だが1回限りのこの即席サービス部隊、なかなかの団結力を誇る。
そのワイワイガヤガヤぶりを拝見させてもらった。
レポート／若槻幸治郎

尋ねられれば、
教える
それがヘルプサービス
モータースポーツは、お金がかかる。それは
古今東西問わず、紛れもない事実。日本とて同
じ。まして、この時世だ。モータースポーツを
続けて行くだけでも精一杯。そんなドライバー
はいま、たくさんいるのではないか。
国内のBライセンスモータースポーツの中で
も、特にラリーに出場するためには、かなりの
資金が必要だ。国内最高峰の全日本ラリー選
手権を見ても、エントリー費だけで14 〜 15万
円という高額な設定となっている。事前のマシ
ンメンテナンス費用やレキ代、現地での滞在
費、サービス登録費用なども含めると、一般的
なサラリーマンではなかなかエントリーできな
いのが実状だ。
もちろん、サービス体制がなくてもラリーに
は出場できるし、ドライバーがサービス要員を
兼ねることもできなくはない。だが、ケータリ
ング
（食事）
の用意だけを考えても、選手がその
サービスを兼ねることは時間的にも厳しい。と
りわけ全日本戦では、傷ついて帰ってきたラリ
ーカーを修復し、再びラリーに送り出す専任の
メカやサービス要員がいなければ、完走すら難
しいだろう。
だが、せっかく才能がありながら出場できな

フォト／滝井宏之

い若いドライバーが、経済的な問題から消えて
いってしまえば、将来的には日本のラリー界の
存在そのものが危うくなってしまうだろう。せ
めてサービスだけでもサポートすることで、そ
んなドライバーたちが、少しでもラリーを続け
られることはできないか。
そこで立ち上がった一人の男がいる。大庭誠
介、
63歳、浜松で歯科医院を経営している歯科
医だ。かつて全日本の第一線で活躍したトップ
ラリーストという顔も持っている。
還暦を迎えるまで現役最年長ドライバーとし
て全日本ラリーで活躍した大庭は、引退したい
まも、全日本ラリーの現場には毎戦顔を出す。
「ヘルプサービス」
の運営を行なっているから
だ。大庭が始めたヘルプサービスとは、全日本
ラリーに参加するプライベーターの中で、サー
ビス体制が準備できない選手たちのためにサー
ビスを行う、というものだ。
大庭が最初にヘルプサービスを実施したの
は2009年の新城ラリー。お金がなくてサービ
スを用意できないので、ラリーにも出られない
若いプライベーターのために、ひと肌脱いだの
が最初だった。
「最初はそのラリーだけのつもりだったんだけ
ど、やってみたら、“やり始めた以上は、もっと
やってやろう”、と思っちゃって
（笑）
。それで
2010年以降も続けることにしたんだよ」

継続 は︑
力なり

来る者は拒まず。去る者は追わず。だからチームではない。

〜 全 日 本 ラ リ ー で プ ラ イ ベ ー タ ー を 支 え る ヘ ル プ サ ー ビ ス の 昨 日 ・ 今 日 そ し て 明 日 〜

全日本ラリー選手権において、お金のないプライベーター達の
強い味方になっているのが、元全日本トップラリーストが率いるヘルプサービスだ。
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以来、昨年、今年と大庭は全日本ラリー選手
権全戦でヘルプサービスを取り仕切った。
「ケータリングも最初はコンビニ弁当で済ませ
たんだけど、やっていく内に、段々人の輪が広
がっていって、今は九州から森
（正信）
さんが、
ケータリング機材一式を持って来てくれて美味
しい料理を作ってくれてるし、メカだって
（鈴
木）
巌
（いわお）
さんをはじめとして、ベテランの
メカが何人も来てくれるようになったんだ。
もちろん、みんな自分の仕事だってあるの
に、ラリーには必ず来てくれる。そこは凄く助
かってるし、彼らがいなきゃ、ヘルプサービス
は成り立たない。その辺は、選手は彼らには大
いに感謝してもらいたいと思う」
サービススタッフは、皆、手弁当で参加す
る。現地までの交通費も自分持ちだ。一旦現地
入りしたあとの滞在費などはすべて大庭が面倒
を見るが、大庭が彼らにギャラを払うことはな
い。

またヘルプサービスでは、サービス登録費用
や現地でのサービスに必要な機材についても大
庭が負担してきた。もちろん選手に報酬は要求
しない。すべて無償だ。ケータリングに関して
は材料費だけ実費で請求しているが、それも1
食に付き一人500円と決めている。
もちろん、ヘルプサービスの目的はケータリ
ングや荷物を預かることだけではない。その目
的とは大庭の言葉を借りれば、
「ラリーサービ
スの一番の目的はラリー車を完走させること。
ラリー車を修復していかに走り続けさせるかが
最大の目的」
ということになる。
ヘルプサービス2年めを迎えた今年は、サー
ビスを行なう各車に専属の担当メカを配属する
ようにした。ヘルプサービスでは少ない時でも
4〜5台、多い時では10台以上も面倒を見るこ
とがある。サービスに入ってくるたびに違うマ
シンをメンテしてしまうと、そのマシンの状況
を判断しにくくなる。これも、サービスのメイ

自分には社会勉強の場でもあります
（笑）
川名賢&関根慎二
今シーズンを通してヘルプサービスでサービスを受けているのが JN2ク
ラスに参加している川名賢選手。今年になってメキメキと頭角を現してきた
若手注目株だ。
「去年の新城ラリーでどうしてもサービスがいなくて、明治
（慎太郎）
選手に
大庭さんを紹介してもらいました。で、僕の方から大庭さんに頼んだんで
す。体制としては普段マシンメンテをお願いしているタクミクラフトからメ
カの方を呼んで、サービス中は担当メカとして面倒を見てもらっています。
もちろんクルマのことは任せておけば安心できますんで、それだけ運転に集中できるんです。タイムが悪
いときはサービスまで帰ってきにくいですけど
（笑）
。
大庭さんから色々なアドバイスを受けられるのも大きなメリットだと思っています。特にドライビングと
セッティングに関しては、大庭さんの言うことは絶対の信頼がありますからね。まぁ運転のアドバイスをも
らう時は、“ピューッと行ってドーンとブレーキ！”だとか擬音が多いんですけど
（笑）
。でも大体言いたいこと
は分かりますし、それ以外にも礼儀作法なんかも教えてくれます。社会勉強にもなるっていう感じですね。
少なくとも僕の場合はヘルプサービスがなければ年間を通して戦うことはできなかったですね」

皆が助け合ってやっている感じがいいですね
葛西一省&安田弘美
今、You Tubeで最も知られているラリードライバーは葛西一省選手か
もしれない。
「兄貴の感動ストーリア」
という題名でインカー動画が掲載され
ているが、コドラを務める安田弘美選手との掛け合いは最高に楽しい映像と
なっている。葛西選手は55歳、安田選手も53歳と二人ともラリー界では
大ベテランと言っていい年齢だが、1980年代の前半、葛西選手は今年本格
的に全日本に復帰した大西康弘選手のナビを務めていた。
「大西がラリーアートで走ってる時に大庭さんと知り合いました。自分も昔
はドライバーをやっていたこともあって、やるなら今しかない、と思って復帰したんですが、大西の紹介も
あってヘルプサービスに依頼したんです。担当メカは大西のサービスもしてるトップフィールドの中沢さん
が来てくれてますが、中沢さんが大西のサービスをする時は大庭さんの所から来てくれてる中谷
（敦哉）
メカ
に頼んでいます。
ヘルプサービスは、何より雰囲気がアットホームで、みんなが助け合ってラリーをやっている感じがいい
ですね。まぁ最初は成績は度外視でしたけど、やっていくとやっぱり欲は出てきますけどね。これからも楽
しくラリーをやりたいと思ってます」

毎回、何かしら新しい発見が得られます
畠山貴之＆沼田晴代
昨年からヘルプサービスに参加しているのが畠山貴之だ。それまではナビ
やサービス隊としてラリーに参加していたが、ドライバーを始めてからはま
だ5年めという。出身が岩手県の陸前高田ということで、今年は震災の影響
もあり、実家に帰って地元の復興作業を手伝ったりもしている。そのため、
今年は最終戦、新城ラリーだけの参戦となった。
「今住んでいる所が静岡県の袋井なんで、普段は近くの巌さんの三共モーター
スでメンテナンスしてもらっています。本当は新城も出られる状況ではなかっ
たんですが、支援活動の一環としてラリー会場で募金活動を行いたかったということもあって参戦しました。
今回の担当メカも巌さんですけど、いつも巌さんには全面的に面倒を見てもらっています。サービステ
ントには色んな方が来ますから、そういう人たちと交流を持つこともできるし、大庭さんにも、何て言うか
“次につながること”をいつも教えてもらってますから、もの凄く勉強になります。ヘルプサービスは僕に
とっては、毎回何かしら新しい発見がある場ですね」
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サービスの合間にドライビングやセッティングの相談に乗るの
も大庭の役目のひとつ。タイムアップのためのヒントを得られ
るのも、ヘルプサービスの大きな特長のひとつだ。

ンがマシンメンテという大庭の考えの現れだ。
言うまでもなく、通常、サービスとは、ドラ
イバーから依頼されたマシンの修復や、ケータ
リングサービスを行なうことを指す。ところが、
ヘルプサービスは違う。大庭は頼まれれば、セ
ッティングのアドバイスもするし、ドライビン
グについての助言もする。
「例えばグラベルのSSのスタートで、掘れて
しまった部分にタイヤを入れてスタートすると、
山を乗り越えてスタートしなければいけない。
でも、掘れている手前の山にタイヤを乗せてお
けば、山から下りながらスタートができる。も
ちろんタイム的には些細な差かもしれないが、
そういう細かい差が最終的には大きな差となっ
てくるのも事実なんだ。グレーチングも、ワダ
チにマトモに入れてグレーチングに当たればマ
シンにダメージを受けるかもしれないけど、少
しだけワダチを外せば衝撃も少なくなる。そん
なことも、今の若い奴の中には知らないのがい
るんだよ
（笑）
」
サービスのオヤジにドライビングにケチをつ
けられるなんてたまったモンじゃない、という
若いドライバーも多いはずだが、今年ヘルプサ
ービスの恩恵を受けた川名賢、畠山貴之は揃っ
てこう口にするのだ。
「ラリーの度に、ドライビングを始めとする色
んな事を教えてもらえるんですよ。それがヘル
プサービスの最大のメリットだと思っていま
す」
、と。
だから、ヘルプサービスとは、ドライバーを
育てる場でもある。そしてそれは若いサービス
メカニックにとっても、同じことが言える、と
大庭は言う。
「今のメカニックは何かが壊れたらすぐ交換を
考えるじゃない。でも、本当のサービスってい
うのは違うと思う。もちろん、交換できるパー
ツがあればいいけど、もしなかったらどうする
か、ってことだよね。巌さんなんか、常にまず
修理して走らせるってことを考えてる。仮に完

ヘルプサービス2年めを迎えた2011年の全日本ラリー選手権最終戦はあいにくの雨の中でのスタート。ドライに転じることが予想される日曜のデ
イ2に向けてマシンのチェックやセッティング変更など、慌しい作業が続いた。そんな中、暖かいケータリングサービスが選手達の心を和ませる。

璧に修理できなくても、ドライバーなんてバカ
だからさ
（笑）
、メカが
『これで完璧、行けっ！』
て言えば、仮に直ってなくても平気で走っちゃ
うもんなんだよ」

ドライバーがバカかどうかは別にしても、こ
ういう形でドライバーの心理を掴んでいくこと
も、参加してきたメカニックには勉強してもら
いたい、とも大庭はいう。

ヘルプサービスを本格的に始めることを決め
て最初に臨んだ一戦、昨年の全日本ラリー開幕
戦
「ツール・ド・九州」
は大庭にとって、忘れ難
い一戦になった。サービスを受け持った車両の

やっぱり、
ラリー車のメンテは楽しいね
鈴木巌

サービスに関わる楽しさを改めて知りました
森正信

ヘルプサービスでチーフ・メカニックを務めるのが鈴木巌さん。現在
73歳。ラリー界では
「いわおさん」
で通っている、ラリーを知り尽くした
ベテランメカニックだ。過去にはラリードライバーとしても活躍してお
り、大庭のドライバーとしての師匠でもある。因みに1998年にシティで
全日本ジムカーナチャンピオンに輝いた鈴木裕介選手は息子さんだ。
「大庭がラリードライバーから引退した時に、二人でいずれはこういうこ
と
（ヘルプサービス）
をやったらどうだろうな、ってことを話したもんだか
ら、自分も参加して、いまに至ってます
（笑）
。昔は大庭のサービスもやっ
てたけど、やっぱりラリー車のメンテは楽しいし、やり甲斐がある。特に
ヘルプサービスは色んなクルマをメンテしなきゃいけないでしょう。ドラ
イバーも色々です。そういう連中とワイワイやれるのは、それはそれで
楽しいもんですよ。
心がけているのは、臨機応変にっていうことかな。ラリーではいろん
なトラブルが起こりますからね。その場その場で的確に判断して作業す
るっていうことをいつも心が
けています。苦労っていうの
は感じませんね。自分は三共
モータースという会社をやっ
てますけど、仕事の方はほと
んど息子に任せているので、
時間的な問題は心配ありま
せん。全国を転戦するので、
その土地での美味しいものを
食べられることも楽しみのひ
とつなんですよ
（笑）
」

ヘルプサービスのケータリングを一手に引き受けているのが、九州の
ベテランドライバー平山十四朗選手のナビゲーターを務めていた森正信
さんだ。同じ九州の廣瀬香織さんとともに毎戦参加している。ケータリ
ング専用のサービスカーをはじめ、テントや料理に関する機材はすべて
森さん自身が事前に用意している。
「昔は大庭さんとは、ほとんどつながりはなかったんですけど、突然、大
庭さんの方からオファーがあって参加するようになりました
（笑）
。ヘルプ
サービスは、選手も、サービススタッフも、どちらが上っていうことがな
くて、常に同格でやってるっていう感じがいいと思いますね。
自分の場合はずっと選手として出てましたけど、いまはあくまでサー
ビス隊の一員として、ラリーに参加してるっていう意識ですね。もちろ
ん以前も地元でチーム員のサービスを手伝ったこともあったけど、サー
ビスにはサービスの面白さや楽しさ
がある、というのをこのヘルプサー
ビスで改めて知ったという感じです
ね。サービス隊の他の皆も同じ気持
ちだと思いますよ。メカの人はメカ
の人で、こういう機会で自分の腕を
試したいっていうのもあるみたいで
すしね。
普段はまったくクルマ関係とは違
う仕事をしてますけど、時間的には
問題ないです。今じゃヘルプサービ
スへの参加は、自分のライフワーク
になりました
（笑）
」

継続 は︑
力なり

特集

40年間も楽しませてもらったラリー界に
何か恩返しができないか。
きっかけはそこからなんだよ。

大庭誠介

「ヘルプサービスの一番の目的はお金のない若い選手をサポートしてあげようっていうことだけど、
単にサービスしてあげるだけじゃなくて、ラリードライバーとして、アドバイスもしてあげようってい
うのも最初からポリシーの中にはあったんだよ。
ただ勘違いされると困るんだけど、別に若い連中を集めてチームみたいなものを作るとかっていう
ことじゃない。ヘルプサービスには誰が来たっていいし、こっちだって来る者は拒まずっていう意識
でやってるからね。年間でサービスするクルーを決めてるわけでもない。逆にそれは本意じゃないし
ね。スポットで依頼されても全然問題ないんだ。
1979年にアドバンチームに入って92年まで走ってたけど、正直その頃はサービスの有難みなん
てのは全然分かってなかったと思う。それが全日本の2輪駆動部門でブライベーターとしてスター
レットで走るようになったでしょ。そこで初めてプライベーターの大変さが分かったし、同時にサー
ビスの重要性も感じたんだよね。自分でクルマをメンテして走るって、もの凄く大変なことじゃない。
今の若い選手にもそういうことは分かってほしいんだな。
ただ、そういう意味では昔の自分の経験というのは役立ってる。今は事前に行動予定表とかメン
バー表とかを作って、参加する皆に配ってるんだけど、元々はそれはアドバンチームのタスカエンジ
ニアリングの石黒さんがやってたことだからね。タスカのサービスっていうのは、本当のプロフェッ
ショナルだと思うし、いまはそれをお手本にしたいと思っているんだ。
別にラリー界には何の恩義も感じてないけど
（笑）
、これまで40年間もラリー界にいて、ラリーに
は本当に人生を楽しませてもらったから、何か恩返しができないかな、っていう気持はあるんだ。だ
から、このヘルプサービスは、自分の中では、その手段のひとつなのかなって、思ってるんだよ」

ほとんどが各クラスの最下位となったからだ。
「あれで却って良かったと思う。だってドベに
なったら上に上がるしかないじゃない。これか
らという発展途上にあるクルーのサービスを行
ない、アドバイスすることで、一人でもトップ
ドライバーに成長してくれることが、このサー

夜に、2台ものマシンのミッションを交換したの
だ。その内の一台については、サービススタッ
フのツテを頼り、羽田から空路で運んだミッシ
ョンを深夜11時から組みつけた。終わったの
は午前2時。
「ラリーに“想定外”はない」
という
大庭のポリシーは、こうした形で常に実践され

ラリーへの意識を問い直す
それもヘルプサービスの務めのひとつ
ビスの願いなんだからさ」
その年の9月、北海道で行われた全日本ラリ
ー選手権第6戦は、ヘルプサービスの底力を見
せる一戦となった。7台ものサービスを担当した
この一戦。ヘルプサービスのスタッフは土曜の

てきた。
今年で2年めを迎えたヘルプサービスだが、
その成果は徐々に現れつつある。川名賢、今井
聡といった継続してヘルプサービスを受けるク
ルー達が、速さを見せ始めたのだ。

今回のヘルプサービスに参加したスタッフの皆さん。前列左から油澤和之、廣瀬香織、広信直樹、瀬上洋貴、小日向祐介、後列左か
ら中谷敦哉、森正信、大庭誠介、鈴木巌、津久井卓也、中沢敦哉の各氏。もう1名、今回四国から参加した出口毅巌メカニックは体
調不良のため、残念ながら、集合写真は欠席。
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かつてRACラリーでグループ A仕様を駆ったランタボを最近購
入したという大庭氏。2度めの引退撤回宣言が果たして出るか、
どうか、成り行きが注目されるところだ。ヘルプサービスに関す
る問い合わせは、ohba@doc-net.or.jpまで。

「運転というよりは、彼らの中でラリーに対す
る意識が変わってきたのかもしれないね。例え
ば、いつも走る前にスペアタイヤを1本か、2本
積むかを迷ってるクルーがいるけど、そんなこ
と悩む前にもっとやることがあるはずだろ、
って
ことはいつも口を酸っぱくして言ってるんだ」
今年9月に行われたラリー北海道から、大庭
はヘルプサービスのルールを変えた。これまで
自分が負担してきた選手のサービス登録費用に
ついて、選手達に負担させる形に変えたのだ。
ただしサービス費用は以前と同様、受け取らな
い。
「ラリーなんて結局は遊びじゃない。でもだか
らこそ、真剣にやってほしいんだ。その意味で
も、自分達の意志と責任でラリーに参加するん
だという意識を、まず当の本人達にしっかりと
持ってもらいたい。そこがすべてのスタートに
なるわけだから」
ドライバー達により高い意識を促すことで、
ヘルプサービスの存在感もさらに高めていきた
い。そんな大庭の強い意志が感じられるエピソ
ードかもしれない。
もちろんヘルプサービスは来年も継続の予
定だが、大庭にとって、いま当面の課題は自分
の後継者を見つけることだと言う。
「自分のモ
ットーとしてはやっぱり、
『継続は力なり』
だか
ら、もし俺がいなくなったとして、このヘルプ
サービスがやっていけるような形を作っておき
たいんだよ」
大庭あってのヘルプサービスであることは事
実だが、人を育てる側に回れる後継者の育成
も、やはりヘルプサービスのもうひとつのこれ
からの役割なのかもしれない。
プライベーターの味方、ヘルプサービス。そ
の強固でかつ暖かい人の輪が、ラリー界の発
展に繋がっていくことを期待したいと思う。

