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　レースの世界において、クルマを速く走らせるこ
とは大きな命題であり、それを達成するために、エ
ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分
野で技術開発が行われている。その中でも、あまり
注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、
クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと
路面のインターフェースとしての役割を持つが故

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー
ツである。
　一方、F1は、レースの世界において頂点に位置
づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き
な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注
目し、レースの代表格であるF1タイヤを通して、
レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時
代において、どのような技術が開発され、そしてま
た、そこにどのような背景があったのかを紹介して
いく。タイヤをいかに使いこなすかは、クルマの操
縦安定性向上に欠かせない要因であるが、それと同
時に、クルマの性能を引き出すためには、クルマの
特性に合ったタイヤ開発が必要であることを理解し
ていただけたら幸いである。
　2章では、黎明期のクルマがレーシングカーとし
て進化する過程で、エンジンの配置がドライバーの

前方から後方へと変更されたことにより、タイヤへ
の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし
たこと、3章では、タイヤのサイズによるクルマの
性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ
リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの
進化によってトレッドパターンがスリック（模様の
ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく
こと、4章では、一般タイヤでは、1960年代中頃から、
性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ
ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行
していたが、これに遅れること約10年、1970年代後
半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、
そして、そこにあった技術課題が何であったのかを
紹介する。5～7章は、タイヤメーカー間の競争が、
クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規
定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ
るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8章では、
その競争によって創り出された先端技術により、
レースとは無関係と思われがちな環境に優しいタイ
ヤが生まれたことについて述べる。9章では、今後
のF1タイヤの方向性や安全性について紹介する。

　第2次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた
1950年、エンジンの規格を定義し、自動車競技の
最高峰、シングルシーターによるレースとして、
F1はスタートした。その当時は、レース用のクル
マではあったがタイヤ幅も細く、一般乗用車のタイ
ヤと大きな差はなかったとされる。
　60年代に入り、運転席前方に置いていたエンジ
ンを、現在のF1のように後方に配置する車両のミッ
ドシップ化が一般的となり、操縦性の向上が追及さ
れはじめ、60年代後半からは、エンジンの排気量
が増し、出力の増大が図られた。エンジンが後方寄
りとなったため、リアタイヤの負担する輪荷重は増
し、さらに、エンジンパワーを確実に受け止め、路
面に伝える必要性が出てきたのである。このため、
リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方
向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に
なった。しかし、通常のバイアスタイヤの製法では、
タイヤの断面形状は自然平衡形状となるため、非常
に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその
ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。
そこで、タイヤ内部の形状をそのままにして、トレッ
ド部の外側を広げ、接地させるためにトレッドの

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ
ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増
すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受
けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を
超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と
して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー
ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている
が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば
れる形をしたモールドを採用することだった。これ
により、ショルダー部のゴムの厚さを10数ミリも
減らすことができるようになり、過熱による劣化の
問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、
タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ
は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態
では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を
入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規
定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計
されていた。
　なお、タイヤ各部の名称については、Fig.1を参
照いただきたい。

　スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン
も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の

存在は、F1でスリックタイヤが一般的になる1970
年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や
ドラッグレースの車に装着されていた。従って、
F1に登場した際には、画期的なものだったとは言
い難く、あまり目立たなかったようである。高速走
行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ
の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的
としたので、F1のスリックタイヤ化とは、その趣
旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、
考え方としては存在していたスリックタイヤがF1
においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ
ればならない技術課題があったからである。
　1966年ごろのF1にタイヤを供給していたのは、
イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド
イヤーとファイアストンの3社であった。彼らのタ
イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ
ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な
ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時
の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック
タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、
パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ
たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな
り進んだ1970年でも、最も柔らかいコンパウンド
を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能
とトラクション性能をかろうじて得ることができた
が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな
かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方
向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの
操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう
にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ
イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を
見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行
方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、
カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド
パターンを適度に付与すること（Fig.5参照）で、
見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して
いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー
カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ
クへと急加速して行った。
　上述したような、トレッドパターンを最小限に抑
えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド
イヤーは、1971年の南アフリカでのシーズン開幕
戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の
ファイアストンは、これに対抗するかのように6週
間後の第2戦スペインで、F1のレース本番におい
て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、
土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの
で、それを使用することができなかったためである。
レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも
のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は2
位となった。このレースでトップ10に入った車の
うち、3台がファイアストンのスリックを装着した
車で、7台がグッドイヤーのセミスリックを装着し
たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ
ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ
はすべてのF1サプライヤーにとって標準的なドラ
イタイヤとなったのである。Fig.2～Fig.7を見てい
ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで
の流れがお分かりいただけるだろう。
　溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで
きることからグリップが高いといった説明がなされ
るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで
あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに

敷きなどを誤ってストーブ等の熱源の傍らに置い
て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると
思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて
おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる
性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ
て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて
いただければ、この現象が体感できると思う。この
低温での特性を緩和するために、現在のF1では、
タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン
パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、
チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔
らかさを保持して使用しているわけである。
　従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常
温からある程度作動してグリップし、走行開始後、
十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ
ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発
揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で
の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す
る事象であるから、ピレリは、この技術課題を
2020年半ばまでには解決していなくてはならない。
特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり
が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま
りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ
のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ
れるF1車両を使用するチーム側からの強いクレー
ムがタイヤメーカーに向けられることは容易に想像
される。ピレリの開発陣が、この課題をどのように
解決していくのか興味深い。

　近年のF1におけるグッドイヤーとブリヂストン、
とりわけミシュランとブリヂストンによるタイヤの
コンペティションは、両メーカーが性能のピークを
より高くしようとするが故に、持ち込みタイヤの特
性によっては、レース時の天候や路面状況によって、
メーカー間のタイヤ性能に大きな差がつき、タイヤ
の銘柄で勝負がついてしまうという、本来のクルマ、
ドライバーによる競争からかけ離れてしまうことが
あった。また、タイヤの進化によるラップタイムの
ゲインが、エンジンを含むクルマを構成する他の主
要素に比べて格段に大きいため、クルマ自体の開発
よりも、タイヤメーカーがプロトタイプとして持ち
込むタイヤの評価を確実に実行し、次のレースにつ

ながるスペックを選択することが重視された。この
ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大
になり、チームの大きな負担になった。こういった
理由で、F1は、現在のワンメイク化が決定され、
他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ
ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー
GTで行われているタイヤ競争は、世界的に見て極
めて珍しいケースとなっている。
　しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ
ション時のレースは、走る実験室としての意味合
いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競
争は、メーカー内のモータースポーツを担当する
部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部
署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料
供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦
の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術
の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの
開発における決められた枠から外れたところ、特
にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を
与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、
タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。
そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大
きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう
いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に
否定されるべきものではないように思える。
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ヤ形状は、F1で巡る数々のサーキットを1周した
時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な
形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着
いていったのであろう。

　ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を
もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必
要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め
ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ
の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました
感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大
きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上
にのみ存在するからである。F1車両にはセンサー
が数多く取り付けられているが、2000年代には、
その高性能化が急進展した。これによって車両の挙
動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で
きるようになった。今では、当たり前のようにGPS
により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得
できるが、2000年初頭では、スタート時の彼我の
加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい
たものである。
　車両挙動に関しては、10～1ｍ単位、走行中の車
両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ
アングル、キャンバー角の変化などのデータは1ｍ
～10cm、タイヤの変形なら10～1cm、接地面内の
圧力分布や排水性能なら0.1 ～1cm単位となってい
くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）
まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ
ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ
た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス
チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい
とか判定していたが、現在では、レーザーによる路
面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など
によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の
細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが
できるようになった。これにより、トレッドゴムの
表面から内部まで、どのような入力があるのか判明
し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと
で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が
種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影
響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に
沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ
て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え
ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。
　こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や
低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行
時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ
ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ
スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か
り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう
な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を
与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき
た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ
シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し
てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上
述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、
周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を
分析することで、溶液重合による分子配列を精密に
コントロールしたスチレン-ブタヂエンゴムを利用
することで、低転がりでウェット性能の低下を極力
抑えたタイヤが開発されたのである。

　2011年からは、1950年のF1創生期から参戦し、
その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ
レリが、20年ぶり4度目のF1復帰を果たし、タイ
ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更
改に合意し、2020年から2023年までの供給契約を
締結した。
　9-1　13 インチから 18 インチへ　
　現在F1で使われているタイヤのリム径は、13イ
ンチであるが、2021年からは、18インチ化される
ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し
ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス
トンがF1にタイヤを供給していた2000年代にも、
FIAから相談を持ちかけられたことがあった。理由
は、13インチのリム径が前近代的なため、技術の
先端を追求しなくてはならないF1のマシンにそぐ
わないということであった。
　リム径アップの影響をタイヤの面から捉えると、
次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム
径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する
場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が
できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保
ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を
大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の
低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ
イヤはグリップ力の最大値を示すが、それを越えた

時のグリップ力の低下の度合い）を増大、ばね常数
の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント
ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回
避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ
が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ
ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で
はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ
ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲
内を想定して、14インチのタイヤを提案したが、
このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな
さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に
より、実施が見送られた。
　しかし、今回実施されることになった大きな理由
は、やはり13インチのリム径のタイヤが、今の世
の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月
が経っているということが強調され、F1が時代遅
れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に
も影響を及ぼすという考えからであった。2014年
から始まった電気自動車のF1と呼ばれる、フォー
ミュラEにおいて18インチのタイヤが採用されて
いることも、少なからず影響したのではなかろうか。
現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど
ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム
が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ
ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径
アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容
易になるといわれている。また、ブレーキディスク
からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ
内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前
後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による
性能変化が大きい現在のF1でも、タイヤウォーマー
の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。
　ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた
が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を
アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に
減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安
全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの
拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき
る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の
理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ
ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ
びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧
アップも加味したところで、サスペンションだけで
はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計
変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、
十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが
車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に
飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比
ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）
の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら
ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース
時に行われる1秒強での交換作業実施時におけるメ
カニックの足腰への負担も増大するので、このあた
りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。
これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる
ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が
進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を
たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ
イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、
ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保
がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題
となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁
止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅
に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す
ことができるのである。また、チームとしても、高
性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1
セットで低価格の小型乗用車1台が購入できる）や
それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ
ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ
うな労働からメカニックを解放できるという利点が
ある。
　しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな
り難しい技術課題を突き付けられることになる。現
在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度
領域、すなわち高温側（約80～110℃）で、グリッ
プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に
設計されている。レース用タイヤにおいては、強大
なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での
コーナリングを実現するためにグリップの向上を目
指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ
ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が
レース用のそれには加えられている。この影響は、
低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、
グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一
般的である。理解を深めるために、この添加物の一
つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ
う。実際に添加している樹脂については、具体的に
述べることはできないが、基本的にはプラスチック
のようなものである。プラスチックの定規とか、下

い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検
討、開発などが行われ、課題を解決してきている。
こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の
性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな
くてはいけない事案である。

　ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992年か
ら5年間、F1はグッドイヤーによるワンメイクの
時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向
上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン
が1997年から参入した。彼らは、1976年と1977年
に富士スピードウェイで行われたF1に、バイアス
タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ
リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は
中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ-
ヤマハのD.ヒル選手が、ハンガリー GPで一時首位
を走行するなど、高評価を獲得、翌1998年には、トッ
プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ
イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得
に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦2年目の
快挙となったが、この年をもって、1964年以来、
一度たりとも活動を休止せず、35年の長きに渡っ
てF1の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退
した。1999年からブリヂストンの第一期目のワン
メイク時代となった。

　1997年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ
イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー
ナリング速度が非常に速くなった。このため、レギュ
レーション面でF1を統括するFIA（国際自動車連
盟）は、高速でのクラッシュを避けるため、コーナー
での速度低減を狙ったタイヤの周方向にストレート
溝を付与したグルーブドタイヤの導入を決め、1998
年から実施した。グルーブの付与により、接地面積
が減少し、溝のエッジ部分の接地圧は極端に高く
なった。このため、コーナリングにより溝の端から
めくれるような摩耗が生じ、耐摩耗性が極端に悪化
した。また、トラクション方向とブレーキング方向
の摩擦力は、それほど低下しなかったが、横方向に
関しては、溝によって縦方向のブロックの横方向へ
の倒れ込みが生じ、大きな落ち込みを見せた。この
倒れ込み現象は、コーナリング中のグリップの不安
定さも増大、タイヤ挙動の不安定感（ムービング）

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー
のフィーリングは極端に悪化した。FIAの目論見ど
おり、サーキット1周でほぼ3秒のラップタイムの
増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ
シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競
争が激化した2004年や2006年には、スリックタイ
ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ
ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ
ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ
プ力も保持しなければならないという課題解決が必
要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ
ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超
連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開
発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ
の両立という二律背反が解決された結果である。加
えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開
発により、接地圧分布は改善され、メクレ摩耗
（Fig.10参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に
寄与した。
　余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備
えているものの、ウェットコンディションにはまっ
たくといっていいほど対応できない。というのも、
搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾
いている時を想定して開発されており、言ってみれ
ば、ガムテープのような性質を持っているからであ
る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を
示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ
の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ
ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で
ある。特に、1990年代以降、シリカを配合したトレッ

ドコンパウンドの開発が進み、非シリカ配合対比、
高いウェット性能を示すようになり４）、トレッドの
溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと
のウェット状況での性能差は顕著となっている。

　ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ
イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド
イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、
2001年からF1に復帰した。これにより、F1の世界
は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。
あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス
トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分
野でも、1980年代初頭のF2（当時のF1の一つ下の
カテゴリー）、そして1990年代初頭のDTM（ドイ
ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を
争ったこの2メーカーが、ついにモータースポーツ
の最高峰であるF1の世界で相見えることとなった。
威信を掛けたこの2メーカーの戦いは、2006年まで、
6年間にわたって繰り広げられ、F1チームはもちろ
んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも
のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が
大きく進歩した時代だったといえる。
　ミシュランの撤退後、2007年から2010年までの4
年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ
た。ただし、2009年からは、空力的な効果の削減
が車両規定により実施されたため、ダウンフォース
減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、
グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ
のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ
ヤが復活した。
　7-1　タイヤ形状の変化
　2001年、両社のコンペティションが始まった頃
は、ブリヂストンのタイヤのクラウン（タイヤが転
がって来る正面から見たときの、路面と接するト
レッド部分）の形状は、丸味を帯びており、ミシュ
ランのそれは、どちらかといえば、平らな形状をし
ていた。明らかに両社のタイヤの形状の違いが、遠
目でも判ったものである。ところが、コンペティショ
ンの最終年である2006年に近付くにつれ、両社の
タイヤ形状は類似したものとなり、ちょっと見ただ
けでは、どちらのメーカーのモノか判別し難いほど
になっていた。ブリヂストンのそれは、平らな方向
へ進み、ミシュランのそれは、丸味を帯びた形状へ
と進化していったのである。

　設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び
たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ
に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す
る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に
クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ
の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11参照）。
一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に
より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング
に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ
ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ
クションやブレーキングに対しては、接地形状が進
行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、
丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に
置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し
ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち
上げたら、それまで面で接していたものが、線で接
するようになることを考えれば、判りやすいのでは
ないだろうか。
　1998年頃より、F1の新規サーキットは、ドイツ
の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが
主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ
プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ
ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、
直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、
直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、
ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ
イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ
うな設計思想のタイヤをF1の世界に送り出したも
のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ
ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ

違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ
ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走
行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り
やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が
磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して
いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと
したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、
速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま
で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由
と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与
することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の
エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ
レーキング、トラクション、そして特にコーナリン
グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能
なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの
登場には、1960年初頭より研究されていた路面の
細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ
のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス
によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン-ブ
タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要
だったのである。
　ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。
タイヤに使われているゴムの基本材料3種として、
ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。
ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され
た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化
学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ
マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム
のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま
ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱
いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、
これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

ムの分子と結合し、ゴムの分子間にネットワークが
形成されて、輪ゴムのように伸びたり縮んだりする
弾性機能が付与される。さらに、カーボンブラック
（簡単に言えば、石油などを燃やしたときの煤のよ
うなもの）を混ぜることで驚異的に伸びるようにな
り、耐久性も備わる。余談だが、タイヤが黒いのは、
このカーボンブラックによるところが大である。た
だし、カーボンブラックを加えていくと、そのゴム
自体は硬くなっていくため、これにオイルを加える
ことで、その剛性を調整している。従って、このオ
イルを混ぜる量を多くすれば、非常に柔らかいゴム
を作ることができることになる。すなわち、スリッ
クタイヤのトレッドゴムは、オイルをかなり増量し
て柔らかさを出しているのである。これらの材料を
混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ
ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ
クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用
車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな
問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生
産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発
生し、簡単には製造できなかったと想像される。し
かも、前述した合成ゴムのスチレン-ブタジエンゴ
ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工
程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ
る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、
スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ
ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付
きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス
リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え
られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ
プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添
加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上
によって加速されていったことは想像に難くない。

　タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア
スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度
がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し
てプライが0度に近い）という、2種類のものが存
在している（Fig.8参照）。1960年代以前は、製造技
術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ
が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が
考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク
ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能
などでバイアスタイヤ対比が大きく勝るため、各

メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960年代
になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ
イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と
してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層
により生み出されるものである。
　F1の世界では、1971年にスリックのバイアスタ
イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と
しては、1950年からバイアスタイヤのみが使われ
ていた。ところが、ミシュランが1977年7月の第
10戦イギリスGPから初参戦することになり、F1の
世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流
れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル
ノーチームで、新たな技術である1.5リットルのター
ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン
ジンとラジアルタイヤという組み合わせは、技術的
アピールには十分な登場であった。そして、なんと
約6カ月後の1978年1月の第2戦ブラジルGPで、
フェラーリに装着されたミシュランのラジアルタイ
ヤは初優勝を飾り、翌1979年には、ドライバーと
コンストラクターのチャンピオンにフェラーリとと
もに輝いた。さらに、1984年には、マクラーレン
とともに大成功を収めたが、「F1から学ぶことは無
くなった」と表明し、突然F1から撤退した。一方、
グッドイヤーは、ミシュラン参入当初、バイアスタ
イヤで戦っていたが、ラジアルタイヤの優勢さを認
識し、2、3年前にラジアル化を完了していた。
　こう見てくると、いとも簡単にレース用のラジア
ルタイヤが実用化されたように見えるが、実際には
困難な課題がいくつも横たわっていた。直線から微

小舵角時のブレーキングとトラクション性能はバイ
アスタイヤに比べ、格段に良いのだが、コーナリン
グ中のブレークアウェイの問題を内在していた。ト
レッド下部のベルト層が強固であり、サイドウォー
ルがバイアスタイヤに比べると柔軟なため、ステア
リングを切ってコーナリングを開始し、トレッドゴ
ムがグリップしてベルト部を変形させ、ベルト部が
変形しきってトレッドコンパウンドのグリップの限
界を迎えると、変形が急激に戻る現象が生じるので
ある。それがブレークアウェイと呼ばれる挙動であ
り、ドライバーがクルマをコントロールするのを至
難の業としていた。この現象は、スリックタイヤの
開発初期にあったトラブルに非常に類似していた。
これを解決するために、サイドウォール部分の補強
方法が種々検討され、ラジアルタイヤは実用化に
至っている。現在でも、車の特性に合わせるために、
プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は
多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存
在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮
する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー
スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使
われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま
な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル
ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変
化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな
る（Fig.9参照）。これが周方向につながって、ベル
ト端のトラブルになったり、高速走行においては、
その核のつながった部分が、遠心力によってプライ
から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの
である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな
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レース用タイヤの歴史と技術開発

History and Technical Development of Racing Tires

　Formula One（F1）のタイヤ開発に焦点を当て、どのような経緯で現在のタイヤに至っ
たのかをたどる。エンジンの出力や車両の重量配分の影響を受けて、タイヤは変貌して
いった。タイヤの幅広化、合成ゴムの配合技術の発達によるスリックタイヤの登場、そ
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最新の技術が、市販の低燃費タイヤに活かされているというユニークな点についても紹
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　This paper traces the background of how we arrived at today's racing tires, with 
a particular focus on tire development for Formula One (F1). Tires have been 
transformed due to the effects of engine output and vehicle weight distribution. 
Some of the main developments have been widening of tires, the appearance of slick 
tires due to the development of synthetic rubber formulation technology, and 
innovative changes in ply structure from bias tires to radial tires. This paper also 
presents the unique point that  state-of-the-art technology created in racing tire 
development̶which tends to be regarded as unconnected with fuel consumption̶
is used in commercial fuel-efficient tires. 
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　2.　タイヤのワイド化
　3.　スリックタイヤの登場２）３）

　レースの世界において、クルマを速く走らせるこ
とは大きな命題であり、それを達成するために、エ
ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分
野で技術開発が行われている。その中でも、あまり
注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、
クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと
路面のインターフェースとしての役割を持つが故

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー
ツである。
　一方、F1は、レースの世界において頂点に位置
づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き
な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注
目し、レースの代表格であるF1タイヤを通して、
レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時
代において、どのような技術が開発され、そしてま
た、そこにどのような背景があったのかを紹介して
いく。タイヤをいかに使いこなすかは、クルマの操
縦安定性向上に欠かせない要因であるが、それと同
時に、クルマの性能を引き出すためには、クルマの
特性に合ったタイヤ開発が必要であることを理解し
ていただけたら幸いである。
　2章では、黎明期のクルマがレーシングカーとし
て進化する過程で、エンジンの配置がドライバーの
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前方から後方へと変更されたことにより、タイヤへ
の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし
たこと、3章では、タイヤのサイズによるクルマの
性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ
リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの
進化によってトレッドパターンがスリック（模様の
ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく
こと、4章では、一般タイヤでは、1960年代中頃から、
性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ
ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行
していたが、これに遅れること約10年、1970年代後
半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、
そして、そこにあった技術課題が何であったのかを
紹介する。5～7章は、タイヤメーカー間の競争が、
クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規
定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ
るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8章では、
その競争によって創り出された先端技術により、
レースとは無関係と思われがちな環境に優しいタイ
ヤが生まれたことについて述べる。9章では、今後
のF1タイヤの方向性や安全性について紹介する。

　第2次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた
1950年、エンジンの規格を定義し、自動車競技の
最高峰、シングルシーターによるレースとして、
F1はスタートした。その当時は、レース用のクル
マではあったがタイヤ幅も細く、一般乗用車のタイ
ヤと大きな差はなかったとされる。
　60年代に入り、運転席前方に置いていたエンジ
ンを、現在のF1のように後方に配置する車両のミッ
ドシップ化が一般的となり、操縦性の向上が追及さ
れはじめ、60年代後半からは、エンジンの排気量
が増し、出力の増大が図られた。エンジンが後方寄
りとなったため、リアタイヤの負担する輪荷重は増
し、さらに、エンジンパワーを確実に受け止め、路
面に伝える必要性が出てきたのである。このため、
リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方
向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に
なった。しかし、通常のバイアスタイヤの製法では、
タイヤの断面形状は自然平衡形状となるため、非常
に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその
ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。
そこで、タイヤ内部の形状をそのままにして、トレッ
ド部の外側を広げ、接地させるためにトレッドの

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ
ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増
すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受
けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を
超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と
して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー
ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている
が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば
れる形をしたモールドを採用することだった。これ
により、ショルダー部のゴムの厚さを10数ミリも
減らすことができるようになり、過熱による劣化の
問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、
タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ
は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態
では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を
入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規
定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計
されていた。
　なお、タイヤ各部の名称については、Fig.1を参
照いただきたい。

　スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン
も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の

存在は、F1でスリックタイヤが一般的になる1970
年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や
ドラッグレースの車に装着されていた。従って、
F1に登場した際には、画期的なものだったとは言
い難く、あまり目立たなかったようである。高速走
行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ
の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的
としたので、F1のスリックタイヤ化とは、その趣
旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、
考え方としては存在していたスリックタイヤがF1
においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ
ればならない技術課題があったからである。
　1966年ごろのF1にタイヤを供給していたのは、
イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド
イヤーとファイアストンの3社であった。彼らのタ
イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ
ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な
ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時
の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック
タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、
パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ
たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな
り進んだ1970年でも、最も柔らかいコンパウンド
を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能
とトラクション性能をかろうじて得ることができた
が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな
かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方
向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの
操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう
にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ
イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を
見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行
方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、
カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド
パターンを適度に付与すること（Fig.5参照）で、
見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して
いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー
カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ
クへと急加速して行った。
　上述したような、トレッドパターンを最小限に抑
えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド
イヤーは、1971年の南アフリカでのシーズン開幕
戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の
ファイアストンは、これに対抗するかのように6週
間後の第2戦スペインで、F1のレース本番におい
て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、
土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの
で、それを使用することができなかったためである。
レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも
のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は2
位となった。このレースでトップ10に入った車の
うち、3台がファイアストンのスリックを装着した
車で、7台がグッドイヤーのセミスリックを装着し
たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ
ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ
はすべてのF1サプライヤーにとって標準的なドラ
イタイヤとなったのである。Fig.2～Fig.7を見てい
ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで
の流れがお分かりいただけるだろう。
　溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで
きることからグリップが高いといった説明がなされ
るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで
あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに

敷きなどを誤ってストーブ等の熱源の傍らに置い
て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると
思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて
おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる
性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ
て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて
いただければ、この現象が体感できると思う。この
低温での特性を緩和するために、現在のF1では、
タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン
パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、
チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔
らかさを保持して使用しているわけである。
　従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常
温からある程度作動してグリップし、走行開始後、
十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ
ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発
揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で
の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す
る事象であるから、ピレリは、この技術課題を
2020年半ばまでには解決していなくてはならない。
特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり
が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま
りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ
のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ
れるF1車両を使用するチーム側からの強いクレー
ムがタイヤメーカーに向けられることは容易に想像
される。ピレリの開発陣が、この課題をどのように
解決していくのか興味深い。

　近年のF1におけるグッドイヤーとブリヂストン、
とりわけミシュランとブリヂストンによるタイヤの
コンペティションは、両メーカーが性能のピークを
より高くしようとするが故に、持ち込みタイヤの特
性によっては、レース時の天候や路面状況によって、
メーカー間のタイヤ性能に大きな差がつき、タイヤ
の銘柄で勝負がついてしまうという、本来のクルマ、
ドライバーによる競争からかけ離れてしまうことが
あった。また、タイヤの進化によるラップタイムの
ゲインが、エンジンを含むクルマを構成する他の主
要素に比べて格段に大きいため、クルマ自体の開発
よりも、タイヤメーカーがプロトタイプとして持ち
込むタイヤの評価を確実に実行し、次のレースにつ

ながるスペックを選択することが重視された。この
ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大
になり、チームの大きな負担になった。こういった
理由で、F1は、現在のワンメイク化が決定され、
他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ
ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー
GTで行われているタイヤ競争は、世界的に見て極
めて珍しいケースとなっている。
　しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ
ション時のレースは、走る実験室としての意味合
いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競
争は、メーカー内のモータースポーツを担当する
部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部
署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料
供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦
の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術
の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの
開発における決められた枠から外れたところ、特
にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を
与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、
タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。
そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大
きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう
いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に
否定されるべきものではないように思える。
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ヤ形状は、F1で巡る数々のサーキットを1周した
時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な
形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着
いていったのであろう。

　ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を
もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必
要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め
ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ
の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました
感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大
きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上
にのみ存在するからである。F1車両にはセンサー
が数多く取り付けられているが、2000年代には、
その高性能化が急進展した。これによって車両の挙
動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で
きるようになった。今では、当たり前のようにGPS
により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得
できるが、2000年初頭では、スタート時の彼我の
加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい
たものである。
　車両挙動に関しては、10～1ｍ単位、走行中の車
両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ
アングル、キャンバー角の変化などのデータは1ｍ
～10cm、タイヤの変形なら10～1cm、接地面内の
圧力分布や排水性能なら0.1 ～1cm単位となってい
くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）
まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ
ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ
た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス
チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい
とか判定していたが、現在では、レーザーによる路
面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など
によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の
細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが
できるようになった。これにより、トレッドゴムの
表面から内部まで、どのような入力があるのか判明
し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと
で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が
種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影
響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に
沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ
て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え
ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。
　こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や
低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行
時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ
ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ
スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か
り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう
な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を
与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき
た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ
シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し
てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上
述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、
周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を
分析することで、溶液重合による分子配列を精密に
コントロールしたスチレン-ブタヂエンゴムを利用
することで、低転がりでウェット性能の低下を極力
抑えたタイヤが開発されたのである。

　2011年からは、1950年のF1創生期から参戦し、
その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ
レリが、20年ぶり4度目のF1復帰を果たし、タイ
ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更
改に合意し、2020年から2023年までの供給契約を
締結した。
　9-1　13 インチから 18 インチへ　
　現在F1で使われているタイヤのリム径は、13イ
ンチであるが、2021年からは、18インチ化される
ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し
ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス
トンがF1にタイヤを供給していた2000年代にも、
FIAから相談を持ちかけられたことがあった。理由
は、13インチのリム径が前近代的なため、技術の
先端を追求しなくてはならないF1のマシンにそぐ
わないということであった。
　リム径アップの影響をタイヤの面から捉えると、
次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム
径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する
場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が
できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保
ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を
大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の
低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ
イヤはグリップ力の最大値を示すが、それを越えた

時のグリップ力の低下の度合い）を増大、ばね常数
の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント
ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回
避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ
が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ
ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で
はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ
ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲
内を想定して、14インチのタイヤを提案したが、
このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな
さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に
より、実施が見送られた。
　しかし、今回実施されることになった大きな理由
は、やはり13インチのリム径のタイヤが、今の世
の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月
が経っているということが強調され、F1が時代遅
れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に
も影響を及ぼすという考えからであった。2014年
から始まった電気自動車のF1と呼ばれる、フォー
ミュラEにおいて18インチのタイヤが採用されて
いることも、少なからず影響したのではなかろうか。
現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど
ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム
が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ
ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径
アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容
易になるといわれている。また、ブレーキディスク
からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ
内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前
後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による
性能変化が大きい現在のF1でも、タイヤウォーマー
の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。
　ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた
が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を
アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に
減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安
全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの
拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき
る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の
理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ
ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ
びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧
アップも加味したところで、サスペンションだけで
はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計
変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、
十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが
車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に
飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比
ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）
の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら
ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース
時に行われる1秒強での交換作業実施時におけるメ
カニックの足腰への負担も増大するので、このあた
りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。
これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる
ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が
進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を
たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ
イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、
ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保
がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題
となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁
止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅
に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す
ことができるのである。また、チームとしても、高
性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1
セットで低価格の小型乗用車1台が購入できる）や
それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ
ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ
うな労働からメカニックを解放できるという利点が
ある。
　しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな
り難しい技術課題を突き付けられることになる。現
在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度
領域、すなわち高温側（約80～110℃）で、グリッ
プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に
設計されている。レース用タイヤにおいては、強大
なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での
コーナリングを実現するためにグリップの向上を目
指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ
ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が
レース用のそれには加えられている。この影響は、
低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、
グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一
般的である。理解を深めるために、この添加物の一
つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ
う。実際に添加している樹脂については、具体的に
述べることはできないが、基本的にはプラスチック
のようなものである。プラスチックの定規とか、下

い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検
討、開発などが行われ、課題を解決してきている。
こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の
性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな
くてはいけない事案である。

　ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992年か
ら5年間、F1はグッドイヤーによるワンメイクの
時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向
上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン
が1997年から参入した。彼らは、1976年と1977年
に富士スピードウェイで行われたF1に、バイアス
タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ
リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は
中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ-
ヤマハのD.ヒル選手が、ハンガリー GPで一時首位
を走行するなど、高評価を獲得、翌1998年には、トッ
プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ
イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得
に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦2年目の
快挙となったが、この年をもって、1964年以来、
一度たりとも活動を休止せず、35年の長きに渡っ
てF1の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退
した。1999年からブリヂストンの第一期目のワン
メイク時代となった。

　1997年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ
イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー
ナリング速度が非常に速くなった。このため、レギュ
レーション面でF1を統括するFIA（国際自動車連
盟）は、高速でのクラッシュを避けるため、コーナー
での速度低減を狙ったタイヤの周方向にストレート
溝を付与したグルーブドタイヤの導入を決め、1998
年から実施した。グルーブの付与により、接地面積
が減少し、溝のエッジ部分の接地圧は極端に高く
なった。このため、コーナリングにより溝の端から
めくれるような摩耗が生じ、耐摩耗性が極端に悪化
した。また、トラクション方向とブレーキング方向
の摩擦力は、それほど低下しなかったが、横方向に
関しては、溝によって縦方向のブロックの横方向へ
の倒れ込みが生じ、大きな落ち込みを見せた。この
倒れ込み現象は、コーナリング中のグリップの不安
定さも増大、タイヤ挙動の不安定感（ムービング）

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー
のフィーリングは極端に悪化した。FIAの目論見ど
おり、サーキット1周でほぼ3秒のラップタイムの
増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ
シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競
争が激化した2004年や2006年には、スリックタイ
ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ
ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ
ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ
プ力も保持しなければならないという課題解決が必
要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ
ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超
連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開
発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ
の両立という二律背反が解決された結果である。加
えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開
発により、接地圧分布は改善され、メクレ摩耗
（Fig.10参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に
寄与した。
　余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備
えているものの、ウェットコンディションにはまっ
たくといっていいほど対応できない。というのも、
搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾
いている時を想定して開発されており、言ってみれ
ば、ガムテープのような性質を持っているからであ
る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を
示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ
の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ
ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で
ある。特に、1990年代以降、シリカを配合したトレッ

ドコンパウンドの開発が進み、非シリカ配合対比、
高いウェット性能を示すようになり４）、トレッドの
溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと
のウェット状況での性能差は顕著となっている。

　ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ
イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド
イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、
2001年からF1に復帰した。これにより、F1の世界
は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。
あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス
トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分
野でも、1980年代初頭のF2（当時のF1の一つ下の
カテゴリー）、そして1990年代初頭のDTM（ドイ
ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を
争ったこの2メーカーが、ついにモータースポーツ
の最高峰であるF1の世界で相見えることとなった。
威信を掛けたこの2メーカーの戦いは、2006年まで、
6年間にわたって繰り広げられ、F1チームはもちろ
んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも
のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が
大きく進歩した時代だったといえる。
　ミシュランの撤退後、2007年から2010年までの4
年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ
た。ただし、2009年からは、空力的な効果の削減
が車両規定により実施されたため、ダウンフォース
減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、
グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ
のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ
ヤが復活した。
　7-1　タイヤ形状の変化
　2001年、両社のコンペティションが始まった頃
は、ブリヂストンのタイヤのクラウン（タイヤが転
がって来る正面から見たときの、路面と接するト
レッド部分）の形状は、丸味を帯びており、ミシュ
ランのそれは、どちらかといえば、平らな形状をし
ていた。明らかに両社のタイヤの形状の違いが、遠
目でも判ったものである。ところが、コンペティショ
ンの最終年である2006年に近付くにつれ、両社の
タイヤ形状は類似したものとなり、ちょっと見ただ
けでは、どちらのメーカーのモノか判別し難いほど
になっていた。ブリヂストンのそれは、平らな方向
へ進み、ミシュランのそれは、丸味を帯びた形状へ
と進化していったのである。

　設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び
たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ
に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す
る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に
クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ
の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11参照）。
一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に
より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング
に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ
ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ
クションやブレーキングに対しては、接地形状が進
行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、
丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に
置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し
ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち
上げたら、それまで面で接していたものが、線で接
するようになることを考えれば、判りやすいのでは
ないだろうか。
　1998年頃より、F1の新規サーキットは、ドイツ
の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが
主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ
プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ
ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、
直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、
直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、
ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ
イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ
うな設計思想のタイヤをF1の世界に送り出したも
のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ
ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ

違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ
ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走
行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り
やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が
磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して
いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと
したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、
速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま
で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由
と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与
することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の
エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ
レーキング、トラクション、そして特にコーナリン
グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能
なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの
登場には、1960年初頭より研究されていた路面の
細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ
のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス
によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン-ブ
タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要
だったのである。
　ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。
タイヤに使われているゴムの基本材料3種として、
ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。
ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され
た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化
学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ
マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム
のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま
ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱
いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、
これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

ムの分子と結合し、ゴムの分子間にネットワークが
形成されて、輪ゴムのように伸びたり縮んだりする
弾性機能が付与される。さらに、カーボンブラック
（簡単に言えば、石油などを燃やしたときの煤のよ
うなもの）を混ぜることで驚異的に伸びるようにな
り、耐久性も備わる。余談だが、タイヤが黒いのは、
このカーボンブラックによるところが大である。た
だし、カーボンブラックを加えていくと、そのゴム
自体は硬くなっていくため、これにオイルを加える
ことで、その剛性を調整している。従って、このオ
イルを混ぜる量を多くすれば、非常に柔らかいゴム
を作ることができることになる。すなわち、スリッ
クタイヤのトレッドゴムは、オイルをかなり増量し
て柔らかさを出しているのである。これらの材料を
混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ
ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ
クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用
車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな
問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生
産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発
生し、簡単には製造できなかったと想像される。し
かも、前述した合成ゴムのスチレン-ブタジエンゴ
ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工
程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ
る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、
スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ
ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付
きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス
リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え
られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ
プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添
加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上
によって加速されていったことは想像に難くない。

　タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア
スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度
がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し
てプライが0度に近い）という、2種類のものが存
在している（Fig.8参照）。1960年代以前は、製造技
術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ
が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が
考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク
ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能
などでバイアスタイヤ対比が大きく勝るため、各

メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960年代
になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ
イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と
してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層
により生み出されるものである。
　F1の世界では、1971年にスリックのバイアスタ
イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と
しては、1950年からバイアスタイヤのみが使われ
ていた。ところが、ミシュランが1977年7月の第
10戦イギリスGPから初参戦することになり、F1の
世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流
れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル
ノーチームで、新たな技術である1.5リットルのター
ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン
ジンとラジアルタイヤという組み合わせは、技術的
アピールには十分な登場であった。そして、なんと
約6カ月後の1978年1月の第2戦ブラジルGPで、
フェラーリに装着されたミシュランのラジアルタイ
ヤは初優勝を飾り、翌1979年には、ドライバーと
コンストラクターのチャンピオンにフェラーリとと
もに輝いた。さらに、1984年には、マクラーレン
とともに大成功を収めたが、「F1から学ぶことは無
くなった」と表明し、突然F1から撤退した。一方、
グッドイヤーは、ミシュラン参入当初、バイアスタ
イヤで戦っていたが、ラジアルタイヤの優勢さを認
識し、2、3年前にラジアル化を完了していた。
　こう見てくると、いとも簡単にレース用のラジア
ルタイヤが実用化されたように見えるが、実際には
困難な課題がいくつも横たわっていた。直線から微

小舵角時のブレーキングとトラクション性能はバイ
アスタイヤに比べ、格段に良いのだが、コーナリン
グ中のブレークアウェイの問題を内在していた。ト
レッド下部のベルト層が強固であり、サイドウォー
ルがバイアスタイヤに比べると柔軟なため、ステア
リングを切ってコーナリングを開始し、トレッドゴ
ムがグリップしてベルト部を変形させ、ベルト部が
変形しきってトレッドコンパウンドのグリップの限
界を迎えると、変形が急激に戻る現象が生じるので
ある。それがブレークアウェイと呼ばれる挙動であ
り、ドライバーがクルマをコントロールするのを至
難の業としていた。この現象は、スリックタイヤの
開発初期にあったトラブルに非常に類似していた。
これを解決するために、サイドウォール部分の補強
方法が種々検討され、ラジアルタイヤは実用化に
至っている。現在でも、車の特性に合わせるために、
プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は
多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存
在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮
する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー
スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使
われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま
な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル
ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変
化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな
る（Fig.9参照）。これが周方向につながって、ベル
ト端のトラブルになったり、高速走行においては、
その核のつながった部分が、遠心力によってプライ
から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの
である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな

Fig.1　ラジアルタイヤの基本構造と各部の名称
出典）株式会社 ブリヂストン 編　『自動車用タイヤの基礎と実際』１）
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　レースの世界において、クルマを速く走らせるこ
とは大きな命題であり、それを達成するために、エ
ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分
野で技術開発が行われている。その中でも、あまり
注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、
クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと
路面のインターフェースとしての役割を持つが故

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー
ツである。
　一方、F1は、レースの世界において頂点に位置
づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き
な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注
目し、レースの代表格であるF1タイヤを通して、
レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時
代において、どのような技術が開発され、そしてま
た、そこにどのような背景があったのかを紹介して
いく。タイヤをいかに使いこなすかは、クルマの操
縦安定性向上に欠かせない要因であるが、それと同
時に、クルマの性能を引き出すためには、クルマの
特性に合ったタイヤ開発が必要であることを理解し
ていただけたら幸いである。
　2章では、黎明期のクルマがレーシングカーとし
て進化する過程で、エンジンの配置がドライバーの

前方から後方へと変更されたことにより、タイヤへ
の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし
たこと、3章では、タイヤのサイズによるクルマの
性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ
リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの
進化によってトレッドパターンがスリック（模様の
ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく
こと、4章では、一般タイヤでは、1960年代中頃から、
性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ
ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行
していたが、これに遅れること約10年、1970年代後
半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、
そして、そこにあった技術課題が何であったのかを
紹介する。5～7章は、タイヤメーカー間の競争が、
クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規
定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ
るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8章では、
その競争によって創り出された先端技術により、
レースとは無関係と思われがちな環境に優しいタイ
ヤが生まれたことについて述べる。9章では、今後
のF1タイヤの方向性や安全性について紹介する。

　第2次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた
1950年、エンジンの規格を定義し、自動車競技の
最高峰、シングルシーターによるレースとして、
F1はスタートした。その当時は、レース用のクル
マではあったがタイヤ幅も細く、一般乗用車のタイ
ヤと大きな差はなかったとされる。
　60年代に入り、運転席前方に置いていたエンジ
ンを、現在のF1のように後方に配置する車両のミッ
ドシップ化が一般的となり、操縦性の向上が追及さ
れはじめ、60年代後半からは、エンジンの排気量
が増し、出力の増大が図られた。エンジンが後方寄
りとなったため、リアタイヤの負担する輪荷重は増
し、さらに、エンジンパワーを確実に受け止め、路
面に伝える必要性が出てきたのである。このため、
リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方
向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に
なった。しかし、通常のバイアスタイヤの製法では、
タイヤの断面形状は自然平衡形状となるため、非常
に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその
ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。
そこで、タイヤ内部の形状をそのままにして、トレッ
ド部の外側を広げ、接地させるためにトレッドの

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ
ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増
すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受
けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を
超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と
して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー
ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている
が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば
れる形をしたモールドを採用することだった。これ
により、ショルダー部のゴムの厚さを10数ミリも
減らすことができるようになり、過熱による劣化の
問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、
タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ
は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態
では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を
入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規
定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計
されていた。
　なお、タイヤ各部の名称については、Fig.1を参
照いただきたい。

　スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン
も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の
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存在は、F1でスリックタイヤが一般的になる1970
年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や
ドラッグレースの車に装着されていた。従って、
F1に登場した際には、画期的なものだったとは言
い難く、あまり目立たなかったようである。高速走
行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ
の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的
としたので、F1のスリックタイヤ化とは、その趣
旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、
考え方としては存在していたスリックタイヤがF1
においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ
ればならない技術課題があったからである。
　1966年ごろのF1にタイヤを供給していたのは、
イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド
イヤーとファイアストンの3社であった。彼らのタ
イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ
ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な
ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時
の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック
タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、
パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ
たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな
り進んだ1970年でも、最も柔らかいコンパウンド
を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能
とトラクション性能をかろうじて得ることができた
が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな
かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方
向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの
操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう
にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ
イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を
見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行
方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、
カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド
パターンを適度に付与すること（Fig.5参照）で、
見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して
いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー
カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ
クへと急加速して行った。
　上述したような、トレッドパターンを最小限に抑
えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド
イヤーは、1971年の南アフリカでのシーズン開幕
戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の
ファイアストンは、これに対抗するかのように6週
間後の第2戦スペインで、F1のレース本番におい
て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、
土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの
で、それを使用することができなかったためである。
レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも
のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は2
位となった。このレースでトップ10に入った車の
うち、3台がファイアストンのスリックを装着した
車で、7台がグッドイヤーのセミスリックを装着し
たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ
ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ
はすべてのF1サプライヤーにとって標準的なドラ
イタイヤとなったのである。Fig.2～Fig.7を見てい
ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで
の流れがお分かりいただけるだろう。
　溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで
きることからグリップが高いといった説明がなされ
るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで
あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに

敷きなどを誤ってストーブ等の熱源の傍らに置い
て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると
思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて
おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる
性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ
て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて
いただければ、この現象が体感できると思う。この
低温での特性を緩和するために、現在のF1では、
タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン
パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、
チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔
らかさを保持して使用しているわけである。
　従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常
温からある程度作動してグリップし、走行開始後、
十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ
ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発
揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で
の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す
る事象であるから、ピレリは、この技術課題を
2020年半ばまでには解決していなくてはならない。
特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり
が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま
りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ
のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ
れるF1車両を使用するチーム側からの強いクレー
ムがタイヤメーカーに向けられることは容易に想像
される。ピレリの開発陣が、この課題をどのように
解決していくのか興味深い。

　近年のF1におけるグッドイヤーとブリヂストン、
とりわけミシュランとブリヂストンによるタイヤの
コンペティションは、両メーカーが性能のピークを
より高くしようとするが故に、持ち込みタイヤの特
性によっては、レース時の天候や路面状況によって、
メーカー間のタイヤ性能に大きな差がつき、タイヤ
の銘柄で勝負がついてしまうという、本来のクルマ、
ドライバーによる競争からかけ離れてしまうことが
あった。また、タイヤの進化によるラップタイムの
ゲインが、エンジンを含むクルマを構成する他の主
要素に比べて格段に大きいため、クルマ自体の開発
よりも、タイヤメーカーがプロトタイプとして持ち
込むタイヤの評価を確実に実行し、次のレースにつ

ながるスペックを選択することが重視された。この
ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大
になり、チームの大きな負担になった。こういった
理由で、F1は、現在のワンメイク化が決定され、
他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ
ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー
GTで行われているタイヤ競争は、世界的に見て極
めて珍しいケースとなっている。
　しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ
ション時のレースは、走る実験室としての意味合
いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競
争は、メーカー内のモータースポーツを担当する
部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部
署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料
供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦
の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術
の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの
開発における決められた枠から外れたところ、特
にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を
与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、
タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。
そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大
きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう
いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に
否定されるべきものではないように思える。

参考文献
1 ）  株式会社ブリヂストン編『自動車用タイヤの基

礎と実際』山海堂、2006年
2 ） Technofile - the slick tyre
　　▶https://www.motorsportmagazine.com/
　　archive/article/july-1999/51/slick-tyre（2019

年1月10日閲覧）
3 ） Montjuic, 1971：When Formula 1 met racing 

slicks
　　▶https://www.hemmings.com/blog/2013/08/
　　12/montjuic-1971-when-formula-1-met-racing-
　　slicks/（2019年1月10日閲覧）
4 ）  網野直也「タイヤの摩擦と転がり抵抗」日本ゴ

ム協会誌、第88巻、第2号、pp.39、2015年
5 ）  芥川恵造「豆知識 41 タイヤとエコ」日本ゴム

協会誌、第83巻、第8号、pp.264、2010年

ヤ形状は、F1で巡る数々のサーキットを1周した
時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な
形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着
いていったのであろう。

　ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を
もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必
要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め
ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ
の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました
感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大
きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上
にのみ存在するからである。F1車両にはセンサー
が数多く取り付けられているが、2000年代には、
その高性能化が急進展した。これによって車両の挙
動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で
きるようになった。今では、当たり前のようにGPS
により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得
できるが、2000年初頭では、スタート時の彼我の
加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい
たものである。
　車両挙動に関しては、10～1ｍ単位、走行中の車
両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ
アングル、キャンバー角の変化などのデータは1ｍ
～10cm、タイヤの変形なら10～1cm、接地面内の
圧力分布や排水性能なら0.1 ～1cm単位となってい
くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）
まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ
ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ
た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス
チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい
とか判定していたが、現在では、レーザーによる路
面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など
によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の
細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが
できるようになった。これにより、トレッドゴムの
表面から内部まで、どのような入力があるのか判明
し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと
で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が
種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影
響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に
沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ
て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え
ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。
　こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や
低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行
時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ
ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ
スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か
り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう
な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を
与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき
た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ
シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し
てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上
述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、
周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を
分析することで、溶液重合による分子配列を精密に
コントロールしたスチレン-ブタヂエンゴムを利用
することで、低転がりでウェット性能の低下を極力
抑えたタイヤが開発されたのである。

　2011年からは、1950年のF1創生期から参戦し、
その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ
レリが、20年ぶり4度目のF1復帰を果たし、タイ
ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更
改に合意し、2020年から2023年までの供給契約を
締結した。
　9-1　13 インチから 18 インチへ　
　現在F1で使われているタイヤのリム径は、13イ
ンチであるが、2021年からは、18インチ化される
ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し
ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス
トンがF1にタイヤを供給していた2000年代にも、
FIAから相談を持ちかけられたことがあった。理由
は、13インチのリム径が前近代的なため、技術の
先端を追求しなくてはならないF1のマシンにそぐ
わないということであった。
　リム径アップの影響をタイヤの面から捉えると、
次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム
径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する
場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が
できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保
ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を
大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の
低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ
イヤはグリップ力の最大値を示すが、それを越えた

時のグリップ力の低下の度合い）を増大、ばね常数
の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント
ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回
避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ
が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ
ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で
はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ
ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲
内を想定して、14インチのタイヤを提案したが、
このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな
さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に
より、実施が見送られた。
　しかし、今回実施されることになった大きな理由
は、やはり13インチのリム径のタイヤが、今の世
の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月
が経っているということが強調され、F1が時代遅
れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に
も影響を及ぼすという考えからであった。2014年
から始まった電気自動車のF1と呼ばれる、フォー
ミュラEにおいて18インチのタイヤが採用されて
いることも、少なからず影響したのではなかろうか。
現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど
ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム
が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ
ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径
アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容
易になるといわれている。また、ブレーキディスク
からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ
内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前
後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による
性能変化が大きい現在のF1でも、タイヤウォーマー
の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。
　ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた
が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を
アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に
減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安
全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの
拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき
る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の
理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ
ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ
びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧
アップも加味したところで、サスペンションだけで
はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計
変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、
十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが
車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に
飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比
ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）
の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら
ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース
時に行われる1秒強での交換作業実施時におけるメ
カニックの足腰への負担も増大するので、このあた
りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。
これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる
ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が
進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を
たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ
イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、
ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保
がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題
となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁
止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅
に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す
ことができるのである。また、チームとしても、高
性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1
セットで低価格の小型乗用車1台が購入できる）や
それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ
ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ
うな労働からメカニックを解放できるという利点が
ある。
　しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな
り難しい技術課題を突き付けられることになる。現
在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度
領域、すなわち高温側（約80～110℃）で、グリッ
プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に
設計されている。レース用タイヤにおいては、強大
なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での
コーナリングを実現するためにグリップの向上を目
指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ
ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が
レース用のそれには加えられている。この影響は、
低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、
グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一
般的である。理解を深めるために、この添加物の一
つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ
う。実際に添加している樹脂については、具体的に
述べることはできないが、基本的にはプラスチック
のようなものである。プラスチックの定規とか、下

い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検
討、開発などが行われ、課題を解決してきている。
こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の
性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな
くてはいけない事案である。

　ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992年か
ら5年間、F1はグッドイヤーによるワンメイクの
時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向
上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン
が1997年から参入した。彼らは、1976年と1977年
に富士スピードウェイで行われたF1に、バイアス
タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ
リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は
中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ-
ヤマハのD.ヒル選手が、ハンガリー GPで一時首位
を走行するなど、高評価を獲得、翌1998年には、トッ
プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ
イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得
に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦2年目の
快挙となったが、この年をもって、1964年以来、
一度たりとも活動を休止せず、35年の長きに渡っ
てF1の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退
した。1999年からブリヂストンの第一期目のワン
メイク時代となった。

　1997年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ
イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー
ナリング速度が非常に速くなった。このため、レギュ
レーション面でF1を統括するFIA（国際自動車連
盟）は、高速でのクラッシュを避けるため、コーナー
での速度低減を狙ったタイヤの周方向にストレート
溝を付与したグルーブドタイヤの導入を決め、1998
年から実施した。グルーブの付与により、接地面積
が減少し、溝のエッジ部分の接地圧は極端に高く
なった。このため、コーナリングにより溝の端から
めくれるような摩耗が生じ、耐摩耗性が極端に悪化
した。また、トラクション方向とブレーキング方向
の摩擦力は、それほど低下しなかったが、横方向に
関しては、溝によって縦方向のブロックの横方向へ
の倒れ込みが生じ、大きな落ち込みを見せた。この
倒れ込み現象は、コーナリング中のグリップの不安
定さも増大、タイヤ挙動の不安定感（ムービング）

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー
のフィーリングは極端に悪化した。FIAの目論見ど
おり、サーキット1周でほぼ3秒のラップタイムの
増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ
シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競
争が激化した2004年や2006年には、スリックタイ
ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ
ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ
ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ
プ力も保持しなければならないという課題解決が必
要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ
ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超
連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開
発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ
の両立という二律背反が解決された結果である。加
えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開
発により、接地圧分布は改善され、メクレ摩耗
（Fig.10参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に
寄与した。
　余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備
えているものの、ウェットコンディションにはまっ
たくといっていいほど対応できない。というのも、
搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾
いている時を想定して開発されており、言ってみれ
ば、ガムテープのような性質を持っているからであ
る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を
示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ
の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ
ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で
ある。特に、1990年代以降、シリカを配合したトレッ

ドコンパウンドの開発が進み、非シリカ配合対比、
高いウェット性能を示すようになり４）、トレッドの
溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと
のウェット状況での性能差は顕著となっている。

　ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ
イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド
イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、
2001年からF1に復帰した。これにより、F1の世界
は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。
あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス
トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分
野でも、1980年代初頭のF2（当時のF1の一つ下の
カテゴリー）、そして1990年代初頭のDTM（ドイ
ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を
争ったこの2メーカーが、ついにモータースポーツ
の最高峰であるF1の世界で相見えることとなった。
威信を掛けたこの2メーカーの戦いは、2006年まで、
6年間にわたって繰り広げられ、F1チームはもちろ
んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも
のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が
大きく進歩した時代だったといえる。
　ミシュランの撤退後、2007年から2010年までの4
年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ
た。ただし、2009年からは、空力的な効果の削減
が車両規定により実施されたため、ダウンフォース
減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、
グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ
のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ
ヤが復活した。
　7-1　タイヤ形状の変化
　2001年、両社のコンペティションが始まった頃
は、ブリヂストンのタイヤのクラウン（タイヤが転
がって来る正面から見たときの、路面と接するト
レッド部分）の形状は、丸味を帯びており、ミシュ
ランのそれは、どちらかといえば、平らな形状をし
ていた。明らかに両社のタイヤの形状の違いが、遠
目でも判ったものである。ところが、コンペティショ
ンの最終年である2006年に近付くにつれ、両社の
タイヤ形状は類似したものとなり、ちょっと見ただ
けでは、どちらのメーカーのモノか判別し難いほど
になっていた。ブリヂストンのそれは、平らな方向
へ進み、ミシュランのそれは、丸味を帯びた形状へ
と進化していったのである。

　設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び
たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ
に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す
る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に
クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ
の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11参照）。
一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に
より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング
に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ
ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ
クションやブレーキングに対しては、接地形状が進
行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、
丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に
置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し
ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち
上げたら、それまで面で接していたものが、線で接
するようになることを考えれば、判りやすいのでは
ないだろうか。
　1998年頃より、F1の新規サーキットは、ドイツ
の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが
主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ
プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ
ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、
直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、
直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、
ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ
イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ
うな設計思想のタイヤをF1の世界に送り出したも
のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ
ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ

違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ
ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走
行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り
やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が
磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して
いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと
したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、
速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま
で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由
と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与
することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の
エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ
レーキング、トラクション、そして特にコーナリン
グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能
なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの
登場には、1960年初頭より研究されていた路面の
細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ
のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス
によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン-ブ
タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要
だったのである。
　ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。
タイヤに使われているゴムの基本材料3種として、
ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。
ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され
た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化
学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ
マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム
のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま
ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱
いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、
これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

ムの分子と結合し、ゴムの分子間にネットワークが
形成されて、輪ゴムのように伸びたり縮んだりする
弾性機能が付与される。さらに、カーボンブラック
（簡単に言えば、石油などを燃やしたときの煤のよ
うなもの）を混ぜることで驚異的に伸びるようにな
り、耐久性も備わる。余談だが、タイヤが黒いのは、
このカーボンブラックによるところが大である。た
だし、カーボンブラックを加えていくと、そのゴム
自体は硬くなっていくため、これにオイルを加える
ことで、その剛性を調整している。従って、このオ
イルを混ぜる量を多くすれば、非常に柔らかいゴム
を作ることができることになる。すなわち、スリッ
クタイヤのトレッドゴムは、オイルをかなり増量し
て柔らかさを出しているのである。これらの材料を
混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ
ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ
クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用
車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな
問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生
産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発
生し、簡単には製造できなかったと想像される。し
かも、前述した合成ゴムのスチレン-ブタジエンゴ
ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工
程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ
る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、
スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ
ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付
きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス
リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え
られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ
プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添
加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上
によって加速されていったことは想像に難くない。

　タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア
スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度
がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し
てプライが0度に近い）という、2種類のものが存
在している（Fig.8参照）。1960年代以前は、製造技
術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ
が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が
考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク
ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能
などでバイアスタイヤ対比が大きく勝るため、各

メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960年代
になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ
イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と
してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層
により生み出されるものである。
　F1の世界では、1971年にスリックのバイアスタ
イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と
しては、1950年からバイアスタイヤのみが使われ
ていた。ところが、ミシュランが1977年7月の第
10戦イギリスGPから初参戦することになり、F1の
世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流
れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル
ノーチームで、新たな技術である1.5リットルのター
ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン
ジンとラジアルタイヤという組み合わせは、技術的
アピールには十分な登場であった。そして、なんと
約6カ月後の1978年1月の第2戦ブラジルGPで、
フェラーリに装着されたミシュランのラジアルタイ
ヤは初優勝を飾り、翌1979年には、ドライバーと
コンストラクターのチャンピオンにフェラーリとと
もに輝いた。さらに、1984年には、マクラーレン
とともに大成功を収めたが、「F1から学ぶことは無
くなった」と表明し、突然F1から撤退した。一方、
グッドイヤーは、ミシュラン参入当初、バイアスタ
イヤで戦っていたが、ラジアルタイヤの優勢さを認
識し、2、3年前にラジアル化を完了していた。
　こう見てくると、いとも簡単にレース用のラジア
ルタイヤが実用化されたように見えるが、実際には
困難な課題がいくつも横たわっていた。直線から微

小舵角時のブレーキングとトラクション性能はバイ
アスタイヤに比べ、格段に良いのだが、コーナリン
グ中のブレークアウェイの問題を内在していた。ト
レッド下部のベルト層が強固であり、サイドウォー
ルがバイアスタイヤに比べると柔軟なため、ステア
リングを切ってコーナリングを開始し、トレッドゴ
ムがグリップしてベルト部を変形させ、ベルト部が
変形しきってトレッドコンパウンドのグリップの限
界を迎えると、変形が急激に戻る現象が生じるので
ある。それがブレークアウェイと呼ばれる挙動であ
り、ドライバーがクルマをコントロールするのを至
難の業としていた。この現象は、スリックタイヤの
開発初期にあったトラブルに非常に類似していた。
これを解決するために、サイドウォール部分の補強
方法が種々検討され、ラジアルタイヤは実用化に
至っている。現在でも、車の特性に合わせるために、
プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は
多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存
在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮
する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー
スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使
われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま
な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル
ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変
化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな
る（Fig.9参照）。これが周方向につながって、ベル
ト端のトラブルになったり、高速走行においては、
その核のつながった部分が、遠心力によってプライ
から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの
である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな
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　レースの世界において、クルマを速く走らせるこ
とは大きな命題であり、それを達成するために、エ
ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分
野で技術開発が行われている。その中でも、あまり
注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、
クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと
路面のインターフェースとしての役割を持つが故

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー
ツである。
　一方、F1は、レースの世界において頂点に位置
づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き
な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注
目し、レースの代表格であるF1タイヤを通して、
レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時
代において、どのような技術が開発され、そしてま
た、そこにどのような背景があったのかを紹介して
いく。タイヤをいかに使いこなすかは、クルマの操
縦安定性向上に欠かせない要因であるが、それと同
時に、クルマの性能を引き出すためには、クルマの
特性に合ったタイヤ開発が必要であることを理解し
ていただけたら幸いである。
　2章では、黎明期のクルマがレーシングカーとし
て進化する過程で、エンジンの配置がドライバーの

前方から後方へと変更されたことにより、タイヤへ
の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし
たこと、3章では、タイヤのサイズによるクルマの
性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ
リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの
進化によってトレッドパターンがスリック（模様の
ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく
こと、4章では、一般タイヤでは、1960年代中頃から、
性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ
ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行
していたが、これに遅れること約10年、1970年代後
半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、
そして、そこにあった技術課題が何であったのかを
紹介する。5～7章は、タイヤメーカー間の競争が、
クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規
定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ
るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8章では、
その競争によって創り出された先端技術により、
レースとは無関係と思われがちな環境に優しいタイ
ヤが生まれたことについて述べる。9章では、今後
のF1タイヤの方向性や安全性について紹介する。

　第2次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた
1950年、エンジンの規格を定義し、自動車競技の
最高峰、シングルシーターによるレースとして、
F1はスタートした。その当時は、レース用のクル
マではあったがタイヤ幅も細く、一般乗用車のタイ
ヤと大きな差はなかったとされる。
　60年代に入り、運転席前方に置いていたエンジ
ンを、現在のF1のように後方に配置する車両のミッ
ドシップ化が一般的となり、操縦性の向上が追及さ
れはじめ、60年代後半からは、エンジンの排気量
が増し、出力の増大が図られた。エンジンが後方寄
りとなったため、リアタイヤの負担する輪荷重は増
し、さらに、エンジンパワーを確実に受け止め、路
面に伝える必要性が出てきたのである。このため、
リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方
向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に
なった。しかし、通常のバイアスタイヤの製法では、
タイヤの断面形状は自然平衡形状となるため、非常
に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその
ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。
そこで、タイヤ内部の形状をそのままにして、トレッ
ド部の外側を広げ、接地させるためにトレッドの

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ
ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増
すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受
けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を
超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と
して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー
ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている
が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば
れる形をしたモールドを採用することだった。これ
により、ショルダー部のゴムの厚さを10数ミリも
減らすことができるようになり、過熱による劣化の
問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、
タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ
は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態
では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を
入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規
定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計
されていた。
　なお、タイヤ各部の名称については、Fig.1を参
照いただきたい。

　スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン
も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の

存在は、F1でスリックタイヤが一般的になる1970
年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や
ドラッグレースの車に装着されていた。従って、
F1に登場した際には、画期的なものだったとは言
い難く、あまり目立たなかったようである。高速走
行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ
の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的
としたので、F1のスリックタイヤ化とは、その趣
旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、
考え方としては存在していたスリックタイヤがF1
においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ
ればならない技術課題があったからである。
　1966年ごろのF1にタイヤを供給していたのは、
イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド
イヤーとファイアストンの3社であった。彼らのタ
イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ
ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な
ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時
の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック
タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、
パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ
たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな
り進んだ1970年でも、最も柔らかいコンパウンド
を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能
とトラクション性能をかろうじて得ることができた
が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな
かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方
向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの
操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう
にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ
イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を
見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行
方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、
カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド
パターンを適度に付与すること（Fig.5参照）で、
見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して
いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー
カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ
クへと急加速して行った。
　上述したような、トレッドパターンを最小限に抑
えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド
イヤーは、1971年の南アフリカでのシーズン開幕
戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の
ファイアストンは、これに対抗するかのように6週
間後の第2戦スペインで、F1のレース本番におい
て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、
土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの
で、それを使用することができなかったためである。
レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも
のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は2
位となった。このレースでトップ10に入った車の
うち、3台がファイアストンのスリックを装着した
車で、7台がグッドイヤーのセミスリックを装着し
たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ
ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ
はすべてのF1サプライヤーにとって標準的なドラ
イタイヤとなったのである。Fig.2～Fig.7を見てい
ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで
の流れがお分かりいただけるだろう。
　溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで
きることからグリップが高いといった説明がなされ
るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで
あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに

敷きなどを誤ってストーブ等の熱源の傍らに置い
て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると
思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて
おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる
性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ
て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて
いただければ、この現象が体感できると思う。この
低温での特性を緩和するために、現在のF1では、
タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン
パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、
チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔
らかさを保持して使用しているわけである。
　従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常
温からある程度作動してグリップし、走行開始後、
十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ
ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発
揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で
の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す
る事象であるから、ピレリは、この技術課題を
2020年半ばまでには解決していなくてはならない。
特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり
が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま
りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ
のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ
れるF1車両を使用するチーム側からの強いクレー
ムがタイヤメーカーに向けられることは容易に想像
される。ピレリの開発陣が、この課題をどのように
解決していくのか興味深い。

　近年のF1におけるグッドイヤーとブリヂストン、
とりわけミシュランとブリヂストンによるタイヤの
コンペティションは、両メーカーが性能のピークを
より高くしようとするが故に、持ち込みタイヤの特
性によっては、レース時の天候や路面状況によって、
メーカー間のタイヤ性能に大きな差がつき、タイヤ
の銘柄で勝負がついてしまうという、本来のクルマ、
ドライバーによる競争からかけ離れてしまうことが
あった。また、タイヤの進化によるラップタイムの
ゲインが、エンジンを含むクルマを構成する他の主
要素に比べて格段に大きいため、クルマ自体の開発
よりも、タイヤメーカーがプロトタイプとして持ち
込むタイヤの評価を確実に実行し、次のレースにつ

ながるスペックを選択することが重視された。この
ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大
になり、チームの大きな負担になった。こういった
理由で、F1は、現在のワンメイク化が決定され、
他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ
ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー
GTで行われているタイヤ競争は、世界的に見て極
めて珍しいケースとなっている。
　しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ
ション時のレースは、走る実験室としての意味合
いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競
争は、メーカー内のモータースポーツを担当する
部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部
署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料
供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦
の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術
の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの
開発における決められた枠から外れたところ、特
にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を
与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、
タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。
そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大
きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう
いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に
否定されるべきものではないように思える。
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ヤ形状は、F1で巡る数々のサーキットを1周した
時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な
形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着
いていったのであろう。

　ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を
もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必
要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め
ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ
の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました
感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大
きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上
にのみ存在するからである。F1車両にはセンサー
が数多く取り付けられているが、2000年代には、
その高性能化が急進展した。これによって車両の挙
動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で
きるようになった。今では、当たり前のようにGPS
により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得
できるが、2000年初頭では、スタート時の彼我の
加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい
たものである。
　車両挙動に関しては、10～1ｍ単位、走行中の車
両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ
アングル、キャンバー角の変化などのデータは1ｍ
～10cm、タイヤの変形なら10～1cm、接地面内の
圧力分布や排水性能なら0.1 ～1cm単位となってい
くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）
まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ
ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ
た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス
チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい
とか判定していたが、現在では、レーザーによる路
面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など
によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の
細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが
できるようになった。これにより、トレッドゴムの
表面から内部まで、どのような入力があるのか判明
し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと
で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が
種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影
響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に
沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ
て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え
ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。
　こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や
低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行
時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ
ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ
スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か
り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう
な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を
与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき
た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ
シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し
てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上
述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、
周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を
分析することで、溶液重合による分子配列を精密に
コントロールしたスチレン-ブタヂエンゴムを利用
することで、低転がりでウェット性能の低下を極力
抑えたタイヤが開発されたのである。

　2011年からは、1950年のF1創生期から参戦し、
その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ
レリが、20年ぶり4度目のF1復帰を果たし、タイ
ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更
改に合意し、2020年から2023年までの供給契約を
締結した。
　9-1　13 インチから 18 インチへ　
　現在F1で使われているタイヤのリム径は、13イ
ンチであるが、2021年からは、18インチ化される
ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し
ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス
トンがF1にタイヤを供給していた2000年代にも、
FIAから相談を持ちかけられたことがあった。理由
は、13インチのリム径が前近代的なため、技術の
先端を追求しなくてはならないF1のマシンにそぐ
わないということであった。
　リム径アップの影響をタイヤの面から捉えると、
次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム
径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する
場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が
できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保
ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を
大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の
低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ
イヤはグリップ力の最大値を示すが、それを越えた

時のグリップ力の低下の度合い）を増大、ばね常数
の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント
ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回
避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ
が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ
ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で
はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ
ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲
内を想定して、14インチのタイヤを提案したが、
このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな
さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に
より、実施が見送られた。
　しかし、今回実施されることになった大きな理由
は、やはり13インチのリム径のタイヤが、今の世
の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月
が経っているということが強調され、F1が時代遅
れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に
も影響を及ぼすという考えからであった。2014年
から始まった電気自動車のF1と呼ばれる、フォー
ミュラEにおいて18インチのタイヤが採用されて
いることも、少なからず影響したのではなかろうか。
現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど
ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム
が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ
ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径
アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容
易になるといわれている。また、ブレーキディスク
からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ
内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前
後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による
性能変化が大きい現在のF1でも、タイヤウォーマー
の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。
　ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた
が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を
アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に
減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安
全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの
拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき
る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の
理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ
ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ
びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧
アップも加味したところで、サスペンションだけで
はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計
変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、
十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが
車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に
飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比
ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）
の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら
ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース
時に行われる1秒強での交換作業実施時におけるメ
カニックの足腰への負担も増大するので、このあた
りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。
これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる
ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が
進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を
たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ
イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、
ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保
がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題
となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁
止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅
に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す
ことができるのである。また、チームとしても、高
性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1
セットで低価格の小型乗用車1台が購入できる）や
それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ
ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ
うな労働からメカニックを解放できるという利点が
ある。
　しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな
り難しい技術課題を突き付けられることになる。現
在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度
領域、すなわち高温側（約80～110℃）で、グリッ
プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に
設計されている。レース用タイヤにおいては、強大
なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での
コーナリングを実現するためにグリップの向上を目
指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ
ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が
レース用のそれには加えられている。この影響は、
低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、
グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一
般的である。理解を深めるために、この添加物の一
つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ
う。実際に添加している樹脂については、具体的に
述べることはできないが、基本的にはプラスチック
のようなものである。プラスチックの定規とか、下

い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検
討、開発などが行われ、課題を解決してきている。
こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の
性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな
くてはいけない事案である。

　ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992年か
ら5年間、F1はグッドイヤーによるワンメイクの
時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向
上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン
が1997年から参入した。彼らは、1976年と1977年
に富士スピードウェイで行われたF1に、バイアス
タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ
リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は
中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ-
ヤマハのD.ヒル選手が、ハンガリー GPで一時首位
を走行するなど、高評価を獲得、翌1998年には、トッ
プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ
イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得
に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦2年目の
快挙となったが、この年をもって、1964年以来、
一度たりとも活動を休止せず、35年の長きに渡っ
てF1の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退
した。1999年からブリヂストンの第一期目のワン
メイク時代となった。

　1997年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ
イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー
ナリング速度が非常に速くなった。このため、レギュ
レーション面でF1を統括するFIA（国際自動車連
盟）は、高速でのクラッシュを避けるため、コーナー
での速度低減を狙ったタイヤの周方向にストレート
溝を付与したグルーブドタイヤの導入を決め、1998
年から実施した。グルーブの付与により、接地面積
が減少し、溝のエッジ部分の接地圧は極端に高く
なった。このため、コーナリングにより溝の端から
めくれるような摩耗が生じ、耐摩耗性が極端に悪化
した。また、トラクション方向とブレーキング方向
の摩擦力は、それほど低下しなかったが、横方向に
関しては、溝によって縦方向のブロックの横方向へ
の倒れ込みが生じ、大きな落ち込みを見せた。この
倒れ込み現象は、コーナリング中のグリップの不安
定さも増大、タイヤ挙動の不安定感（ムービング）

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー
のフィーリングは極端に悪化した。FIAの目論見ど
おり、サーキット1周でほぼ3秒のラップタイムの
増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ
シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競
争が激化した2004年や2006年には、スリックタイ
ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ
ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ
ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ
プ力も保持しなければならないという課題解決が必
要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ
ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超
連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開
発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ
の両立という二律背反が解決された結果である。加
えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開
発により、接地圧分布は改善され、メクレ摩耗
（Fig.10参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に
寄与した。
　余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備
えているものの、ウェットコンディションにはまっ
たくといっていいほど対応できない。というのも、
搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾
いている時を想定して開発されており、言ってみれ
ば、ガムテープのような性質を持っているからであ
る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を
示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ
の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ
ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で
ある。特に、1990年代以降、シリカを配合したトレッ

ドコンパウンドの開発が進み、非シリカ配合対比、
高いウェット性能を示すようになり４）、トレッドの
溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと
のウェット状況での性能差は顕著となっている。

　ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ
イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド
イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、
2001年からF1に復帰した。これにより、F1の世界
は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。
あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス
トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分
野でも、1980年代初頭のF2（当時のF1の一つ下の
カテゴリー）、そして1990年代初頭のDTM（ドイ
ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を
争ったこの2メーカーが、ついにモータースポーツ
の最高峰であるF1の世界で相見えることとなった。
威信を掛けたこの2メーカーの戦いは、2006年まで、
6年間にわたって繰り広げられ、F1チームはもちろ
んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも
のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が
大きく進歩した時代だったといえる。
　ミシュランの撤退後、2007年から2010年までの4
年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ
た。ただし、2009年からは、空力的な効果の削減
が車両規定により実施されたため、ダウンフォース
減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、
グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ
のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ
ヤが復活した。
　7-1　タイヤ形状の変化
　2001年、両社のコンペティションが始まった頃
は、ブリヂストンのタイヤのクラウン（タイヤが転
がって来る正面から見たときの、路面と接するト
レッド部分）の形状は、丸味を帯びており、ミシュ
ランのそれは、どちらかといえば、平らな形状をし
ていた。明らかに両社のタイヤの形状の違いが、遠
目でも判ったものである。ところが、コンペティショ
ンの最終年である2006年に近付くにつれ、両社の
タイヤ形状は類似したものとなり、ちょっと見ただ
けでは、どちらのメーカーのモノか判別し難いほど
になっていた。ブリヂストンのそれは、平らな方向
へ進み、ミシュランのそれは、丸味を帯びた形状へ
と進化していったのである。

　設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び
たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ
に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す
る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に
クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ
の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11参照）。
一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に
より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング
に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ
ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ
クションやブレーキングに対しては、接地形状が進
行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、
丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に
置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し
ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち
上げたら、それまで面で接していたものが、線で接
するようになることを考えれば、判りやすいのでは
ないだろうか。
　1998年頃より、F1の新規サーキットは、ドイツ
の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが
主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ
プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ
ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、
直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、
直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、
ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ
イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ
うな設計思想のタイヤをF1の世界に送り出したも
のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ
ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ
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違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ
ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走
行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り
やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が
磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して
いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと
したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、
速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま
で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由
と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与
することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の
エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ
レーキング、トラクション、そして特にコーナリン
グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能
なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの
登場には、1960年初頭より研究されていた路面の
細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ
のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス
によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン-ブ
タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要
だったのである。
　ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。
タイヤに使われているゴムの基本材料3種として、
ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。
ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され
た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化
学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ
マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム
のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま
ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱
いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、
これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

ムの分子と結合し、ゴムの分子間にネットワークが
形成されて、輪ゴムのように伸びたり縮んだりする
弾性機能が付与される。さらに、カーボンブラック
（簡単に言えば、石油などを燃やしたときの煤のよ
うなもの）を混ぜることで驚異的に伸びるようにな
り、耐久性も備わる。余談だが、タイヤが黒いのは、
このカーボンブラックによるところが大である。た
だし、カーボンブラックを加えていくと、そのゴム
自体は硬くなっていくため、これにオイルを加える
ことで、その剛性を調整している。従って、このオ
イルを混ぜる量を多くすれば、非常に柔らかいゴム
を作ることができることになる。すなわち、スリッ
クタイヤのトレッドゴムは、オイルをかなり増量し
て柔らかさを出しているのである。これらの材料を
混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ
ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ
クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用
車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな
問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生
産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発
生し、簡単には製造できなかったと想像される。し
かも、前述した合成ゴムのスチレン-ブタジエンゴ
ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工
程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ
る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、
スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ
ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付
きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス
リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え
られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ
プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添
加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上
によって加速されていったことは想像に難くない。

　タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア
スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度
がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し
てプライが0度に近い）という、2種類のものが存
在している（Fig.8参照）。1960年代以前は、製造技
術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ
が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が
考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク
ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能
などでバイアスタイヤ対比が大きく勝るため、各

メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960年代
になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ
イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と
してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層
により生み出されるものである。
　F1の世界では、1971年にスリックのバイアスタ
イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と
しては、1950年からバイアスタイヤのみが使われ
ていた。ところが、ミシュランが1977年7月の第
10戦イギリスGPから初参戦することになり、F1の
世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流
れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル
ノーチームで、新たな技術である1.5リットルのター
ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン
ジンとラジアルタイヤという組み合わせは、技術的
アピールには十分な登場であった。そして、なんと
約6カ月後の1978年1月の第2戦ブラジルGPで、
フェラーリに装着されたミシュランのラジアルタイ
ヤは初優勝を飾り、翌1979年には、ドライバーと
コンストラクターのチャンピオンにフェラーリとと
もに輝いた。さらに、1984年には、マクラーレン
とともに大成功を収めたが、「F1から学ぶことは無
くなった」と表明し、突然F1から撤退した。一方、
グッドイヤーは、ミシュラン参入当初、バイアスタ
イヤで戦っていたが、ラジアルタイヤの優勢さを認
識し、2、3年前にラジアル化を完了していた。
　こう見てくると、いとも簡単にレース用のラジア
ルタイヤが実用化されたように見えるが、実際には
困難な課題がいくつも横たわっていた。直線から微

小舵角時のブレーキングとトラクション性能はバイ
アスタイヤに比べ、格段に良いのだが、コーナリン
グ中のブレークアウェイの問題を内在していた。ト
レッド下部のベルト層が強固であり、サイドウォー
ルがバイアスタイヤに比べると柔軟なため、ステア
リングを切ってコーナリングを開始し、トレッドゴ
ムがグリップしてベルト部を変形させ、ベルト部が
変形しきってトレッドコンパウンドのグリップの限
界を迎えると、変形が急激に戻る現象が生じるので
ある。それがブレークアウェイと呼ばれる挙動であ
り、ドライバーがクルマをコントロールするのを至
難の業としていた。この現象は、スリックタイヤの
開発初期にあったトラブルに非常に類似していた。
これを解決するために、サイドウォール部分の補強
方法が種々検討され、ラジアルタイヤは実用化に
至っている。現在でも、車の特性に合わせるために、
プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は
多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存
在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮
する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー
スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使
われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま
な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル
ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変
化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな
る（Fig.9参照）。これが周方向につながって、ベル
ト端のトラブルになったり、高速走行においては、
その核のつながった部分が、遠心力によってプライ
から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの
である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな

　4.　ラジアルタイヤへの移行
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　レースの世界において、クルマを速く走らせるこ
とは大きな命題であり、それを達成するために、エ
ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分
野で技術開発が行われている。その中でも、あまり
注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、
クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと
路面のインターフェースとしての役割を持つが故

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー
ツである。
　一方、F1は、レースの世界において頂点に位置
づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き
な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注
目し、レースの代表格であるF1タイヤを通して、
レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時
代において、どのような技術が開発され、そしてま
た、そこにどのような背景があったのかを紹介して
いく。タイヤをいかに使いこなすかは、クルマの操
縦安定性向上に欠かせない要因であるが、それと同
時に、クルマの性能を引き出すためには、クルマの
特性に合ったタイヤ開発が必要であることを理解し
ていただけたら幸いである。
　2章では、黎明期のクルマがレーシングカーとし
て進化する過程で、エンジンの配置がドライバーの

前方から後方へと変更されたことにより、タイヤへ
の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし
たこと、3章では、タイヤのサイズによるクルマの
性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ
リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの
進化によってトレッドパターンがスリック（模様の
ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく
こと、4章では、一般タイヤでは、1960年代中頃から、
性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ
ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行
していたが、これに遅れること約10年、1970年代後
半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、
そして、そこにあった技術課題が何であったのかを
紹介する。5～7章は、タイヤメーカー間の競争が、
クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規
定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ
るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8章では、
その競争によって創り出された先端技術により、
レースとは無関係と思われがちな環境に優しいタイ
ヤが生まれたことについて述べる。9章では、今後
のF1タイヤの方向性や安全性について紹介する。

　第2次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた
1950年、エンジンの規格を定義し、自動車競技の
最高峰、シングルシーターによるレースとして、
F1はスタートした。その当時は、レース用のクル
マではあったがタイヤ幅も細く、一般乗用車のタイ
ヤと大きな差はなかったとされる。
　60年代に入り、運転席前方に置いていたエンジ
ンを、現在のF1のように後方に配置する車両のミッ
ドシップ化が一般的となり、操縦性の向上が追及さ
れはじめ、60年代後半からは、エンジンの排気量
が増し、出力の増大が図られた。エンジンが後方寄
りとなったため、リアタイヤの負担する輪荷重は増
し、さらに、エンジンパワーを確実に受け止め、路
面に伝える必要性が出てきたのである。このため、
リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方
向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に
なった。しかし、通常のバイアスタイヤの製法では、
タイヤの断面形状は自然平衡形状となるため、非常
に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその
ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。
そこで、タイヤ内部の形状をそのままにして、トレッ
ド部の外側を広げ、接地させるためにトレッドの

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ
ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増
すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受
けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を
超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と
して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー
ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている
が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば
れる形をしたモールドを採用することだった。これ
により、ショルダー部のゴムの厚さを10数ミリも
減らすことができるようになり、過熱による劣化の
問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、
タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ
は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態
では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を
入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規
定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計
されていた。
　なお、タイヤ各部の名称については、Fig.1を参
照いただきたい。

　スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン
も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の

存在は、F1でスリックタイヤが一般的になる1970
年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や
ドラッグレースの車に装着されていた。従って、
F1に登場した際には、画期的なものだったとは言
い難く、あまり目立たなかったようである。高速走
行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ
の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的
としたので、F1のスリックタイヤ化とは、その趣
旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、
考え方としては存在していたスリックタイヤがF1
においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ
ればならない技術課題があったからである。
　1966年ごろのF1にタイヤを供給していたのは、
イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド
イヤーとファイアストンの3社であった。彼らのタ
イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ
ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な
ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時
の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック
タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、
パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ
たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな
り進んだ1970年でも、最も柔らかいコンパウンド
を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能
とトラクション性能をかろうじて得ることができた
が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな
かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方
向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの
操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう
にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ
イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を
見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行
方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、
カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド
パターンを適度に付与すること（Fig.5参照）で、
見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して
いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー
カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ
クへと急加速して行った。
　上述したような、トレッドパターンを最小限に抑
えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド
イヤーは、1971年の南アフリカでのシーズン開幕
戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の
ファイアストンは、これに対抗するかのように6週
間後の第2戦スペインで、F1のレース本番におい
て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、
土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの
で、それを使用することができなかったためである。
レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも
のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は2
位となった。このレースでトップ10に入った車の
うち、3台がファイアストンのスリックを装着した
車で、7台がグッドイヤーのセミスリックを装着し
たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ
ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ
はすべてのF1サプライヤーにとって標準的なドラ
イタイヤとなったのである。Fig.2～Fig.7を見てい
ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで
の流れがお分かりいただけるだろう。
　溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで
きることからグリップが高いといった説明がなされ
るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで
あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに

敷きなどを誤ってストーブ等の熱源の傍らに置い
て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると
思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて
おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる
性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ
て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて
いただければ、この現象が体感できると思う。この
低温での特性を緩和するために、現在のF1では、
タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン
パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、
チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔
らかさを保持して使用しているわけである。
　従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常
温からある程度作動してグリップし、走行開始後、
十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ
ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発
揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で
の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す
る事象であるから、ピレリは、この技術課題を
2020年半ばまでには解決していなくてはならない。
特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり
が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま
りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ
のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ
れるF1車両を使用するチーム側からの強いクレー
ムがタイヤメーカーに向けられることは容易に想像
される。ピレリの開発陣が、この課題をどのように
解決していくのか興味深い。

　近年のF1におけるグッドイヤーとブリヂストン、
とりわけミシュランとブリヂストンによるタイヤの
コンペティションは、両メーカーが性能のピークを
より高くしようとするが故に、持ち込みタイヤの特
性によっては、レース時の天候や路面状況によって、
メーカー間のタイヤ性能に大きな差がつき、タイヤ
の銘柄で勝負がついてしまうという、本来のクルマ、
ドライバーによる競争からかけ離れてしまうことが
あった。また、タイヤの進化によるラップタイムの
ゲインが、エンジンを含むクルマを構成する他の主
要素に比べて格段に大きいため、クルマ自体の開発
よりも、タイヤメーカーがプロトタイプとして持ち
込むタイヤの評価を確実に実行し、次のレースにつ

ながるスペックを選択することが重視された。この
ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大
になり、チームの大きな負担になった。こういった
理由で、F1は、現在のワンメイク化が決定され、
他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ
ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー
GTで行われているタイヤ競争は、世界的に見て極
めて珍しいケースとなっている。
　しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ
ション時のレースは、走る実験室としての意味合
いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競
争は、メーカー内のモータースポーツを担当する
部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部
署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料
供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦
の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術
の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの
開発における決められた枠から外れたところ、特
にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を
与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、
タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。
そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大
きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう
いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に
否定されるべきものではないように思える。
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ヤ形状は、F1で巡る数々のサーキットを1周した
時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な
形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着
いていったのであろう。

　ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を
もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必
要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め
ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ
の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました
感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大
きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上
にのみ存在するからである。F1車両にはセンサー
が数多く取り付けられているが、2000年代には、
その高性能化が急進展した。これによって車両の挙
動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で
きるようになった。今では、当たり前のようにGPS
により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得
できるが、2000年初頭では、スタート時の彼我の
加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい
たものである。
　車両挙動に関しては、10～1ｍ単位、走行中の車
両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ
アングル、キャンバー角の変化などのデータは1ｍ
～10cm、タイヤの変形なら10～1cm、接地面内の
圧力分布や排水性能なら0.1 ～1cm単位となってい
くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）
まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ
ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ
た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス
チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい
とか判定していたが、現在では、レーザーによる路
面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など
によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の
細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが
できるようになった。これにより、トレッドゴムの
表面から内部まで、どのような入力があるのか判明
し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと
で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が
種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影
響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に
沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ
て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え
ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。
　こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や
低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行
時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ
ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ
スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か
り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう
な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を
与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき
た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ
シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し
てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上
述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、
周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を
分析することで、溶液重合による分子配列を精密に
コントロールしたスチレン-ブタヂエンゴムを利用
することで、低転がりでウェット性能の低下を極力
抑えたタイヤが開発されたのである。

　2011年からは、1950年のF1創生期から参戦し、
その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ
レリが、20年ぶり4度目のF1復帰を果たし、タイ
ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更
改に合意し、2020年から2023年までの供給契約を
締結した。
　9-1　13 インチから 18 インチへ　
　現在F1で使われているタイヤのリム径は、13イ
ンチであるが、2021年からは、18インチ化される
ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し
ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス
トンがF1にタイヤを供給していた2000年代にも、
FIAから相談を持ちかけられたことがあった。理由
は、13インチのリム径が前近代的なため、技術の
先端を追求しなくてはならないF1のマシンにそぐ
わないということであった。
　リム径アップの影響をタイヤの面から捉えると、
次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム
径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する
場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が
できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保
ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を
大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の
低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ
イヤはグリップ力の最大値を示すが、それを越えた

時のグリップ力の低下の度合い）を増大、ばね常数
の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント
ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回
避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ
が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ
ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で
はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ
ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲
内を想定して、14インチのタイヤを提案したが、
このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな
さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に
より、実施が見送られた。
　しかし、今回実施されることになった大きな理由
は、やはり13インチのリム径のタイヤが、今の世
の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月
が経っているということが強調され、F1が時代遅
れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に
も影響を及ぼすという考えからであった。2014年
から始まった電気自動車のF1と呼ばれる、フォー
ミュラEにおいて18インチのタイヤが採用されて
いることも、少なからず影響したのではなかろうか。
現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど
ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム
が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ
ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径
アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容
易になるといわれている。また、ブレーキディスク
からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ
内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前
後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による
性能変化が大きい現在のF1でも、タイヤウォーマー
の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。
　ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた
が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を
アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に
減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安
全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの
拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき
る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の
理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ
ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ
びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧
アップも加味したところで、サスペンションだけで
はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計
変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、
十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが
車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に
飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比
ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）
の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら
ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース
時に行われる1秒強での交換作業実施時におけるメ
カニックの足腰への負担も増大するので、このあた
りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。
これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる
ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が
進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を
たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ
イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、
ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保
がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題
となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁
止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅
に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す
ことができるのである。また、チームとしても、高
性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1
セットで低価格の小型乗用車1台が購入できる）や
それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ
ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ
うな労働からメカニックを解放できるという利点が
ある。
　しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな
り難しい技術課題を突き付けられることになる。現
在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度
領域、すなわち高温側（約80～110℃）で、グリッ
プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に
設計されている。レース用タイヤにおいては、強大
なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での
コーナリングを実現するためにグリップの向上を目
指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ
ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が
レース用のそれには加えられている。この影響は、
低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、
グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一
般的である。理解を深めるために、この添加物の一
つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ
う。実際に添加している樹脂については、具体的に
述べることはできないが、基本的にはプラスチック
のようなものである。プラスチックの定規とか、下

い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検
討、開発などが行われ、課題を解決してきている。
こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の
性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな
くてはいけない事案である。

　ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992年か
ら5年間、F1はグッドイヤーによるワンメイクの
時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向
上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン
が1997年から参入した。彼らは、1976年と1977年
に富士スピードウェイで行われたF1に、バイアス
タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ
リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は
中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ-
ヤマハのD.ヒル選手が、ハンガリー GPで一時首位
を走行するなど、高評価を獲得、翌1998年には、トッ
プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ
イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得
に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦2年目の
快挙となったが、この年をもって、1964年以来、
一度たりとも活動を休止せず、35年の長きに渡っ
てF1の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退
した。1999年からブリヂストンの第一期目のワン
メイク時代となった。

　1997年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ
イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー
ナリング速度が非常に速くなった。このため、レギュ
レーション面でF1を統括するFIA（国際自動車連
盟）は、高速でのクラッシュを避けるため、コーナー
での速度低減を狙ったタイヤの周方向にストレート
溝を付与したグルーブドタイヤの導入を決め、1998
年から実施した。グルーブの付与により、接地面積
が減少し、溝のエッジ部分の接地圧は極端に高く
なった。このため、コーナリングにより溝の端から
めくれるような摩耗が生じ、耐摩耗性が極端に悪化
した。また、トラクション方向とブレーキング方向
の摩擦力は、それほど低下しなかったが、横方向に
関しては、溝によって縦方向のブロックの横方向へ
の倒れ込みが生じ、大きな落ち込みを見せた。この
倒れ込み現象は、コーナリング中のグリップの不安
定さも増大、タイヤ挙動の不安定感（ムービング）

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー
のフィーリングは極端に悪化した。FIAの目論見ど
おり、サーキット1周でほぼ3秒のラップタイムの
増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ
シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競
争が激化した2004年や2006年には、スリックタイ
ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ
ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ
ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ
プ力も保持しなければならないという課題解決が必
要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ
ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超
連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開
発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ
の両立という二律背反が解決された結果である。加
えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開
発により、接地圧分布は改善され、メクレ摩耗
（Fig.10参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に
寄与した。
　余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備
えているものの、ウェットコンディションにはまっ
たくといっていいほど対応できない。というのも、
搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾
いている時を想定して開発されており、言ってみれ
ば、ガムテープのような性質を持っているからであ
る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を
示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ
の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ
ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で
ある。特に、1990年代以降、シリカを配合したトレッ

ドコンパウンドの開発が進み、非シリカ配合対比、
高いウェット性能を示すようになり４）、トレッドの
溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと
のウェット状況での性能差は顕著となっている。

　ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ
イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド
イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、
2001年からF1に復帰した。これにより、F1の世界
は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。
あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス
トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分
野でも、1980年代初頭のF2（当時のF1の一つ下の
カテゴリー）、そして1990年代初頭のDTM（ドイ
ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を
争ったこの2メーカーが、ついにモータースポーツ
の最高峰であるF1の世界で相見えることとなった。
威信を掛けたこの2メーカーの戦いは、2006年まで、
6年間にわたって繰り広げられ、F1チームはもちろ
んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも
のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が
大きく進歩した時代だったといえる。
　ミシュランの撤退後、2007年から2010年までの4
年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ
た。ただし、2009年からは、空力的な効果の削減
が車両規定により実施されたため、ダウンフォース
減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、
グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ
のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ
ヤが復活した。
　7-1　タイヤ形状の変化
　2001年、両社のコンペティションが始まった頃
は、ブリヂストンのタイヤのクラウン（タイヤが転
がって来る正面から見たときの、路面と接するト
レッド部分）の形状は、丸味を帯びており、ミシュ
ランのそれは、どちらかといえば、平らな形状をし
ていた。明らかに両社のタイヤの形状の違いが、遠
目でも判ったものである。ところが、コンペティショ
ンの最終年である2006年に近付くにつれ、両社の
タイヤ形状は類似したものとなり、ちょっと見ただ
けでは、どちらのメーカーのモノか判別し難いほど
になっていた。ブリヂストンのそれは、平らな方向
へ進み、ミシュランのそれは、丸味を帯びた形状へ
と進化していったのである。

　設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び
たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ
に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す
る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に
クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ
の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11参照）。
一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に
より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング
に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ
ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ
クションやブレーキングに対しては、接地形状が進
行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、
丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に
置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し
ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち
上げたら、それまで面で接していたものが、線で接
するようになることを考えれば、判りやすいのでは
ないだろうか。
　1998年頃より、F1の新規サーキットは、ドイツ
の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが
主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ
プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ
ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、
直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、
直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、
ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ
イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ
うな設計思想のタイヤをF1の世界に送り出したも
のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ
ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ

違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ
ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走
行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り
やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が
磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して
いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと
したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、
速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま
で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由
と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与
することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の
エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ
レーキング、トラクション、そして特にコーナリン
グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能
なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの
登場には、1960年初頭より研究されていた路面の
細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ
のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス
によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン-ブ
タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要
だったのである。
　ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。
タイヤに使われているゴムの基本材料3種として、
ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。
ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され
た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化
学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ
マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム
のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま
ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱
いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、
これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

ムの分子と結合し、ゴムの分子間にネットワークが
形成されて、輪ゴムのように伸びたり縮んだりする
弾性機能が付与される。さらに、カーボンブラック
（簡単に言えば、石油などを燃やしたときの煤のよ
うなもの）を混ぜることで驚異的に伸びるようにな
り、耐久性も備わる。余談だが、タイヤが黒いのは、
このカーボンブラックによるところが大である。た
だし、カーボンブラックを加えていくと、そのゴム
自体は硬くなっていくため、これにオイルを加える
ことで、その剛性を調整している。従って、このオ
イルを混ぜる量を多くすれば、非常に柔らかいゴム
を作ることができることになる。すなわち、スリッ
クタイヤのトレッドゴムは、オイルをかなり増量し
て柔らかさを出しているのである。これらの材料を
混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ
ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ
クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用
車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな
問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生
産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発
生し、簡単には製造できなかったと想像される。し
かも、前述した合成ゴムのスチレン-ブタジエンゴ
ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工
程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ
る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、
スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ
ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付
きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス
リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え
られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ
プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添
加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上
によって加速されていったことは想像に難くない。

　タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア
スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度
がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し
てプライが0度に近い）という、2種類のものが存
在している（Fig.8参照）。1960年代以前は、製造技
術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ
が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が
考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク
ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能
などでバイアスタイヤ対比が大きく勝るため、各
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メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960年代
になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ
イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と
してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層
により生み出されるものである。
　F1の世界では、1971年にスリックのバイアスタ
イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と
しては、1950年からバイアスタイヤのみが使われ
ていた。ところが、ミシュランが1977年7月の第
10戦イギリスGPから初参戦することになり、F1の
世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流
れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル
ノーチームで、新たな技術である1.5リットルのター
ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン
ジンとラジアルタイヤという組み合わせは、技術的
アピールには十分な登場であった。そして、なんと
約6カ月後の1978年1月の第2戦ブラジルGPで、
フェラーリに装着されたミシュランのラジアルタイ
ヤは初優勝を飾り、翌1979年には、ドライバーと
コンストラクターのチャンピオンにフェラーリとと
もに輝いた。さらに、1984年には、マクラーレン
とともに大成功を収めたが、「F1から学ぶことは無
くなった」と表明し、突然F1から撤退した。一方、
グッドイヤーは、ミシュラン参入当初、バイアスタ
イヤで戦っていたが、ラジアルタイヤの優勢さを認
識し、2、3年前にラジアル化を完了していた。
　こう見てくると、いとも簡単にレース用のラジア
ルタイヤが実用化されたように見えるが、実際には
困難な課題がいくつも横たわっていた。直線から微

小舵角時のブレーキングとトラクション性能はバイ
アスタイヤに比べ、格段に良いのだが、コーナリン
グ中のブレークアウェイの問題を内在していた。ト
レッド下部のベルト層が強固であり、サイドウォー
ルがバイアスタイヤに比べると柔軟なため、ステア
リングを切ってコーナリングを開始し、トレッドゴ
ムがグリップしてベルト部を変形させ、ベルト部が
変形しきってトレッドコンパウンドのグリップの限
界を迎えると、変形が急激に戻る現象が生じるので
ある。それがブレークアウェイと呼ばれる挙動であ
り、ドライバーがクルマをコントロールするのを至
難の業としていた。この現象は、スリックタイヤの
開発初期にあったトラブルに非常に類似していた。
これを解決するために、サイドウォール部分の補強
方法が種々検討され、ラジアルタイヤは実用化に
至っている。現在でも、車の特性に合わせるために、
プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は
多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存
在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮
する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー
スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使
われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま
な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル
ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変
化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな
る（Fig.9参照）。これが周方向につながって、ベル
ト端のトラブルになったり、高速走行においては、
その核のつながった部分が、遠心力によってプライ
から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの
である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな

Fig.9　タイヤの回転とベルトの関係（模式図）

出典）株式会社 ブリヂストン 編　『自動車用タイヤの基礎と実際』１）

Fig.8　バイアスタイヤ（1）とラジアルタイヤ（2）の違い

バイアスタイヤは、タイヤの本体を構成する、プライと呼ばれる材料の
糸が、タイヤの断面方向に対し、角度（プライ角）がついているが、ラ
ジアルタイヤのそれは、断面とほぼ同一方向である。タイヤを横から見
た場合、このプライの向きが放射状になっていることから、この名が付
いた。また、プライとトレッドの間に、ベルトと呼ばれる材料の糸が配
置され、桶や樽にある、タガの効果を発揮し、トレッド部分の形状をコ
ントロールしているのが大きな特徴。



　6.　グルーブドタイヤの導入

　5.　グッドイヤー vs ブリヂストン

　レースの世界において、クルマを速く走らせるこ
とは大きな命題であり、それを達成するために、エ
ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分
野で技術開発が行われている。その中でも、あまり
注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、
クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと
路面のインターフェースとしての役割を持つが故

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー
ツである。
　一方、F1は、レースの世界において頂点に位置
づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き
な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注
目し、レースの代表格であるF1タイヤを通して、
レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時
代において、どのような技術が開発され、そしてま
た、そこにどのような背景があったのかを紹介して
いく。タイヤをいかに使いこなすかは、クルマの操
縦安定性向上に欠かせない要因であるが、それと同
時に、クルマの性能を引き出すためには、クルマの
特性に合ったタイヤ開発が必要であることを理解し
ていただけたら幸いである。
　2章では、黎明期のクルマがレーシングカーとし
て進化する過程で、エンジンの配置がドライバーの

前方から後方へと変更されたことにより、タイヤへ
の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし
たこと、3章では、タイヤのサイズによるクルマの
性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ
リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの
進化によってトレッドパターンがスリック（模様の
ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく
こと、4章では、一般タイヤでは、1960年代中頃から、
性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ
ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行
していたが、これに遅れること約10年、1970年代後
半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、
そして、そこにあった技術課題が何であったのかを
紹介する。5～7章は、タイヤメーカー間の競争が、
クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規
定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ
るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8章では、
その競争によって創り出された先端技術により、
レースとは無関係と思われがちな環境に優しいタイ
ヤが生まれたことについて述べる。9章では、今後
のF1タイヤの方向性や安全性について紹介する。

　第2次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた
1950年、エンジンの規格を定義し、自動車競技の
最高峰、シングルシーターによるレースとして、
F1はスタートした。その当時は、レース用のクル
マではあったがタイヤ幅も細く、一般乗用車のタイ
ヤと大きな差はなかったとされる。
　60年代に入り、運転席前方に置いていたエンジ
ンを、現在のF1のように後方に配置する車両のミッ
ドシップ化が一般的となり、操縦性の向上が追及さ
れはじめ、60年代後半からは、エンジンの排気量
が増し、出力の増大が図られた。エンジンが後方寄
りとなったため、リアタイヤの負担する輪荷重は増
し、さらに、エンジンパワーを確実に受け止め、路
面に伝える必要性が出てきたのである。このため、
リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方
向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に
なった。しかし、通常のバイアスタイヤの製法では、
タイヤの断面形状は自然平衡形状となるため、非常
に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその
ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。
そこで、タイヤ内部の形状をそのままにして、トレッ
ド部の外側を広げ、接地させるためにトレッドの

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ
ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増
すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受
けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を
超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と
して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー
ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている
が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば
れる形をしたモールドを採用することだった。これ
により、ショルダー部のゴムの厚さを10数ミリも
減らすことができるようになり、過熱による劣化の
問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、
タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ
は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態
では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を
入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規
定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計
されていた。
　なお、タイヤ各部の名称については、Fig.1を参
照いただきたい。

　スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン
も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の

存在は、F1でスリックタイヤが一般的になる1970
年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や
ドラッグレースの車に装着されていた。従って、
F1に登場した際には、画期的なものだったとは言
い難く、あまり目立たなかったようである。高速走
行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ
の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的
としたので、F1のスリックタイヤ化とは、その趣
旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、
考え方としては存在していたスリックタイヤがF1
においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ
ればならない技術課題があったからである。
　1966年ごろのF1にタイヤを供給していたのは、
イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド
イヤーとファイアストンの3社であった。彼らのタ
イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ
ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な
ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時
の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック
タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、
パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ
たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな
り進んだ1970年でも、最も柔らかいコンパウンド
を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能
とトラクション性能をかろうじて得ることができた
が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな
かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方
向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの
操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう
にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ
イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を
見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行
方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、
カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド
パターンを適度に付与すること（Fig.5参照）で、
見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して
いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー
カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ
クへと急加速して行った。
　上述したような、トレッドパターンを最小限に抑
えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド
イヤーは、1971年の南アフリカでのシーズン開幕
戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の
ファイアストンは、これに対抗するかのように6週
間後の第2戦スペインで、F1のレース本番におい
て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、
土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの
で、それを使用することができなかったためである。
レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも
のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は2
位となった。このレースでトップ10に入った車の
うち、3台がファイアストンのスリックを装着した
車で、7台がグッドイヤーのセミスリックを装着し
たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ
ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ
はすべてのF1サプライヤーにとって標準的なドラ
イタイヤとなったのである。Fig.2～Fig.7を見てい
ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで
の流れがお分かりいただけるだろう。
　溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで
きることからグリップが高いといった説明がなされ
るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで
あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに

敷きなどを誤ってストーブ等の熱源の傍らに置い
て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると
思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて
おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる
性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ
て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて
いただければ、この現象が体感できると思う。この
低温での特性を緩和するために、現在のF1では、
タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン
パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、
チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔
らかさを保持して使用しているわけである。
　従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常
温からある程度作動してグリップし、走行開始後、
十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ
ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発
揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で
の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す
る事象であるから、ピレリは、この技術課題を
2020年半ばまでには解決していなくてはならない。
特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり
が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま
りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ
のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ
れるF1車両を使用するチーム側からの強いクレー
ムがタイヤメーカーに向けられることは容易に想像
される。ピレリの開発陣が、この課題をどのように
解決していくのか興味深い。

　近年のF1におけるグッドイヤーとブリヂストン、
とりわけミシュランとブリヂストンによるタイヤの
コンペティションは、両メーカーが性能のピークを
より高くしようとするが故に、持ち込みタイヤの特
性によっては、レース時の天候や路面状況によって、
メーカー間のタイヤ性能に大きな差がつき、タイヤ
の銘柄で勝負がついてしまうという、本来のクルマ、
ドライバーによる競争からかけ離れてしまうことが
あった。また、タイヤの進化によるラップタイムの
ゲインが、エンジンを含むクルマを構成する他の主
要素に比べて格段に大きいため、クルマ自体の開発
よりも、タイヤメーカーがプロトタイプとして持ち
込むタイヤの評価を確実に実行し、次のレースにつ

ながるスペックを選択することが重視された。この
ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大
になり、チームの大きな負担になった。こういった
理由で、F1は、現在のワンメイク化が決定され、
他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ
ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー
GTで行われているタイヤ競争は、世界的に見て極
めて珍しいケースとなっている。
　しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ
ション時のレースは、走る実験室としての意味合
いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競
争は、メーカー内のモータースポーツを担当する
部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部
署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料
供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦
の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術
の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの
開発における決められた枠から外れたところ、特
にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を
与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、
タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。
そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大
きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう
いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に
否定されるべきものではないように思える。
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ヤ形状は、F1で巡る数々のサーキットを1周した
時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な
形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着
いていったのであろう。

　ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を
もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必
要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め
ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ
の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました
感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大
きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上
にのみ存在するからである。F1車両にはセンサー
が数多く取り付けられているが、2000年代には、
その高性能化が急進展した。これによって車両の挙
動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で
きるようになった。今では、当たり前のようにGPS
により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得
できるが、2000年初頭では、スタート時の彼我の
加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい
たものである。
　車両挙動に関しては、10～1ｍ単位、走行中の車
両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ
アングル、キャンバー角の変化などのデータは1ｍ
～10cm、タイヤの変形なら10～1cm、接地面内の
圧力分布や排水性能なら0.1 ～1cm単位となってい
くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）
まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ
ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ
た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス
チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい
とか判定していたが、現在では、レーザーによる路
面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など
によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の
細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが
できるようになった。これにより、トレッドゴムの
表面から内部まで、どのような入力があるのか判明
し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと
で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が
種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影
響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に
沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ
て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え
ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。
　こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や
低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行
時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ
ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ
スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か
り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう
な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を
与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき
た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ
シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し
てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上
述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、
周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を
分析することで、溶液重合による分子配列を精密に
コントロールしたスチレン-ブタヂエンゴムを利用
することで、低転がりでウェット性能の低下を極力
抑えたタイヤが開発されたのである。

　2011年からは、1950年のF1創生期から参戦し、
その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ
レリが、20年ぶり4度目のF1復帰を果たし、タイ
ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更
改に合意し、2020年から2023年までの供給契約を
締結した。
　9-1　13 インチから 18 インチへ　
　現在F1で使われているタイヤのリム径は、13イ
ンチであるが、2021年からは、18インチ化される
ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し
ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス
トンがF1にタイヤを供給していた2000年代にも、
FIAから相談を持ちかけられたことがあった。理由
は、13インチのリム径が前近代的なため、技術の
先端を追求しなくてはならないF1のマシンにそぐ
わないということであった。
　リム径アップの影響をタイヤの面から捉えると、
次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム
径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する
場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が
できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保
ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を
大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の
低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ
イヤはグリップ力の最大値を示すが、それを越えた

時のグリップ力の低下の度合い）を増大、ばね常数
の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント
ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回
避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ
が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ
ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で
はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ
ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲
内を想定して、14インチのタイヤを提案したが、
このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな
さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に
より、実施が見送られた。
　しかし、今回実施されることになった大きな理由
は、やはり13インチのリム径のタイヤが、今の世
の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月
が経っているということが強調され、F1が時代遅
れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に
も影響を及ぼすという考えからであった。2014年
から始まった電気自動車のF1と呼ばれる、フォー
ミュラEにおいて18インチのタイヤが採用されて
いることも、少なからず影響したのではなかろうか。
現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど
ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム
が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ
ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径
アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容
易になるといわれている。また、ブレーキディスク
からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ
内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前
後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による
性能変化が大きい現在のF1でも、タイヤウォーマー
の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。
　ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた
が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を
アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に
減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安
全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの
拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき
る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の
理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ
ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ
びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧
アップも加味したところで、サスペンションだけで
はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計
変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、
十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが
車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に
飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比
ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）
の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら
ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース
時に行われる1秒強での交換作業実施時におけるメ
カニックの足腰への負担も増大するので、このあた
りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。
これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる
ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が
進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を
たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ
イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、
ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保
がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題
となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁
止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅
に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す
ことができるのである。また、チームとしても、高
性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1
セットで低価格の小型乗用車1台が購入できる）や
それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ
ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ
うな労働からメカニックを解放できるという利点が
ある。
　しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな
り難しい技術課題を突き付けられることになる。現
在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度
領域、すなわち高温側（約80～110℃）で、グリッ
プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に
設計されている。レース用タイヤにおいては、強大
なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での
コーナリングを実現するためにグリップの向上を目
指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ
ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が
レース用のそれには加えられている。この影響は、
低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、
グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一
般的である。理解を深めるために、この添加物の一
つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ
う。実際に添加している樹脂については、具体的に
述べることはできないが、基本的にはプラスチック
のようなものである。プラスチックの定規とか、下

48

（ 48 ）

浜島裕英

国際交通安全学会誌　Vol. 44,  No. 1 令和元年 6月

い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検
討、開発などが行われ、課題を解決してきている。
こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の
性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな
くてはいけない事案である。

　ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992年か
ら5年間、F1はグッドイヤーによるワンメイクの
時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向
上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン
が1997年から参入した。彼らは、1976年と1977年
に富士スピードウェイで行われたF1に、バイアス
タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ
リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は
中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ-
ヤマハのD.ヒル選手が、ハンガリー GPで一時首位
を走行するなど、高評価を獲得、翌1998年には、トッ
プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ
イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得
に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦2年目の
快挙となったが、この年をもって、1964年以来、
一度たりとも活動を休止せず、35年の長きに渡っ
てF1の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退
した。1999年からブリヂストンの第一期目のワン
メイク時代となった。

　1997年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ
イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー
ナリング速度が非常に速くなった。このため、レギュ
レーション面でF1を統括するFIA（国際自動車連
盟）は、高速でのクラッシュを避けるため、コーナー
での速度低減を狙ったタイヤの周方向にストレート
溝を付与したグルーブドタイヤの導入を決め、1998
年から実施した。グルーブの付与により、接地面積
が減少し、溝のエッジ部分の接地圧は極端に高く
なった。このため、コーナリングにより溝の端から
めくれるような摩耗が生じ、耐摩耗性が極端に悪化
した。また、トラクション方向とブレーキング方向
の摩擦力は、それほど低下しなかったが、横方向に
関しては、溝によって縦方向のブロックの横方向へ
の倒れ込みが生じ、大きな落ち込みを見せた。この
倒れ込み現象は、コーナリング中のグリップの不安
定さも増大、タイヤ挙動の不安定感（ムービング）

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー
のフィーリングは極端に悪化した。FIAの目論見ど
おり、サーキット1周でほぼ3秒のラップタイムの
増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ
シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競
争が激化した2004年や2006年には、スリックタイ
ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ
ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ
ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ
プ力も保持しなければならないという課題解決が必
要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ
ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超
連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開
発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ
の両立という二律背反が解決された結果である。加
えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開
発により、接地圧分布は改善され、メクレ摩耗
（Fig.10参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に
寄与した。
　余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備
えているものの、ウェットコンディションにはまっ
たくといっていいほど対応できない。というのも、
搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾
いている時を想定して開発されており、言ってみれ
ば、ガムテープのような性質を持っているからであ
る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を
示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ
の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ
ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で
ある。特に、1990年代以降、シリカを配合したトレッ

ドコンパウンドの開発が進み、非シリカ配合対比、
高いウェット性能を示すようになり４）、トレッドの
溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと
のウェット状況での性能差は顕著となっている。

　ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ
イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド
イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、
2001年からF1に復帰した。これにより、F1の世界
は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。
あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス
トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分
野でも、1980年代初頭のF2（当時のF1の一つ下の
カテゴリー）、そして1990年代初頭のDTM（ドイ
ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を
争ったこの2メーカーが、ついにモータースポーツ
の最高峰であるF1の世界で相見えることとなった。
威信を掛けたこの2メーカーの戦いは、2006年まで、
6年間にわたって繰り広げられ、F1チームはもちろ
んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも
のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が
大きく進歩した時代だったといえる。
　ミシュランの撤退後、2007年から2010年までの4
年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ
た。ただし、2009年からは、空力的な効果の削減
が車両規定により実施されたため、ダウンフォース
減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、
グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ
のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ
ヤが復活した。
　7-1　タイヤ形状の変化
　2001年、両社のコンペティションが始まった頃
は、ブリヂストンのタイヤのクラウン（タイヤが転
がって来る正面から見たときの、路面と接するト
レッド部分）の形状は、丸味を帯びており、ミシュ
ランのそれは、どちらかといえば、平らな形状をし
ていた。明らかに両社のタイヤの形状の違いが、遠
目でも判ったものである。ところが、コンペティショ
ンの最終年である2006年に近付くにつれ、両社の
タイヤ形状は類似したものとなり、ちょっと見ただ
けでは、どちらのメーカーのモノか判別し難いほど
になっていた。ブリヂストンのそれは、平らな方向
へ進み、ミシュランのそれは、丸味を帯びた形状へ
と進化していったのである。

　設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び
たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ
に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す
る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に
クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ
の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11参照）。
一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に
より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング
に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ
ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ
クションやブレーキングに対しては、接地形状が進
行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、
丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に
置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し
ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち
上げたら、それまで面で接していたものが、線で接
するようになることを考えれば、判りやすいのでは
ないだろうか。
　1998年頃より、F1の新規サーキットは、ドイツ
の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが
主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ
プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ
ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、
直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、
直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、
ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ
イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ
うな設計思想のタイヤをF1の世界に送り出したも
のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ
ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ

違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ
ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走
行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り
やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が
磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して
いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと
したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、
速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま
で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由
と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与
することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の
エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ
レーキング、トラクション、そして特にコーナリン
グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能
なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの
登場には、1960年初頭より研究されていた路面の
細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ
のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス
によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン-ブ
タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要
だったのである。
　ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。
タイヤに使われているゴムの基本材料3種として、
ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。
ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され
た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化
学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ
マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム
のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま
ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱
いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、
これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

ムの分子と結合し、ゴムの分子間にネットワークが
形成されて、輪ゴムのように伸びたり縮んだりする
弾性機能が付与される。さらに、カーボンブラック
（簡単に言えば、石油などを燃やしたときの煤のよ
うなもの）を混ぜることで驚異的に伸びるようにな
り、耐久性も備わる。余談だが、タイヤが黒いのは、
このカーボンブラックによるところが大である。た
だし、カーボンブラックを加えていくと、そのゴム
自体は硬くなっていくため、これにオイルを加える
ことで、その剛性を調整している。従って、このオ
イルを混ぜる量を多くすれば、非常に柔らかいゴム
を作ることができることになる。すなわち、スリッ
クタイヤのトレッドゴムは、オイルをかなり増量し
て柔らかさを出しているのである。これらの材料を
混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ
ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ
クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用
車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな
問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生
産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発
生し、簡単には製造できなかったと想像される。し
かも、前述した合成ゴムのスチレン-ブタジエンゴ
ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工
程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ
る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、
スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ
ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付
きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス
リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え
られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ
プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添
加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上
によって加速されていったことは想像に難くない。

　タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア
スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度
がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し
てプライが0度に近い）という、2種類のものが存
在している（Fig.8参照）。1960年代以前は、製造技
術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ
が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が
考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク
ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能
などでバイアスタイヤ対比が大きく勝るため、各

メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960年代
になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ
イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と
してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層
により生み出されるものである。
　F1の世界では、1971年にスリックのバイアスタ
イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と
しては、1950年からバイアスタイヤのみが使われ
ていた。ところが、ミシュランが1977年7月の第
10戦イギリスGPから初参戦することになり、F1の
世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流
れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル
ノーチームで、新たな技術である1.5リットルのター
ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン
ジンとラジアルタイヤという組み合わせは、技術的
アピールには十分な登場であった。そして、なんと
約6カ月後の1978年1月の第2戦ブラジルGPで、
フェラーリに装着されたミシュランのラジアルタイ
ヤは初優勝を飾り、翌1979年には、ドライバーと
コンストラクターのチャンピオンにフェラーリとと
もに輝いた。さらに、1984年には、マクラーレン
とともに大成功を収めたが、「F1から学ぶことは無
くなった」と表明し、突然F1から撤退した。一方、
グッドイヤーは、ミシュラン参入当初、バイアスタ
イヤで戦っていたが、ラジアルタイヤの優勢さを認
識し、2、3年前にラジアル化を完了していた。
　こう見てくると、いとも簡単にレース用のラジア
ルタイヤが実用化されたように見えるが、実際には
困難な課題がいくつも横たわっていた。直線から微

小舵角時のブレーキングとトラクション性能はバイ
アスタイヤに比べ、格段に良いのだが、コーナリン
グ中のブレークアウェイの問題を内在していた。ト
レッド下部のベルト層が強固であり、サイドウォー
ルがバイアスタイヤに比べると柔軟なため、ステア
リングを切ってコーナリングを開始し、トレッドゴ
ムがグリップしてベルト部を変形させ、ベルト部が
変形しきってトレッドコンパウンドのグリップの限
界を迎えると、変形が急激に戻る現象が生じるので
ある。それがブレークアウェイと呼ばれる挙動であ
り、ドライバーがクルマをコントロールするのを至
難の業としていた。この現象は、スリックタイヤの
開発初期にあったトラブルに非常に類似していた。
これを解決するために、サイドウォール部分の補強
方法が種々検討され、ラジアルタイヤは実用化に
至っている。現在でも、車の特性に合わせるために、
プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は
多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存
在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮
する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー
スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使
われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま
な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル
ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変
化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな
る（Fig.9参照）。これが周方向につながって、ベル
ト端のトラブルになったり、高速走行においては、
その核のつながった部分が、遠心力によってプライ
から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの
である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな

Fig.10　グルーブドタイヤのメクレ摩耗
ブロック全体が摩耗するのではなく、溝の角のみ“めくれ”るように摩耗している

出典）株式会社 ブリヂストン 編　『自動車用タイヤの基礎と実際』１）



　7.　ミシュラン vs ブリヂストン

　レースの世界において、クルマを速く走らせるこ
とは大きな命題であり、それを達成するために、エ
ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分
野で技術開発が行われている。その中でも、あまり
注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、
クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと
路面のインターフェースとしての役割を持つが故

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー
ツである。
　一方、F1は、レースの世界において頂点に位置
づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き
な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注
目し、レースの代表格であるF1タイヤを通して、
レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時
代において、どのような技術が開発され、そしてま
た、そこにどのような背景があったのかを紹介して
いく。タイヤをいかに使いこなすかは、クルマの操
縦安定性向上に欠かせない要因であるが、それと同
時に、クルマの性能を引き出すためには、クルマの
特性に合ったタイヤ開発が必要であることを理解し
ていただけたら幸いである。
　2章では、黎明期のクルマがレーシングカーとし
て進化する過程で、エンジンの配置がドライバーの

前方から後方へと変更されたことにより、タイヤへ
の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし
たこと、3章では、タイヤのサイズによるクルマの
性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ
リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの
進化によってトレッドパターンがスリック（模様の
ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく
こと、4章では、一般タイヤでは、1960年代中頃から、
性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ
ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行
していたが、これに遅れること約10年、1970年代後
半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、
そして、そこにあった技術課題が何であったのかを
紹介する。5～7章は、タイヤメーカー間の競争が、
クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規
定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ
るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8章では、
その競争によって創り出された先端技術により、
レースとは無関係と思われがちな環境に優しいタイ
ヤが生まれたことについて述べる。9章では、今後
のF1タイヤの方向性や安全性について紹介する。

　第2次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた
1950年、エンジンの規格を定義し、自動車競技の
最高峰、シングルシーターによるレースとして、
F1はスタートした。その当時は、レース用のクル
マではあったがタイヤ幅も細く、一般乗用車のタイ
ヤと大きな差はなかったとされる。
　60年代に入り、運転席前方に置いていたエンジ
ンを、現在のF1のように後方に配置する車両のミッ
ドシップ化が一般的となり、操縦性の向上が追及さ
れはじめ、60年代後半からは、エンジンの排気量
が増し、出力の増大が図られた。エンジンが後方寄
りとなったため、リアタイヤの負担する輪荷重は増
し、さらに、エンジンパワーを確実に受け止め、路
面に伝える必要性が出てきたのである。このため、
リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方
向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に
なった。しかし、通常のバイアスタイヤの製法では、
タイヤの断面形状は自然平衡形状となるため、非常
に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその
ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。
そこで、タイヤ内部の形状をそのままにして、トレッ
ド部の外側を広げ、接地させるためにトレッドの

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ
ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増
すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受
けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を
超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と
して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー
ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている
が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば
れる形をしたモールドを採用することだった。これ
により、ショルダー部のゴムの厚さを10数ミリも
減らすことができるようになり、過熱による劣化の
問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、
タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ
は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態
では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を
入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規
定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計
されていた。
　なお、タイヤ各部の名称については、Fig.1を参
照いただきたい。

　スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン
も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の

存在は、F1でスリックタイヤが一般的になる1970
年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や
ドラッグレースの車に装着されていた。従って、
F1に登場した際には、画期的なものだったとは言
い難く、あまり目立たなかったようである。高速走
行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ
の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的
としたので、F1のスリックタイヤ化とは、その趣
旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、
考え方としては存在していたスリックタイヤがF1
においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ
ればならない技術課題があったからである。
　1966年ごろのF1にタイヤを供給していたのは、
イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド
イヤーとファイアストンの3社であった。彼らのタ
イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ
ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な
ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時
の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック
タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、
パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ
たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな
り進んだ1970年でも、最も柔らかいコンパウンド
を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能
とトラクション性能をかろうじて得ることができた
が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな
かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方
向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの
操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう
にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ
イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を
見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行
方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、
カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド
パターンを適度に付与すること（Fig.5参照）で、
見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して
いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー
カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ
クへと急加速して行った。
　上述したような、トレッドパターンを最小限に抑
えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド
イヤーは、1971年の南アフリカでのシーズン開幕
戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の
ファイアストンは、これに対抗するかのように6週
間後の第2戦スペインで、F1のレース本番におい
て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、
土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの
で、それを使用することができなかったためである。
レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも
のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は2
位となった。このレースでトップ10に入った車の
うち、3台がファイアストンのスリックを装着した
車で、7台がグッドイヤーのセミスリックを装着し
たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ
ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ
はすべてのF1サプライヤーにとって標準的なドラ
イタイヤとなったのである。Fig.2～Fig.7を見てい
ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで
の流れがお分かりいただけるだろう。
　溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで
きることからグリップが高いといった説明がなされ
るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで
あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに

敷きなどを誤ってストーブ等の熱源の傍らに置い
て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると
思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて
おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる
性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ
て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて
いただければ、この現象が体感できると思う。この
低温での特性を緩和するために、現在のF1では、
タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン
パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、
チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔
らかさを保持して使用しているわけである。
　従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常
温からある程度作動してグリップし、走行開始後、
十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ
ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発
揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で
の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す
る事象であるから、ピレリは、この技術課題を
2020年半ばまでには解決していなくてはならない。
特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり
が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま
りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ
のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ
れるF1車両を使用するチーム側からの強いクレー
ムがタイヤメーカーに向けられることは容易に想像
される。ピレリの開発陣が、この課題をどのように
解決していくのか興味深い。

　近年のF1におけるグッドイヤーとブリヂストン、
とりわけミシュランとブリヂストンによるタイヤの
コンペティションは、両メーカーが性能のピークを
より高くしようとするが故に、持ち込みタイヤの特
性によっては、レース時の天候や路面状況によって、
メーカー間のタイヤ性能に大きな差がつき、タイヤ
の銘柄で勝負がついてしまうという、本来のクルマ、
ドライバーによる競争からかけ離れてしまうことが
あった。また、タイヤの進化によるラップタイムの
ゲインが、エンジンを含むクルマを構成する他の主
要素に比べて格段に大きいため、クルマ自体の開発
よりも、タイヤメーカーがプロトタイプとして持ち
込むタイヤの評価を確実に実行し、次のレースにつ

ながるスペックを選択することが重視された。この
ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大
になり、チームの大きな負担になった。こういった
理由で、F1は、現在のワンメイク化が決定され、
他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ
ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー
GTで行われているタイヤ競争は、世界的に見て極
めて珍しいケースとなっている。
　しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ
ション時のレースは、走る実験室としての意味合
いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競
争は、メーカー内のモータースポーツを担当する
部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部
署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料
供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦
の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術
の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの
開発における決められた枠から外れたところ、特
にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を
与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、
タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。
そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大
きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう
いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に
否定されるべきものではないように思える。
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ヤ形状は、F1で巡る数々のサーキットを1周した
時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な
形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着
いていったのであろう。

　ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を
もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必
要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め
ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ
の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました
感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大
きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上
にのみ存在するからである。F1車両にはセンサー
が数多く取り付けられているが、2000年代には、
その高性能化が急進展した。これによって車両の挙
動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で
きるようになった。今では、当たり前のようにGPS
により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得
できるが、2000年初頭では、スタート時の彼我の
加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい
たものである。
　車両挙動に関しては、10～1ｍ単位、走行中の車
両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ
アングル、キャンバー角の変化などのデータは1ｍ
～10cm、タイヤの変形なら10～1cm、接地面内の
圧力分布や排水性能なら0.1 ～1cm単位となってい
くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）
まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ
ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ
た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス
チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい
とか判定していたが、現在では、レーザーによる路
面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など
によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の
細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが
できるようになった。これにより、トレッドゴムの
表面から内部まで、どのような入力があるのか判明
し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと
で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が
種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影
響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に
沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ
て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え
ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。
　こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や
低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行
時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ
ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ
スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か
り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう
な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を
与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき
た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ
シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し
てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上
述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、
周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を
分析することで、溶液重合による分子配列を精密に
コントロールしたスチレン-ブタヂエンゴムを利用
することで、低転がりでウェット性能の低下を極力
抑えたタイヤが開発されたのである。

　2011年からは、1950年のF1創生期から参戦し、
その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ
レリが、20年ぶり4度目のF1復帰を果たし、タイ
ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更
改に合意し、2020年から2023年までの供給契約を
締結した。
　9-1　13 インチから 18 インチへ　
　現在F1で使われているタイヤのリム径は、13イ
ンチであるが、2021年からは、18インチ化される
ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し
ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス
トンがF1にタイヤを供給していた2000年代にも、
FIAから相談を持ちかけられたことがあった。理由
は、13インチのリム径が前近代的なため、技術の
先端を追求しなくてはならないF1のマシンにそぐ
わないということであった。
　リム径アップの影響をタイヤの面から捉えると、
次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム
径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する
場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が
できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保
ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を
大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の
低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ
イヤはグリップ力の最大値を示すが、それを越えた

時のグリップ力の低下の度合い）を増大、ばね常数
の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント
ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回
避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ
が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ
ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で
はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ
ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲
内を想定して、14インチのタイヤを提案したが、
このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな
さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に
より、実施が見送られた。
　しかし、今回実施されることになった大きな理由
は、やはり13インチのリム径のタイヤが、今の世
の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月
が経っているということが強調され、F1が時代遅
れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に
も影響を及ぼすという考えからであった。2014年
から始まった電気自動車のF1と呼ばれる、フォー
ミュラEにおいて18インチのタイヤが採用されて
いることも、少なからず影響したのではなかろうか。
現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど
ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム
が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ
ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径
アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容
易になるといわれている。また、ブレーキディスク
からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ
内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前
後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による
性能変化が大きい現在のF1でも、タイヤウォーマー
の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。
　ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた
が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を
アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に
減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安
全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの
拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき
る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の
理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ
ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ
びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧
アップも加味したところで、サスペンションだけで
はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計
変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、
十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが
車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に
飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比
ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）
の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら
ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース
時に行われる1秒強での交換作業実施時におけるメ
カニックの足腰への負担も増大するので、このあた
りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。
これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる
ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が
進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を
たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ
イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、
ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保
がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題
となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁
止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅
に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す
ことができるのである。また、チームとしても、高
性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1
セットで低価格の小型乗用車1台が購入できる）や
それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ
ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ
うな労働からメカニックを解放できるという利点が
ある。
　しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな
り難しい技術課題を突き付けられることになる。現
在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度
領域、すなわち高温側（約80～110℃）で、グリッ
プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に
設計されている。レース用タイヤにおいては、強大
なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での
コーナリングを実現するためにグリップの向上を目
指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ
ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が
レース用のそれには加えられている。この影響は、
低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、
グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一
般的である。理解を深めるために、この添加物の一
つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ
う。実際に添加している樹脂については、具体的に
述べることはできないが、基本的にはプラスチック
のようなものである。プラスチックの定規とか、下

い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検
討、開発などが行われ、課題を解決してきている。
こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の
性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな
くてはいけない事案である。

　ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992年か
ら5年間、F1はグッドイヤーによるワンメイクの
時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向
上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン
が1997年から参入した。彼らは、1976年と1977年
に富士スピードウェイで行われたF1に、バイアス
タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ
リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は
中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ-
ヤマハのD.ヒル選手が、ハンガリー GPで一時首位
を走行するなど、高評価を獲得、翌1998年には、トッ
プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ
イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得
に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦2年目の
快挙となったが、この年をもって、1964年以来、
一度たりとも活動を休止せず、35年の長きに渡っ
てF1の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退
した。1999年からブリヂストンの第一期目のワン
メイク時代となった。

　1997年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ
イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー
ナリング速度が非常に速くなった。このため、レギュ
レーション面でF1を統括するFIA（国際自動車連
盟）は、高速でのクラッシュを避けるため、コーナー
での速度低減を狙ったタイヤの周方向にストレート
溝を付与したグルーブドタイヤの導入を決め、1998
年から実施した。グルーブの付与により、接地面積
が減少し、溝のエッジ部分の接地圧は極端に高く
なった。このため、コーナリングにより溝の端から
めくれるような摩耗が生じ、耐摩耗性が極端に悪化
した。また、トラクション方向とブレーキング方向
の摩擦力は、それほど低下しなかったが、横方向に
関しては、溝によって縦方向のブロックの横方向へ
の倒れ込みが生じ、大きな落ち込みを見せた。この
倒れ込み現象は、コーナリング中のグリップの不安
定さも増大、タイヤ挙動の不安定感（ムービング）

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー
のフィーリングは極端に悪化した。FIAの目論見ど
おり、サーキット1周でほぼ3秒のラップタイムの
増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ
シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競
争が激化した2004年や2006年には、スリックタイ
ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ
ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ
ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ
プ力も保持しなければならないという課題解決が必
要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ
ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超
連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開
発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ
の両立という二律背反が解決された結果である。加
えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開
発により、接地圧分布は改善され、メクレ摩耗
（Fig.10参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に
寄与した。
　余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備
えているものの、ウェットコンディションにはまっ
たくといっていいほど対応できない。というのも、
搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾
いている時を想定して開発されており、言ってみれ
ば、ガムテープのような性質を持っているからであ
る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を
示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ
の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ
ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で
ある。特に、1990年代以降、シリカを配合したトレッ
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ドコンパウンドの開発が進み、非シリカ配合対比、
高いウェット性能を示すようになり４）、トレッドの
溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと
のウェット状況での性能差は顕著となっている。

　ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ
イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド
イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、
2001年からF1に復帰した。これにより、F1の世界
は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。
あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス
トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分
野でも、1980年代初頭のF2（当時のF1の一つ下の
カテゴリー）、そして1990年代初頭のDTM（ドイ
ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を
争ったこの2メーカーが、ついにモータースポーツ
の最高峰であるF1の世界で相見えることとなった。
威信を掛けたこの2メーカーの戦いは、2006年まで、
6年間にわたって繰り広げられ、F1チームはもちろ
んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも
のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が
大きく進歩した時代だったといえる。
　ミシュランの撤退後、2007年から2010年までの4
年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ
た。ただし、2009年からは、空力的な効果の削減
が車両規定により実施されたため、ダウンフォース
減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、
グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ
のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ
ヤが復活した。
　7-1　タイヤ形状の変化
　2001年、両社のコンペティションが始まった頃
は、ブリヂストンのタイヤのクラウン（タイヤが転
がって来る正面から見たときの、路面と接するト
レッド部分）の形状は、丸味を帯びており、ミシュ
ランのそれは、どちらかといえば、平らな形状をし
ていた。明らかに両社のタイヤの形状の違いが、遠
目でも判ったものである。ところが、コンペティショ
ンの最終年である2006年に近付くにつれ、両社の
タイヤ形状は類似したものとなり、ちょっと見ただ
けでは、どちらのメーカーのモノか判別し難いほど
になっていた。ブリヂストンのそれは、平らな方向
へ進み、ミシュランのそれは、丸味を帯びた形状へ
と進化していったのである。

　設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び
たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ
に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す
る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に
クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ
の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11参照）。
一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に
より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング
に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ
ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ
クションやブレーキングに対しては、接地形状が進
行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、
丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に
置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し
ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち
上げたら、それまで面で接していたものが、線で接
するようになることを考えれば、判りやすいのでは
ないだろうか。
　1998年頃より、F1の新規サーキットは、ドイツ
の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが
主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ
プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ
ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、
直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、
直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、
ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ
イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ
うな設計思想のタイヤをF1の世界に送り出したも
のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ
ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ

違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ
ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走
行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り
やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が
磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して
いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと
したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、
速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま
で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由
と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与
することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の
エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ
レーキング、トラクション、そして特にコーナリン
グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能
なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの
登場には、1960年初頭より研究されていた路面の
細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ
のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス
によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン-ブ
タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要
だったのである。
　ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。
タイヤに使われているゴムの基本材料3種として、
ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。
ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され
た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化
学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ
マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム
のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま
ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱
いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、
これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

ムの分子と結合し、ゴムの分子間にネットワークが
形成されて、輪ゴムのように伸びたり縮んだりする
弾性機能が付与される。さらに、カーボンブラック
（簡単に言えば、石油などを燃やしたときの煤のよ
うなもの）を混ぜることで驚異的に伸びるようにな
り、耐久性も備わる。余談だが、タイヤが黒いのは、
このカーボンブラックによるところが大である。た
だし、カーボンブラックを加えていくと、そのゴム
自体は硬くなっていくため、これにオイルを加える
ことで、その剛性を調整している。従って、このオ
イルを混ぜる量を多くすれば、非常に柔らかいゴム
を作ることができることになる。すなわち、スリッ
クタイヤのトレッドゴムは、オイルをかなり増量し
て柔らかさを出しているのである。これらの材料を
混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ
ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ
クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用
車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな
問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生
産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発
生し、簡単には製造できなかったと想像される。し
かも、前述した合成ゴムのスチレン-ブタジエンゴ
ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工
程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ
る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、
スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ
ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付
きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス
リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え
られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ
プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添
加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上
によって加速されていったことは想像に難くない。

　タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア
スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度
がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し
てプライが0度に近い）という、2種類のものが存
在している（Fig.8参照）。1960年代以前は、製造技
術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ
が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が
考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク
ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能
などでバイアスタイヤ対比が大きく勝るため、各

メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960年代
になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ
イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と
してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層
により生み出されるものである。
　F1の世界では、1971年にスリックのバイアスタ
イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と
しては、1950年からバイアスタイヤのみが使われ
ていた。ところが、ミシュランが1977年7月の第
10戦イギリスGPから初参戦することになり、F1の
世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流
れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル
ノーチームで、新たな技術である1.5リットルのター
ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン
ジンとラジアルタイヤという組み合わせは、技術的
アピールには十分な登場であった。そして、なんと
約6カ月後の1978年1月の第2戦ブラジルGPで、
フェラーリに装着されたミシュランのラジアルタイ
ヤは初優勝を飾り、翌1979年には、ドライバーと
コンストラクターのチャンピオンにフェラーリとと
もに輝いた。さらに、1984年には、マクラーレン
とともに大成功を収めたが、「F1から学ぶことは無
くなった」と表明し、突然F1から撤退した。一方、
グッドイヤーは、ミシュラン参入当初、バイアスタ
イヤで戦っていたが、ラジアルタイヤの優勢さを認
識し、2、3年前にラジアル化を完了していた。
　こう見てくると、いとも簡単にレース用のラジア
ルタイヤが実用化されたように見えるが、実際には
困難な課題がいくつも横たわっていた。直線から微

小舵角時のブレーキングとトラクション性能はバイ
アスタイヤに比べ、格段に良いのだが、コーナリン
グ中のブレークアウェイの問題を内在していた。ト
レッド下部のベルト層が強固であり、サイドウォー
ルがバイアスタイヤに比べると柔軟なため、ステア
リングを切ってコーナリングを開始し、トレッドゴ
ムがグリップしてベルト部を変形させ、ベルト部が
変形しきってトレッドコンパウンドのグリップの限
界を迎えると、変形が急激に戻る現象が生じるので
ある。それがブレークアウェイと呼ばれる挙動であ
り、ドライバーがクルマをコントロールするのを至
難の業としていた。この現象は、スリックタイヤの
開発初期にあったトラブルに非常に類似していた。
これを解決するために、サイドウォール部分の補強
方法が種々検討され、ラジアルタイヤは実用化に
至っている。現在でも、車の特性に合わせるために、
プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は
多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存
在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮
する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー
スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使
われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま
な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル
ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変
化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな
る（Fig.9参照）。これが周方向につながって、ベル
ト端のトラブルになったり、高速走行においては、
その核のつながった部分が、遠心力によってプライ
から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの
である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな

Fig.11　トレッド形状による接地形状の違い（イメージ）

上段はキャンバー角（タイヤの傾き）がない時。下段は、キャンバー角
が付いた時。左の平らなトレッド形状では、タイヤが傾くと、接地形状
に変化が生じる。丸みを帯びたものでは、大きなキャンバーがついても、
変化が起きにくい。



　9.　ピレリの復帰

　レースの世界において、クルマを速く走らせるこ
とは大きな命題であり、それを達成するために、エ
ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分
野で技術開発が行われている。その中でも、あまり
注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、
クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと
路面のインターフェースとしての役割を持つが故

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー
ツである。
　一方、F1は、レースの世界において頂点に位置
づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き
な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注
目し、レースの代表格であるF1タイヤを通して、
レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時
代において、どのような技術が開発され、そしてま
た、そこにどのような背景があったのかを紹介して
いく。タイヤをいかに使いこなすかは、クルマの操
縦安定性向上に欠かせない要因であるが、それと同
時に、クルマの性能を引き出すためには、クルマの
特性に合ったタイヤ開発が必要であることを理解し
ていただけたら幸いである。
　2章では、黎明期のクルマがレーシングカーとし
て進化する過程で、エンジンの配置がドライバーの

前方から後方へと変更されたことにより、タイヤへ
の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし
たこと、3章では、タイヤのサイズによるクルマの
性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ
リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの
進化によってトレッドパターンがスリック（模様の
ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく
こと、4章では、一般タイヤでは、1960年代中頃から、
性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ
ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行
していたが、これに遅れること約10年、1970年代後
半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、
そして、そこにあった技術課題が何であったのかを
紹介する。5～7章は、タイヤメーカー間の競争が、
クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規
定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ
るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8章では、
その競争によって創り出された先端技術により、
レースとは無関係と思われがちな環境に優しいタイ
ヤが生まれたことについて述べる。9章では、今後
のF1タイヤの方向性や安全性について紹介する。

　第2次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた
1950年、エンジンの規格を定義し、自動車競技の
最高峰、シングルシーターによるレースとして、
F1はスタートした。その当時は、レース用のクル
マではあったがタイヤ幅も細く、一般乗用車のタイ
ヤと大きな差はなかったとされる。
　60年代に入り、運転席前方に置いていたエンジ
ンを、現在のF1のように後方に配置する車両のミッ
ドシップ化が一般的となり、操縦性の向上が追及さ
れはじめ、60年代後半からは、エンジンの排気量
が増し、出力の増大が図られた。エンジンが後方寄
りとなったため、リアタイヤの負担する輪荷重は増
し、さらに、エンジンパワーを確実に受け止め、路
面に伝える必要性が出てきたのである。このため、
リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方
向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に
なった。しかし、通常のバイアスタイヤの製法では、
タイヤの断面形状は自然平衡形状となるため、非常
に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその
ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。
そこで、タイヤ内部の形状をそのままにして、トレッ
ド部の外側を広げ、接地させるためにトレッドの

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ
ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増
すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受
けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を
超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と
して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー
ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている
が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば
れる形をしたモールドを採用することだった。これ
により、ショルダー部のゴムの厚さを10数ミリも
減らすことができるようになり、過熱による劣化の
問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、
タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ
は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態
では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を
入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規
定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計
されていた。
　なお、タイヤ各部の名称については、Fig.1を参
照いただきたい。

　スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン
も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の

存在は、F1でスリックタイヤが一般的になる1970
年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や
ドラッグレースの車に装着されていた。従って、
F1に登場した際には、画期的なものだったとは言
い難く、あまり目立たなかったようである。高速走
行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ
の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的
としたので、F1のスリックタイヤ化とは、その趣
旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、
考え方としては存在していたスリックタイヤがF1
においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ
ればならない技術課題があったからである。
　1966年ごろのF1にタイヤを供給していたのは、
イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド
イヤーとファイアストンの3社であった。彼らのタ
イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ
ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な
ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時
の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック
タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、
パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ
たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな
り進んだ1970年でも、最も柔らかいコンパウンド
を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能
とトラクション性能をかろうじて得ることができた
が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな
かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方
向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの
操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう
にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ
イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を
見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行
方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、
カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド
パターンを適度に付与すること（Fig.5参照）で、
見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して
いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー
カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ
クへと急加速して行った。
　上述したような、トレッドパターンを最小限に抑
えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド
イヤーは、1971年の南アフリカでのシーズン開幕
戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の
ファイアストンは、これに対抗するかのように6週
間後の第2戦スペインで、F1のレース本番におい
て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、
土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの
で、それを使用することができなかったためである。
レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも
のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は2
位となった。このレースでトップ10に入った車の
うち、3台がファイアストンのスリックを装着した
車で、7台がグッドイヤーのセミスリックを装着し
たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ
ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ
はすべてのF1サプライヤーにとって標準的なドラ
イタイヤとなったのである。Fig.2～Fig.7を見てい
ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで
の流れがお分かりいただけるだろう。
　溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで
きることからグリップが高いといった説明がなされ
るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで
あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに

敷きなどを誤ってストーブ等の熱源の傍らに置い
て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると
思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて
おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる
性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ
て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて
いただければ、この現象が体感できると思う。この
低温での特性を緩和するために、現在のF1では、
タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン
パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、
チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔
らかさを保持して使用しているわけである。
　従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常
温からある程度作動してグリップし、走行開始後、
十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ
ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発
揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で
の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す
る事象であるから、ピレリは、この技術課題を
2020年半ばまでには解決していなくてはならない。
特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり
が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま
りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ
のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ
れるF1車両を使用するチーム側からの強いクレー
ムがタイヤメーカーに向けられることは容易に想像
される。ピレリの開発陣が、この課題をどのように
解決していくのか興味深い。

　近年のF1におけるグッドイヤーとブリヂストン、
とりわけミシュランとブリヂストンによるタイヤの
コンペティションは、両メーカーが性能のピークを
より高くしようとするが故に、持ち込みタイヤの特
性によっては、レース時の天候や路面状況によって、
メーカー間のタイヤ性能に大きな差がつき、タイヤ
の銘柄で勝負がついてしまうという、本来のクルマ、
ドライバーによる競争からかけ離れてしまうことが
あった。また、タイヤの進化によるラップタイムの
ゲインが、エンジンを含むクルマを構成する他の主
要素に比べて格段に大きいため、クルマ自体の開発
よりも、タイヤメーカーがプロトタイプとして持ち
込むタイヤの評価を確実に実行し、次のレースにつ

ながるスペックを選択することが重視された。この
ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大
になり、チームの大きな負担になった。こういった
理由で、F1は、現在のワンメイク化が決定され、
他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ
ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー
GTで行われているタイヤ競争は、世界的に見て極
めて珍しいケースとなっている。
　しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ
ション時のレースは、走る実験室としての意味合
いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競
争は、メーカー内のモータースポーツを担当する
部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部
署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料
供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦
の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術
の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの
開発における決められた枠から外れたところ、特
にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を
与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、
タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。
そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大
きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう
いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に
否定されるべきものではないように思える。
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ヤ形状は、F1で巡る数々のサーキットを1周した
時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な
形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着
いていったのであろう。

　ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を
もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必
要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め
ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ
の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました
感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大
きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上
にのみ存在するからである。F1車両にはセンサー
が数多く取り付けられているが、2000年代には、
その高性能化が急進展した。これによって車両の挙
動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で
きるようになった。今では、当たり前のようにGPS
により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得
できるが、2000年初頭では、スタート時の彼我の
加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい
たものである。
　車両挙動に関しては、10～1ｍ単位、走行中の車
両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ
アングル、キャンバー角の変化などのデータは1ｍ
～10cm、タイヤの変形なら10～1cm、接地面内の
圧力分布や排水性能なら0.1 ～1cm単位となってい
くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）
まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ
ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ
た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス
チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい
とか判定していたが、現在では、レーザーによる路
面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など
によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の
細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが
できるようになった。これにより、トレッドゴムの
表面から内部まで、どのような入力があるのか判明
し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと
で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が
種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影
響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に
沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ
て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え
ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。
　こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や
低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行
時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ
ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ
スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か
り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう
な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を
与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき
た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ
シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し
てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上
述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、
周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を
分析することで、溶液重合による分子配列を精密に
コントロールしたスチレン-ブタヂエンゴムを利用
することで、低転がりでウェット性能の低下を極力
抑えたタイヤが開発されたのである。

　2011年からは、1950年のF1創生期から参戦し、
その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ
レリが、20年ぶり4度目のF1復帰を果たし、タイ
ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更
改に合意し、2020年から2023年までの供給契約を
締結した。
　9-1　13 インチから 18 インチへ　
　現在F1で使われているタイヤのリム径は、13イ
ンチであるが、2021年からは、18インチ化される
ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し
ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス
トンがF1にタイヤを供給していた2000年代にも、
FIAから相談を持ちかけられたことがあった。理由
は、13インチのリム径が前近代的なため、技術の
先端を追求しなくてはならないF1のマシンにそぐ
わないということであった。
　リム径アップの影響をタイヤの面から捉えると、
次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム
径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する
場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が
できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保
ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を
大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の
低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ
イヤはグリップ力の最大値を示すが、それを越えた

時のグリップ力の低下の度合い）を増大、ばね常数
の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント
ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回
避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ
が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ
ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で
はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ
ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲
内を想定して、14インチのタイヤを提案したが、
このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな
さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に
より、実施が見送られた。
　しかし、今回実施されることになった大きな理由
は、やはり13インチのリム径のタイヤが、今の世
の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月
が経っているということが強調され、F1が時代遅
れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に
も影響を及ぼすという考えからであった。2014年
から始まった電気自動車のF1と呼ばれる、フォー
ミュラEにおいて18インチのタイヤが採用されて
いることも、少なからず影響したのではなかろうか。
現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど
ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム
が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ
ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径
アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容
易になるといわれている。また、ブレーキディスク
からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ
内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前
後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による
性能変化が大きい現在のF1でも、タイヤウォーマー
の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。
　ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた
が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を
アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に
減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安
全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの
拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき
る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の
理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ
ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ
びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧
アップも加味したところで、サスペンションだけで
はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計
変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、
十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが
車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に
飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比
ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）
の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら
ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース
時に行われる1秒強での交換作業実施時におけるメ
カニックの足腰への負担も増大するので、このあた
りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。
これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる
ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が
進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を
たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ
イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、
ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保
がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題
となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁
止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅
に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す
ことができるのである。また、チームとしても、高
性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1
セットで低価格の小型乗用車1台が購入できる）や
それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ
ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ
うな労働からメカニックを解放できるという利点が
ある。
　しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな
り難しい技術課題を突き付けられることになる。現
在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度
領域、すなわち高温側（約80～110℃）で、グリッ
プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に
設計されている。レース用タイヤにおいては、強大
なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での
コーナリングを実現するためにグリップの向上を目
指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ
ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が
レース用のそれには加えられている。この影響は、
低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、
グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一
般的である。理解を深めるために、この添加物の一
つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ
う。実際に添加している樹脂については、具体的に
述べることはできないが、基本的にはプラスチック
のようなものである。プラスチックの定規とか、下

い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検
討、開発などが行われ、課題を解決してきている。
こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の
性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな
くてはいけない事案である。

　ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992年か
ら5年間、F1はグッドイヤーによるワンメイクの
時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向
上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン
が1997年から参入した。彼らは、1976年と1977年
に富士スピードウェイで行われたF1に、バイアス
タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ
リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は
中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ-
ヤマハのD.ヒル選手が、ハンガリー GPで一時首位
を走行するなど、高評価を獲得、翌1998年には、トッ
プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ
イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得
に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦2年目の
快挙となったが、この年をもって、1964年以来、
一度たりとも活動を休止せず、35年の長きに渡っ
てF1の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退
した。1999年からブリヂストンの第一期目のワン
メイク時代となった。

　1997年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ
イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー
ナリング速度が非常に速くなった。このため、レギュ
レーション面でF1を統括するFIA（国際自動車連
盟）は、高速でのクラッシュを避けるため、コーナー
での速度低減を狙ったタイヤの周方向にストレート
溝を付与したグルーブドタイヤの導入を決め、1998
年から実施した。グルーブの付与により、接地面積
が減少し、溝のエッジ部分の接地圧は極端に高く
なった。このため、コーナリングにより溝の端から
めくれるような摩耗が生じ、耐摩耗性が極端に悪化
した。また、トラクション方向とブレーキング方向
の摩擦力は、それほど低下しなかったが、横方向に
関しては、溝によって縦方向のブロックの横方向へ
の倒れ込みが生じ、大きな落ち込みを見せた。この
倒れ込み現象は、コーナリング中のグリップの不安
定さも増大、タイヤ挙動の不安定感（ムービング）

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー
のフィーリングは極端に悪化した。FIAの目論見ど
おり、サーキット1周でほぼ3秒のラップタイムの
増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ
シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競
争が激化した2004年や2006年には、スリックタイ
ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ
ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ
ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ
プ力も保持しなければならないという課題解決が必
要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ
ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超
連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開
発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ
の両立という二律背反が解決された結果である。加
えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開
発により、接地圧分布は改善され、メクレ摩耗
（Fig.10参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に
寄与した。
　余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備
えているものの、ウェットコンディションにはまっ
たくといっていいほど対応できない。というのも、
搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾
いている時を想定して開発されており、言ってみれ
ば、ガムテープのような性質を持っているからであ
る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を
示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ
の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ
ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で
ある。特に、1990年代以降、シリカを配合したトレッ

ドコンパウンドの開発が進み、非シリカ配合対比、
高いウェット性能を示すようになり４）、トレッドの
溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと
のウェット状況での性能差は顕著となっている。

　ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ
イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド
イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、
2001年からF1に復帰した。これにより、F1の世界
は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。
あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス
トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分
野でも、1980年代初頭のF2（当時のF1の一つ下の
カテゴリー）、そして1990年代初頭のDTM（ドイ
ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を
争ったこの2メーカーが、ついにモータースポーツ
の最高峰であるF1の世界で相見えることとなった。
威信を掛けたこの2メーカーの戦いは、2006年まで、
6年間にわたって繰り広げられ、F1チームはもちろ
んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも
のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が
大きく進歩した時代だったといえる。
　ミシュランの撤退後、2007年から2010年までの4
年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ
た。ただし、2009年からは、空力的な効果の削減
が車両規定により実施されたため、ダウンフォース
減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、
グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ
のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ
ヤが復活した。
　7-1　タイヤ形状の変化
　2001年、両社のコンペティションが始まった頃
は、ブリヂストンのタイヤのクラウン（タイヤが転
がって来る正面から見たときの、路面と接するト
レッド部分）の形状は、丸味を帯びており、ミシュ
ランのそれは、どちらかといえば、平らな形状をし
ていた。明らかに両社のタイヤの形状の違いが、遠
目でも判ったものである。ところが、コンペティショ
ンの最終年である2006年に近付くにつれ、両社の
タイヤ形状は類似したものとなり、ちょっと見ただ
けでは、どちらのメーカーのモノか判別し難いほど
になっていた。ブリヂストンのそれは、平らな方向
へ進み、ミシュランのそれは、丸味を帯びた形状へ
と進化していったのである。

　設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び
たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ
に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す
る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に
クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ
の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11参照）。
一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に
より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング
に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ
ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ
クションやブレーキングに対しては、接地形状が進
行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、
丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に
置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し
ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち
上げたら、それまで面で接していたものが、線で接
するようになることを考えれば、判りやすいのでは
ないだろうか。
　1998年頃より、F1の新規サーキットは、ドイツ
の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが
主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ
プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ
ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、
直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、
直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、
ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ
イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ
うな設計思想のタイヤをF1の世界に送り出したも
のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ
ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ

違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ
ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走
行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り
やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が
磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して
いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと
したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、
速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま
で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由
と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与
することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の
エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ
レーキング、トラクション、そして特にコーナリン
グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能
なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの
登場には、1960年初頭より研究されていた路面の
細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ
のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス
によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン-ブ
タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要
だったのである。
　ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。
タイヤに使われているゴムの基本材料3種として、
ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。
ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され
た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化
学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ
マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム
のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま
ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱
いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、
これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

ムの分子と結合し、ゴムの分子間にネットワークが
形成されて、輪ゴムのように伸びたり縮んだりする
弾性機能が付与される。さらに、カーボンブラック
（簡単に言えば、石油などを燃やしたときの煤のよ
うなもの）を混ぜることで驚異的に伸びるようにな
り、耐久性も備わる。余談だが、タイヤが黒いのは、
このカーボンブラックによるところが大である。た
だし、カーボンブラックを加えていくと、そのゴム
自体は硬くなっていくため、これにオイルを加える
ことで、その剛性を調整している。従って、このオ
イルを混ぜる量を多くすれば、非常に柔らかいゴム
を作ることができることになる。すなわち、スリッ
クタイヤのトレッドゴムは、オイルをかなり増量し
て柔らかさを出しているのである。これらの材料を
混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ
ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ
クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用
車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな
問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生
産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発
生し、簡単には製造できなかったと想像される。し
かも、前述した合成ゴムのスチレン-ブタジエンゴ
ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工
程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ
る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、
スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ
ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付
きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス
リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え
られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ
プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添
加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上
によって加速されていったことは想像に難くない。

　タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア
スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度
がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し
てプライが0度に近い）という、2種類のものが存
在している（Fig.8参照）。1960年代以前は、製造技
術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ
が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が
考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク
ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能
などでバイアスタイヤ対比が大きく勝るため、各

メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960年代
になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ
イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と
してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層
により生み出されるものである。
　F1の世界では、1971年にスリックのバイアスタ
イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と
しては、1950年からバイアスタイヤのみが使われ
ていた。ところが、ミシュランが1977年7月の第
10戦イギリスGPから初参戦することになり、F1の
世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流
れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル
ノーチームで、新たな技術である1.5リットルのター
ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン
ジンとラジアルタイヤという組み合わせは、技術的
アピールには十分な登場であった。そして、なんと
約6カ月後の1978年1月の第2戦ブラジルGPで、
フェラーリに装着されたミシュランのラジアルタイ
ヤは初優勝を飾り、翌1979年には、ドライバーと
コンストラクターのチャンピオンにフェラーリとと
もに輝いた。さらに、1984年には、マクラーレン
とともに大成功を収めたが、「F1から学ぶことは無
くなった」と表明し、突然F1から撤退した。一方、
グッドイヤーは、ミシュラン参入当初、バイアスタ
イヤで戦っていたが、ラジアルタイヤの優勢さを認
識し、2、3年前にラジアル化を完了していた。
　こう見てくると、いとも簡単にレース用のラジア
ルタイヤが実用化されたように見えるが、実際には
困難な課題がいくつも横たわっていた。直線から微

小舵角時のブレーキングとトラクション性能はバイ
アスタイヤに比べ、格段に良いのだが、コーナリン
グ中のブレークアウェイの問題を内在していた。ト
レッド下部のベルト層が強固であり、サイドウォー
ルがバイアスタイヤに比べると柔軟なため、ステア
リングを切ってコーナリングを開始し、トレッドゴ
ムがグリップしてベルト部を変形させ、ベルト部が
変形しきってトレッドコンパウンドのグリップの限
界を迎えると、変形が急激に戻る現象が生じるので
ある。それがブレークアウェイと呼ばれる挙動であ
り、ドライバーがクルマをコントロールするのを至
難の業としていた。この現象は、スリックタイヤの
開発初期にあったトラブルに非常に類似していた。
これを解決するために、サイドウォール部分の補強
方法が種々検討され、ラジアルタイヤは実用化に
至っている。現在でも、車の特性に合わせるために、
プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は
多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存
在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮
する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー
スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使
われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま
な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル
ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変
化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな
る（Fig.9参照）。これが周方向につながって、ベル
ト端のトラブルになったり、高速走行においては、
その核のつながった部分が、遠心力によってプライ
から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの
である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな

　8.　F1 の技術が環境タイヤを創り出した



　レースの世界において、クルマを速く走らせるこ
とは大きな命題であり、それを達成するために、エ
ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分
野で技術開発が行われている。その中でも、あまり
注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、
クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと
路面のインターフェースとしての役割を持つが故

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー
ツである。
　一方、F1は、レースの世界において頂点に位置
づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き
な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注
目し、レースの代表格であるF1タイヤを通して、
レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時
代において、どのような技術が開発され、そしてま
た、そこにどのような背景があったのかを紹介して
いく。タイヤをいかに使いこなすかは、クルマの操
縦安定性向上に欠かせない要因であるが、それと同
時に、クルマの性能を引き出すためには、クルマの
特性に合ったタイヤ開発が必要であることを理解し
ていただけたら幸いである。
　2章では、黎明期のクルマがレーシングカーとし
て進化する過程で、エンジンの配置がドライバーの

前方から後方へと変更されたことにより、タイヤへ
の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし
たこと、3章では、タイヤのサイズによるクルマの
性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ
リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの
進化によってトレッドパターンがスリック（模様の
ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく
こと、4章では、一般タイヤでは、1960年代中頃から、
性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ
ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行
していたが、これに遅れること約10年、1970年代後
半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、
そして、そこにあった技術課題が何であったのかを
紹介する。5～7章は、タイヤメーカー間の競争が、
クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規
定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ
るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8章では、
その競争によって創り出された先端技術により、
レースとは無関係と思われがちな環境に優しいタイ
ヤが生まれたことについて述べる。9章では、今後
のF1タイヤの方向性や安全性について紹介する。

　第2次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた
1950年、エンジンの規格を定義し、自動車競技の
最高峰、シングルシーターによるレースとして、
F1はスタートした。その当時は、レース用のクル
マではあったがタイヤ幅も細く、一般乗用車のタイ
ヤと大きな差はなかったとされる。
　60年代に入り、運転席前方に置いていたエンジ
ンを、現在のF1のように後方に配置する車両のミッ
ドシップ化が一般的となり、操縦性の向上が追及さ
れはじめ、60年代後半からは、エンジンの排気量
が増し、出力の増大が図られた。エンジンが後方寄
りとなったため、リアタイヤの負担する輪荷重は増
し、さらに、エンジンパワーを確実に受け止め、路
面に伝える必要性が出てきたのである。このため、
リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方
向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に
なった。しかし、通常のバイアスタイヤの製法では、
タイヤの断面形状は自然平衡形状となるため、非常
に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその
ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。
そこで、タイヤ内部の形状をそのままにして、トレッ
ド部の外側を広げ、接地させるためにトレッドの

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ
ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増
すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受
けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を
超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と
して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー
ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている
が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば
れる形をしたモールドを採用することだった。これ
により、ショルダー部のゴムの厚さを10数ミリも
減らすことができるようになり、過熱による劣化の
問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、
タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ
は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態
では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を
入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規
定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計
されていた。
　なお、タイヤ各部の名称については、Fig.1を参
照いただきたい。

　スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン
も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の

存在は、F1でスリックタイヤが一般的になる1970
年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や
ドラッグレースの車に装着されていた。従って、
F1に登場した際には、画期的なものだったとは言
い難く、あまり目立たなかったようである。高速走
行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ
の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的
としたので、F1のスリックタイヤ化とは、その趣
旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、
考え方としては存在していたスリックタイヤがF1
においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ
ればならない技術課題があったからである。
　1966年ごろのF1にタイヤを供給していたのは、
イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド
イヤーとファイアストンの3社であった。彼らのタ
イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ
ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な
ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時
の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック
タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、
パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ
たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな
り進んだ1970年でも、最も柔らかいコンパウンド
を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能
とトラクション性能をかろうじて得ることができた
が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな
かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方
向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの
操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう
にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ
イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を
見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行
方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、
カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド
パターンを適度に付与すること（Fig.5参照）で、
見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して
いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー
カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ
クへと急加速して行った。
　上述したような、トレッドパターンを最小限に抑
えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド
イヤーは、1971年の南アフリカでのシーズン開幕
戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の
ファイアストンは、これに対抗するかのように6週
間後の第2戦スペインで、F1のレース本番におい
て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、
土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの
で、それを使用することができなかったためである。
レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも
のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は2
位となった。このレースでトップ10に入った車の
うち、3台がファイアストンのスリックを装着した
車で、7台がグッドイヤーのセミスリックを装着し
たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ
ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ
はすべてのF1サプライヤーにとって標準的なドラ
イタイヤとなったのである。Fig.2～Fig.7を見てい
ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで
の流れがお分かりいただけるだろう。
　溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで
きることからグリップが高いといった説明がなされ
るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで
あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに

敷きなどを誤ってストーブ等の熱源の傍らに置い
て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると
思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて
おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる
性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ
て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて
いただければ、この現象が体感できると思う。この
低温での特性を緩和するために、現在のF1では、
タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン
パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、
チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔
らかさを保持して使用しているわけである。
　従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常
温からある程度作動してグリップし、走行開始後、
十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ
ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発
揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で
の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す
る事象であるから、ピレリは、この技術課題を
2020年半ばまでには解決していなくてはならない。
特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり
が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま
りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ
のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ
れるF1車両を使用するチーム側からの強いクレー
ムがタイヤメーカーに向けられることは容易に想像
される。ピレリの開発陣が、この課題をどのように
解決していくのか興味深い。

　近年のF1におけるグッドイヤーとブリヂストン、
とりわけミシュランとブリヂストンによるタイヤの
コンペティションは、両メーカーが性能のピークを
より高くしようとするが故に、持ち込みタイヤの特
性によっては、レース時の天候や路面状況によって、
メーカー間のタイヤ性能に大きな差がつき、タイヤ
の銘柄で勝負がついてしまうという、本来のクルマ、
ドライバーによる競争からかけ離れてしまうことが
あった。また、タイヤの進化によるラップタイムの
ゲインが、エンジンを含むクルマを構成する他の主
要素に比べて格段に大きいため、クルマ自体の開発
よりも、タイヤメーカーがプロトタイプとして持ち
込むタイヤの評価を確実に実行し、次のレースにつ

ながるスペックを選択することが重視された。この
ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大
になり、チームの大きな負担になった。こういった
理由で、F1は、現在のワンメイク化が決定され、
他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ
ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー
GTで行われているタイヤ競争は、世界的に見て極
めて珍しいケースとなっている。
　しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ
ション時のレースは、走る実験室としての意味合
いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競
争は、メーカー内のモータースポーツを担当する
部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部
署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料
供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦
の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術
の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの
開発における決められた枠から外れたところ、特
にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を
与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、
タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。
そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大
きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう
いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に
否定されるべきものではないように思える。
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ヤ形状は、F1で巡る数々のサーキットを1周した
時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な
形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着
いていったのであろう。

　ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を
もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必
要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め
ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ
の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました
感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大
きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上
にのみ存在するからである。F1車両にはセンサー
が数多く取り付けられているが、2000年代には、
その高性能化が急進展した。これによって車両の挙
動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で
きるようになった。今では、当たり前のようにGPS
により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得
できるが、2000年初頭では、スタート時の彼我の
加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい
たものである。
　車両挙動に関しては、10～1ｍ単位、走行中の車
両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ
アングル、キャンバー角の変化などのデータは1ｍ
～10cm、タイヤの変形なら10～1cm、接地面内の
圧力分布や排水性能なら0.1 ～1cm単位となってい
くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）
まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ
ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ
た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス
チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい
とか判定していたが、現在では、レーザーによる路
面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など
によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の
細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが
できるようになった。これにより、トレッドゴムの
表面から内部まで、どのような入力があるのか判明
し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと
で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が
種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影
響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に
沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ
て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え
ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。
　こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や
低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行
時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ
ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ
スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か
り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう
な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を
与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき
た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ
シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し
てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上
述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、
周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を
分析することで、溶液重合による分子配列を精密に
コントロールしたスチレン-ブタヂエンゴムを利用
することで、低転がりでウェット性能の低下を極力
抑えたタイヤが開発されたのである。

　2011年からは、1950年のF1創生期から参戦し、
その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ
レリが、20年ぶり4度目のF1復帰を果たし、タイ
ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更
改に合意し、2020年から2023年までの供給契約を
締結した。
　9-1　13 インチから 18 インチへ　
　現在F1で使われているタイヤのリム径は、13イ
ンチであるが、2021年からは、18インチ化される
ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し
ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス
トンがF1にタイヤを供給していた2000年代にも、
FIAから相談を持ちかけられたことがあった。理由
は、13インチのリム径が前近代的なため、技術の
先端を追求しなくてはならないF1のマシンにそぐ
わないということであった。
　リム径アップの影響をタイヤの面から捉えると、
次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム
径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する
場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が
できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保
ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を
大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の
低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ
イヤはグリップ力の最大値を示すが、それを越えた
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時のグリップ力の低下の度合い）を増大、ばね常数
の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント
ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回
避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ
が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ
ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で
はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ
ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲
内を想定して、14インチのタイヤを提案したが、
このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな
さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に
より、実施が見送られた。
　しかし、今回実施されることになった大きな理由
は、やはり13インチのリム径のタイヤが、今の世
の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月
が経っているということが強調され、F1が時代遅
れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に
も影響を及ぼすという考えからであった。2014年
から始まった電気自動車のF1と呼ばれる、フォー
ミュラEにおいて18インチのタイヤが採用されて
いることも、少なからず影響したのではなかろうか。
現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど
ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム
が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ
ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径
アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容
易になるといわれている。また、ブレーキディスク
からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ
内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前
後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による
性能変化が大きい現在のF1でも、タイヤウォーマー
の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。
　ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた
が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を
アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に
減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安
全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの
拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき
る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の
理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ
ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ
びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧
アップも加味したところで、サスペンションだけで
はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計
変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、
十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが
車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に
飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比
ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）
の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら
ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース
時に行われる1秒強での交換作業実施時におけるメ
カニックの足腰への負担も増大するので、このあた
りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。
これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる
ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が
進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を
たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ
イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、
ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保
がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題
となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁
止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅
に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す
ことができるのである。また、チームとしても、高
性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1
セットで低価格の小型乗用車1台が購入できる）や
それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ
ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ
うな労働からメカニックを解放できるという利点が
ある。
　しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな
り難しい技術課題を突き付けられることになる。現
在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度
領域、すなわち高温側（約80～110℃）で、グリッ
プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に
設計されている。レース用タイヤにおいては、強大
なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での
コーナリングを実現するためにグリップの向上を目
指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ
ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が
レース用のそれには加えられている。この影響は、
低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、
グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一
般的である。理解を深めるために、この添加物の一
つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ
う。実際に添加している樹脂については、具体的に
述べることはできないが、基本的にはプラスチック
のようなものである。プラスチックの定規とか、下

い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検
討、開発などが行われ、課題を解決してきている。
こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の
性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな
くてはいけない事案である。

　ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992年か
ら5年間、F1はグッドイヤーによるワンメイクの
時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向
上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン
が1997年から参入した。彼らは、1976年と1977年
に富士スピードウェイで行われたF1に、バイアス
タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ
リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は
中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ-
ヤマハのD.ヒル選手が、ハンガリー GPで一時首位
を走行するなど、高評価を獲得、翌1998年には、トッ
プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ
イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得
に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦2年目の
快挙となったが、この年をもって、1964年以来、
一度たりとも活動を休止せず、35年の長きに渡っ
てF1の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退
した。1999年からブリヂストンの第一期目のワン
メイク時代となった。

　1997年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ
イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー
ナリング速度が非常に速くなった。このため、レギュ
レーション面でF1を統括するFIA（国際自動車連
盟）は、高速でのクラッシュを避けるため、コーナー
での速度低減を狙ったタイヤの周方向にストレート
溝を付与したグルーブドタイヤの導入を決め、1998
年から実施した。グルーブの付与により、接地面積
が減少し、溝のエッジ部分の接地圧は極端に高く
なった。このため、コーナリングにより溝の端から
めくれるような摩耗が生じ、耐摩耗性が極端に悪化
した。また、トラクション方向とブレーキング方向
の摩擦力は、それほど低下しなかったが、横方向に
関しては、溝によって縦方向のブロックの横方向へ
の倒れ込みが生じ、大きな落ち込みを見せた。この
倒れ込み現象は、コーナリング中のグリップの不安
定さも増大、タイヤ挙動の不安定感（ムービング）

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー
のフィーリングは極端に悪化した。FIAの目論見ど
おり、サーキット1周でほぼ3秒のラップタイムの
増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ
シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競
争が激化した2004年や2006年には、スリックタイ
ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ
ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ
ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ
プ力も保持しなければならないという課題解決が必
要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ
ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超
連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開
発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ
の両立という二律背反が解決された結果である。加
えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開
発により、接地圧分布は改善され、メクレ摩耗
（Fig.10参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に
寄与した。
　余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備
えているものの、ウェットコンディションにはまっ
たくといっていいほど対応できない。というのも、
搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾
いている時を想定して開発されており、言ってみれ
ば、ガムテープのような性質を持っているからであ
る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を
示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ
の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ
ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で
ある。特に、1990年代以降、シリカを配合したトレッ

ドコンパウンドの開発が進み、非シリカ配合対比、
高いウェット性能を示すようになり４）、トレッドの
溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと
のウェット状況での性能差は顕著となっている。

　ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ
イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド
イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、
2001年からF1に復帰した。これにより、F1の世界
は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。
あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス
トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分
野でも、1980年代初頭のF2（当時のF1の一つ下の
カテゴリー）、そして1990年代初頭のDTM（ドイ
ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を
争ったこの2メーカーが、ついにモータースポーツ
の最高峰であるF1の世界で相見えることとなった。
威信を掛けたこの2メーカーの戦いは、2006年まで、
6年間にわたって繰り広げられ、F1チームはもちろ
んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも
のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が
大きく進歩した時代だったといえる。
　ミシュランの撤退後、2007年から2010年までの4
年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ
た。ただし、2009年からは、空力的な効果の削減
が車両規定により実施されたため、ダウンフォース
減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、
グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ
のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ
ヤが復活した。
　7-1　タイヤ形状の変化
　2001年、両社のコンペティションが始まった頃
は、ブリヂストンのタイヤのクラウン（タイヤが転
がって来る正面から見たときの、路面と接するト
レッド部分）の形状は、丸味を帯びており、ミシュ
ランのそれは、どちらかといえば、平らな形状をし
ていた。明らかに両社のタイヤの形状の違いが、遠
目でも判ったものである。ところが、コンペティショ
ンの最終年である2006年に近付くにつれ、両社の
タイヤ形状は類似したものとなり、ちょっと見ただ
けでは、どちらのメーカーのモノか判別し難いほど
になっていた。ブリヂストンのそれは、平らな方向
へ進み、ミシュランのそれは、丸味を帯びた形状へ
と進化していったのである。

　設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び
たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ
に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す
る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に
クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ
の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11参照）。
一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に
より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング
に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ
ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ
クションやブレーキングに対しては、接地形状が進
行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、
丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に
置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し
ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち
上げたら、それまで面で接していたものが、線で接
するようになることを考えれば、判りやすいのでは
ないだろうか。
　1998年頃より、F1の新規サーキットは、ドイツ
の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが
主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ
プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ
ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、
直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、
直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、
ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ
イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ
うな設計思想のタイヤをF1の世界に送り出したも
のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ
ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ

違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ
ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走
行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り
やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が
磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して
いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと
したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、
速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま
で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由
と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与
することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の
エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ
レーキング、トラクション、そして特にコーナリン
グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能
なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの
登場には、1960年初頭より研究されていた路面の
細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ
のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス
によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン-ブ
タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要
だったのである。
　ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。
タイヤに使われているゴムの基本材料3種として、
ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。
ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され
た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化
学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ
マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム
のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま
ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱
いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、
これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

ムの分子と結合し、ゴムの分子間にネットワークが
形成されて、輪ゴムのように伸びたり縮んだりする
弾性機能が付与される。さらに、カーボンブラック
（簡単に言えば、石油などを燃やしたときの煤のよ
うなもの）を混ぜることで驚異的に伸びるようにな
り、耐久性も備わる。余談だが、タイヤが黒いのは、
このカーボンブラックによるところが大である。た
だし、カーボンブラックを加えていくと、そのゴム
自体は硬くなっていくため、これにオイルを加える
ことで、その剛性を調整している。従って、このオ
イルを混ぜる量を多くすれば、非常に柔らかいゴム
を作ることができることになる。すなわち、スリッ
クタイヤのトレッドゴムは、オイルをかなり増量し
て柔らかさを出しているのである。これらの材料を
混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ
ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ
クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用
車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな
問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生
産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発
生し、簡単には製造できなかったと想像される。し
かも、前述した合成ゴムのスチレン-ブタジエンゴ
ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工
程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ
る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、
スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ
ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付
きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス
リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え
られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ
プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添
加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上
によって加速されていったことは想像に難くない。

　タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア
スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度
がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し
てプライが0度に近い）という、2種類のものが存
在している（Fig.8参照）。1960年代以前は、製造技
術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ
が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が
考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク
ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能
などでバイアスタイヤ対比が大きく勝るため、各

メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960年代
になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ
イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と
してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層
により生み出されるものである。
　F1の世界では、1971年にスリックのバイアスタ
イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と
しては、1950年からバイアスタイヤのみが使われ
ていた。ところが、ミシュランが1977年7月の第
10戦イギリスGPから初参戦することになり、F1の
世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流
れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル
ノーチームで、新たな技術である1.5リットルのター
ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン
ジンとラジアルタイヤという組み合わせは、技術的
アピールには十分な登場であった。そして、なんと
約6カ月後の1978年1月の第2戦ブラジルGPで、
フェラーリに装着されたミシュランのラジアルタイ
ヤは初優勝を飾り、翌1979年には、ドライバーと
コンストラクターのチャンピオンにフェラーリとと
もに輝いた。さらに、1984年には、マクラーレン
とともに大成功を収めたが、「F1から学ぶことは無
くなった」と表明し、突然F1から撤退した。一方、
グッドイヤーは、ミシュラン参入当初、バイアスタ
イヤで戦っていたが、ラジアルタイヤの優勢さを認
識し、2、3年前にラジアル化を完了していた。
　こう見てくると、いとも簡単にレース用のラジア
ルタイヤが実用化されたように見えるが、実際には
困難な課題がいくつも横たわっていた。直線から微

小舵角時のブレーキングとトラクション性能はバイ
アスタイヤに比べ、格段に良いのだが、コーナリン
グ中のブレークアウェイの問題を内在していた。ト
レッド下部のベルト層が強固であり、サイドウォー
ルがバイアスタイヤに比べると柔軟なため、ステア
リングを切ってコーナリングを開始し、トレッドゴ
ムがグリップしてベルト部を変形させ、ベルト部が
変形しきってトレッドコンパウンドのグリップの限
界を迎えると、変形が急激に戻る現象が生じるので
ある。それがブレークアウェイと呼ばれる挙動であ
り、ドライバーがクルマをコントロールするのを至
難の業としていた。この現象は、スリックタイヤの
開発初期にあったトラブルに非常に類似していた。
これを解決するために、サイドウォール部分の補強
方法が種々検討され、ラジアルタイヤは実用化に
至っている。現在でも、車の特性に合わせるために、
プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は
多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存
在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮
する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー
スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使
われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま
な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル
ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変
化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな
る（Fig.9参照）。これが周方向につながって、ベル
ト端のトラブルになったり、高速走行においては、
その核のつながった部分が、遠心力によってプライ
から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの
である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな



　10.　おわりに

　レースの世界において、クルマを速く走らせるこ
とは大きな命題であり、それを達成するために、エ
ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分
野で技術開発が行われている。その中でも、あまり
注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、
クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと
路面のインターフェースとしての役割を持つが故

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー
ツである。
　一方、F1は、レースの世界において頂点に位置
づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き
な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注
目し、レースの代表格であるF1タイヤを通して、
レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時
代において、どのような技術が開発され、そしてま
た、そこにどのような背景があったのかを紹介して
いく。タイヤをいかに使いこなすかは、クルマの操
縦安定性向上に欠かせない要因であるが、それと同
時に、クルマの性能を引き出すためには、クルマの
特性に合ったタイヤ開発が必要であることを理解し
ていただけたら幸いである。
　2章では、黎明期のクルマがレーシングカーとし
て進化する過程で、エンジンの配置がドライバーの

前方から後方へと変更されたことにより、タイヤへ
の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし
たこと、3章では、タイヤのサイズによるクルマの
性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ
リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの
進化によってトレッドパターンがスリック（模様の
ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく
こと、4章では、一般タイヤでは、1960年代中頃から、
性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ
ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行
していたが、これに遅れること約10年、1970年代後
半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、
そして、そこにあった技術課題が何であったのかを
紹介する。5～7章は、タイヤメーカー間の競争が、
クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規
定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ
るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8章では、
その競争によって創り出された先端技術により、
レースとは無関係と思われがちな環境に優しいタイ
ヤが生まれたことについて述べる。9章では、今後
のF1タイヤの方向性や安全性について紹介する。

　第2次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた
1950年、エンジンの規格を定義し、自動車競技の
最高峰、シングルシーターによるレースとして、
F1はスタートした。その当時は、レース用のクル
マではあったがタイヤ幅も細く、一般乗用車のタイ
ヤと大きな差はなかったとされる。
　60年代に入り、運転席前方に置いていたエンジ
ンを、現在のF1のように後方に配置する車両のミッ
ドシップ化が一般的となり、操縦性の向上が追及さ
れはじめ、60年代後半からは、エンジンの排気量
が増し、出力の増大が図られた。エンジンが後方寄
りとなったため、リアタイヤの負担する輪荷重は増
し、さらに、エンジンパワーを確実に受け止め、路
面に伝える必要性が出てきたのである。このため、
リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方
向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に
なった。しかし、通常のバイアスタイヤの製法では、
タイヤの断面形状は自然平衡形状となるため、非常
に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその
ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。
そこで、タイヤ内部の形状をそのままにして、トレッ
ド部の外側を広げ、接地させるためにトレッドの

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ
ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増
すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受
けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を
超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と
して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー
ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている
が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば
れる形をしたモールドを採用することだった。これ
により、ショルダー部のゴムの厚さを10数ミリも
減らすことができるようになり、過熱による劣化の
問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、
タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ
は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態
では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を
入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規
定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計
されていた。
　なお、タイヤ各部の名称については、Fig.1を参
照いただきたい。

　スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン
も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の

存在は、F1でスリックタイヤが一般的になる1970
年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や
ドラッグレースの車に装着されていた。従って、
F1に登場した際には、画期的なものだったとは言
い難く、あまり目立たなかったようである。高速走
行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ
の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的
としたので、F1のスリックタイヤ化とは、その趣
旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、
考え方としては存在していたスリックタイヤがF1
においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ
ればならない技術課題があったからである。
　1966年ごろのF1にタイヤを供給していたのは、
イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド
イヤーとファイアストンの3社であった。彼らのタ
イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ
ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な
ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時
の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック
タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、
パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ
たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな
り進んだ1970年でも、最も柔らかいコンパウンド
を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能
とトラクション性能をかろうじて得ることができた
が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな
かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方
向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの
操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう
にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ
イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を
見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行
方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、
カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド
パターンを適度に付与すること（Fig.5参照）で、
見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して
いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー
カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ
クへと急加速して行った。
　上述したような、トレッドパターンを最小限に抑
えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド
イヤーは、1971年の南アフリカでのシーズン開幕
戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の
ファイアストンは、これに対抗するかのように6週
間後の第2戦スペインで、F1のレース本番におい
て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、
土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの
で、それを使用することができなかったためである。
レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも
のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は2
位となった。このレースでトップ10に入った車の
うち、3台がファイアストンのスリックを装着した
車で、7台がグッドイヤーのセミスリックを装着し
たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ
ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ
はすべてのF1サプライヤーにとって標準的なドラ
イタイヤとなったのである。Fig.2～Fig.7を見てい
ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで
の流れがお分かりいただけるだろう。
　溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで
きることからグリップが高いといった説明がなされ
るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで
あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに
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敷きなどを誤ってストーブ等の熱源の傍らに置い
て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると
思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて
おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる
性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ
て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて
いただければ、この現象が体感できると思う。この
低温での特性を緩和するために、現在のF1では、
タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン
パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、
チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔
らかさを保持して使用しているわけである。
　従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常
温からある程度作動してグリップし、走行開始後、
十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ
ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発
揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で
の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す
る事象であるから、ピレリは、この技術課題を
2020年半ばまでには解決していなくてはならない。
特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり
が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま
りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ
のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ
れるF1車両を使用するチーム側からの強いクレー
ムがタイヤメーカーに向けられることは容易に想像
される。ピレリの開発陣が、この課題をどのように
解決していくのか興味深い。

　近年のF1におけるグッドイヤーとブリヂストン、
とりわけミシュランとブリヂストンによるタイヤの
コンペティションは、両メーカーが性能のピークを
より高くしようとするが故に、持ち込みタイヤの特
性によっては、レース時の天候や路面状況によって、
メーカー間のタイヤ性能に大きな差がつき、タイヤ
の銘柄で勝負がついてしまうという、本来のクルマ、
ドライバーによる競争からかけ離れてしまうことが
あった。また、タイヤの進化によるラップタイムの
ゲインが、エンジンを含むクルマを構成する他の主
要素に比べて格段に大きいため、クルマ自体の開発
よりも、タイヤメーカーがプロトタイプとして持ち
込むタイヤの評価を確実に実行し、次のレースにつ

ながるスペックを選択することが重視された。この
ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大
になり、チームの大きな負担になった。こういった
理由で、F1は、現在のワンメイク化が決定され、
他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ
ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー
GTで行われているタイヤ競争は、世界的に見て極
めて珍しいケースとなっている。
　しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ
ション時のレースは、走る実験室としての意味合
いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競
争は、メーカー内のモータースポーツを担当する
部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部
署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料
供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦
の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術
の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの
開発における決められた枠から外れたところ、特
にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を
与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、
タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。
そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大
きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう
いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に
否定されるべきものではないように思える。
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ヤ形状は、F1で巡る数々のサーキットを1周した
時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な
形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着
いていったのであろう。

　ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を
もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必
要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め
ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ
の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました
感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大
きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上
にのみ存在するからである。F1車両にはセンサー
が数多く取り付けられているが、2000年代には、
その高性能化が急進展した。これによって車両の挙
動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で
きるようになった。今では、当たり前のようにGPS
により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得
できるが、2000年初頭では、スタート時の彼我の
加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい
たものである。
　車両挙動に関しては、10～1ｍ単位、走行中の車
両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ
アングル、キャンバー角の変化などのデータは1ｍ
～10cm、タイヤの変形なら10～1cm、接地面内の
圧力分布や排水性能なら0.1 ～1cm単位となってい
くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）
まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ
ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ
た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス
チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい
とか判定していたが、現在では、レーザーによる路
面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など
によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の
細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが
できるようになった。これにより、トレッドゴムの
表面から内部まで、どのような入力があるのか判明
し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと
で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が
種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影
響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に
沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ
て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え
ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。
　こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や
低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行
時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ
ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ
スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か
り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう
な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を
与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき
た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ
シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し
てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上
述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、
周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を
分析することで、溶液重合による分子配列を精密に
コントロールしたスチレン-ブタヂエンゴムを利用
することで、低転がりでウェット性能の低下を極力
抑えたタイヤが開発されたのである。

　2011年からは、1950年のF1創生期から参戦し、
その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ
レリが、20年ぶり4度目のF1復帰を果たし、タイ
ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更
改に合意し、2020年から2023年までの供給契約を
締結した。
　9-1　13 インチから 18 インチへ　
　現在F1で使われているタイヤのリム径は、13イ
ンチであるが、2021年からは、18インチ化される
ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し
ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス
トンがF1にタイヤを供給していた2000年代にも、
FIAから相談を持ちかけられたことがあった。理由
は、13インチのリム径が前近代的なため、技術の
先端を追求しなくてはならないF1のマシンにそぐ
わないということであった。
　リム径アップの影響をタイヤの面から捉えると、
次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム
径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する
場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が
できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保
ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を
大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の
低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ
イヤはグリップ力の最大値を示すが、それを越えた

時のグリップ力の低下の度合い）を増大、ばね常数
の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント
ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回
避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ
が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ
ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で
はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ
ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲
内を想定して、14インチのタイヤを提案したが、
このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな
さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に
より、実施が見送られた。
　しかし、今回実施されることになった大きな理由
は、やはり13インチのリム径のタイヤが、今の世
の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月
が経っているということが強調され、F1が時代遅
れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に
も影響を及ぼすという考えからであった。2014年
から始まった電気自動車のF1と呼ばれる、フォー
ミュラEにおいて18インチのタイヤが採用されて
いることも、少なからず影響したのではなかろうか。
現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど
ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム
が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ
ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径
アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容
易になるといわれている。また、ブレーキディスク
からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ
内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前
後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による
性能変化が大きい現在のF1でも、タイヤウォーマー
の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。
　ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた
が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を
アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に
減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安
全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの
拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき
る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の
理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ
ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ
びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧
アップも加味したところで、サスペンションだけで
はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計
変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、
十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが
車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に
飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比
ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）
の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら
ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース
時に行われる1秒強での交換作業実施時におけるメ
カニックの足腰への負担も増大するので、このあた
りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。
これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる
ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が
進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を
たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ
イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、
ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保
がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題
となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁
止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅
に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す
ことができるのである。また、チームとしても、高
性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1
セットで低価格の小型乗用車1台が購入できる）や
それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ
ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ
うな労働からメカニックを解放できるという利点が
ある。
　しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな
り難しい技術課題を突き付けられることになる。現
在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度
領域、すなわち高温側（約80～110℃）で、グリッ
プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に
設計されている。レース用タイヤにおいては、強大
なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での
コーナリングを実現するためにグリップの向上を目
指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ
ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が
レース用のそれには加えられている。この影響は、
低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、
グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一
般的である。理解を深めるために、この添加物の一
つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ
う。実際に添加している樹脂については、具体的に
述べることはできないが、基本的にはプラスチック
のようなものである。プラスチックの定規とか、下

い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検
討、開発などが行われ、課題を解決してきている。
こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の
性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな
くてはいけない事案である。

　ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992年か
ら5年間、F1はグッドイヤーによるワンメイクの
時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向
上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン
が1997年から参入した。彼らは、1976年と1977年
に富士スピードウェイで行われたF1に、バイアス
タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ
リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は
中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ-
ヤマハのD.ヒル選手が、ハンガリー GPで一時首位
を走行するなど、高評価を獲得、翌1998年には、トッ
プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ
イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得
に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦2年目の
快挙となったが、この年をもって、1964年以来、
一度たりとも活動を休止せず、35年の長きに渡っ
てF1の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退
した。1999年からブリヂストンの第一期目のワン
メイク時代となった。

　1997年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ
イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー
ナリング速度が非常に速くなった。このため、レギュ
レーション面でF1を統括するFIA（国際自動車連
盟）は、高速でのクラッシュを避けるため、コーナー
での速度低減を狙ったタイヤの周方向にストレート
溝を付与したグルーブドタイヤの導入を決め、1998
年から実施した。グルーブの付与により、接地面積
が減少し、溝のエッジ部分の接地圧は極端に高く
なった。このため、コーナリングにより溝の端から
めくれるような摩耗が生じ、耐摩耗性が極端に悪化
した。また、トラクション方向とブレーキング方向
の摩擦力は、それほど低下しなかったが、横方向に
関しては、溝によって縦方向のブロックの横方向へ
の倒れ込みが生じ、大きな落ち込みを見せた。この
倒れ込み現象は、コーナリング中のグリップの不安
定さも増大、タイヤ挙動の不安定感（ムービング）

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー
のフィーリングは極端に悪化した。FIAの目論見ど
おり、サーキット1周でほぼ3秒のラップタイムの
増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ
シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競
争が激化した2004年や2006年には、スリックタイ
ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ
ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ
ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ
プ力も保持しなければならないという課題解決が必
要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ
ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超
連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開
発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ
の両立という二律背反が解決された結果である。加
えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開
発により、接地圧分布は改善され、メクレ摩耗
（Fig.10参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に
寄与した。
　余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備
えているものの、ウェットコンディションにはまっ
たくといっていいほど対応できない。というのも、
搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾
いている時を想定して開発されており、言ってみれ
ば、ガムテープのような性質を持っているからであ
る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を
示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ
の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ
ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で
ある。特に、1990年代以降、シリカを配合したトレッ

ドコンパウンドの開発が進み、非シリカ配合対比、
高いウェット性能を示すようになり４）、トレッドの
溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと
のウェット状況での性能差は顕著となっている。

　ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ
イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド
イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、
2001年からF1に復帰した。これにより、F1の世界
は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。
あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス
トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分
野でも、1980年代初頭のF2（当時のF1の一つ下の
カテゴリー）、そして1990年代初頭のDTM（ドイ
ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を
争ったこの2メーカーが、ついにモータースポーツ
の最高峰であるF1の世界で相見えることとなった。
威信を掛けたこの2メーカーの戦いは、2006年まで、
6年間にわたって繰り広げられ、F1チームはもちろ
んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも
のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が
大きく進歩した時代だったといえる。
　ミシュランの撤退後、2007年から2010年までの4
年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ
た。ただし、2009年からは、空力的な効果の削減
が車両規定により実施されたため、ダウンフォース
減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、
グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ
のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ
ヤが復活した。
　7-1　タイヤ形状の変化
　2001年、両社のコンペティションが始まった頃
は、ブリヂストンのタイヤのクラウン（タイヤが転
がって来る正面から見たときの、路面と接するト
レッド部分）の形状は、丸味を帯びており、ミシュ
ランのそれは、どちらかといえば、平らな形状をし
ていた。明らかに両社のタイヤの形状の違いが、遠
目でも判ったものである。ところが、コンペティショ
ンの最終年である2006年に近付くにつれ、両社の
タイヤ形状は類似したものとなり、ちょっと見ただ
けでは、どちらのメーカーのモノか判別し難いほど
になっていた。ブリヂストンのそれは、平らな方向
へ進み、ミシュランのそれは、丸味を帯びた形状へ
と進化していったのである。

　設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び
たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ
に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す
る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に
クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ
の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11参照）。
一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に
より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング
に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ
ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ
クションやブレーキングに対しては、接地形状が進
行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、
丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に
置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し
ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち
上げたら、それまで面で接していたものが、線で接
するようになることを考えれば、判りやすいのでは
ないだろうか。
　1998年頃より、F1の新規サーキットは、ドイツ
の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが
主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ
プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ
ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、
直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、
直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、
ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ
イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ
うな設計思想のタイヤをF1の世界に送り出したも
のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ
ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ

違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ
ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走
行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り
やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が
磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して
いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと
したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、
速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま
で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由
と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与
することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の
エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ
レーキング、トラクション、そして特にコーナリン
グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能
なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの
登場には、1960年初頭より研究されていた路面の
細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ
のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス
によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン-ブ
タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要
だったのである。
　ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。
タイヤに使われているゴムの基本材料3種として、
ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。
ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され
た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化
学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ
マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム
のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま
ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱
いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、
これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

ムの分子と結合し、ゴムの分子間にネットワークが
形成されて、輪ゴムのように伸びたり縮んだりする
弾性機能が付与される。さらに、カーボンブラック
（簡単に言えば、石油などを燃やしたときの煤のよ
うなもの）を混ぜることで驚異的に伸びるようにな
り、耐久性も備わる。余談だが、タイヤが黒いのは、
このカーボンブラックによるところが大である。た
だし、カーボンブラックを加えていくと、そのゴム
自体は硬くなっていくため、これにオイルを加える
ことで、その剛性を調整している。従って、このオ
イルを混ぜる量を多くすれば、非常に柔らかいゴム
を作ることができることになる。すなわち、スリッ
クタイヤのトレッドゴムは、オイルをかなり増量し
て柔らかさを出しているのである。これらの材料を
混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ
ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ
クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用
車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな
問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生
産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発
生し、簡単には製造できなかったと想像される。し
かも、前述した合成ゴムのスチレン-ブタジエンゴ
ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工
程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ
る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、
スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ
ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付
きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス
リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え
られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ
プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添
加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上
によって加速されていったことは想像に難くない。

　タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア
スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度
がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し
てプライが0度に近い）という、2種類のものが存
在している（Fig.8参照）。1960年代以前は、製造技
術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ
が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が
考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク
ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能
などでバイアスタイヤ対比が大きく勝るため、各

メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960年代
になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ
イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と
してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層
により生み出されるものである。
　F1の世界では、1971年にスリックのバイアスタ
イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と
しては、1950年からバイアスタイヤのみが使われ
ていた。ところが、ミシュランが1977年7月の第
10戦イギリスGPから初参戦することになり、F1の
世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流
れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル
ノーチームで、新たな技術である1.5リットルのター
ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン
ジンとラジアルタイヤという組み合わせは、技術的
アピールには十分な登場であった。そして、なんと
約6カ月後の1978年1月の第2戦ブラジルGPで、
フェラーリに装着されたミシュランのラジアルタイ
ヤは初優勝を飾り、翌1979年には、ドライバーと
コンストラクターのチャンピオンにフェラーリとと
もに輝いた。さらに、1984年には、マクラーレン
とともに大成功を収めたが、「F1から学ぶことは無
くなった」と表明し、突然F1から撤退した。一方、
グッドイヤーは、ミシュラン参入当初、バイアスタ
イヤで戦っていたが、ラジアルタイヤの優勢さを認
識し、2、3年前にラジアル化を完了していた。
　こう見てくると、いとも簡単にレース用のラジア
ルタイヤが実用化されたように見えるが、実際には
困難な課題がいくつも横たわっていた。直線から微

小舵角時のブレーキングとトラクション性能はバイ
アスタイヤに比べ、格段に良いのだが、コーナリン
グ中のブレークアウェイの問題を内在していた。ト
レッド下部のベルト層が強固であり、サイドウォー
ルがバイアスタイヤに比べると柔軟なため、ステア
リングを切ってコーナリングを開始し、トレッドゴ
ムがグリップしてベルト部を変形させ、ベルト部が
変形しきってトレッドコンパウンドのグリップの限
界を迎えると、変形が急激に戻る現象が生じるので
ある。それがブレークアウェイと呼ばれる挙動であ
り、ドライバーがクルマをコントロールするのを至
難の業としていた。この現象は、スリックタイヤの
開発初期にあったトラブルに非常に類似していた。
これを解決するために、サイドウォール部分の補強
方法が種々検討され、ラジアルタイヤは実用化に
至っている。現在でも、車の特性に合わせるために、
プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は
多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存
在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮
する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー
スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使
われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま
な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル
ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変
化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな
る（Fig.9参照）。これが周方向につながって、ベル
ト端のトラブルになったり、高速走行においては、
その核のつながった部分が、遠心力によってプライ
から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの
である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな


