忠 昭 さん
こんにちは

!

何 とも何度緊急事態を出 して も収 ま りませんね。 これ はもうワクチンが行 き
渡 ってか らでない とどうしよ うも無 い で しょうね。 と言 う事は今年 中はダメで
オ リンピックもど うなるか分か らですかね ?
当然 の如 く籠 つての生活 を続 けています が、先月 19日 一 泊で上京 し孫に会 って
来ま した。 6ヶ 月半にな って順調成長 してお ります。
仏像彫刻教室で一緒 の方に、高校 の英語 の先生をなさった方がお られます。
女性 の方です が 中々面白い方です。
ご 自分で市内 (京 都府 立 洛北高校 の近 く)に サ ロンをお持ちで月一 回の講話
会を行 い、会議を発行 してお ります。
講師、投稿者は全て友人、知人、知人 の知人・・・ と言 う様にな っていて、従 っ
て話題 は広 く大学 の教授 の方が難 しい話 をす る事 もあれ ば高校 の物理 の先生だ
った方が実験を して くれ る事 も有 ります。
後進国 で小 学校 を、 フ ァン ドで建 設 された女性 の方 もお られて中々、京都 も捨
てた ものではあ りません。
又 そ の サ ロ ンで は ご 自分 の 陶芸や絵 を展 示 した り即売 も してお ります 。

その方に頼 まれ て、私 の経験 であ る F・ 1 ドライバー
会 い を纏めて寄稿 いた しま したのでお読み くだ さい。
鈴久
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SENNA史 上最高の F‐ 1ド ライパ ー】
鈴木久雄

*投 稿者・ 定期読者募集 電話 メールにて受付
彼 がホ ンダエ ンジンで勝つ とい う事 で一気 に F‐ 1ブ ー
ムが 日本を包みま した。そ してセナは日本人 に最 も好

星南、世那、征成、星七、晴南、勢名…男の子 の名前

かれ、愛され るドライバ ー となったのです。セナロ当

瀬菜、星奈、聖奈、聖渚、千愛、瀬奈…女の子 の名前

てに鈴鹿サー キッ トには 16万 人以上 もの人々が押 し

これ らの名前はみんな せ な"と 読みます。

寄せま した。彫 りの深 い、 もの思 いにぶける様な哀愁

1983年 か ら 1992年 にか けて、ホンダが第 2期 とし を漂わせ る容貌 と雰囲気、一方 で神懸 か り的なセナサ
て世界最高鋒 のモータースポーツ F‐ 1に カムバ ックし ウ ン ドと言われた彼 に しか出来 ない独特 の ア クセル
た期間 神 の申 し子 とも言われた人類史上最高、最強 ワー クの ドライブテクニ ックと速 さ、強 さ、そ して何
の F‐ 1ド ライバ ー、ブラジル人アイル トン・セナ に よ よ りも全身全霊 を掛 けて ス トイックに勝利 を取 りに
って 32回 もの勝利がホ ングにもた らされました。
行 く姿 に世界中の人が心惹かれたのです。強力なエ ン
元 々F‐ 1と 呼ばれ る自動車競走 は 1930年 ヨー ロ ッパ・ ジンを造 り世界一 を目指 したホ ンダ、そのエ ンジンを
ドライバ ー選手権 としてスター トした もので すが、 認 めてチャンピオ ンを目指 したセナ、日本 の技術 とブ
1906年 にはフ ランスで一人乗 りのレースがス ター ト ラジル人 の卓越 した ドライバ ーの融合 は明 らか に長
してお り、20年 代 には ヨーロ ッパ各国で夫 々同様 の レ 年続 いた ヨー ロ ッパ サ コ ンか らはみ 出 した者同士 の
ースが行われてお りました。それが ヨー ロッパ選手権 一体化 だったのです。そ うい うはみ出 し者同士 が力 を
に統合 された事で国対抗の様相 を示 し、如何 に速 い車 合 わせてモー タースポーツの世界 の頂点を制覇 して
を造 るかの技術競争 にな って行 きま した。第 2次 大戦
前 は ヒ トラー が国 の威信 をか けて戦 い ドイツ車が大

行 く姿が両国 の人 々の熱烈な支持 を受 けたのです。
一方 で過酷な戦 いの場 に身 を置 きながら、彼 の心は

活躍 しました。大戦 で中断 しましたが 1946年 国際 自 人 を愛 し、自然 を愛でる慈悲 の心で満ち盗れて もいま
動車連盟 (FIA)が 設立 されて現在 の

F‐

1の 基礎が出来

した。 この時 から貧 しく医療 を受 けられない 自国 の子

示都四月 嵐山十三参
︻ 漢詩 ︼ 一
岩田克司

ウ ンサー古舘氏 がセナを 音速 の貴公子"と 呼 び、その

正道 に戻り

フジテレビが ゴールデ ンタイムに全戦放映をし、アナ

昔 日 の学僧

目で奪 った世界一のタイ トルで した。この時代 日本 は
パ ブルの最盛期、 日本企業 の F‐ 1ス ポ ンサー も読出、

音 日学僧 戻 正道

ンを獲得 します。
84年 から F‐ 1に 昇格 してわずか 4年

今 日 の子弟 智能を授 かる

戦 いに勝利 し8勝 を上 げて 彼 は初 めてのチャ ンピオ

今 日子弟授智能

戦、鈴鹿サー キッ トで同僚 アランプ ロス トとの壮絶な

衆中を救 い

その年 の最終

仏 の御利益

イル トン・セナだつたのです。1988年

仏御利益 救衆中

中 で運 命的 に出会 った ドライバーがブラジル人 のア

本堂 に充 つ

ホ ンダは 1983第 2期 の挑戦 を始 めるのですが、その

諸 人 の祈念

その後雌伏 15年 、技術力、企業体 力 に 自信 を深 めた

諸 人祈念 充本堂

輸 の世界の難 しさを思 い知 ったのです。

京都有数 の観光地 ・嵐 山 は桜 の名 所 ︒中之島 公園 より北 に向 か

間 で 2勝 を上 げるにとどま り、第一期 を終えます。 4

って天龍寺 ︑ 野々宮等 嵯蛾野方面 が注目されますが︑南 の松尾

ンダの技術 に世界 の人は大 いに注 目しま したが、4年

今昔物語﹂ にも登場す る名刺 です︒優秀
方面 にあ る法輸寺 は ﹁

ます。既 にオー トバ イ選手権 で世界 を制覇 して いたホ

︑
な比叡 山 の学僧が若 さ ゆえ の邪心 を起 こした時 この寺 の本尊

郎 が 自前技術 で F‐ 1レ ース車 を造 り、殴 り込みをかけ

の虚空蔵書 薩 の霊験 で立 ち直 り︑立派な僧 侶 にな ったと いう話
智能﹂ は智恵 や能力 ・
ですが︑ これが第 一句 です︒第 二句 の ﹁

実態 で した。そんな世界 に 1964年 日本 から本田宗一

︒
知能﹂すなわち Ｆ Ｑ﹂ではありま せん
技能 を意識 しており︑﹁

たのです。 しか し自動車大国 のアメ リカは参加 せず、 供達 の為 に既 にセ ナ財団を立 ち上 げていた様 な人 で
面 に続 く)
国際 とは名 ばか りでガチガチ の ヨー ロ ッパ サ ロ ンが もあ ったのです。
(裏

(第 一面 AILTON

SENA bヽ ら続 く)

1992年 か らアメ リカ、 ロスに駐在 していた私 は こ

そんなセナ と:私 は知選 を得 る事 とな りま した。本国

の 日の朝、 レースを見 ようとベ ッドの上で ■Vの スイ

技術研究所 で役員 として技術広報 を担 当 して いたの

ッチを入れたのは 5時 頃だつた と思 います。少 し寝坊

ですが、セナは自分が勝 つ為 には自分 の腕 と共 に新 し を して しまってレースは既 に始 まってい ました。画面
い技術 が絶対 に必要 と考 え、当時 は年間最終戦 だった が現 れてそ こに映 し出されたのは1台 の車が高速 で ヨ

11月 の鈴鹿 グラ ンプ リを終 えると 来年 の私 の乗 る車

ンク リー トの壁 に突っ込む映像で した。それが、何回

にどんな新技術 を入れて くれ るのか ?"と 闘きに次 の

も繰 り返 し放映 されてい ま したがそ の車 がセ ナの車

日には宇都宮 にある研究所迄来たのです。こん な ドラ だ と分 か るまで大 したIl手 間 はかか りませんで した。車
イバ ー は以前 にはいませんで した。同 じマ クラーレン を造 るエ ンジニアの私 の限 に はその映像 はセ ナの死
で走 り、最大 のライ′ヾルだったアランプ ロス トは一切 を意味 してお りま した。それ位 の激突だったのです。
そんな事 はしませんで した。 大丈夫です よ !来 年 は セナが死 んだ !セ ナが死んだ !何故だ !私 は混乱 し、
こん な事 を準備 しているか ら安心 して'と 丁寧 に説明 取 り乱 し、ただ茫然 としてい ました。彼 ほどの優秀な
して納得するまで質問 に答 えて、レース以外 の新技術 ドライバ ーが何故 コーナ ー を曲が る こ とが出来なか
も紹介 し、新 しい実験設備 を案内してあげて半 日を過

ったのか。車 の故障なのか ?ド ライプ ミスなのか ?ひ

ごして満足 して帰 って くれま した。彼 の頭脳 は相当 に

ょっとして自死なのか ?謎 は深 まり、訴訟問題 とな り

優秀 で、新 しい技術 に対す る興味 も理解力 も高 い もの 最終裁判結果 が出 る迄 13年 も掛か った事 が この事故
が有 りま した。それが多分 3年 続 いた と思います。私 の謎 の深 きを語 っています。
セナの遺体 は VARIGプ ラジル航空 のファース トク
は ミー′ヽ―に陥ることも無 く、一緒 に写真撮 る事 もサ
イ ンを求 め る事 も無 く淡 々 と仕事 としてお付 き合 い

ラスに乗せ られて帰国 しま した。遺体 は通常荷物 とし

しま した。会 う度 にいつ も思 ったのですが、到着 した

て運ばれますが、客室が使 われたのは異例 の事 で した

時 と帰 りに当然握手 しますが、何 とセナの手は若 い女 飛行機 が母国 に近 づ くと空軍戦聞機 5機 が出迎 え、護
性 の手の様 にぶっ くらと柔 らか く、スベスベ と優 しい 衛 し、葬儀 は国葬 とな り国民は 3日 間 の喪 に服 しまし
のです。1,500馬 力の F‑1と い うモ ンスターを操 って た。如何 にセナがプラジル国民 に愛 され、国を代表 す
い る男のものだ とは到底考 えられない もので した。F―

る人 として認 められていたか分 かる事実 です。そ して
1を 御 す るのほ腕 力ではないのだ。彼 の全身の感度 な セ ナはサ ンパ ウ ロのモル ンピーの丘 に埋葬 されたの
のだ !私 は痛切 に知 らされた事 を今 で もは つ き りと です。私 はセナのお墓 を 4度 訪 れて静かに話す時間 を
覚 えてい ます。

持 ちましたが、何時で も研究所 で話 した 30歳 のまま

1994年 5月 1日 、セナはイタリアのフィレンツェ のセナが浮かんできました。24歳 で F‐ 1ド ライバー
に近 いイモ ラサー キットで突然 の死 を迎 えます。レー となって足掛 け 11年 、生涯 F‑1 163戦 41勝 、チャ
ス中の事故 で した。サーキットのタ ンブレロと呼ばれ

ンピオ ン 3回 、 ホングエ ンジ ンに 32麟卜
の勝利 をもた

る左 コーナー を由が り切れず、ブレーキ も間 に合わず

らして、疾風 の期 く 34年 の時 を駆 け抜 けたのが、人

コンクリー トの壁 に、ほぼ直角 に 200キ ロを超 える猛 類史上最高、最強のレーシング ドライバー、アイル ト
ス ピー ドで激突 したのです。現地時間午後 2時 17分
の事で した。車か ら引き出 され呼吸確保 と止血 の救急

ン・ セナの一生で した。
私 の手元 にはセナからもらった 3通 の クリスマスカ

措置を受 けヘ リで病院 に運 ばれ、心臓回復処置 を受 け ー ドと自筆のサイン入 りの 2枚 の写真が一生 の宝 とし
たセナの心臓 は再 び動 いた と言われています。それ も て大事 に保管 されています。 1994年 ホンダは F‐ 1か

6時 には停止 し死 が発表 されましたが、後 に事故 に よ ら撤退 してお りましたが、セ ナの死 を悼み、青山本社
る脳死 と判定 され正式な死亡時刻 は事故発生時で事

にフアンの祈 りの場を設けま した。広 いホールが花東

故 による即死 とされました。コース上で救命 に加わっ で埋め尽 くされた と聞きます。
たオフイシヤルの人 の中に、セナを車か ら出 して地 に
横 たえた時彼 は深 いため息をついた、それは彼 の魂 が

そ してセ ナを愛 した人々に よって、多 くの男 の子
・ せ な″の名が与えられたのだと
に、そ して女の子 に も

天 に旅立 った時だ、 と言 った人 もいた と聞 きま した。 思い ます。

