン作業はとても楽しかったようですね！
ジュリアン - これらの2台は、私たちのアイデアの究極的表現
です。
また、来場者からのフィードバックがすぐに返ってきたこ
とも、
ほんとうに嬉しかったです。
ジェレミー - そのとおりです。私たちは、創造力を自由に表現
できました。
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JUST
PROs

Scrambler

1000 PRO

軽快なスクランブラー
体験を実現する2台の
大型モデル。
スポーティなスタイルを備えた
芸術作品。
マットブラック・カラ
ーを纏い、
オーリンズ製サスペ
ンション、低いハンドルバー、
カ
タ
フェレーサー・ス イルのリア
ビュー・ミラーを備えた1000
スクランブ
SPORT PROは、
ラー史上もっともマッスルなモ
デルである。

魅力的で現代的。楽しくて快適。都会の雑踏中も、
曲がりくねったワインディグロードも軽快に走る
スクランブラー1100 PROにより、
「Land of
Joy」
の旅は、
バイクとより一体となり、
自信に溢れ
たものとなるだろう。

スクランブラー1000 PROの詳細を見る。

実用的、
パワフルでエレガント。
街中でも郊外でも、
ソロでもタンデムでも。

排気量1,079ccのエンジン、
低回転域から発生する力強い
トルク、15リットルの燃料タン
クを備えるドゥカティ スクラン
ブラー1000 PROは、
ロング
ライダー
ツーリングを楽しみ、
の深い欲求を満たすために誕
生した。
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モーターサイクルのライディングを心ゆくまで楽しんでいただくため、
ドゥカティは、
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