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　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

特集●モータースポーツ／紹介

　1.　自動車レースの始まり。「グランプリ」の誕生

　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ

ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に

～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月

以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ

ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各

種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以
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世界のモータースポーツ
─そのカテゴリーと歴史─

A History of Motorsports : 
Categories and History

林　信次＊
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　19世紀末に内燃機関が発明されるや、10年と経たぬうちにモータースポーツは始まっ
た。1920～60年代は、ヨーロッパとアメリカで別々の発展を遂げたが、その後は両者の
交流も深まり、日本も1960年代に「夜明け」を迎える。21世紀に入ってからは、アジア
諸国でのF1GP開催も増えている。安全性を追求する130年あまりの歴史の中で、名選手
や名車が生まれ、名勝負にファンは熱狂してきた。ジャンルやカテゴリーの多様化がま
すます進む中で、パワーユニットのあり方やドライバー自身の関わり方も変わっていく
可能性がある。

　Motorsports began less 10 years after the internal combustion engine was 
invented at the end of the 19th century. From the 1920s to the 1960s, it developed 
independently in Europe and the U.S., but subsequently there was deepening 
interaction between the two, and motorsports began to take off in Japan in the 
1960s. Since the beginning of the 21st century, F1GP events have increasingly been 
held in Asian countries. Over a history of more than 130 years in pursuit of safety, 
famous drivers and cars have appeared, and fans have thrilled to famous races. As 
genres and categories become increasingly diverse, there is potential for further 
change in the nature of power units and the involvement of drivers themselves.



　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

　2.　アメリカでは《インディ 500》誕生
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　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ

ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に

～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月

以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ

ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各

種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以

Fig.1　1902年パリ～ウィーンで優勝したマルセル・ルノー
　　　 駆るルノー
写真提供）Renault

Fig.2　1921年フランスGPで優勝した米国製デューゼンバーグ
写真提供）Indianapolis Motor Speedway



　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

　3.　親しみやすいスポーツカー・レース

　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比
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べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ

ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に

～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月

以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ

ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各

種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以

　4.　第二次世界大戦の前後



　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

　5.　突然訪れたミッドシップ革命

　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ
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ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に

～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月

以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ

ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各

種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以
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　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

　6.　日本での自動車競走

　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ

ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に

～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月

以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ

ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016
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あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各

種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以

Fig.4　1969年日本GPでのトヨタ7とニッサンR382による先陣争い
写真提供）Fuji Speedway



　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ

ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に

～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月

以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ

ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各
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種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以

　7.　スポーツカー・レースの黄金時代



　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ

ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に

～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月

以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ

ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各

種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以

　8.　異種スポンサー流入による商業化と大衆化

Fig.5　1991年ル・マン24時間で総合優勝したマツダ787B
写真提供）Mazda



　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

　9.　激動のアメリカン・シーン

　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ

ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に

～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月

以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ
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ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各

種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以

Fig.6　2017年インディ500で優勝した佐藤琢磨
写真提供）Indianapolis Motor Speedway



　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

　11.　多様化するレース以外のカテゴリー
　10.　後進国での時間差 F1ブーム

　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ

ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に

～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月
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以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ

ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各

種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以



　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

　12.　未来のモータースポーツのために

　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ

ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に

～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月
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以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ

ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各

種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以



　1894年7月22日、フランスの首都パリに21台の
「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ
ンジン、電気自動車など、126km先にあるゴール
地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。
ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最
初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー
ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる
かを競う信頼性テストのようなものだった。

　そして、翌1895年6月11～13日の《パリ～ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと
いうことになる。距離1,178kmをエミール・ルヴァッ
ソール（パナール）は48時間48分で走破、平均時
速24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し
た。
　初期の自動車レースは、このように一般公道を走
るパリ起点の都市間競争として催された。19世紀
末から20世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文
化の中心地だった。1886年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ
た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。

　しかし、1903年の《パリ～マドリード》で死傷
者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは
禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう
になる。「サーキット」という概念が、ここに生ま
れた。
　自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新
聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー
ドン・ベネットJr.の発案による《ゴードン・ベネッ
ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同
一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ
うというものだった。車体の色を国別に変えるナ
ショナル・カラーも導入された。第1回の1900年は、
フランスのパリ～リヨン間で行われた。ところが、
1905年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に
不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、
翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独
自の規則による国際レース《ACFグランプリ》を
1906年から開始する。大賞を意味するGrand Prix
を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初
回の規定は、車重1,000kg以下という素っ気ないも
ので、1908年以降、エンジンサイズが規定された。
車体は、1925年に単座席化される。それ以前は、
ドライバーの脇にメカニックが同乗する2人乗りが
原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は
「GPフォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である
「ヴォアチュレット」、規則自由の「フォーミュラ・
リブレ」という考え方も芽生える。
　この間、1904年には、自動車国際機関たる
AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界
大戦後にFIA=国際自動車連盟へと改組）もパリに
設立された。
　1914～18年の第一次世界大戦の後、フランスに
続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP
フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

　ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ
カでも自動車レースは始まっていた。1895年11月
28日のシカゴ～エヴァンストン・レースは、雪降
る公道85.3kmをフランク・ドゥーリエのガソリン
車が10時間余りで走り切り、賞金2,000ドルを獲得
した。
　ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで
も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦
後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的
狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック
に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート
路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお
馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。
　そして1909年、インディアナポリス・モーター・
スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た
ちが企画立案し、一周2.5マイル（4km）の長方形
をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発
したため、急遽320万個の煉瓦を敷き詰める奇策に
出て(これにより、“ブリックヤード”と呼ばれるこ
ともある)、1911年、壮大な500マイル・レースを5
月末に初開催する。その後、この《インディ500》
は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額
賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続
くこととなる。
　ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合
衆国だが、18世紀後半の建国後も、移民たちによ
り開拓が進められた。ヘンリー・フォードがT型
フォードの大量生産を始めたのが、1908年であり、
近代的なオートメーション化によって廉価な自動車
が大衆にも一気に広まり、20年間で計1,500万台が
製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車
が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

べ、アメリカの環境は大きく異なった。
　1920年代には、木製・板張りコースのボードト
ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い
費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の
高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど
んどん急峻になり、ついには52度というコースま
で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な
ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん
どん高価になった。
　1929年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享
楽的な日々に浮かれた時代は去り、“見世物”ボー
ドトラックも消滅した。

　イギリスには19世紀末、赤旗条例なるものが存
在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗
を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな
いといけないという決まりで、その名残で、20世
紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま
う。1903年のゴードン・ベネット・レースや1905
年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英
国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後
に有名になる二輪のマン島TTレースも、四輪に
倣って、1907年開始となる。
　1907年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ
る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート
路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕
戦では、渡英中だった大倉財閥の2代目・大倉喜七
郎が、大排気量FIATを駆って2位という殊勲を挙
げる。
　スポーツカー・レースの誕生も早い。1906年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル
ガ・フローリオ》、1923年、フランスの《ル・マン
24時間》、1927年、イタリアの公道1,600km（1,000
マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初
開催される。
　さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな
がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ
ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主
役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ
カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）
といえる。
　スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ
るGT（グランドツーリング）カーを指すこともあ
れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）
を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ
るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス
ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ
て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ
ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら
かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー
スの魅力であり、規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

　1930年代後半のGPレースは、ドイツ製マシーン
によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載
するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ
博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ
ン（現アウディの前身）。銀色のボディカラーだっ
たことから、「シルバー・アロー」と称されること
が多い。8気筒・12気筒・16気筒という宝石のよう
な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー
ジャー）が装着され、500～600馬力もの大出力を
発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な
がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー
ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた
ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速200～300km/hで競い合った。
　ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933
年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ
ツ工業力の高さを世界に示すために、GP制覇を積
極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ
として使われることには問題があるが、それによっ
て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。
　ところが、1939年夏に、第二次世界大戦が勃発
すると、世の中はモータースポーツどころではなく
なってしまう。そして、1945年夏、終戦。敗戦国
ドイツには、1950年まで国際ライセンスが発給さ
れず、国際レースへの参加が禁止された。
　AIACRは、FIAへと改まった。戦前の「GPフォー
ミュラ」が「フォーミュラ1（F1）」に、「ヴォアチュ
レット」が「フォーミュラ2（F2）」へと改まる。
やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用
500ccフォーミュラが「フォーミュラ3（F3）」に認
定される。このF1/F2/F3の3種が、後に国際（イ

ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー
ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）
フォーミュラという扱いになる。
　新生F1では、戦前完成時はヴォアチュレット仕
様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに
新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに
なる（2018年末時点でF1GP通算235勝）。
　FIAは1950年、F1マシーンによって競うドライ
バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ
て初めて可能となった制度だった。イギリス/モナ
コ/インディ 500/スイス/ベルギー /フランス/イ
タリア各GPの計7戦。なぜか車両規則の異なるイ
ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ
選手権にしか見えないからだった。当時、F1とイ
ンディの交流は皆無であり、1953年に南米のアル
ゼンチンGPが、1959年にF1によるアメリカGPが
始まると、インディ 500は、1961年以降、選手権戦
から外される。この間、1958年には、F1コンスト
ラクター選手権も制定された。
　1951年末にアルファロメオが撤退したことで、
フェラーリの独壇場となることを心配したFIAは、
1952～1953年に限って世界選手権をF1ではなく、
F2で競うことにする。1953年、ドイツGPには18
歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の
外遊中に訪問観戦している。
　スポーツカーによる世界選手権制度も、1953年
に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな
る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な
マシーンを作って、1954年に本格復帰するや、た
ちまち王座に就くが、1955年、ル・マン24時間で
の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が
車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び
込み、ドライバーを含む80名以上が亡くなった）、
その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30年以上経った1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018年、
フォーミュラEレース開催により、禁が63年ぶり
に解かれる）。

　1950年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、
コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド
シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な
レーシングカー・コンストラクターであるクーパー
（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量
物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す
ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ
フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体
を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の
小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの
レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス
製コンストラクターの時代へと変貌する。
　1961年に、1.5リッター F1時代が開幕すると、完
全に英国勢の天下となる。1962年には、モノコッ
クフレーム構造のロータス25が新時代を告げた。
それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ
となっていく。1964年半ばには、ホンダがF1GPに
初挑戦する（Fig.3）。もちろん日本車としても初め
てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959年初挑
戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる
ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四
輪最高峰だった。それまで日本での海外F1報道は
皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ
の奮闘ぶりを伝えながらF1を学んでいくことにな
る。デビューからわずか1年余り後の1965年、最終
戦メキシコGPで、ホンダは初勝利を挙げる。
　1966年には、F1エンジンの排気量が倍増され、3
リッター化された。そして、翌1967年にフォード-
コスワースDFVエンジンが登場。フォードは全社
挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ
た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1用3
リッター V8エンジン製作を委託した。同機は、
1968年以降市販され、1982年までF1GP優勝戦線に
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～2017年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ
オンに輝くまでになった。

　歴代F1世界チャンピオンは、意外と自動車後進
国から輩出されている。アルゼンチン/ブラジル/
オーストラリア/ニュージーランド/南アフリカ/
フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし
て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと
して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、
頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け
て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ
ランスからは1985年のアラン・プロストまで、ド
イツからは1994年のミハエル・シューマッハーま
で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動
車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国
内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多
くあるため、本気でF1や国際舞台に挑む者が意外
と少ない。
　過去、日本人でF1GPの表彰台に立った者は3人
だけで、鈴木亜久里（1990年日本GP）、佐藤琢磨
（2004年アメリカGP）、小林可夢偉（2012年日本
GP）、いずれも3位だった。チャンピオンどころか
優勝争いに絡んだ者すらいない。最近4年は、日本
人不在のままだ。
　一方、今世紀に入ってからのF1GP開催国の変動
が著しい。1999年のマレーシア、2004年の中国と
バーレーン、2005年のトルコ、2008年のシンガポー
ル、2009年のアブダビ、2010年の韓国、2011年の
インド、2014年のロシア、2016年のアゼルバイジャ
ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増
えた。後進国にとってF1開催は、自国の成長ぶり
をアピールする手段でもある。F1界自体も、それ
で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ
発祥の地フランスでのF1GPが途絶えるなど（2018
年10年ぶりに復活）、先進諸国が昨今のF1に醒め
ているようにも感じられる。
　FIAは近年、国際舞台へのマイノリティの参加促
進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの
国際フォーミュラカー・レースが、2019年から始
まる。ラリーやスポーツカー /F3級レースでなら
活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・
パトリックが、2008年ツインリンクもてぎで優勝
した。しかし、F1GP決勝にまで進んだ女性は過去
2人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ
ミルトンが、今や5度も世界王座に就くが、インディ
カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

　1980年代以降、サーキット・レースは、F1GPの
一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ
れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも
莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク
ターが成立しづらくなった。結果、F1への登竜門
だったF2（1985年からF3000、2005年からGP2、
2017年から再度F2に改称）や、それに準ずる各種
フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを
ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ
ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、
エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化
されれば、3～5年間は新型投入もない。新型投入
前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残
れる現状といえる。
　F1GPの経営権は、2017年のバーニー・エクレス
トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、
技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ
ていくか、岐路に立っている。
　サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。
　ラリーは、20世紀前半は公道で自動車運転の正
確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、
1960～70年代になるとスペシャルステージ（SS）
と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日
間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変
わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア
でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ
て構成されるWRC（世界ラリー選手権）も、1973
年に開始される。90年代には、日本車（トヨタ/ス
バル/三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。
2018年には、トヨタが19年ぶりに王座奪還を遂げ
た。この間、2004～2010年には、北海道でWRC戦《ラ
リー・ジャパン》も催された。
　1979年に始まった《パリ～ダカール・ラリー》は、
フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを
四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常
のラリーより長距離で苛酷さが高く、「マラソンレ
イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009
年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、
1908年にも同様の《ニューヨーク～パリ》が5カ月

以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を
使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。
　壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無
視できない。1960年代までは人気があったが、
ジェット/ロケット・エンジンが使われるようにな
ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、
近年は挑戦者も少ない。1970年に1,000km/h突破、
1997年の1,227.986km/hで、ついにマッハ（音速）
を突破した。
　広大なアメリカには、「自動車を使った遊び」が
山ほどある。静止状態から4分の1マイル（400m） 
先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー
スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、
8の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。
　入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、
ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による
ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド
ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。
　今では、世界中の自動車競技がすべて、FIAおよ
びその各国認可団体たるASNの傘下で行われてい
るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため
であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の
ドリフト競技や軽四輪改造車によるK4グランプリ、
小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな
ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に
なった。

　モータースポーツの起源は、今から2000年も昔、
古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな
い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。
その後、長い歳月を経て19世紀末、人間は自動車
を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、
実はたった130年でしかない。それなのに、戦前の
レースはおろか、1960～70年代の記録さえ、きち
んと残っていないのが現実といえる。サーキットに
行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ
離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ
イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が
及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の
あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ
ディアの歴史認識度が低い。
　モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な
るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ
とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど
死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース
ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面
白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本
来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限
界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか
を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド
ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に
感情移入するのが、ファンにとって難しいという側
面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい
ると、「走り」そのものから各選手の技量や心情、
競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな
る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも
いえる。
　21世紀前半の今、モータースポーツは大きな変
革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも
のを模索し、国際スポーツカー・レースや2014年
以降のF1GPレースでも、従来の内燃エンジンとエ
ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で
高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、
2014年からは、フォーミュラEのレースが鳴り物
入りで始まった。Eは、電気＝エレクトリックを表
わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ
とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを
出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、
臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電
費」向上の技術力も著しい。
　技術面からいえば、今までのモータースポーツと
は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング
カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）
を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世
界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し
てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。
問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン
は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。
だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以
前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが
集う場所として、サーキットが現在以上に重視され
ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる
「eスポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー
サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。
　まだ130年の歴史しかない自動車を、未来人はど
う楽しむのだろう。乗り物が存在し、「速く走らせ
たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ
は永遠に不滅だと思いたい。
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降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世
界耐久選手権）も、2012年に復活し、富士でも開
催されるようになる。しばらく第一線から離れてい
たポルシェも、2014 ～ 2017年にかけて戦線に加わ
り、ル・マン通算19勝にまで記録を伸ばした。
　この間、ル・マン24時間で総合優勝する日本人
も現われた。1995年の関谷正徳（マクラーレンF1 
GTR）、2004年の荒聖治（アウディ R8）、18年の中
嶋一貴（トヨタTS050ハイブリッド）と現時点で3
名を数える。

　1960年代末、F1GP界に新しい動きがあった。ス
ポンサー・マネーの流入である。1968年、ロータス・
チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功
し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、
派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく
り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ
ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ
とで、マシーン開発費やF1界全体で動く金額が、
年ごとに巨大化していく。加えて、F1チームの集
合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率
いるFOCA（F1コンストラクターズ協会）がレー
ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界
中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ
とで、F1GPの商品価値が70年代末に一気に高騰す
る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの
が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ
グビジネスへと変貌を遂げるのだった。
　1976～1977年と、日本の富士で東洋初のF1GP
戦が開催できたのも、FOCAとの交渉一つで事が
進みえたからだった。史上に残る1976年のニキ・

ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪F1や日本製コ
ジマF1の奮闘は、プチF1ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
　そういった中、フランスのルノーがF1用ターボ・
エンジンを開発して、1977年以降、参戦し始める。
規定されている1.5リッターというハンディを克服
して、デビュー 2年後には初優勝を遂げ、これを機
にフェラーリやBMWなどもF1用ターボ開発に着
手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワースDFVエ
ンジン頼り）イギリスFOCA系の各コンストラク
ターは、77年型ロータス78に端を発する車体の新
機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。
コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上
がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP運
営を巡るFISAとFOCAの政争には目に余るものが
あり、F1分裂の危機まで迫った。1981年初めのコ
ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ
イングカーは1983年以降、フラットボトム化され、
少しは安全性が回復する。
　その1983年、1968年のF1撤退以来、国際舞台か
ら遠ざかっていたホンダが、F1ターボ・エンジン
供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組
んで、1986～1987年にコンストラクターズ・チャ
ンピオンを奪うと、1988年からは、マクラーレン
とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・
プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ
るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う
事態に陥ってしまう。ホンダ第二期F1活動成功の
鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら
にして無線で把握できるテレメトリー・システムを
導入したことだった。ピットとドライバーの無線交
信も、この時期に広まる。
　その間、1987年には、鈴鹿サーキットでF1日本
GPが恒久的に開催されるようになり（1977年の富
士以来、10年ぶり）、フジテレビジョンが開催当日
の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ
に乗って中嶋悟が日本人初のF1レギュラードライ
バーとなるなど、日本での「F1元年」と呼ぶにふ
さわしいお膳立てが整った。
　ターボF1は、予選仕様の過給圧では楽に1,000馬
力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ

ワーダウンが図られ、1989年以降は、ターボ禁止=
全車NA（自然吸気）3.5リッターへと改められ、毎
戦39台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ
ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル
景気が弾けた直後、1992年をもって、ホンダの第
二期F1活動は休止と相成る。
　日本でのF1ブームは、1994年春のセナの事故死
によって潮が引くように去って行った。やがてタバ
コ広告の禁止がF1界にも押し寄せると、F1GP
フィールドは、20台前後にまで減少する。F1の盛
衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

　AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956
～1979年とインディカーを統轄していたUSACは、
1979年、参加チームの集合体である新設CARTに
主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや
ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動
する。そして、CARTインディカーはヨーロッパ
色を強め、90年代半ばからは、日本のホンダやト
ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998年以降、
栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ
戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ
ていく。インディ 500にも、1991年に松下弘幸（ヒ
ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017年
には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）。
　90年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ
クがいくつか新設された。2001年、ドイツのラウ
シッツリンクで初開催されたCART戦で、1996 ～
1997年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル
ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚
切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な
復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012年ロン
ドンと2016年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
　一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS代表者トニー・ジョージが1996年、CARTに
対抗してIRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的なCARTとドメスティックな
IRLとでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000年代に入る頃には、有力チームやエンジン・

メーカーが次第にIRLにくら替えし始め、運営代表
者の交代が繰り返されたCART系シリーズは、
2007年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ
ンディ 500》を持つIRLの方が生き残り、2011年以
降、「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ
ンダのインディ500優勝回数は、今や12回に達する。
　60年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・
レースは、アマチュア主体のSCCAから枝分かれし
たIMSAのプロフェッショナル路線が、80年代に
一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ
Cに類似したGTP、市販車ベースのGTO/GTUに、
アメリカ車/ヨーロッパ車/日本車が積極参戦した。
最高峰GTPでは、80年代末はニッサンが、90年代
前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー
トしすぎたGTPは、1993年をもって消滅する。そ
の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン
24時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・
シリーズ）」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン
ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014年になっ
て両者は合併、再度IMSAの名前を復活させ、現在
に至る。
　最もアメリカ的なレースといえば、NASCARス
トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン
40台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う
豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥
で、1920年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして
いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、
それが40年代末にNASCARによって統轄された。
GM/フォード/クライスラーなどがバックアップす
る市販車風改造車は、300km/h以上で疾走する。
年間36戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、
2007年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

あり続け、通算155勝を挙げる。
　1968年には、F1界にも巨大ウイングが続々登場
し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研
究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969
年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施
行される。入れ替わるように、4輪駆動F1やタイ
ヤのスリック化が進んだ。その1968年末、ホンダ
は第一期F1活動を休止する。
　ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）
は、1960年代半ばに、インディ 500にも積極的に挑
戦し、“ブリックヤード”にも遅れて近代化がやっ
てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー
ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ
イされていく。

　日本初の自動車レースは、1915年（大正4年）、
ロス在住の人物が、目黒競馬場で4台のレーシング
カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922
～1926年にかけて、埋め立て地や練兵場などで10
数回のレースが開催された。その中心人物の一人
だった藤本軍次は、1921年までアメリカで自動車
関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本
格的サーキット建設に尽力し、1936年（昭和11年）
に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード
ウェイ」を完成させる。左回り一周1.2kmのダート・
オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大
事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入
まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外
国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット
サンが小排気量クラスで活躍した。
　敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした
ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955年
には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界GP（1949年開始）挑戦を表明し、60年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
　本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962年（昭和37年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが

開催される。翌1963年5月3～4日には、四輪車に
よる《第1回日本グランプリ》が20万人余の大観衆
を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、
多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この
1963年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと
なる。日本のASNにはJAFが就いた。
　そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、
翌1964年の第2回日本GPで好結果を挙げるべく、
それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や
マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。
　1964年秋には東京オリンピックが開催され、そ
のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。
日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして
いく。
　1965年には船橋サーキットが、1966年には富士
山の麓に富士スピードウェイ（30度バンクを持つ
高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛
り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる
1966～1969年日本GPは、メーカー対決に沸く
（Fig.4）。しかし、70年代に入った途端、排気ガス
や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ
ずトヨタが、日本GP不出場を宣言し、1970年、日
本GP自体が中止されてしまう。1964年の東京オリ
ンピックから1970年の大阪万博までは、日本の産
業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や
摩擦が負の遺産として噴出したのが、70年代前半
だった。
　建設中だったローカルサーキットが続々と完成
し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型
フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の
プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本
GP中止の代案として、富士スピードウェイは、各

種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ
ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ
パF2級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自
動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開
始する。
　1973年秋に世界中を見舞ったオイルショックに
よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士GCに
おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974年秋に
は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において
F1デモ走行が行われ、1976～1977年には、F1日本
GPがアジア初開催されるに至る。しかし、1977年
大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死
傷事故が発生、F1GP開催も一旦、途絶えることに
なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー
ドウェイの廃止騒動も起こり、80年代半ばまで長
い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、
その後も経営の赤字がかさみ、21世紀に入ってす
ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。
　80年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有
のF1ブームに留まらず、全日本F3000選手権の賑
わいもすごかった。これは、1996年からフォーミュ
ラ・ニッポンへ、2013年からスーパーフォーミュ
ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。
　一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985
～1993年のグループA規定・全日本ツーリングカー
選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中
距離戦）の流れをくむものとして、全日本GT選手
権が始まり、2005年以降、「スーパー GT」として
アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン/トヨタ
/ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。
ドイツで人気のDTMシリーズとの連携路線が、近
い将来、実を結ぶかもしれない。

　1960年代前半のスポーツカー・レースは、量産
GTカーにタイトルが懸けられたが、結局は、より
高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー
ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ
リカ・フォードの対決図式となっていく。1966年、
ル・マン24時間で、フォードGTは6連覇中のフェ
ラーリを打ち破っただけでなく、上位3位までを独
占した。フォードはその後も、1969年まで4連覇す
る。そして1970年、5リッターのポルシェ917とフェ
ラーリ512Sが真っ向対決を演じ、ポルシェがル・
マン挑戦、20年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

FIAは、1972年以降、国際スポーツカー・レース
参加車両（GTは該当せず）を3リッターまでに制
限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ
により一つの黄金時代に終止符が打たれた。
　北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am
シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60年代末にピー
クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ
たが、1972年には、ポルシェが他社に先駆けてター
ボ過給エンジンでCan-Amに登場して覇権を握る。
しかし、1973年秋にオイルショックが発生すると、
大パワー重視のCan-Amシリーズ自体が時代遅れな
ものとなってしまい、1974年を最後に消滅した。
　その後、70年代後半に、束の間人気を集めた「シ
ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした
大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手
権としては長続きしなかった。そして、1982年か
らのFIA新カテゴリー・システムに則った「グルー
プC」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。
ガソリン510リッターで1,000kmを走破せよ、エン
ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な
規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす
ぐった。ポルシェ 956（および改変型962C）が、
まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな
る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに
続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ
て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982年
から富士で、1989年から鈴鹿で開催された。
　しかし、FIAは80年代末に、改訂グループCを
F1と同じ3.5リッター NAエンジン搭載車限定（燃
費規定撤廃)と表明したことで、プジョーが積極参
戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992
年をもって、それまで40年間続いてきたスポーツ
カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その
混乱のさなか、1991年ル・マンでは、マツダ787B
が総合優勝を達成する（Fig.5）。日本車としても、ロー
タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。
　その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ
ア中心のGTレースとして再スタートを切り、1990
年代末には、GTとは名ばかりのプロトタイプカー
然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ
れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・
エンジンのプロトタイプカーで覇権を握る。プ
ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、
2012年からは、アウディがディーゼルとエネルギー
回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以


