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共に戦った10,100マイルの記憶
フジ号ナビゲーター ブルース・ウィルキンソンさんインタビュー

豪州ラリー
「還暦祝い」
の
センチメンタル・ジャーニー

サニー1200クーペGX-5
特殊ツーリングカー仕様 レストアレポート
〜キックオフ編〜

若者よ、
サニーで疾走れ

での記憶をこの機会に少しでもご
も始まり︑１９５４年に開催され

年にオーストラリア一周イベント

述とは別のオースチンＡ ツアラ

た﹁Ｒｅ ｄｅｘ Ｔｒ ｉａ ｌ﹂に前

紹介できればと思います︒

聞いたこともないチームに

ブルース 私は若いプライベータ

経緯を教えてください︒

ン・サ ン ニ ュ ー ス・ピ ク ト リ ア

とき︑当時の有力新聞﹁メルボル

と考え始めていたのです︒そんな

若い私は﹁他の道もあるのでは﹂

ーで︑１９５７年にはＭｏ ｂｉｌ

時代遅れのクルマ

ーとして２度の豪州一周トライア

ル﹂で１９５８年のＭｏ ｂｉｌｇ

ｇ ａｓ Ｔｒ ｉａ ｌにオースチン

ルと幾つかのＢＰラリーに参戦し

ａｓ Ｔｒ ｉａ ｌに参加する海外

ＣＬ 豪州ラリーのダットサン・

ていました︒最初は第二次世界大

Ａ７０で参加しました︒しかし︑

戦後初めて再開された１９５２年
の参加者の地元クルーを募集する

チームに参加されることになった

のオーストラリア長距離ラリーの
広告が掲載されており︑その募集

ＣＬ ダットサン・チームに加わ

に申し込んだのです︒

﹁Ｓｕｎ Ｃａｒ Ｒａ ｌｌｙ ﹂で︑
１９４９年型オースチンＡ ツア
ラーで出場しました︒翌１９５３

史上最も過酷なレースと呼ばれる「豪州一周 10,100マイル モービル・ガス・トライアル」から60年。
謂わば「還暦」を迎えたこの記念の年に
フジ号のナビゲーターとして活躍したブルース・ウィルキンソンさんが来日された。
本誌では2003年秋冬号（200号）で、豪州ラリーを特集したが、この日本のモータースポーツ史はもとより、
自動車史における偉業をブルースさんと共に振り返りたい。
60 Years passed Round Australia Rally 1958 which was a world toughest rally to run 10,100 miles.
Mr. Bluce Wilkinson who was a navigator for DATSUN Fuji came to Japan to be lost in memories of the past.
The Club Life featured this rally in 2003(vol.200).
We again look back the great achievement among the Automobile history.

年前に
思いを馳せて

リー 周年の記念とも伺いました︒

Ｌと表記︶ 今回の来日は豪州ラ

ニッサンクラブライフ︵以降︑Ｃ

60

で︑丁度 年となります︒今回の

リーが１９５８年に開催されたの

ブルースと表記︶ はい︒豪州ラ

ブルース・ウィルキンソン氏︵以降︑

60

ているんです︒ 年経った今でも︑

定にしていて︑とても楽しみにし

私もこの旅で﹁はせ川﹂へ伺う予

ブルース そのようですね︒実は

話をお伺いしたんです︒

亭﹁はせ川﹂にお集まり頂き︑お

所であった静岡県・吉原にある料

ーの大家義胤さんを︑当時の合宿

奥山一明さん︑サクラ号ドライバ

ジ号ドライバーの難波靖治さんと

ン・チーム団長の片山豊さん︑フ

州ラリー﹂を取り上げ︑ダットサ

ＣＬ 本誌では２００３年に﹁豪

メンタル・ジャーニーなんです︒

旅は当時を思い出す︑私のセンチ

60

時間が足りませんが︑豪州ラリー

います︒すべてを語り尽くすには

いろいろなことを鮮明に記憶して

まるで昨日起こったことのように

60

的な人︑大家さんは口数が少ない

好きな人でした︒難波さんは外交

在でした︒そして本当にクルマが

り︑チームマネージャー以上の存

面々がメルボルンまでシェイクダ

ブルース ダットサン・チームの

の印象は？

ＣＬ フジ号︵ダットサン２１０︶

ますよ︒

作って﹂と頼んできたこともあり

だと勝手に思って興奮していたの

時参戦していたポルシェやスコダ

ブルース いいえ︒そのときは常

けれども誠実で︑奥山さんはさら

ブルース 片山さん以外は若干の

たか？

と思いました︒でも︑だんだん好

ますと﹁時代遅れのクルマだな﹂

見たのが最初でした︒正直に言い

にあるサボイプラザホテルの外で

ウンで来ていて︑私をピックアッ

壁がありました︒ダットサン・チ

きになっていきましたよ︒

ンドリーな人でした︒

ームの拠点はシドニーのホテルで

大海原を航行する
船のような過酷なレース
いました︒彼が私に﹁君のユーモ

いの中で︑印象深い思い出は？

ＣＬ

日間︑１６６００㎞の戦
アのセンスを活かして和英辞典を

がいろいろとお手伝いしてくれて

家で︑兼松のネド・レンサルさん

ニューサウスヘッド通りにある借

はなく︑ラシュカッターズベイの

プしに来てくれた時︑メルボルン

に真面目︑三縄さんはとてもフレ
だと聞かされて驚きました︒その
頃はダットサンなんて聞いたこと
もなかったですから︒
ＣＬ ダットサン・チームに参加
された際の印象は？
ブルース とにかくチーム全員が
一生懸命で︑みんな仲良くやって
いたと思います︒個々人では︑片
山さんは４人のドライバーや私と
比べてずっと大きな体躯で︑彼の
英語は非の打ち所がありませんで
した︒いつも温かく接してくださ

ＣＬ 言葉の壁はありませんでし

ですが︑地元クルーとして選ばれ

Memories of 10,100 miles with my Rally Crew. Interview with Bluce Wilkinson as the navigator of DATSUN Fuji

たチームが日本の﹁ダットサン﹂

豪州ラリー
「還暦祝い」
の
センチメンタル・ジャーニー

ることはご存知でしたか？

Sentimental Journey in 60 Years Celebration of Round Australia Rally 1958
1958年（昭和33年）8月20日から9月7日
に開 催 された W o r l d s To u g h e s t
Reliability Trial と呼ばれる、総走行距離
10100マイル（16600㎞）を19日間で走
り切る「第 6 回豪州一周 10100マイル モ

共に戦った10,100マイルの記憶
フジ号ナビゲーター ブルース・ウィルキンソンさんインタビュー
第6回豪州ラリーとは
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オーストラリアでは見慣れない
ダットサンに現地の方々も興味
津々で、行く先々では注目の的
レースでの撮影はドライバーた
ちによるもので、運転の他カメ
ラマンとしての腕も要求された

ービル・ガス・トライアル」。地上で考えう
る最悪のコンディションでクルマと人間が
一体となり、平均 800 ㎞、ときには1800
㎞を28 時間連続で走り、スピードだけで
なく、その耐久信頼性を試す。その過酷
さは全コースのうち舗装路はわずか 1/3
で、砂漠道、50 キロに達する泥濘、カン
ガルーの大群、十数年ぶりの強烈な風と
雨、砂嵐、突然の河出現……と、想像を
絶するという。
ダットサンの輸出を考えていた日産はそ
の可能性と、自らの技術力を測るため、こ
の未知の世界に足を踏み入れ、片山豊を
団長に、奥山一明・難波靖治組のフジ号、
大家義胤・三縄米吉組のサクラ号の2台体
制で参戦。しかしこの過酷なラリーの完走
は全67台中わずか35台であり、トヨタも3
台体制で2年目のトライをしたが完走は果
たせなかったが、ダットサンは初陣ながら、
フジ号はクラス優勝、サクラ号はクラス4
位に加え、フェアプレー賞に輝くという快
挙を成し遂げた。
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ブルース いろいろなことが本当

１９５８年はとても雨が多かった

にあったのですが︑そうですね︒

年で︑当時︑アデレードとパース
の間の道の大部分は未舗装だった
ため︑水没していました︒そんな
中︑難波さんが運転中にコントロ
ールを失ってスピンしてしまった
んです︒スピンが止まると難波さ

年前に聞いたことがあり

ます︒まるで大海原を航行する船
のようだったと︒
ブルース オーストラリアの国土
はとても広く︑３６０度見渡す限
り同じ風景なので︑難波さんはわ
からなくなってしまったのかな︒
ＣＬ 対象物がないから︑夜はト
ンネルの中をずっと走っているよ
うな感覚で︑しかもカンガルーが
ヘッドライト目がけて寄ってくる
んだと︒そうそう︑フジ号のヘコ
ミを私が﹁それもカンガルーです
か？﹂と 聞 い た ら︑奥 山 さ ん が
﹁木が向こうから来たんだよなー﹂
と笑っていましたっけ︒
ブルース それは︑難波さんが木
に衝突したときのことだと思いま

レー賞に輝き︑素晴らしい結果と
なりました︒トライアルが終わっ
てからもチームのみなさんとの交
流はありましたか︒
も ち ろ ん で す︒

１９５８年以来︑片山さんとの連

ブルース

絡は途絶えることはなく︑今でも
宝物のような思い出と一緒に過ご
した時間の記憶があり︑よく片山

位が上がっていく走りに大いに満

レースが進むにつれ︑私たちの順

当されていたのかもしれませんが︑

ＣＬ さらに泥濘でスリップした

たね︒

ブルース そんなこともありまし

思ったと︒

ブルース 豪州ラリー以降︑メル

ります︒

なっていたと思います︒心配も相

様々な角度からイベントをご覧に

て い た の で︑私 た ち と は 違 っ た

に︑大会の公式飛行機に搭乗され

片山さんはモービルの方々と一緒

ブルース トライアルの期間中︑

っしゃいました︒

相当心配していたことを語ってら

ＣＬ 片山さんはご自身でも当時︑

も忘れられません︒

たときの片山さんの表情は︑今で

ブルース クルマのダメージを見

ＣＬ かなりの凹み具合ですよね︒

って全てが終わりかけたんですよ︒

たのですが︑フジ号は木にぶつか

の根っこを避けながら走行してい

す︒キャサリン近くの砂の道で木

５１０で参戦した岩下／石川組の

ス と 組 み ク ラ ス 優 勝︒ま た︑Ｈ

にも同大会でＰ５１０でイングリ

作を行って総合優勝︒１９７１年

たアイディアに﹁頭いいなぁ﹂と

ーにゴム手袋の指先を切って被せ

対策として︑ディストリビュータ

いるような泥道のコースでの防水

れていて︑まるで川の中を走って

ＣＬ ブルースさんの苦労も語ら

の状況がありましたからね︒

わせて使わざるを得なかった日本

工具が必要になるような部品を合

だ︑その頃︑インチとミリ両方の

問題だと思っていましたから︒た

その結果︑遅くなってしまうのが

時の私はクルマの重量が増えて︑

何度もこの話をされましたよ︒当

ブルース 難波さんにはその後︑

れて悔しかったと︒

に﹁これでもクルマか？﹂と言わ

らなければならず︑ブルースさん

リのために両方の工具を持って走

エンジンはインチ︑シャシーはミ

ミリの工具のことです︒２１０は

さんがおっしゃったのがインチと

もお聞きしたのですが︑まず難波

伺った際︑ブルースさんの思い出

せん︒

できないのが本当に残念でなりま

サン・チームのみなさんにお会い

そしてこのインタビューでダット

現在に至っています︒今回の旅︑

﹁ニッサンスポーツ﹂に改名して

ップでゴールをされた︒

ないですね︒それでも︑クラスト

ＣＬ いつ︑何が起こるかわから

を想像してみてください︒

ったのです︒そのときの私の落胆

マイルもミスコースをさせてしま

走行した後の夜︑私のミスから

ラリアの中で一番難しいエリアを

てていたにも関わらず︑オースト

ブルース いえ︒そんな誓いを立

のですか？

ＣＬ ミスコースなどもなかった

確に把握することに努めました︒

たちがどこを走行しているのか正

簡単なルートであっても常に自分

誓っていました︒だから︑どんなに

時でも集中力を維持する ﹂
と心に

トライアルが始まる前︑﹁いかなる

も重要だと私は考えていました︒

ので︑ナビゲーターの役割がとて

サンのような小型車は大変不利な

ブルース スピードの点でダット

たというお話も︒

も働かせながら修正をかけてくれ

際︑ブルースさんが一生懸命︑勘

足されていたようでもありました︒
年前︑みなさんにお話を

ボルンにおけるダットサン・ディ

サポートを行い︑こちらもクラス

ＣＬ

ーラーのさきがけとして︑オース

優勝を飾りました︒

ーから１５年が経過し︑その間に

トラリアのダットサンラリーチー

鬼籍に入られた方もいらして︒寂

ムのマネージャーを仰せつかりま

ブルース １９７２年に日産ファ

﹁ブルースさん有り！﹂ですね︒

しいですね︒

ＣＬ クラブライフのインタビュ

１３００ＳＳの車両製作を行い︑

クトリーチームとしてサザンクロ

ブルース 本当に寂しいです︒で

ＣＬ オーストラリアのラリーに

イングリスと組んで︑モービルエ

スラリーに参戦後は︑日産・ニス

も︑ 年前の記憶は鮮明に私の中

した︒１９６６年にはダットサン

コ ノ ミ ー ラ ン で ク ラ ス 優 勝︒

モの競技用部品を取り扱う﹁ダッ

に刻み込まれていますし︑トライ
アルが終わってからの交流も忘れ
られない大切な思い出です︒あな
たが﹁ミスター Ｋ﹂ではなく﹁片
山さん﹂と呼ぶのを聞いて︑本当

ひお話しましょう︒

ブルース また機会があれば︑ぜ

ざいました︒

重な品もお見せ頂きありがとうご

ーのお時間を頂き︑また当時の貴

ル・ジャーニーの中︑インタビュ

ＣＬ 今回は大切なセンチメンタ

ん﹂でしたから︒

豪 州 ラ リ ー 中 は ず っ と﹁ 片 山 さ

さんがアメリカへ行かれてからで︑

と呼ばれるようになったのは片山

に 嬉 し い ん で す︒
﹁ミスター Ｋ﹂

16

んは﹁行き先はどの方向？﹂と尋
ねてきたのですが︑私はそれを難
波さんのジョークだと思ったんで
すよ︒当然︑コンパスを使って調
べて進むべき方角は伝えたのです
が︑後になってそれはジョークで

ＣＬ

はなかったと︒

ブルース 本当に大変満足しまし
た︒と同時に︑
﹁ これでもう終わ
りか﹂とがっかりしたのを憶えて
います︒

レース後も
続いた友情
ＣＬ フジ号はクラス優勝︑サク
ラ号も４位完走に加えてフェアプ

１９７０年にはサザンクロスラリ

ト サ ン ス ポ ー ツ ﹂を 創 設︑後 に

60

さんのことを思い出します︒また︑

ーに参戦するハーマン／シュラー

歳で運転免許を取得後、長距離のモーター
スポーツに興味を持つ。1954年からモー
タースポーツの世界に入り、B10、P510
でBPラリー、サザンクロスラリー、エコ
ノミーラン等で数々の成功を収めた。今回、
豪州ラリー当時の品々をお持ち頂いたが
その保管状況はすばらしく、インタビュー
中も孫のような我々に丁寧に答えてくだ
さったジェントルマン。笑顔が素敵なテン
ガロンハットがよく似合う87歳。

過去には三縄さんや大家さんのお

15

1931年12月14日メルボルン生まれ。17

組用にダットサンＳＳＳの車両製

Bluce Wilkinson

子さまがオーストラリアへいらっ

ブルース・ウィルキンソン

しゃる際などはお手伝いもさせて
いただきました︒日本にはその後︑
回近く来ていますが︑苦楽を共
にした仲間と再会し︑思い出話を
大いに語り合い︑楽しい時間を過
ごしました︒三縄さんが若くして

ＣＬ ブルースさんは豪州ラリー

亡くなられたのが残念でした︒

だけではなく︑その後も日産との
係わり合いが深かったと聞いてお

アクシデントに
はダットサンチ
ームはもちろん、
他チームも互い
に協力して乗り
切った
ブルースさんが持参し
てくださった思い出の
品々。当時の記憶が蘇
り、一つひとつ手にと
って紹介してくれた
（最終ページもご覧く
ださい）
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フジ号のドライバ
ーとナビゲーター
として共に戦った
難波さんとブルー
スさん
レース中に対応し
たディストリビュ
ーターの防水対策
を懐かしみながら、
当時の苦労話を語
ってくれた

ブルースさん曰く、
この時のアクシデ
ントで全てが終わ
りかけたというフ
ェンダーの凹み
ブルースさんに宛て
た片山豊さんからの
メッセージカード。
レース時の感謝と近
況報告が綴られてい
る。二人の友情はそ
の後も長く続いた

上の写真の凹み
はドライバー達
によると「向こ
うから木がぶつ
かってきた」と
いうが !?

40
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年代でも︑若い世代にはまだまだ

が夢ではなくなっていた１９７０

重要なポイントだ︒自動車の保有

展示された一番の理由でもあった

デモカーが東京モーターショーに

者に支持﹂は︑このレース仕様の

を学ぶ﹂という理由だ︒特に﹁若

オンになったそのポテンシャル

ングカーレースで数々のチャンピ

再確認する ﹂
︒３つ目は﹁ ツーリ

ングして︑トップランナーへと仕

車サニーを先人はいかにチューニ

を学ぶにはうってつけだし︑大衆

ニーのレストアは︑自動車の基本

意味でベーシックカーであったサ

エンジンも奇をてらわず︑本当の

にアピールできただろう︒他にも︑

サニーのスポーティモデルは大い

ースポーツ色を全面に押し出した

ハードルが高かった当時︑モータ

サニー1200クーペGX-5 特殊ツーリングカー仕様 レストアレポート
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Meisha Saisei Club , restoration group by the volunteers of Nissan staff, has selected B110 Sunny racing car for 2018 program.
Racing version of this model conquered the circuit as in TS racing class between 1970 to 1980 in Japanese racing field.
Start the restoration work for making brilliant debut in the NISMO Festival be held at 2nd of Dec. 2018.

さて︑このサニーが今回選択さ

もできるだろう︒限られた予算と

B110型サニーのレース仕様。1970年代初頭から1980年代初頭の長きに渡って特殊ツーリングカーのカテゴリー、
いわゆる「TSレース」でサーキットを席巻したモデルだ。
12月2日に開催されるニスモ・フェスティバルでの完成披露を目標に、このキックオフからレストアがいよいよスタートする。
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Restoration report for B110 Sunny 1200 Coupe GX-5 racing
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ディスク／ドラム
185-515-13／205-515-13

を走った物は総じて深刻な

ブレーキ（前／後）
タイヤ（前／後）

ストラット／縦置リーフ

バル︒富士スピードウェイで︑その

サスペンション
（前／後）

3,825／1,615／1,285㎜
2,300㎜
1,335／1,315㎜
650㎏
A12（直4・OHV）
1270㏄
96kW（130㎰）/8,000rpm
118Nm（12.0㎏m）/7,200rpm
前進5速、後進1速
FR

ていないと︑潤滑不良による破損

全長／全幅／全高
ホイールベース
トレッド（前／後）
車両重量
エンジン型式
排気量
最高出力
最大トルク
トランスミッション
駆動方式

サニー1200クーペGX-5
特殊ツーリングカー仕様

錆に悩まされていたので︑こ

車名

勇姿を期待して待つことにしよう︒

Specifications

や摩耗の可能性も出てくる︒しか

このサニーが展示された1972年の東京モーターショー会場で、モータースポ
ーツやレーシングスクール、JAF公認クラブへの参加を促す展示パネル

れはラッキーだ︒エンジンは

収集された当時の
スポーツパーツの
カタログなど。こ
れらは貴重な情報
源として大いにレ
ストアの参考にな
るはずだ

TSレースとは

修復箇所を確認中。大きな問題
がないといいのだけれど……

1970年代から1980年代を中心に行われたツーリングカーに
よるレース。主に富士グランチャンピオンレース：通称富士GC
レースの前座として開催され、排気量によるクラス分けがされて
いた。特に 1300 ㏄クラスでは日産がサニー、トヨタがスター
レット、ホンダがシビックを投入して熾烈な戦いが繰り広げられ、
メインのGCレース以上の人気を博していた。各メーカーがワー
クス体制で参戦していたが、プライベーターたちも独自のチュー
ニングを施し、時にはワークスを打ち負かす活躍も見せ、今に続
くチューナーたちの原点とも言えるレースだった。
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13年前に難波さん、奥山さんにも見せて頂いた、フジ号クラス優勝で
授与された記念のサッシュ。シルバー部分には車両名、氏名などが刻印
されている（中央）
。記念のカーバッチ（左）とフェルト製の腕章（右）

ダットサンチーム・ドライバーの面々（左から）難波靖
治さん、大家義胤さん、三縄米吉さん、奥山一明さん

貴重なお宝がイッパイ!

豪州ラリー

思い出の品々をご紹介!

背 に フ ェ ル ト で「D A T S U N
NISSAN MOTOR JAPAN」と縫
い付けられたダットサンチームの
つなぎ。キャップ、ベルト、おし
ゃれと防塵の 2WAY で活躍した
水玉模様のスカーフも綺麗に保存
されていた

A great deal of precious collection of the Rally

Introduce memorial goods of
Round Australia Rally 1958
「豪州ラリー、そしてそこで得た友情が自身の宝物」
とおっしゃる通り、ゆかりの品々はブルースさんによって、
その思い出と共に大切に保管されていました。

現地での注目度も高く、
日々、豪州ラリーのニ
ュースが発行されてい
た。ダットサンがスタ
ックしている姿も

The Round Australia Rally and friendship growing up during the event are my treasure
he said. He is keeping carefully those associated with the Rally.

ドライバーたちのプロフィ
ールを紹介する資料には、
年齢や仕事のほかに、難波
さんが独身であることや、
大家さんの趣味がテニスで
あることが記されている

レース中に使用したルートの
指示書。ブルースさんは「ル
ートを間違わないために必死
でした」と話してくれた

レース中盤で日産・吉原工場の奥山さん出身部署
の面々からブルースさんへ送られた激励の手紙

片山さんの「まずは身だしなみから」という考えからチーム全員
で銀座で仕立てた紺のメリノのジャケット
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