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中尾田隆

Takashi NAKAOTA

交通事故の対策のため、法や制度の改正が明治以降、行われてきている。しかし、
人の不注意が事故を引き起こすという本質は変わっていない。
法の役割として、事後的な民事・刑事の裁判を適切に行うことにより、一般的に事故
を回避させる抑止効果がある。また、行政法規の立法・執行により、ルールを定式化し、
共通化し、強制し、管理監督する制度の立て付けも法の役割である。
民事裁判は、損害に相当因果関係のある有責な行為は何か、その行為の過失割合
は何かが審理される。過失割合の類型は法定のものではなく、運転者と被害者の行為を
類型化した図式により算定している。刑事裁判は、基本的には、検察官の起訴判断で
選択された罪（危険運転致死傷罪かなど）の枠組みについて、事故の結果と被告人の
行為との間に相当因果関係があり、被告人の行為が有責であると認められる場合に有罪
の判断が下され、その後に量刑の判断がなされる。交通における行政法の役割は、交
通ルールそのものの定式化が代表的であるが、免許制度や道路整備の法令など、趣旨
目的により、多種数多の法令が定められている。
高齢者ドライバー（ここでは高齢者のドライバーという程度の定義とする）による交通
事故が、近年多く報道されている。高齢者ドライバーには移動の自由があるため、その
運転自体は直ちに違法となるものではない。しかし、ある時に適法な安全な状態にあった
としても、具体的な運転能力の低下により、事故の起きやすい状態で運転を重ねることに
より、ないしは危険な状態で運転をすることにより、交通事故結果を生じさせてしまうとい
うことが、高齢者ドライバーの問題点の特質である。
高齢者ドライバーに、自身の運転の状況が危険な状態にあることの自覚がなく、もしく
は不十分な自覚しかないために、運転をし、それがために事故時の能力では回避できな
いことで事故を引き起こしたケースを想定すると、従来の過失運転致死傷罪の適用事例
と考えられる。事故の結果、回避可能な時点は運転開始時となるが、事故の具体的危
険は運転開始時において希薄であり、従来法のままでは抑止効果は期待できない。他方、
高齢者ドライバーが、自身の運転の状況が危険な状態にあることを自覚しながら、その運
転をし、事故時の能力では回避できない事故を引き起こしたというケースを想定すると、
危険運転致死傷罪の類型の一つとして、過失犯より厳罰な犯罪として立法し、法の抑止
効果を期待するという方法も考えられる。しかし、このような重罰化は高齢者の移動の自
由との調整が難しく、さすがに立法の動きはない。
行政法により、能力等が危険な状況にある高齢者ドライバーが運転をしない（できない）
旨の立て付けを行い、管理監督を実行していく必要がある。代替移動手段の提供などは、
高齢者ドライバーに対し、自身による運転を任意回避させるという意味では効果的である
が、代替移動手段への選択を法的に強制することができるところまでは充実していない。
高齢者ドライバーの問題は、人口問題でもあるため、高齢者の住み方を含め、交通法
規だけの対策もまた限界があり、社会全体の政策・立法が必要となろう。
東京桜田法律事務所、池袋南法律事務所（2019 年 6 月より）／原稿受理 2019 年 5 月 29 日
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「モータースポーツ」特集にあたって
平岡敏洋＊
Motorsports : Introduction
Toshihiro HIRAOKA＊

1.

スポーツの基本である『速く走る』ための技術開発

特集の背景

だけではない。かつてはレース中の事故でドライ

ドライバーやライダーといった操作を行う競技者

バーやライダー、さらには観客が亡くなることも少

だけでなく、定められたレギュレーションの中で車

なくなかったが、車両ならびにコースの安全対策が

体を開発・製作する技術者、そして、チームをマネ

進むにつれて、被害は大幅に減少してきた。また、

ジメントするスタッフにとって、レースはまさしく

近年では搭載できる燃料の制約が課せられるなど、

スポーツである。オリンピックの陸上競技に観客が

液体燃料を用いないカテゴリもできている。従って，

熱中するように、モータースポーツは多くのファン

このような車両運動性能向上／安全性向上／燃費向

を魅了するエンターテインメントとしても長い歴史

上などに関する技術動向や歴史を本特集で伝えるこ

を持つといえよう。

とは、IATSS Review の読者にとって有意義なもの

私自身も幼少時より、その魅力に取り憑かれ、鈴

になると確信している。

鹿サーキットで開催される F1 日本グランプリにこ

2.

れまで 20 回以上、足を運び、現地観戦している。
さらに、F1に留まらず、Super Formulaや Super GT
などのレースも観戦してきたモータースポーツファ

本特集の構成

本特集に掲載する記事７編は、下記の通りである。
・ 世界のモータースポーツ

ンの一人である。本特集は、企画立案から記事の構

−そのカテゴリーと歴史−

成や執筆者選定まで、モータースポーツファンであ

・ 四輪モータースポーツとレギュレーション

る私が中心となって検討した。その結果、従来の学

・ モータースポーツにおける最新技術と展望

術論文を中心とした特集号とは少し毛色の違う体裁

・ 二輪車のモータースポーツ

の記事を含むこととなり、違和感を抱く読者の方も

・ レース用タイヤの歴史と技術開発

いるかもしれない。この点については、編集委員会

・ 鈴鹿サーキットにおける安全対策と救急体制

でも議論になったことは事実である。仮に、スポー

・ 学生フォーミュラ大会について

ツやエンターテインメントとしての側面だけに焦点

掲載記事の内容について順に概説すると、まず本

を当てて記事を集めたとしたら，IATSS Review と

特集号のトップバッターとなるのは、モータース

して相応しい特集号ではなくなってしまったであろ

ポーツに関する文献資料を読み解き、多くの原稿を

う。しかし、モータースポーツは、走る実験室と称

執筆してきた林信次氏の「世界のモータースポーツ

されることもあるように、四輪車や二輪車に関連す

−そのカテゴリーと歴史−」である。

る最先端の技術開発の場でもある。しかも、モーター

1894 年にフランスで開催された世界最初の自動
車レースから、世界各国で開催されてきた多種多様

＊

名古屋大学未来社会創造機構
Institutes of Innovation for Future Society,
Nagoya University
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なレースについて、歴史的な背景や技術的な変遷を
俯瞰する形でまとめられている。この記事では、ヨー
ロッパ、アメリカ、日本の三極それぞれにおいて、
（4）
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どのようなカテゴリが人気を集めて発展してきたの

いても、その力を路面に伝えるタイヤ性能が低けれ

かが時系列的に書かれており、最後には、未来のモー

ば、本来の性能を発揮することはできない。本特集

タースポーツについて、筆者なりの展望も述べられ

では、浜島裕英氏に「レース用タイヤの歴史と技術

ている。

開発」と題して、F1 用タイヤの技術開発と規定改

続いて、ホンダ F1 プロジェクトでレギュレー
ションの技術的解釈を行っていた田中尋真氏に、

訂の歴史，安全や環境に対する影響などについてま
とめていただいた。

「四輪モータースポーツとレギュレーション」を執

鈴鹿サーキットにおける安全対策の変遷とその効

筆していただいた。一般にスポーツというものは、

果については、
「鈴鹿サーキットにおける安全対策

あらかじめ決められた規則（レギュレーション）の

と救急体制」との題で、橋田克己氏にご寄稿いただ

もとで実施される。モータースポーツでは、人が機

いた。本稿を読むことで、予防安全と衝突安全を十

械を操って競うため、四輪車や二輪車に対してさま

分に確保するには、ハード、ソフト、人間の 3 つの

ざまなレギュレーションが定められている。技術者

要素に関して、さまざまな対策がなされているだけ

たちは、毎年のように改訂されるレギュレーション

でなく、多くのスタッフが陰ながら支えていること

を独自に解釈した上で、違反とならない範囲で最大

がわかるだろう。

限の工夫を施し、他チームよりも優位に立とうとす

世界で統一されたレギュレーションを満たすマシ

る。本稿では、レギュレーションの基本要件・基本

ンを、大学生が企画・設計・制作し、自分たちの手

構成や、その記述法について簡潔にまとめられてい

で走らせ、各種競技を競う学生フォーミュラ大会が

る。さらに、チームと FIA の間でレギュレーショ

ある。この大会は、1981 年に米国で最初に始められ、

ンの解釈が異なったが故に、チームの講じた対策が

日本では 2003 年に第一回大会が開催された。長年

規定違反となって処分された例や、FIA 側の想定を

にわたって大会運営に携わってきた山岸康一氏に執

超えた工夫が翌年以降のレギュレーション改訂で禁

筆いただいた「学生フォーミュラ大会について」で

じられた例なども述べられている。

は、大会の歴史や運営方針、参加車両に定められた

3 つ目は、技術系解説記事を中心に多数の著書を
出版されている世良耕太氏による「モータースポー

車両規則、審査項目、さらには技術トレンドなどが
まとめられている。

ツにおける最新技術と展望」である。本稿では、パ

3.

ワーユニット、空力、車両運動性能技術というモー

おわりに

タースポーツにおける三大要素の最新技術が概説さ

本特集では、モータースポーツの歴史だけでなく、

れている。特に、ハイブリッド化と電動化は、市販

技術の変遷、安全確保のためのインフラ側の対策、

車に先んじる形でモータースポーツにおいて多くの

最新技術の紹介、レースそのものの魅力などについ

技術開発が行われている。その結果がフィードバッ

て幅広く紹介している。これは、自然・社会・人文

クされることで、より良い性能のシステムが市販さ

など複数の領域にまたがる「学際性」を重んじて、

れると言っても過言ではない。

交通社会の諸問題に取り組む IATSS の趣旨に合致

モータースポーツは四輪車だけでなく、二輪車に

した内容であると自負している。また、本特集記事

も存在し、世界中で開催されている。しかも、サー

を読むことで、モータースポーツに興味を持つ人が

キットを速く走るロードレース、自然の中を長距離

増え、今後の新しい自動車文化を育む一助となれば

走るラリーやエンデューロといった四輪車にもある

幸いである。

ような「速く走らせる」カテゴリだけでなく、車体

本特集の構成ならびに著者選定・依頼にあたり、

を操って障害物を乗り越えていく「技を競い合う」

かつて F1 の全戦で現地取材を行っていたジャーナ

トライアルという二輪独特のカテゴリもある。
「二

リストである川喜田研氏に多大なる御協力を賜っ

輪車のモータースポーツ」と題して、モータースポー

た。同氏の協力なしでは、このような魅力的かつ豪

ツライターである今井清和氏に、各種カテゴリの紹

華な執筆陣を集めることはできなかったことは明白

介と車両の技術的変遷を紹介していただいた。

である。ここに記して感謝の意を表す。

四輪車・二輪車ともに、いくら車体性能に優れて
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世界のモータースポーツ
─ そのカテゴリーと歴史 ─

林

信次＊

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

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

1.

自動車レースの始まり。
「グランプリ」の誕生

そして、翌 1895 年 6 月 11 〜 13 日の《パリ〜ボル
ドー往復》が、真の意味での最初の自動車レースと

1894 年 7 月 22 日、フランスの首都パリに 21 台の

いうことになる。距離 1,178km をエミール・ルヴァッ

「自動車」が集結した。ガソリンエンジン、蒸気エ

ソール（パナール）は 48 時間 48 分で走破、平均時

ンジン、電気自動車など、126km 先にあるゴール

速 24.14km/h。上位はガソリンエンジン車が独占し

地点の都市ルーアンに向けて、次々と出発していく。

た。

ル・プティ・ジュルナル新聞の主催による、史上最

初期の自動車レースは、このように一般公道を走

初の自動車競走の始まりである。とはいえ、スピー

るパリ起点の都市間競争として催された。19 世紀

ドを争うというよりは、いかに安全に快適に走れる

末から 20 世紀初頭にかけて、パリはさまざまな文

かを競う信頼性テストのようなものだった。

化の中心地だった。1886 年に、ドイツのゴットリー
プ・ダイムラーとカール・ベンツが別々に誕生させ

＊

モータースポーツライター／エディター
Motorsports Writer/Editor
原稿受付日 2019 年 1 月28日
掲載決定日 2019 年 3 月19日
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た内燃機関（ガソリンエンジン）車は、間もなくフ
ランス企業が、その特許を買って自動車を作り始め
ることによって、西欧に広まり始めた。
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しかし、1903 年の《パリ〜マドリード》で死傷

2.

者が続出した結果、一般公道でのスピードレースは

7

アメリカでは《インディ 500》誕生

禁止され、一定の閉鎖された周回路で競われるよう

ヨーロッパとほぼ同時期、大西洋を挟んだアメリ

になる。
「サーキット」という概念が、ここに生ま

カでも自動車レースは始まっていた。1895 年 11 月

れた。

28 日のシカゴ〜エヴァンストン・レースは、雪降

自動車による世界初の国際競技は、アメリカの新

る公道 85.3km をフランク・ドゥーリエのガソリン

聞ニューヨーク・ヘラルド紙の社主ジェイムズ・ゴー

車が 10 時間余りで走り切り、賞金 2,000 ドルを獲得

ドン・ベネット Jr. の発案による《ゴードン・ベネッ

した。

ト・カップ》とされる。一年に一回、車も選手も同

ヨーロッパのようなロードレースは、アメリカで

一国による国別対抗戦を、前年の優勝国で開催しよ

も第一次世界大戦勃発まで盛んだった。しかし、戦

うというものだった。車体の色を国別に変えるナ

後はほとんど開催されなくなる。代わって、比較的

ショナル・カラーも導入された。第 1 回の 1900 年は、

狭い土地に設けられた楕円形のオーバル・トラック

フランスのパリ〜リヨン間で行われた。ところが、

に舞台は移行していった。最初は競馬場などダート

1905 年の優勝国フランスは、同大会の規則自体に

路面だったものが、次第に舗装路や自転車競走でお

不満を持ち、フランス自動車クラブ（ACF）は、

馴染みのボードトラック（後述）へと変化していく。

翌年のゴードン・ベネット・カップの代わりに、独

そして 1909 年、インディアナポリス・モーター・

自の規則による国際レース《ACF グランプリ》を

スピードウェイ（IMS）が誕生する。地元実業家た

1906 年から開始する。大賞を意味する Grand Prix

ちが企画立案し、一周 2.5 マイル（4km）の長方形

を冠し、後に《フランス・グランプリ》となる。初

をしていた。簡易舗装路面での開幕戦で事故が頻発

回の規定は、車重 1,000kg 以下という素っ気ないも

したため、急遽 320 万個の煉瓦を敷き詰める奇策に

ので、1908 年以降、エンジンサイズが規定された。

出て ( これにより、 ブリックヤード と呼ばれるこ

車体は、1925 年に単座席化される。それ以前は、

ともある )、1911 年、壮大な 500 マイル・レースを 5

ドライバーの脇にメカニックが同乗する 2 人乗りが

月末に初開催する。その後、この《インディ 500》

原則だった。それら適宜改変されていく車両規則は

は全米を代表する伝統の一戦として、超高速、高額

「GP フォーミュラ」と呼ばれ、その小型版である

賞金、大観衆に支えられながら、現在に至るまで続

「ヴォアチュレット」
、規則自由の「フォーミュラ・

くこととなる。

リブレ」という考え方も芽生える。

ヨーロッパ諸国に比べると歴史の浅いアメリカ合

こ の 間、1904 年 に は、自 動 車 国 際 機 関 た る

衆国だが、18 世紀後半の建国後も、移民たちによ

AIACR（国際自動車公認クラブ協会。第二次世界

り開拓が進められた。ヘンリー・フォードが T 型

大戦後に FIA= 国際自動車連盟へと改組）もパリに

フォードの大量生産を始めたのが、1908 年であり、

設立された。

近代的なオートメーション化によって廉価な自動車

1914 〜 18 年の第一次世界大戦の後、フランスに

が大衆にも一気に広まり、20 年間で計 1,500 万台が

続いてイタリア、ベルギー、モナコなどでも、GP

製造販売された。ヨーロッパにおいて高価な自動車

フォーミュラに則ったレースが恒久的に始まる。

が貴族や富裕層のステータスシンボルだったのと比

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

Fig.2 1921年フランスGPで優勝した米国製デューゼンバーグ
写真提供）Indianapolis Motor Speedway
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べ、アメリカの環境は大きく異なった。

信次

乗用車（いわゆるツーリングカー）の高性能版であ

1920 年代には、木製・板張りコースのボードト

る GT（グランドツーリング）カーを指すこともあ

ラックが全米に次々と作られ、人気を博した。安い

れば、レース専用のプロトタイプカー（試作車の意）

費用かつ短時間で作ることができ、インディ以上の

を指すこともある。生産台数やエンジン排気量によ

高速が出せた。コーナーにつけられたバンク角はど

るクラス分けがあり、それらの混走という形が、ス

んどん急峻になり、ついには 52 度というコースま

ポーツカー・レースでは一般的となる。時代によっ

で現われる。スーパーチャージャーや前輪駆動車な

て規則の振れ幅があり、乗用車に近い時期・レーシ

ども活躍するが、精巧繊細で特殊なマシーンはどん

ングカーに近い時期・それら雑多な混走状態と大ら

どん高価になった。

かなところが、言い換えれば、スポーツカー・レー

1929 年、ニューヨークのウォール街で株式が大
暴落し、世界大恐慌が発生する。アメリカ国民が享

スの魅力であり、
規則でがんじがらめとなったフォー
ミュラカーとは対照的と考えることもできる。

楽的な日々に浮かれた時代は去り、 見世物 ボー

4.

ドトラックも消滅した。
3.

第二次世界大戦の前後

1930 年代後半の GP レースは、ドイツ製マシーン

親しみやすいスポーツカー・レース

によって制圧された。長大なエンジンを前部に搭載

イギリスには 19 世紀末、赤旗条例なるものが存

するメルセデスベンツ、フェルディナント・ポルシェ

在した。公道で自動車が走る時は、その前方で赤旗

博士設計の斬新なミッドシップ形式のアウトウニオ

を持った者が、自動車が来ることを人々に知らせな

ン（現アウディの前身）
。銀色のボディカラーだっ

いといけないという決まりで、その名残で、20 世

たことから、
「シルバー・アロー」と称されること

紀に入ってからも自動車の発展は大きく遅れてしま

が多い。8 気筒・12 気筒・16 気筒という宝石のよう

う。1903 年のゴードン・ベネット・レースや 1905

な多気筒エンジンには、過給器（スーパーチャー

年開始の伝統の《ツーリスト・トロフィー》も、英

ジャー）が装着され、500 〜 600 馬力もの大出力を

国本土ではなく、隣国アイルランドで行われた。後

発生した。そのパワーを路面に伝えるタイヤは昔な

に有名になる二輪のマン島 TT レースも、四輪に

がらの細さで、コース路面自体も凹凸だらけ・ガー

倣って、1907 年開始となる。

ドレールもない危険な状況下、当時のドライバーた

1907 年、英国南部に史上最初のレース専用サー
キット、ブルックランズが誕生したのは奇跡といえ

ちは、ヘルメットも耐火スーツもシートベルトもな
いまま、時速 200 〜 300km/h で競い合った。

る。一篤志家の情熱によって完成したコンクリート

ドイツ勢躍進の裏には、国家戦略があった。1933

路面のハイバンクが特徴の高速コースだった。開幕

年に首相の座に就いたアドルフ・ヒトラーが、ドイ

戦では、渡英中だった大倉財閥の 2 代目・大倉喜七

ツ工業力の高さを世界に示すために、GP 制覇を積

郎が、大排気量 FIAT を駆って 2 位という殊勲を挙

極的に奨励したのだった。スポーツがプロパガンダ

げる。

として使われることには問題があるが、それによっ

ス ポ ー ツ カ ー・レ ー ス の 誕 生 も 早 い。1906 年、
イタリア南部シシリー島の山岳路を走り回る《タル

て、レース関連技術が飛躍的に進歩するのも事実と
いえる。

ガ・フローリオ》
、1923 年、フランスの《ル・マン

ところが、1939 年夏に、第二次世界大戦が勃発

24 時間》
、1927 年、イタリアの公道 1,600km（1,000

すると、世の中はモータースポーツどころではなく

マイル）を一気に突っ走る《ミッレ・ミリア》も初

なってしまう。そして、1945 年夏、終戦。敗戦国

開催される。

ドイツには、1950 年まで国際ライセンスが発給さ

さまざまな環境下の長丁場をドライバー交代しな

れず、国際レースへの参加が禁止された。

がら走るのが、スポーツカー・レースの醍醐味といっ

AIACR は、FIA へと改まった。戦前の「GP フォー

ても過言ではない。フォーミュラカー・レースの主

ミュラ」が「フォーミュラ 1（F1）
」に、
「ヴォアチュ

役がドライバーであるのに対して、国際スポーツ

レ ッ ト」が「フ ォ ー ミ ュ ラ 2（F2）
」へ と 改 ま る。

カー・レースの主役は、マシーン（あるいはチーム）

やや遅れて英国発祥のオートバイ・エンジン流用

といえる。

500cc フォーミュラが「フォーミュラ 3（F3）
」に認

スポーツカーの定義は、少々曖昧でもある。市販
国際交通安全学会誌
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ンターナショナル）フォーミュラとされ、他のフォー

移った。当初は、リア・エンジンとも呼ばれたが、

ミュラはどんなに高性能でも、国内（ナショナル）

コクピットとリアアクスルの中間なので、ミッド

フォーミュラという扱いになる。

シップと呼ぶのが好ましい。イギリスの小規模な

新生 F1 では、戦前完成時はヴォアチュレット仕

レーシングカー・コンストラクターであるクーパー

様だったアルファロメオが無敵状態となる。そこに

（続いてロータス）などがこの機構を採用し、重量

新興フェラーリが登場し、長き伝説が始まることに

物であるエンジンが、マシーンのほぼ中央に存在す

なる（2018 年末時点で F1GP 通算 235 勝）
。

ることで、運動性能や操縦性が向上し、プロペラシャ

FIA は 1950 年、F1 マシーンによって競うドライ

フトを床下に貫通させる必要がなくなるため、車体

バー世界選手権制度を開始する。世界が平和になっ

を低くすることができ、空気抵抗の低減、車自体の

て初めて可能となった制度だった。イギリス / モナ

小型軽量化が可能になった。こうしてヨーロッパの

コ / インディ 500/ スイス / ベルギー / フランス / イ

レース界は、大陸系メーカーの時代から、イギリス

タリア各 GP の計 7 戦。なぜか車両規則の異なるイ

製コンストラクターの時代へと変貌する。

ンディが加えられたのは、そうしないとヨーロッパ

1961 年に、1.5 リッター F1 時代が開幕すると、完

選手権にしか見えないからだった。当時、F1 とイ

全に英国勢の天下となる。1962 年には、モノコッ

ンディの交流は皆無であり、1953 年に南米のアル

クフレーム構造のロータス 25 が新時代を告げた。

ゼンチン GP が、1959 年に F1 によるアメリカ GP が

それ以前の鋼管スペースフレーム構造は、時代遅れ

始まると、インディ 500 は、1961 年以降、選手権戦

となっていく。1964 年半ばには、ホンダが F1GP に

から外される。この間、1958 年には、F1 コンスト

初挑戦する（Fig.3）
。もちろん日本車としても初め

ラクター選手権も制定された。

てのこととなる。二輪の国際舞台に、1959 年初挑

1951 年末にアルファロメオが撤退したことで、

戦するや、瞬く間にそれを席巻したホンダの次なる

フェラーリの独壇場となることを心配した FIA は、

ターゲットは、国内四輪レースではなく、世界の四

1952 〜 1953 年に限って世界選手権を F1 ではなく、

輪最高峰だった。それまで日本での海外 F1 報道は

F2 で競うことにする。1953 年、ドイツ GP には 18

皆無に等しかったが、以降、メディア自身もホンダ

歳の皇太子明仁親王（当時）が、皇太子として初の

の奮闘ぶりを伝えながら F1 を学んでいくことにな

外遊中に訪問観戦している。

る。デビューからわずか 1 年余り後の 1965 年、最終

スポーツカーによる世界選手権制度も、1953 年

戦メキシコ GP で、ホンダは初勝利を挙げる。

に始められた。こちらはメーカーが選手権対象とな

1966 年には、F1 エンジンの排気量が倍増され、3

る。敗戦国ドイツのメルセデスベンツは、進歩的な

リッター化された。そして、翌 1967 年にフォード -

マシーンを作って、1954 年に本格復帰するや、た

コスワース DFV エンジンが登場。フォードは全社

ちまち王座に就くが、1955 年、ル・マン 24 時間で

挙げてヨーロッパ制覇を目指し、密接な関係にあっ

の大惨事の当事者となり（直線路で、周回遅れ車が

た英国ロータス（およびコスワース）社に、F1 用 3

車線変更したのに乗り上げて、満員の観客席に飛び

リ ッ タ ー V8 エ ン ジ ン 製 作 を 委 託 し た。同 機 は、

込み、ドライバーを含む 80 名以上が亡くなった）
、

1968 年以降市販され、1982 年まで F1GP 優勝戦線に

その年限りで全面撤退する。その後、メルセデスが
国際舞台へ再復帰するには、30 年以上経った 1980
年代末まで待たなければならない。そして、スイス
では、ル・マンの事故以後、複数の車両が同時出走
する「レース」の開催が全面禁止された（2018 年、
フォーミュラ E レース開催により、禁が 63 年ぶり
に解かれる）
。
5.

突然訪れたミッドシップ革命

1950 年代末、自動車誕生以来の常識だったフロ
ント・エンジンの時代が、レーシングカーの世界で
は終焉を迎える。搭載位置はドライバーの後方に
IATSS Review
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Fig.3 1964年ドイツGPでデビューしたホンダRA271
写真提供）Honda
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あり続け、通算 155 勝を挙げる。

信次

開催される。翌 1963 年 5 月 3 〜 4 日には、四輪車に

1968 年には、F1 界にも巨大ウイングが続々登場

よる《第 1 回日本グランプリ》が 20 万人余の大観衆

し、エアロダイナミクス（空気力学）が本格的に研

を集めて盛大に催された。国産乗用車が勢揃いし、

究され始めるが、未熟さゆえ、事故も多発し、1969

多摩川時代までの限定的な参加層とは異なり、この

年には大幅な高さ制限（ハイウイングの禁止）が施

1963 年をもって、国内近代四輪レースの夜明けと

行される。入れ替わるように、4 輪駆動 F1 やタイ

なる。日本の ASN には JAF が就いた。

ヤのスリック化が進んだ。その 1968 年末、ホンダ
は第一期 F1 活動を休止する。

そのレース結果が、一般大衆へのアピールや販売
促進に直結することを知った各自動車メーカーは、

ヨーロッパ勢（ドライバーもコンストラクターも）

翌 1964 年の第 2 回日本 GP で好結果を挙げるべく、

は、1960 年代半ばに、インディ 500 にも積極的に挑

それぞれがワークス・チームを結成し、選手育成や

戦し、 ブリックヤード にも遅れて近代化がやっ

マシーン・チューニングに大金を注ぎ込むようになる。

てきた。ガスタービン・エンジン、ターボチャー

1964 年秋には東京オリンピックが開催され、そ

ジャー等の新技術も、続々とインディカー界でトラ

のために新幹線や交通網の完備が推し進められた。

イされていく。

日本全体の工業化が、経済の高度成長をもたらして

6.

いく。

日本での自動車競走

1965 年には船橋サーキットが、1966 年には富士

日本初の自動車レースは、1915 年（大正 4 年）
、

山の麓に富士スピードウェイ（30 度バンクを持つ

ロス在住の人物が、目黒競馬場で 4 台のレーシング

高速コース）が誕生、関東でもレース熱が急激に盛

カーを走らせた見世物といわれる。その後、1922

り上がる。富士を舞台としたスポーツカーによる

〜 1926 年にかけて、埋め立て地や練兵場などで 10

1966 〜 1969 年 日 本 GP は、メ ー カ ー 対 決 に 沸 く

数回のレースが開催された。その中心人物の一人

（Fig.4）
。しかし、70 年代に入った途端、排気ガス

だった藤本軍次は、1921 年までアメリカで自動車

や公害が社会問題になると、まず日産が、間髪入れ

関連の仕事に携わっていたこともあり、日本での本

ずトヨタが、日本 GP 不出場を宣言し、1970 年、日

格的サーキット建設に尽力し、1936 年（昭和 11 年）

本 GP 自体が中止されてしまう。1964 年の東京オリ

に東京と神奈川の境の河川敷に「多摩川スピード

ンピックから 1970 年の大阪万博までは、日本の産

ウェイ」を完成させる。左回り一周 1.2km のダート・

業全体が猛進した時代だったが、その間の矛盾や

オーバルだった。開幕戦では、若き本田宗一郎が大

摩擦が負の遺産として噴出したのが、70 年代前半

事故を起こして負傷する事態も発生する。戦争突入

だった。

まで、一年にほぼ一回ペースでレースが行われ、外

建設中だったローカルサーキットが続々と完成

国車がほとんどを占める中、国産のオオタやダット

し、日本固有の軽自動車のパーツを流用した超小型

サンが小排気量クラスで活躍した。

フォーミュラカー（FL500）が人気を得、非改造の

敗戦後の日本では、進駐軍の車好きを中心とした

プロダクションカー・レースが始まる一方で、日本

ラリーやジムカーナが小規模に行われた。1955 年

GP 中止の代案として、富士スピードウェイは、各

には、二輪オートバイの浅間火山レースが大々的に
催され、二輪メーカーのホンダは、ロードレース世
界 GP（1949 年開始）挑戦を表明し、60 年代以降、
ヤマハやスズキも交えて日本製オートバイが世界に
君臨し続けることとなる。国産乗用車の海外挑戦は、
1957 年の豪州一周ラリーにトヨペット・クラウン
が初参戦して完走、翌年は、ダットサンがクラス優
勝する。
本田技研のバイク工場敷地用として購入された三
重県鈴鹿の土地の一部を利用して、わが国初の本格
的サーキットが誕生したのは、1962 年（昭和 37 年）
秋だった。こけら落しとしては、国際二輪レースが
国際交通安全学会誌
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Fig.4 1969年日本GPでのトヨタ7とニッサンR382による先陣争い
写真提供）Fuji Speedway
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種スポーツカー混走による「富士グランチャンピオ

FIA は、1972 年以降、国際スポーツカー・レース

ン（GC）シリーズ」路線、鈴鹿サーキットは、ヨーロッ

参加車両（GT は該当せず）を 3 リッターまでに制

パ F2 級を筆頭とするフォーミュラ路線を敷き、自

限し、大排気量車は退場せざるをえなくなり、これ

動車メーカーに依存しない国内レース界再構築を開

により一つの黄金時代に終止符が打たれた。

始する。

北米大陸で人気のスポーツカー・レース「Can-Am

1973 年秋に世界中を見舞ったオイルショックに

シリーズ」も、欧米の交流が盛んで、60 年代末にピー

よるメーカー・ワークスチーム解体と、富士 GC に

クを迎えた。マクラーレンやシャパラルが主役だっ

おける度重なる死傷事故を乗り越え、1974 年秋に

たが、1972 年には、ポルシェが他社に先駆けてター

は、スポーツニッポン新聞社主導で、富士において

ボ過給エンジンで Can-Am に登場して覇権を握る。

F1 デモ走行が行われ、1976 〜 1977 年には、F1 日本

しかし、1973 年秋にオイルショックが発生すると、

GP がアジア初開催されるに至る。しかし、1977 年

大パワー重視の Can-Am シリーズ自体が時代遅れな

大会では、立入禁止区域に入り込んでいた観客の死

ものとなってしまい、1974 年を最後に消滅した。

傷事故が発生、F1GP 開催も一旦、途絶えることに

その後、70 年代後半に、束の間人気を集めた「シ

なる。そして、暴走族が社会問題視され、富士スピー

ルエットフォーミュラ」は、市販車をイメージした

ドウェイの廃止騒動も起こり、80 年代半ばまで長

大改造車で、ドイツと日本では受けたが、世界選手

い停滞期が続くこととなる。ちなみに、その富士は、

権としては長続きしなかった。そして、1982 年か

その後も経営の赤字がかさみ、21 世紀に入ってす

らの FIA 新カテゴリー・システムに則った「グルー

ぐ、トヨタ自動車の手に渡った。

プ C」は、燃費最優先のプロトタイプカーだった。

80 年代後半に訪れたバブル期の日本は、未曽有

ガソリン 510 リッターで 1,000km を走破せよ、エン

の F1 ブームに留まらず、全日本 F3000 選手権の賑

ジンの種類や排気量は一切問わない、という斬新な

わいもすごかった。これは、1996 年からフォーミュ

規則で、省燃費を目指す自動車メーカーの心をくす

ラ・ニッポンへ、2013 年からスーパーフォーミュ

ぐ っ た。ポ ル シ ェ 956（お よ び 改 変 型 962C）が、

ラへと改まり、近年は国際的にも再評価されている。

まず主導権を握り、ライバル車にとっての目標とな

一方、市販車ベースの国内レースとしては、1985

る。ランチア、ジャガー、メルセデスベンツなどに

〜 1993 年のグループ A 規定・全日本ツーリングカー

続き、トヨタやニッサンもワークス活動を再開させ

選手権（複数クラス混走によるドライバー交代制中

て、挑戦開始。日本でも世界選手権戦が、1982 年

距離戦）の流れをくむものとして、全日本 GT 選手

から富士で、1989 年から鈴鹿で開催された。

権が始まり、2005 年以降、
「スーパー GT」として

しかし、FIA は 80 年代末に、改訂グループ C を

アジア諸国での開催も交えつつ、ニッサン / トヨタ

F1 と同じ 3.5 リッター NA エンジン搭載車限定（燃

/ ホンダのハイレベルな戦いで人気を集めている。

費規定撤廃 ) と表明したことで、プジョーが積極参

ドイツで人気の DTM シリーズとの連携路線が、近

戦する一方で、撤退するメーカーが相次ぎ、1992

い将来、実を結ぶかもしれない。

年をもって、それまで 40 年間続いてきたスポーツ

7.

カーの世界選手権は、ついに消滅してしまう。その

スポーツカー・レースの黄金時代

混乱のさなか、1991 年ル・マンでは、マツダ787B

1960 年代前半のスポーツカー・レースは、量産

が総合優勝を達成する（Fig.5）
。日本車としても、ロー

GT カーにタイトルが懸けられたが、結局は、より

タリー・エンジン車としても、史上初の快挙だった。

高性能なプロトタイプが中心となっていく中、ヨー

その後、国際スポーツカー・レース界は、アマチュ

ロッパ代表格たるフェラーリと西欧進出を狙うアメ

ア中心の GT レースとして再スタートを切り、1990

リカ・フォードの対決図式となっていく。1966 年、

年代末には、GT とは名ばかりのプロトタイプカー

ル・マン 24 時間で、フォード GT は 6 連覇中のフェ

然としたメーカー対決へと再びエスカレートし、そ

ラーリを打ち破っただけでなく、上位 3 位までを独

れが収まると、今度はアウディがディーゼルターボ・

占した。フォードはその後も、1969 年まで 4 連覇す

エ ン ジ ン の プ ロ ト タ イ プ カ ー で 覇 権 を 握 る。プ

る。そして 1970 年、5 リッターのポルシェ 917 とフェ

ジョーが束の間、同様のマシーンで応戦した後、

ラーリ 512S が真っ向対決を演じ、ポルシェがル・

2012 年からは、アウディがディーゼルとエネルギー

マン挑戦、20 年目にして、宿願の総合優勝を果たす。

回生システムによるハイブリッド車で参戦、翌年以
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ラウダ（フェラーリ）とジェイムズ・ハント（マクラー
レン）の死闘は、最終戦・雨の富士で劇的な展開を
見せる。ティレルのユニークな六輪 F1 や日本製コ
ジマ F1 の奮闘は、プチ F1 ブームを呼び、ほぼ同時
期、日本では少年たちの間でスーパーカー・ブーム
が沸き起こった。
そういった中、フランスのルノーが F1 用ターボ・
エンジンを開発して、1977 年以降、参戦し始める。
規定されている 1.5 リッターというハンディを克服
して、デビュー 2 年後には初優勝を遂げ、これを機
Fig.5 1991年ル・マン24時間で総合優勝したマツダ787B

にフェラーリや BMW なども F1 用ターボ開発に着

写真提供）Mazda

手する。これを奨励したのが、FIA/FISA。一方、
エンジンを自製できない（名機コスワース DFV エ

降、トヨタが参入してライバルになる。WEC（世

ンジン頼り）イギリス FOCA 系の各コンストラク

界耐久選手権）も、2012 年に復活し、富士でも開

ターは、77 年型ロータス 78 に端を発する車体の新

催されるようになる。しばらく第一線から離れてい

機軸（いわゆるウイングカー）によって抵抗した。

たポルシェも、2014 〜 2017 年にかけて戦線に加わ

コーナリングスピードやラップタイムは驚異的に上

り、ル・マン通算 19 勝にまで記録を伸ばした。

がったが、事故発生時の危険性も増した。F1GP 運

この間、ル・マン 24 時間で総合優勝する日本人

営を巡る FISA と FOCA の政争には目に余るものが

も現われた。1995 年の関谷正徳（マクラーレン F1

あり、F1 分裂の危機まで迫った。1981 年初めのコ

GTR）
、2004 年の荒聖治（アウディ R8）
、18 年の中

ンコルド協定締結により、どうにか平和が戻り、ウ

嶋一貴（トヨタ TS050 ハイブリッド）と現時点で 3

イングカーは 1983 年以降、フラットボトム化され、

名を数える。

少しは安全性が回復する。

8.

その 1983 年、1968 年の F1 撤退以来、国際舞台か

異種スポンサー流入による商業化と大衆化

ら遠ざかっていたホンダが、F1 ターボ・エンジン

1960 年代末、F1GP 界に新しい動きがあった。ス

供給者として復帰する。ウィリアムズ・チームと組

ポンサー・マネーの流入である。1968 年、ロータス・

んで、1986 〜 1987 年にコンストラクターズ・チャ

チームが煙草会社からの高額資金援助獲得に成功

ンピオンを奪うと、1988 年からは、マクラーレン

し、それまでの伝統的ナショナル・カラーに代えて、

とロータスに供給、連戦連勝マクラーレンのアラン・

派手な煙草パッケージ・カラーをボディに塗りたく

プロストとアイルトン・セナは、チームメイトであ

り、レース界に波紋を投げかけた。化粧品会社やケ

るにもかかわらず、ライバル心むき出しで競い合う

ミカル関連など、異業種からの資金流入が増えるこ

事態に陥ってしまう。ホンダ第二期 F1 活動成功の

とで、マシーン開発費や F1 界全体で動く金額が、

鍵は、走行中のマシーンの情報をピットに居ながら

年ごとに巨大化していく。加えて、F1 チームの集

にして無線で把握できるテレメトリー・システムを

合体として、イギリス人バーニー・エクレストン率

導入したことだった。ピットとドライバーの無線交

いる FOCA（F1 コンストラクターズ協会）がレー

信も、この時期に広まる。

ス主催者との交渉を一括して行うようになり、世界

その間、1987 年には、鈴鹿サーキットで F1 日本

中でバラバラだったテレビ放映権を管理し始めたこ

GP が恒久的に開催されるようになり（1977 年の富

とで、F1GP の商品価値が 70 年代末に一気に高騰す

士以来、10 年ぶり）
、フジテレビジョンが開催当日

る。元来、ヨーロッパの貴族的スポーツだったもの

の全戦中継放送を開始し、また、ロータス・ホンダ

が、アメリカナイズを飛び越えて、より徹底したビッ

に乗って中嶋悟が日本人初の F1 レギュラードライ

グビジネスへと変貌を遂げるのだった。

バーとなるなど、日本での「F1 元年」と呼ぶにふ

1976 〜 1977 年と、日本の富士で東洋初の F1GP

さわしいお膳立てが整った。

戦が開催できたのも、FOCA との交渉一つで事が

ターボ F1 は、予選仕様の過給圧では楽に 1,000 馬

進みえたからだった。史上に残る 1976 年のニキ・

力を超す危険な事態となったため、この後、漸次パ
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ワーダウンが図られ、1989 年以降は、ターボ禁止 =

メーカーが次第に IRL にくら替えし始め、運営代表

全車 NA（自然吸気）3.5 リッターへと改められ、毎

者 の 交 代 が 繰 り 返 さ れ た CART 系 シ リ ー ズ は、

戦 39 台が参加する活況ぶりとなる。それでも、ホ

2007 年をもって解体消滅してしまう。大舞台《イ

ンダ・エンジンの強さは変わらなかったが、バブル

ンディ 500》を持つ IRL の方が生き残り、2011 年以

景気が弾けた直後、1992 年をもって、ホンダの第

降、
「インディカー・シリーズ」へと改称する。ホ

二期 F1 活動は休止と相成る。

ンダのインディ 500 優勝回数は、今や 12 回に達する。

日本での F1 ブームは、1994 年春のセナの事故死

60 年代に開花したアメリカ国内のスポーツカー・

によって潮が引くように去って行った。やがてタバ

レースは、アマチュア主体の SCCA から枝分かれし

コ 広 告 の 禁 止 が F1 界 に も 押 し 寄 せ る と、F1GP

た IMSA のプロフェッショナル路線が、80 年代に

フィールドは、20 台前後にまで減少する。F1 の盛

一気に活発化した。ヨーロッパで人気あるグループ

衰は、世界の経済状況に依存せざるをえなかった。

C に類似した GTP、市販車ベースの GTO/GTU に、

9.

アメリカ車 / ヨーロッパ車 / 日本車が積極参戦した。

激動のアメリカン・シーン

最高峰 GTP では、80 年代末はニッサンが、90 年代

AAA（アメリカ自動車協会）から代わって、1956

前半はトヨタが主役となる。ところが、エスカレー

〜1979年とインディカーを統轄していた USACは、

トしすぎた GTP は、1993 年をもって消滅する。そ

1979 年、参加チームの集合体である新設 CART に

の後、全米のスポーツカー・レースは、ル・マン

主導権を奪われてしまい、以後はスプリントカーや

24 時間と協調する「ALMS（アメリカン・ル・マン・

ミジェットカーなど、ダート・オーバル中心に活動

シリーズ）
」と、アメリカ独自路線を歩む「グラン

する。そして、CART インディカーはヨーロッパ

ダム・シリーズ」が長く併存するが、2014 年になっ

色を強め、90 年代半ばからは、日本のホンダやト

て両者は合併、再度 IMSA の名前を復活させ、現在

ヨタもエンジン供給を開始し、また、1998 年以降、

に至る。

栃木県に新設されたツインリンクもてぎでシリーズ

最もアメリカ的なレースといえば、NASCAR ス

戦が行われるなど、日本でも注目される存在となっ

トックカー・レースだろう。アメリカ製大型セダン

ていく。インディ 500 にも、1991 年に松下弘幸（ヒ

40 台が、オーバル・トラックを舞台に一塊で争う

ロ松下）が日本人として初出走を果たし、2017 年

豪快さは随一といえる。元々、アメリカ南部の発祥

には、佐藤琢磨がついに優勝を遂げる（Fig.6）
。

で、1920 年代の禁酒法時代に密造酒の運搬をして

90 年代末には、ヨーロッパでもオーバル・トラッ

いた者たちによる改造車自慢・腕自慢が起源となり、

クがいくつか新設された。2001 年、ドイツのラウ

それが 40 年代末に NASCAR によって統轄された。

シッツリンクで初開催された CART 戦で、1996 〜

GM/ フォード / クライスラーなどがバックアップす

1997 年王者のイタリア人アレッサンドロ・ザナル

る市販車風改造車は、300km/h 以上で疾走する。

ディが、オーバル特有の大事故に巻き込まれ、両脚

年間 36 戦で競われるその最高峰「カップ」部門に、

切断する事態となる。九死に一生を得て、奇跡的な

2007 年から挑み始めたのが日本のトヨタで、2016

復活を遂げたザナルディは、国際ツーリングカー・
レースに復帰し優勝しただけでなく、2012 年ロン
ドンと 2016 年リオでのパラリンピックのハンドサ
イクル競技で金メダルを獲得する偉業を達成し、
モータースポーツ界を超越する感動物語の主人公と
なった。
一方、この間、インディカー界からアメリカ人選
手やオーバルでのレースが激減することを憂いた
IMS 代表者トニー・ジョージが 1996 年、CART に
対抗して IRL（インディ・レーシング・リーグ）を
立ち上げた。国際的な CART とドメスティックな
IRL とでは勝負にならないと当初は思われたが、
2000 年代に入る頃には、有力チームやエンジン・
IATSS Review
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〜 2017 年にはマニュファクチャラーズ・チャンピ

国際レース界で、黒人（アフリカ系）のルイス・ハ

オンに輝くまでになった。

ミルトンが、今や 5 度も世界王座に就くが、インディ

10.

カーやストックカーでは、まだ数例のみしかない。

後進国での時間差 F1 ブーム

11.

歴代 F1 世界チャンピオンは、意外と自動車後進

多様化するレース以外のカテゴリー

国から輩出されている。アルゼンチン / ブラジル /

1980 年代以降、サーキット・レースは、F1GP の

オーストラリア / ニュージーランド / 南アフリカ /

一極集中化が進みすぎてしまった。技術進歩が促さ

フィンランドなどの出身者が多い。理由の一つとし

れたので、レーシングカーを開発生産販売するにも

て、母国に自動車産業が乏しく、プロのレーサーと

莫大な費用が掛かるようになり、量産コンストラク

して身を立てるためには、若くして西欧諸国に渡り、

ターが成立しづらくなった。結果、F1 への登竜門

頭角を現す必要があり、その覚悟と貪欲さが図抜け

だ っ た F2（1985 年 か ら F3000、2005 年 か ら GP2、

て強いというのがある。逆に先進国であるはずのフ

2017 年から再度 F2 に改称）や、それに準ずる各種

ランスからは 1985 年のアラン・プロストまで、ド

フォーミュラカー・レースは、いずれもシャシーを

イツからは 1994 年のミハエル・シューマッハーま

ワンメイク化せざるをえなくなった。アメリカのイ

で、チャンピオンが生まれ出なかった。優秀な自動

ンディカーと日本のスーパーフォーミュラ以外は、

車メーカーが多いドイツ（および日本）では、母国

エンジンもワンメイクとされる。一度ワンメイク化

内でメーカー契約選手となって活躍する機会が数多

されれば、3 〜 5 年間は新型投入もない。新型投入

くあるため、本気で F1 や国際舞台に挑む者が意外

前の入札に成功したコンストラクターだけが生き残

と少ない。

れる現状といえる。

過去、日本人で F1GP の表彰台に立った者は 3 人

F1GP の経営権は、2017 年のバーニー・エクレス

だけで、鈴木亜久里（1990 年日本 GP）
、佐藤琢磨

トン退任により、米リバティ・メディアに移ったが、

（2004 年 ア メ リ カ GP）
、小 林 可 夢 偉（2012 年 日 本

技術革新と興行のバランスを今後、どのように採っ

GP）
、いずれも 3 位だった。チャンピオンどころか

ていくか、岐路に立っている。

優勝争いに絡んだ者すらいない。最近 4 年は、日本
人不在のままだ。

サーキット・レース以外のモータースポーツは、
逆にどんどん広がりを見せている。

一方、今世紀に入ってからの F1GP 開催国の変動

ラリーは、20 世紀前半は公道で自動車運転の正

が著しい。1999 年のマレーシア、2004 年の中国と

確度を競う一種社交場のような雰囲気だったが、

バーレーン、2005 年のトルコ、2008 年のシンガポー

1960 〜 70 年代になるとスペシャルステージ（SS）

ル、2009 年のアブダビ、2010 年の韓国、2011 年の

と呼ばれる一定区間でスピードを競いながら、数日

インド、2014 年のロシア、2016 年のアゼルバイジャ

間で場所を移していくスポーツ性の高いものへと変

ンと、経済成長の目立つアジア諸国での初開催が増

わった。雪のモンテカルロ・ラリー、灼熱のケニア

えた。後進国にとって F1 開催は、自国の成長ぶり

でのサファリ・ラリー等々、個性的なイベントによっ

をアピールする手段でもある。F1 界自体も、それ

て構成される WRC（世界ラリー選手権）も、1973

で潤うならと歓迎ムードがある。モータースポーツ

年に開始される。90 年代には、日本車（トヨタ / ス

発祥の地フランスでの F1GP が途絶えるなど（2018

バル / 三菱）が大活躍してチャンピオンを奪った。

年 10 年ぶりに復活）
、先進諸国が昨今の F1 に醒め

2018 年には、トヨタが 19 年ぶりに王座奪還を遂げ

ているようにも感じられる。

た。この間、2004 〜 2010 年には、北海道で WRC 戦《ラ

FIA は近年、国際舞台へのマイノリティの参加促

リー・ジャパン》も催された。

進を公言している。例えば、女性ドライバーだけの

1979 年に始まった《パリ〜ダカール・ラリー》は、

国際フォーミュラカー・レースが、2019 年から始

フランスのパリからアフリカ大陸のダカールまでを

まる。ラリーやスポーツカー /F3 級レースでなら

四輪と二輪で駆け抜ける一大冒険イベントで、通常

活躍する女性もいたし、インディカーではダニカ・

のラリーより長距離で苛酷さが高く、
「マラソンレ

パトリックが、2008 年ツインリンクもてぎで優勝

イド」競技とも呼ばれる。諸般の事情により、2009

した。しかし、F1GP 決勝にまで進んだ女性は過去

年からは、南米大陸が舞台となっている。実は大昔、

2 人しかいない。また、かつては白人ばかりだった

1908 年にも同様の《ニューヨーク〜パリ》が 5 カ月
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以上かけて行われたことがある。道中の一部は船を

しめる。そして、極めて危険である事実。これほど

使用し、参加車が日本を通過する場面もあった。

死と隣り合わせのスポーツは他にない。モータース

壮大さでは、陸上スピード記録（LSR）挑戦も無

ポーツの歴史は事故の歴史でもある。危険だから面

視 で き な い。1960 年 代 ま で は 人 気 が あ っ た が、

白い、という視点も間違ってはいない。スポーツ本

ジェット / ロケット・エンジンが使われるようにな

来の魅力である人と人との順位争いだけでなく、限

ると、自動車とはあまりにもかけ離れた存在となり、

界領域で、各人が道具をいかにコントロールするか

近年は挑戦者も少ない。1970 年に 1,000km/h 突破、

を見極めるのが楽しい。コクピット内に収まったド

1997 年 の 1,227.986km/h で、つ い に マ ッ ハ（音 速）

ライバーの姿は観客席から見えづらいので、選手に

を突破した。

感情移入するのが、ファンにとって難しいという側

広大なアメリカには、
「自動車を使った遊び」が

面もある。しかし、何年も興味を持って見続けてい

山ほどある。静止状態から 4 分の 1 マイル（400m）

ると、
「走り」そのものから各選手の技量や心情、

先のゴール地点まで一気に加速するドラッグ・レー

競争相手に対する敬意なども見て取れるようにな

スをはじめ、砂漠を爆走するオフロード・レース、

る。その奥深さが、他のスポーツにはない魅力とも

8 の字トレインカー・レース等、種類は果てしない。

いえる。

入門イベントとしてのヒルクライム、ジムカーナ、

21 世紀前半の今、モータースポーツは大きな変

ダートトライアル、ラリークロス等。旧型車による

革期を迎えている。有限である化石燃料に代わるも

ヒストリックカー・レースは、ジェントルマン・ド

のを模索し、国際スポーツカー・レースや 2014 年

ライバーの楽しみとして、世界中に愛好者がいる。

以降の F1GP レースでも、従来の内燃エンジンとエ

今では、世界中の自動車競技がすべて、FIA およ

ネルギー回生システムを併用するハイブリッド化で

びその各国認可団体たる ASN の傘下で行われてい

高出力と好燃費の両立を実現させている。同じく、

るわけではない。競技があまりに多岐にわたるため

2014 年からは、フォーミュラ E のレースが鳴り物

であり、それ自体は悪いことではない。日本発祥の

入りで始まった。E は、電気＝エレクトリックを表

ドリフト競技や軽四輪改造車による K4 グランプリ、

わす。未来的なフォーミュラカー・ボディもさるこ

小規模な非公認サーキットによるお遊びレースな

とながら、無音なのが革命的といえる。排気ガスを

ど、ライセンス不要でも、手軽に楽しめる時代に

出さないので、世界主要都市の一般公道を閉鎖して、

なった。

臨時コースを造っての開催となる。燃費ならぬ「電

12.

費」向上の技術力も著しい。

未来のモータースポーツのために

技術面からいえば、今までのモータースポーツと

モータースポーツの起源は、今から 2000 年も昔、

は全く異なる未来像もありうる。無人レーシング

古代ローマ時代のチャリオット・レースかもしれな

カーの登場も、そう遠い話ではない。AI（人工知能）

い。馬に引かせた二輪車に人間が乗り、競い合った。

を使った自動運転・無人自動車の開発は、すでに世

その後、長い歳月を経て 19 世紀末、人間は自動車

界中で始まっている。むしろ、サーキットを利用し

を使った競走に夢中になった。それ以降の歴史は、

てこそ、自動運転の開発速度は上がると思われる。

実はたった 130 年でしかない。それなのに、戦前の

問題は、人が乗っていないレーシングカーをファン

レースはおろか、1960 〜 70 年代の記録さえ、きち

は応援したがるのか、という根本的な部分に及ぶ。

んと残っていないのが現実といえる。サーキットに

だが逆に、世の中が無人運転車だらけとなれば、以

行って目の前で繰り広げられる、日常生活とはかけ

前のように自動車を操縦したいと思う者たちだけが

離れた競走の激しさ・面白さを体感すると、そのラ

集う場所として、サーキットが現在以上に重視され

イブ感が刺激的すぎて、歴史やら記録になど興味が

ることになるかもしれない。そして今や、いわゆる

及ばなくなってしまいがちだが、そのせいで、他の

「e スポーツ」のコンピュータ・ゲーム出身「レー

あらゆるスポーツよりも、モータースポーツはメ

サー」が、メーカー契約選手となるご時世でもある。

ディアの歴史認識度が低い。

まだ 130 年の歴史しかない自動車を、未来人はど

モータースポーツが他のスポーツと決定的に異な

う楽しむのだろう。乗り物が存在し、
「速く走らせ

るのは、道具（マシーン）の比率がきわめて高いこ

たい」気持ちが人類にある限り、モータースポーツ

とだろう。道具それ自体だけ見ていても、充分に楽

は永遠に不滅だと思いたい。
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特集●モータースポーツ／論説

四輪モータースポーツとレギュレーション
田中尋真＊
モータースポーツは、競技、技術競争、興行など、さまざまな面を持っている。従って、
そのレギュレーションは、公平性、競技性、安全性、安定・持続性、興行性などを考慮し、
全体のバランスを考慮しながら、専門の組織によって決定と変更、および運用が行われ
ている。四輪モータースポーツのテクニカルレギュレーションにおいては、競技専用に
白紙から製造される車両と、量産市販車をベースに改造された車両とでは、その規定の
構成が対照的である。そのため、それぞれの構成に基づいた特徴的なアプローチによって、
さまざまな解釈と技術開発が行われている。

Four-Wheel Motorsports and Regulations
Hiromasa TANAKA＊
Motorsports have a variety of aspects, including racing, technical competition, and
entertainment business. Consequently, their regulations are determined, revised and
enforced by professional organizations, while striving for an overall balance of
fairness, competition, safety, stability/sustainability and entertainment value. In
technical regulations for four-wheel motorsports, there are two contrasting types of
rules: those for vehicles built from scratch speciﬁcally for competition, and those for
modiﬁed stock production vehicles. Therefore, various interpretations and technical
developments are deployed using distinctive approaches suited to each type.

1.

には大きな違いが生ずる。そのため、これらの多様

はじめに

な要素をコントロールするために、モータースポー

モータースポーツは、世界的に極めてポピュラー
なスポーツの一つである。

ツを行う上での規則であるレギュレーションが、複
雑に定められてきた。しかしながら、違反による失

モータースポーツが、他のスポーツと大きく異な

格や出場停止が発生しないかぎり、レギュレーショ

るのは、人間の筋力以外の機械的な原動機の動力で

ンが一般に話題になることは少なく、その内容はな

稼働する乗り物を用いて行われる点である。よって、

かなか理解しにくい。

ドライバーやライダーといった操作を行う競技者の

本稿では、四輪モータースポーツのレギュレー

能力だけでなく、その乗り物の性能が勝敗を大きく

ションがどのようにできており、なぜ解釈の違いが

左右する。

起こるのか、その中で、どのように技術開発が行わ

原動機を含む乗り物を使うには、あらかじめ、設

れているのかを解説する。

計、開発、製作が必要であり、また、競技に当たっ

2.

てのメンテナンスや調整によっても、発揮する性能

モータースポーツの多面性

モータースポーツにはさまざまな側面があり、そ
＊

株式会社 JHT
JHT Co., Ltd.
原稿受付日 2019 年 2 月21日
掲載決定日 2019 年 3 月19日
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るが、それらを整理すると、以下のようになる１）。
2 ‑ 1 競技（スポーツ）
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田中尋真

2 台の車が路上で出合ったときに、モータース
ポーツの歴史は始まったといわれるが、突き詰めれ
ば誰が一番速いのかを競うものである。

としては、以下のような項目が挙げられる。
1 ） 先行技術開発の場
「走る実験室」という表現が使われることがある

フォーミュラワン世界選手権 ( 以下、F1 とする）

が、未完成な技術を確認する実験では、モータース

も、まず国際ドライバーズ選手権として 1950 年に

ポーツで勝つことは期待できない。また、安全性が

始まり、コンストラクターズ（製造者）選手権は、

確認できていないものに、人の命を乗せて走ること

1958 年から追加された。

は、もちろん許されるものではない。この表現は、

チャンピオンナンバーである 1 を使う権利が、ド

モータースポーツで確立された技術が、量産市販車

ライバーズ選手権保持者に与えられることから分か

にフィードバックされ、科学技術として社会貢献に

るように、車両製造者の選手権よりも、ドライバー

つながるという存在意義を象徴的に表現したもので

ズ選手権の方が通常、上位に位置づけられている。

ある（Fig.1）
。
今日のような解析・予測技術が確立していなかっ

競技車両内のドライバーは、50℃を超える高温、
6G に達する高加速度にさらされ、心拍数は 1 分間

た時代には、極限的な使い方の中で耐久信頼性を高

当たり 200 を超えることもある。このような過酷な

め、量産車技術の向上に貢献するという効果が大き

環境下で、理性や判断力を保持し、限界領域で能動

かったが、モータースポーツ専用の技術が特殊化・

的に車両をコントロールするためには、アスリート

専門化する一方、電子制御技術等は量産車の方が逆

としての高い能力も要求される。

に先行している場合もあり、コスト基準も異なる現

一方で、チームタイトルが設定されるのは、モー

在では、モータースポーツで使われる技術が直接量

タースポーツが多くのメンバーの協力によって行わ

産車にフィードバックされることはほとんどない。
それでも、走る・曲がる・止まるという車の根源

れるチームスポーツであることを意味している。
なお、あまり知られていないが、モータースポー

的な性能向上と、それを人間が使いこなせるように

ツの世界的な統括団体である国際自動車連盟

するアプローチは、量産車の開発にも常に不可欠な

（FIA）は、国際オリンピック委員会（IOC）加盟

ものである。また、小型軽量化技術や低フリクショ
ン技術（材料、表面処理、加工方法）
、さまざまな

組織の一つでもある。
2 ‑ 2 技術競争

解析手法など、現状では手間やコストがかかるが効

四輪モータースポーツが、原動機を持つ車両で行

果の期待できる新技術は、モータースポーツに先行

われる以上、その結果は、常に技術的な優劣と結び

投入することでノウハウが蓄積され、将来の一般化

つけて捉えられる。自動車がほぼ手作りの一品生産
であった黎明期から、巨大なメーカーによる量産品
となった現代に至るまで、誰が作った車が一番速い
のかを競っていることになる。
競技車両は、車両レギュレーションに従って設計、
開発、製作され、競技における最良の性能を目指し
て改造・調整される。それらは、ドライバーの運転
技術、メカニックの技術、チームの戦術などととも
に、スポーツ行為の重要な一部を構成している２）。
F1 のような競技専用に作られる車両の場合は、
それを製作するコンストラクターに、量産市販車を
ベースとした競技車両でメーカーが自ら参戦する場
合には、ベースとなる車両のマニュファクチャラー
（量産メーカー）に、それぞれ選手権が与えられる。
なお、F1 のコンストラクターズ選手権は車体の製
造者にのみ与えられ、エンジン製造者には与えられ
ない。
量産自動車メーカーが技術競争を行うことの意義
国際交通安全学会誌
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につながることが期待される。
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もともとモータースポーツには、人が科学や技術

さらに、極端な条件下でのデータを取ることは、

の粋を集めた自動車を駆使し、物理的、精神的な限

関係する各因子の影響度（ロバスト性）を見極め、

界に挑むという競争レベルの高さや非日常感、予測

技術の全体像を把握することにもつながる。

のできないドラマ性があるが、観客やテレビ視聴者

2 ） 宣伝効果

の支持や満足感を得るには、見どころのある盛り上

量産市販車ベースで行われるモータースポーツの

がるレースとする工夫や、一部チームの独走による

場合、その車種のセールスプロモーション効果が考

競技の単純化を防ぎ、マシンの性能差に頼らないド

えられるが、モータースポーツ専用の改造内容が増

ライバーによる競争を維持する協調も必要となる。

えるに従い、その優秀性を証明する直接的なつなが

さらに、顧客の幅をより広げていくためには、

りは減少する。SUPER GT における JAF-GT500 車

初心者にも理解や感情移入がしやすく、直感的に

両のように、量産車の基本外観を保持していても、

感動して好意や親近感を持てるような工夫も必要

中身は競技専用に開発された車両も、近年では多い。

である。

一方、競技専用車両で行われるモータースポーツ

社会的な認知度や注目度を高めることは、スポン

の場合には、ブランドイメージの向上という面が強

サーにとっての利用価値にもつながり、経済的な循

調される。これは、単純に競争に勝てばイメージが

環を加速することにもなる。

良いというだけではなく、企業の文化や主義、思想

3.

などを含めたアピールにつながるものである。
ただし、厳しい競争の中で行うぎりぎりの決断は、

レギュレーションの基本要件

上記のような多面性を持つモータースポーツのレ

チームやそれを支える自動車メーカーの価値観や哲

ギュレーションには、以下のような視点が必要で、

学を色濃く反映することとなり、図らずもそれが衆

また相反する要素間のバランスも重要となる１）。

目にさらされるということも少なくない。

1 ） 公平性
誰でもレギュレーションを入手し、内容を確認で

3 ） 人材の育成
短い時間の中で、明白な結果を求められるモー

きること。レギュレーション決定過程に透明性があ

タースポーツは、先行研究というよりは超短期開発

ること。レギュレーション適否の判定基準が明確で

の性格が強い。そこでは、事実に対する謙虚さ、目

あること。個々の技術のオリジナリティが尊重され

的の明確化と集中、前例にとらわれない思考の柔軟

ること。

性、時間の厳守、最後まで諦めない粘りなどが求め

2 ） 競技性

られる。これは、単純な精神論ではなく、技術者

ドライバーが、限界領域で能動的にマシンをコン

に求められる素養を育む貴重な原体験の場となっ

トロールする技量の差が明確に分かること。チーム

ている。

の経済力や開発力の格差による、競争力偏重を防止

また、分業化が著しく進んでいる量産開発に比べ

すること。技術開発による競争力向上と、異なる戦

て、個別技術の優劣だけでなく、俯瞰的な観点から

略・戦術の選択可能性が確保されること。異なる形

全体最適を常に意識させられるため、全体像理解や

式の技術間の競争力バランスが維持されること。

バランス感覚に基づく技術マネージメント力も身に

3 ） 安全性

付く。さらに、情報分析・予測力、構造的な理解力、

クラッシュ時に発生する高い加速度に起因する危

中長期的視点、判断・決断力、人の能力の引き出し方・

険性を、十分に低減すること。多量の搭載燃料や給

まとめ方など、プロジェクトや組織のマネージメン

油作業に起因する火災の危険を防止すること。エン

ト力も鍛えられることになる。

ジンの発する高熱、耐熱スーツの装着などに起因す

2 ‑ 3 興業（ショービジネス）

る熱中症や、排ガス侵入による一酸化炭素中毒を防

モータースポーツには多くの費用がかかり、たく

止すること。社会的な安全に対する意識レベルの進

さんの人が関与することで成り立っているため、他

化にマッチしていること。

のスポーツ競技に比べ、経済的要因に強く影響され

4 ） 安定性・持続性
参加者数の維持、あるいは増大につながる経済性

る。これを維持していくためには、観客を集めたり、
TV 放映を行ったりして収入を得る、興行ビジネス

の向上のため、コストを適度に抑制すること。無駄

としての成立性が求められることが多い。

な開発のやり直しを減らすため、十分なリードタイ
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ムのあるレギュレーション公布と、内容の継続性（ス

世界モータースポーツ評議会
※最終承認を行う最高決議機関

タビリティ）を確保すること。騒音の規制、CO２対
策などの、環境適合性を確保すること。

テクニカルレギュレーション・スポーティングレギュレーション提案

5 ） 興業性
イベントレベルの維持／向上と、非日常感の演出
に配慮すること。競争の白熱化につながる性能の均

各種専門
委員会

F1
委員会

を維持すること。スポンサーの獲得にもつながる見
栄えの良さと個性を尊重すること。
4.

レギュレーションの基本構成

ラリー
委員会

WRC
委員会

GT
委員会

クロスカントリー
…
委員会

具体的なテクニカルレギュレーション原案

衡化と、逆転の可能性を確保すること。分かりやす
さにつながるレギュレーションの適度なシンプルさ

ツーリングカー
委員会

各種技術
作業部会

F1
TWG

ツーリングカー
TWG

ラリー
TWG

WRC
TWG

GT
TWG

クロスカントリー
TWG

Fig.2 レギュレーション決定組織図

任者などで構成される。競技規則の決定・変更と、

モータースポーツのレギュレーションは、基本的
に次の 3 つで構成されている。

技術作業部会から上程されたテクニカルレギュレー
ションの原案・変更案の採否を行う。

1 ） 国際モータースポーツ競技規則（国内競技では、
国内競技規則）

確定したレギュレーション条文は、評議会／審議
会に上程される。

モータースポーツ全カテゴリーに共通の基本規則
であり、 競技運営方法、競技判定方法 、異議申し

3 ） 世界モータースポーツ評議会（国内競技では、
JAF モータースポーツ審議会）

立ての方法などが規定されている 。

モータースポーツ規則の最高決議機関であり、専

2 ） スポーティングレギュレーション

門委員会から上程されたレギュレーション条文を最

その選手権やシリーズ特有の競技規則で、エント

終承認する。

ラント／ドライバーの参加資格、参加できる車両カ

テクニカルレギュレーションの原案・変更案が、

テゴリーを規定するとともに、競技会開催の条件と

委員会や評議会／審議会でそれぞれ否決された場合

手続き、競技の進行手順と運用規則、車検や競技中

には、技術作業部会まで差し戻され、技術専門家の

の行為に関する規定、そして、表彰式のやり方など

立場から、再度修正案を作り直すことを基本とする。

が定められている。

技術作業部会では、基本的には 2 年以上先のテク

3 ） テクニカルレギュレーション

ニカルレギュレーションについては、多数決で決め

当該カテゴリーの技術面の規則で、技術用語の定

られるが、2 年以内のテクニカルレギュレーション

義に始まり、運用の一般原則、各部の寸法、重量、

変更は、安全に関するものを除き、満場一致でない

仕様などが定められている。

と行えない。ただし、規則文面を変えない解釈の範

レギュレーションのシーズン中の文面変更は、年
数回程度発効されるブルテンで公示される。また、

囲の変更は、統括団体である FIA（国内競技では
JAF）によって随時行える。

文面を変えない範囲の解釈明確化やレギュレーショ

6.

ン運用上の変更は、統括団体より随時通達される。
5.

レギュレーションの決定および変更の仕組み

レギュレーションの記述

テクニカルレギュレーションを例にとると、その
内容の基本表現は文章であり、図は最小限しか使わ

テクニカルレギュレーションを例にとると、その

れていない。また、その文章表現もいささか回りく

決定組織と役割は、以下のようになっている（Fig.2）
。

どい複雑な表現となっている。これは、個々のオリ

1 ） 技術作業部会

ジナルの技術を尊重しつつ、極力、先入観を排して

通常、チームや参加自動車メーカーの技術専門家

技術の可否を正確に規定するためである。

と、統括側の技術責任者で構成される。テクニカル

F1 のように競技専用に白紙から作られる車では、

レギュレーションの詳細内容について、原案・変更

最低限のやってはいけないことと守らなければいけ

案を作成し、委員会に上程する。

ないことだけをテクニカルレギュレーションで規定

2 ） 専門委員会

している。よって、記述のない項目は基本的に自由

通常、チーム代表者、大会主催者代表、統括側責
国際交通安全学会誌
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いので、どんな長さのホイールベースの車両を作っ

ても構わないように、きちんと身を正しておくス

ても構わない。

ポーツマンシップが前提となっているのである。

一方、量産市販車をベースとするモータースポー

また、レギュレーションは、それに関わる人々が

ツでは、オリジナルの車両に対して行って良い改造

使用するさまざまな言語に翻訳されるが、それに

内容のみが、テクニカルレギュレーションで規定さ

伴って微妙なニュアンスが食い違い、解釈にずれが

れている。逆に、記述のない部分は、元のままを守

生じることを避けるために、最終的に判断の根拠と

らなければならず、その判定基準としてオリジナル

なる条文がどの言語なのかが定められている。

がどうなっているかを申請しておくのが、基本車両

7.

の公認（ホモロゲーション）制度である。

レギュレーション解釈と判定

この他に、モータースポーツ専用部品のさらなる

レギュレーションに文章で表現されている概念を

開発を抑制するため、いったん確定した部品仕様を

実際に適用するに当たっては、意味の明晰化が不可

申請して、その同一性を判定する基準とするのが、

欠となり、必ず解釈が必要となる。
F1 のテクニカルレギュレーションを例にとれば、

部品公認制度である。
文章で寸法や仕様を規定しようとする場合、抽象

個々の技術仕様の適合性判定は、まず、基本的な規

的な概念や精神論だけでは、実際の管理は不可能で

則内容の解釈を FIA 技術部門が行う。もし疑問点

あり、明確な定義と具体的な判定方法がセットに

があれば、他チームには公表せず、事前に内密に確

なっていなければならない。そのためには、規定自

認を取ることもできる。

体を細分化・詳細化する必要があるが、F1 のよう

各大会には常に、FIA 技術部門から固定した技術

に競技専用に作られる車では、いったん細分化され

派遣委員（テクニカルデリゲイト）が車検委員長と

た規定が定められると、そこで定義される範囲から

して差し向けられ、管理と解釈の一貫性を徹底して

少しでも外れれば、その規定の対象外ということで

いる。
その他、危険とみなされる車両については、競技

開発自由度を見出すことが可能となる。
また、定められた判定方法で OK が出さえすれば、
その他の判定方法による結果がいかなるものであろ

大会から排除する例外的な権限が、大会審査委員に
認められている。

うとも合法とされるので、その判定方法に特化した

スポーティングレギュレーションと合わせた大会

材料開発や特殊な設計による抜け道の模索と、それ

中の総合判定は、大会ごとに任命される審査委員会

を取り締まろうとする新たなテクニカルレギュレー

から下される。もし、この判定に不服がある場合に

ション記述の詳細化という、イタチごっこが発生す

は、モータースポーツの最終裁定機関である国際控

ることになる。

訴裁判所（I.C.A.）に控訴することができ、ここで

こうして規定とすれ違おうとする開発と、それ

の判決が最終的な判断となる。
7 ‑ 1 F1 における解釈紛糾事例４）

を取り締まろうとするさらに詳細な規定の追加が

2005 年の F1 テクニカルレギュレーションの記述

繰り返された結果、例えば、F1 のテクニカルレギュ
レーションは、1990 年から 2008 年の間で、章数が

では、以下の内容が定められていた。
まず車両重量の定義があり、これには装備品を全

1.3 倍、項目数が 2.4 倍、文字数は 3.1 倍にまで増加
している 。

て着用したドライバーを含むが、これに燃料を含む

４）

なお、レースの現場で、テクニカルレギュレーショ

か含まないかは明記されていなかった。その車両重

ンに定められている全ての項目をチェックすること

量は、予選中は 605 kg、それ以外の大会中は、600

は、到底、時間的に不可能であり、そのため、モーター

kg を常に下回ってはならないと定められていた。

スポーツのテクニカルレギュレーションには、合法

また、車両重量の最低基準を満たすためのバラス

性の自己証明の原則というものがある。参加者はそ

ト使用は認められていたが、バラストは取り外しに

の競技大会に参加した時点で、大会中、いかなると

工具を要する固定方法で、必要に応じて封印が可能

きも、自分の車両がテクニカルレギュレーションに

なこととされていた。

合致していることを宣誓したことになり、それを証

さらに、レース中は、燃料と圧縮ガス以外の物

明する義務を負う。すなわち、ばれなければ合法と

質をマシンに加えてはならないことも規定されて

いうわけではなく、抜き打ちでどこをチェックされ

いた。
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レース中に最低重量を下回る有利な状態で走り、

8.

レース終盤の燃料補給によって、レース後の最低重

レギュレーションに基づく開発

量のつじつまを合わせる行為を防止するため、レー

上述のレギュレーションに対する理解に基づい

ス終了後の車両検査では、燃料を排出した状態で車

て、実際のモータースポーツで行われる技術開発の

両重量を確認することが、1994 年以降、慣習的に

アプローチと、具体的事例を以下に述べる。

行われてきたが、どこまでの燃料を排出すれば良い

8 ‑ 1 競技専用車両を白紙から製作する F1 の場合

かについて、FIA とチームとの間で解釈の共有が不

1 ） レギュレーションで、特定の部品の機能が制限

十分であった。実際には、燃料供給系の中の全ての

または禁止されている場合に、制約の課されていな

燃料を完全に排出するにはエンジンの分解を伴い、

い他の部品で、その効果を実現する。

現場で行うことは非現実的なので、通常の状態で使

1978 年の F1 レギュレーションで、
「空力部品は

いきれない残留燃料は、車両重量に含めても良いと

バネ上の車体に固定されていなければならない」と

チームは考えていた。

規定されていたが、空力部品の定義が「第一機能が

2005 年、第 4 戦サンマリノグランプリにおいて、

空力性能に影響するあらゆる部品」となっていたの

3 位と 5 位でフィニッシュした BAR Honda の 2 台の

で、Brabham BT46 は、ラジエーターの強制冷却に

車両に対して、疑義が提起された。

50% 以上の能力を持つ大型吸引ファンで、車体下面

当時の BAR Honda の車両には、安定した燃料供

の空気も吸い出し、ダウンフォースを得るファン

給圧力を維持するため、通常の方法では、その内部

カーとして開発された（Fig.3）
。事前に文書で合法

燃料を簡単に排出できないコレクタータンクが設け

性を確認していたが、
「ファンから排出される埃や

られていたが、レース後の車両検査で、コレクター

小石で、後続車に危険を与える」との理由で、その

タンクとメインタンク内の残留燃料を全て除いて車

後の使用は禁止の裁定が下った。

両重量を再計測したところ、規定の最低重量 600
kg に 5.4 kg 不足していたとの報告がなされた。

2017 年の F1 テクニカルレギュレーションでは、
燃料成分は厳密に規定されていたが、エンジンオイ

大会審査委員会は、関係者の事情聴取を行った上

ルの成分には規定がなく、燃焼を促進する成分を含

で、当初のフィニッシュ順位を確定させたが、FIA

んだオイルをエンジン燃焼室内に混入させ、出力を

が、これを不服として I.C.A. に訴えた。

向上させているとの疑惑が持ち上がった。これを防

これに対する I.C.A. の見解は、チームはレース中

止するため、2018 年からは、エンジンオイルに関

に車両が 600 kg を下回っていなかったことを物理

する特性、成分、試験方法、事前承認の手続きなど

的に証明することができておらず（データと理論を

の規定が新たに追加された。

組み合わせた証明では不十分）
、また燃料をバラス

2 ） レギュレーションの判定方法が詳細に決められ

トとして使用することは、バラストの規定に合致し

ている場合に、その判定方法では規定を満たすが、

ないというものだった。

実質的には有利な特性を持つように設計する。

ただし、このバラストの解釈だと、オイル類や冷

1981 年の F1 テクニカルレギュレーションで、最

却水も最低重量に含められないことになるが、レー

低地上高は 6cm 以上と規定されたが、静止状態で

ス後の検査では、オイル類や冷却水を含んだ状態で

しか最低地上高を確認しなかったので、Brabham

車両重量が計測されている。オイル類や冷却水の

BT49C などで、走行中は車高が下がり、静止状態

レース中補給は許されないので、最低重量のつじつ

では元の高さに復帰するレベリング機構が使用され

ま合わせに使われることはないが、論理的には矛盾

た。当時は、走行中の最低地上高を管理する手法が

が残る。

なかったため、翌年には、最低地上高規定がいった

最終的には、チームに故意の詐称行為があったと
は立証できないが、チームの検査時の対応と事前の
解釈確認が不十分とのことで、当該レースでの失格
と、直後 2 戦の出場停止などの裁定が下った。
その後、2008 年のテクニカルレギュレーション
6.6. 項に、車両から全ての燃料を抜き取る手法の提
示義務が追記された。
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ん撤廃された。なお、その後 1994 年に、車体下面

ンでは条文が追加され、当該部分の縦壁は省略でき

に取り付けたスキッドプレートの摺り減り量で、走

なくなった。
8 ‑ 2 量産車をベースとするカテゴリーの場合

行中の最低地上高を規制する方法が採用された。
1998 年の F1 レギュレーションでは、
「空力部品

1 ） 改造が許されている部品に対し、新たな機能を

はバネ上の車体に固定（力学的に自由度を持たない）

担わせたり、改造が許されない部品を一体化したり

されていなければならない」となっていたが、具体

することで、改造の自由度を拡大する。

的な判定方法が定められていなかったので、高速で

量産車ベースのモータースポーツでは、転覆時や

全体がたわんで後傾し、ドラッグを低減するリア

側突時のドライバーを保護する目的で、鋼管製の

ウィングが用いられた。高速での破損が懸念された

ロールケージ装着が義務付けられているが、その構

ため、FIA は任意の部分に荷重／たわみ試験を行え

造を全体的により強固なものとし、溶接によってボ

るようにしたが、当初は、ウィング全体に枠状の冶

ディと一体化することで、車体ねじり剛性を約 3 倍

具をかぶせ、後方に 1000N の荷重をかけたときのた

〜 6 倍程度まで高めることができる。この手法は、

わみで判定した。これに対し、ウィング全体として

衝突時の安全性を高めることにもなるので公に認め

は規定の剛性を確保しつつ、個別のエレメントがた

られているが、重量増加や重心高の上昇を伴うので、

わむことでドラッグを低減させる開発が行われたた

バランスが重要である。

め、FIA は 2006 年途中から、リアウィングエレメ

1997 年の JAF-GT500 規定で、ボディの面沿い補

ント間の隙間を一定に保つセパレーターの取り付け

強は許されていたが、Honda NSX-GT ではボディ

を義務付けた。

床面の下側にそれを施し、ある程度の厚みを持たせ

3 ） レギュレーション変更時の条文間の規定の隙間

ることで、本来のボディ床面の凹凸を平滑化し、空

を利用する。

気抵抗の低減を図った。元々床面に大きなトンネル

2009 年の F1 テクニカルレギュレーションでは、

のないミッドシップ車両では、特に効果が大きかっ

ダウンフォース抑制のために、リアディフューザー

たが、2003 年から全車両フラットボトムの装着が

の高さを制限するとともに、その起点を後車軸中心

義務付けとなった。

まで後退させたが、それに伴う条文の変更で、車体

2 ） 一部の量産車両を競技に使う際のやむを得ない

底面の後車軸よりやや前の位置で、基準面とステッ

不都合に対応できるよう、改造禁止の規定に例外が

プ面をつなぐ縦壁を省略できる可能性が生じてい

設けられている場合に、それを他のケースでも積極

た。これを利用して、Brawn BGP001 では、二階建

的に活用して改造範囲を拡大する。

て構造のダブルディフューザーを構築し、縦壁を省

2003 年の JAF-GT500 規定で、元来、フロアトン

略した部分から流入した空気を二階部分に流すこと

ネルの改造は禁止されていたが、FR 車両のエンジ

で、大きなダウンフォースを得た（Fig.4）
。前年の

ン搭載位置をバルクヘッドぎりぎりまで後ろに下げ

技術作業部会で、その可能性は指摘されたものの、

られるようにするため、ギアボックスとの干渉を防

問題なしとの結論が出ており、この構造は合法とみ

ぐ目的での最小限のフロアトンネル拡大について

なされたが、2011 年のテクニカルレギュレーショ

は、例外的に認められていた。一方、ミッドシップ
車両の Honda NSX-GT では、エンジンの縦置き化
は認められていたが、ベース量産車両のホイール
ベースを維持しなければならず、通常のレイアウト
では、ギアボックスが後車軸の後ろにオーバーハン
グし、重量配分やヨー慣性モーメントの悪化が懸念
された。そこで、エンジンを前後逆向きとし、その
前方のフロアトンネルを拡大してギアボックスを搭
載することで、適正な重量配分と小さなヨー慣性
モーメントを確保した（Fig.5）
。この手法は合法と
みなされたが、駆動力を U ターンさせて後輪に導く
必要から機構の複雑化が避けられず、耐久信頼性の

Fig.4 Brawn BGP001 ダブルディフューザー
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（ 23 ）

June, 2019

24

田中尋真

Fig.5 Honda NSX-GT パワートレイン
出典）auto sport 別冊『NSX-GT 1997-2009』５）

3 ） ベース量産車の仕様や量産オプションを有利に
なるよう、あらかじめ設定する。
1997 年の JAF-GT500 規定では、量産オプション
部 品 の レ ー ス で の 使 用 が 認 め ら れ て い た た め、
Honda NSX-GT では、自然吸気のミッドシップエ

Fig.6 Honda NSX-GT エアインテーク変遷

ン ジ ン の 吸 気 に 少 し で も ラ ム 圧 を 利 用 す べ く、
ディーラーオプションのエアインテーク（車両全高
に納まる形状）をあらかじめ設定し、利用した。そ

もなければ、単なるコストダウンでもなく、また、

の後、1995 年時点の運輸省依命通達で、使用過程

安易に人為的な見掛け上の性能拮抗や順位逆転を演

における自動車への全高 4cm 以内の変更を伴う部

出することでもない。昨今、話題となっている自動

品取り付けが手続き不要となっていたことを踏ま

運転の開発と同様、人間が車を運転するということ

え、1999 年からルーフより 4cm 突出したディーラー

の根源的な意味を再確認しながら、順序立てて考え

オプションのエアインテークを追加して、ラム圧利

方を構築していく必要があるであろう。

用の向上を図った。しかし、2001 年に、ディーラー
オプションの使用を禁止する方向に規定が変更され
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モータースポーツにおける最新技術と展望
世良耕太＊
大きな力や高い温度に長時間さらされた状態で走るモータースポーツは、エンジンや
車体にとって過酷なため、その性質を利用して、将来の量産車に適用する技術を鍛える
場として機能してきた。開発の中心となる領域は、時代の要求に合わせて変化しており、
近年は、高効率エンジンに電動コンポーネントを組み合わせたハイブリッドが主流であ
る。電気自動車のレースも始まった。本稿では、モータースポーツにおける最新のエン
ジン、電動化技術に加え、空力、車両運動性能技術について紹介し、今後の展望につい
て論じる。

The Latest Technologies and Outlook in Motorsports
Kota SERA＊
In motorsports, vehicles run in a condition exposed for long periods to large
forces and high temperatures, and this is punishing for engines and bodies. By using
these characteristics, motorsports have functioned as an arena for forging the
technologies used in future mass-produced vehicles. The focal points of development
have changed according to the requirements of the times, and in recent years, the
mainstream has been hybrids combining electrically-driven components with
high-eﬃciency engines. Electrical automobile racing has also started. This paper
introduces the latest engines and electriﬁcation technology in motorsports, as well
as aerodynamic and vehicle maneuverability technology. It also discusses the
outlook for the future.

1.

ポーツで扱う技術は、将来の量産車のためではなく、

はじめに

純粋にレースに勝つための手段に性質を変えていっ

モータースポーツが「走る実験室」に例えられた

た。例えば、F1 は一時期、最高出力を高めるため

のは、高速道路網が整備される前までのことだと考

にエンジンを高回転化する開発が盛んになった。高

える。速度無制限のサーキットで連続高速周回や急

回転化を進めていくと、開いた吸排気バルブを元に

加速、急減速を繰り返すことにより、エンジンやブ

戻すリターンスプリングが素早い動きに追従できな

レーキ、サスペンションや車体が鍛えられた。モー

くなった。そこで、圧搾空気を利用して、バルブを

タースポーツを通じて得た知見は、クルマを構成す

元の位置に戻すニューマチック・バルブ・リターン・

る各種コンポーネントの性能や信頼性向上に反映さ

システム（PVRS）が 1980 年代に考案され、1990 年

れ、やがては、それが量産車の技術に生かされた。

代にかけて一般化した１）。
PVRS は、最高回転数が 15,000rpm を超える F1 エ

技術の進化と歩調を合わせるように、モータース

ンジンにとって欠かせない技術になったが、最高回
＊

モータリングライター／エディター
Motoring Writer ／ Editor
原稿受付日 2019 年 1 月28日
掲載決定日 2019 年 3 月19日
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転数が 7,000-8,000rpm の量産エンジンには、意味の
ない技術である。モータースポーツで扱う技術と量
産車で用いる技術の乖離をなくし、両者の技術が交
（ 25 ）
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流できるような技術規則にするのが、近年のトレン

のレギュレーション変更では、燃料流量規制とレー

ドとなっている。同時に、開発コストを抑制する観

ス中の燃料使用量規制が導入された。2013 年まで

点から、技術開発が可能な領域を狭める流れがみら

はどちらも規制されておらず、最高出力に影響を与

れる。

える最大燃料流量は 160kg/h 前後が実態だった。こ

2.

れ が 2014 年 に は、100kg/h に 規 制 さ れ た。ま た、

F1 のハイブリッドシステム

2013 年はレース中に 170kg 前後の燃料を消費してい

2 ‑ 1 過給ダウンサイジング

たが、2014 年に 100kg に制限されることになった

2013 年までの F1 は、2.4L・V8 自然吸気エンジン

（2019 年は 110kg）
。技術開発を行わなければ、大幅

を搭載する決まりだった。レギュレーションで上限

な出力の低下は必至であり、スピードは低下してし

が 定 め ら れ て い た と は い え、最 高 回 転 数 は

まう。燃費に手を打たなければ、レースを走り切る

18,000rpm で、量産エンジンとは比較にならないほ

ことができなくなってしまうし、燃料をもたせよう

どの高回転エンジンだった。

とすれば、スピードの低下を余儀なくされる。

量産技術との結びつきを強くする目的で、2014

モータースポーツの頂点にふさわしい速さを維持

年にレギュレーションが変更され、1.6L・V6 直噴

し、高めていくため、熱効率の向上に的を絞った開

ターボエンジンの搭載が義務づけられた。量産分野

発を行っているのが、2014 年以降の技術開発の中身

で浸透していた「過給ダウンサイジング」のコンセ

である。熱効率は、単位時間当たりに投入されたエ

プトを取り入れた格好だった。過給ダウンサイジン

ネルギーのうち、クランクシャフトから取り出せる

グは排気量を小さく、時に気筒数も少なくして機械

仕事（軸出力）の比率を指す。言い換えれば、ピス

抵抗をはじめとする損失を小さくする技術である。

トンを押し下げる力を強くする開発であり、その開

排気量を減らしたことによる出力の低下は、過給機

発の過程でリーンブーストと呼ぶ技術が現れた３）。
2 ‑ 3 リーンブーストによる熱効率の向上

（排気エネルギーを利用して吸気の圧力を高める

リーンブーストとは、燃料流量が一定の状態に対

ターボチャージャーが主流）で補って、同等の出力

して、過給（ブースト）によって空気の割合を増やし、

を確保する。
この技術を量産車に適用した場合は、低回転域か

混合気に占める空気と燃料の質量の比である空燃比

ら十分なトルクが出るので気持ち良く走れるように

を薄い状態（リーン）にしていく技術を指す。内燃

なる。また、高回転まで回さなくても十分に走れる

機関は原理的に、空燃比をリーンにするほど熱効率

ようになるので、燃料の消費が抑えられ、燃費が良

は向上することがわかっている。ただし、リーンに

くなる。F1 は、このコンセプトに飛びついた。

するほど着火しにくくなり、燃焼が遅延しやすくな

自由に開発できる領域とそうでない領域は、明確

る。これらの課題を解決する技術が、プレチャンバー

に分けられている。V バンク角は 90 度と決められ

（副室あるいは副燃焼室とも呼ぶ）を用いたジェッ

ており、それ以外に選択肢はない。ターボチャー

トイグニッションとなっている。

ジャーは 1 基のみに規定され、V バンクの内側か前

混合気全体としては極めてリーンにするが、プレ

後に配置する決まりになっている。量産エンジンで

チャンバー内にある点火プラグ周りにだけ濃い

は、排気干渉を防ぐために、タービンハウジングを

（リッチな）混合気を形成して着火する。すると、

2 つの経路に分けたツインスクロールターボや、可

プレチャンバーとメインの燃焼室を仕切る微細な孔

動式ベーンで排気の流路を可変制御する可変容量

を通じて、メインの燃焼室に火炎が噴き出す。その

ターボの採用例が増えているが、F1 では、開発コ

噴き出した炎が、リーンな混合気を一気に燃焼させ

スト抑制の観点から禁止されている。やはり、量産

る。F1 には、2014 年の段階でメルセデス AMG、フェ

エンジンでは一般的な吸排気バルブの開き／閉じタ

ラーリ、ルノーのエンジンコンストラクターが参戦

イミングや、リフト量を制御する可変バルブタイミ

し、2015 年にはホンダが参戦を開始した。リーン

ング＆リフト機構も禁止されている。さらに、最大

な混合気を急速燃焼させるジェットイグニッション

ボア径は 80mm、インジェクターは気筒当たり 1 本

は、全コンストラクターにとって標準的な技術と

など、多くの制約が設けられている 。

なっている４）。

２）

2 ‑ 2 燃料流量規制の導入

量産エンジンで世界トップレベルの熱効率を達成

一方で、技術開発の余地は残している。2014 年
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Dynamic Force Engine（2.0L・直 4 自 然 吸 気）で、

熱エネルギー回生システム（ERS-H）は、ターボ

最 大 熱 効 率 は 41％ で あ る。メ ル セ デ ス AMG は、

チャージャーと同軸に配置したモーター／ジェネ

2016 年の時点で F1 エンジンの最大熱効率は 47％以

レーターユニット（MGU-H）で回生を行うシステ

上に達していると公表した。2013 年の最大熱効率

ムである。回生したエネルギーをバッテリーに蓄え

は 29％だったというから、大幅な進化といえる。

るのは ERS-K と同じだが、量産車への適用例はな

CO₂排出量削減に結びつくエンジンの熱効率向上

く、F1 で鍛えた技術の量産分野への適用に期待が

は、量産車にとって永遠の課題であり、ジェット

かかる。

イグニッションの量産エンジンへの展開に期待が
かかる。

MGU-H の最高回転数は、125,000rpm に上限が設
けられている。ターボチャージャーと同軸であるこ

2 ‑ 4 2 種類のエネルギー回生システム

とが義務づけられているため、長いシャフトが必要

2014 年に導入されたレギュレーションでは、エ

となる。量産分野では考えられない高回転で回るた

ンジンに 2 種類のエネルギー回生システム（ERS）

め、耐久信頼性の確保が技術的な課題となっている。
2 ‑ 5 エネルギーマネジメント

を組み合わせたハイブリッドシステムにすることが
義務付けられた。一つは運動エネルギー回生システ

2014 年以降の F1 は、エンジンの熱効率を高めて

ム（ERS-K）で、もう一つは熱エネルギー回生シス

いくのと同時に、ERS-K と ERS-H を含めたハイブ

テム（ERS-H）である（Fig.1）
。

リッドシステムの効率を高める技術開発が行われて

ERS-K は、制動時にブレーキユニットで熱に変

いる。開発の目標は、レースで定められた周回数を

換して大気に放出していた運動エネルギーを、モー

誰よりも速く走り、フィニッシュすることである。

ター／ジェネレーターユニット（MGU-K）の抵抗

そのためには、エンジンの最高出力だけを追求すれ

力を利用して電気エネルギーに変換し、バッテリー

ばいいわけではなく、そこが技術的な難しさになっ

に蓄えるシステムである。トヨタ・プリウスに代表

ている。

される量産ハイブリッド車が搭載するシステムと同

バッテリーから MGU-K へのエネルギー供給は、

じ原理と考えていい。バッテリーに蓄えたエネル

1 周当たり最大 4MJ に定められている（120kW で出

ギーを後の加速の際に利用して MGU-K を駆動する

力した場合、最大 33.3 秒間のアシストが可能）
。一方、

と、その分、エンジンの負担が減って燃料の消費を

MGU-K からバッテリーに送れるエネルギーは、1

抑えることができる。F1 の場合は、燃料の消費を

周当たり最大 2MJ に規定されている。MGU-K だけ

抑えることよりもむしろ、MGU-K のパワー上乗せ

に頼ったのでは、毎周 4MJ のエネルギーを賄うこ

によるパフォーマンス向上を期待した使い方をして

とはできず、その差を埋めるのが MGU-H の役割で

いる。

ある。

MGU-K は、レギュレーションにより最高出力は

ところが実際は、MGU-K で 1 周当たり 2MJ 以上

120kW、最高回転数は 50,000rpm に制限されている。

を回生している。MGU-H〜バッテリー間でやりと

従って高出力化を追求する開発ではなく、小型・軽

りするエネルギー量が規定されていないことに着目

量化を追求する方向で開発は行われている。

した技術で、MGU-K で回生したエネルギーをいっ
たん MGU-H に送って力行し、瞬時に回生してバッ
テリーに送る仕組みを取り入れている。
運動エネルギーの回生は、減速時に行うのが一般
的だが、加速時に発電してバッテリーにエネルギー
を蓄える技術も適用している。限られたエネルギー
を効率良く速さに結びつける観点で検討した結果、
エンジン出力に変換するより、電気エネルギーとし
て蓄えておき、MGU-K のアシストに使った方が、
ラップタイムが速くなることが判明した。
だから現在の F1 では、必ずしもエンジン出力を

Fig.1 ルノーF1のハイブリッドシステム
写真提供）ルノー
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高めることが正解ではない。エンジンの燃焼効率を
高めていくと、排気に残されたエネルギーは減って
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いく。エンジン単体だけの性能を考えれば正義だが、

となっている。

MGU-H の働きを考えた場合は悩ましい。MGU-H

1 周当たりに放出できるエネルギー量は、2MJ ／

は、排気が持つエネルギーを電気エネルギーに変換

4MJ ／ 6MJ ／ 8MJ の 4 つの枠から任意に選択でき

するのが主な役割なので、排気のエネルギーが減る

る。大きな数字を選ぶほど、1 周当たりに使用でき

と働きが弱くなってしまうからである。

る燃料のエネルギー量と最大燃料流量が減らされる

トレードオフの関係にあるエンジン出力と

考えで枠が組まれている。ただし、大きなエネルギー

MGU-H の効率が最大になる開発を進めつつ、ハイ

放出量を選ぶほど、ラップタイム面でメリットのあ

ブリッドシステム全体として効果的な使い方を追求

る設定がなされている５）。
3 ‑ 2 アウディのハイブリッドシステム

していくのが、現在、F1 で展開している技術開発

規則変更が行われた 2014 年は、アウディとトヨ

の内容となっている。
3.

タ、ポ ル シ ェ が LMP1 に 参 戦 し た（ア ウ デ ィ は

WEC LMP1 のハイブリッドシステム

2016 年限りで、ポルシェは 2017 年限りで撤退した）
。

3 ‑ 1 排気量や気筒数は自由

アウディは、4.0L・V6 ディーゼルエンジンと運動

伝統のル・マン 24 時間レースをシリーズの一戦

エネルギー回生システムの組み合わせを選択、フロ

に含む WEC（FIA 世界耐久選手権）も、F1 と同様、

ントに MGU を搭載し、回生したエネルギーは、電

2014 年に大がかりなレギュレーション変更を行っ

動フライホイールに蓄える仕組みだった。
減速時に MGU が回生した電気エネルギーが電動

た。自動車メーカーが自社チームで参戦することを
義務づける最上位カテゴリーの LMP1 クラスは、

フライホイールに送られると、内蔵する MGU がフ

2013 年まで吸気リストリクターの装着を義務づけ

ライホイールを高速回転させ、運動エネルギーに変

て最高出力を規制していた。吸気リストリクターと

換して貯蔵する。エネルギーを放出する際は、逆の

は、エンジンの吸気系統上流に取り付ける筒状の部

流れをたどる。エネルギーを出し入れするスピード

品である。吸入できる空気量は、筒の径によって決

が速い（パワー密度が高い）のが特徴で、引き換え

まる。エンジンの出力は空気量に比例するので、空

に大量のエネルギーを蓄えるのは苦手とする（エネ

気量を規制することで最高出力を規制する考えであ

ルギー密度が低い）
。アウディは、2016 年にエネル

る。ガソリンエンジンの排気量は、自然吸気が最大

ギー密度が高いリチウムイオンバッテリーに切り替

3.4L、過給機付きは、最大 2.0L に定められていた。

えた６）。

ディーゼルエンジンの排気量は最大 3.7L で、ガソ

3 ‑ 3 トヨタのハイブリッドシステム

リン／ディーゼルとも、気筒数は自由に選択できた。

トヨタは、3.7L・V8 ガソリン自然吸気エンジン

2014 年からは、F1 と同様に燃料流量規制を導入

を選択、運動エネルギー回生システムの MGU は、

した。F1 はレース中の燃料搭載量を規定したが、

フロントとリヤに搭載した。エネルギー貯蔵装置に

LMP1 は、1 周当たりに消費できるエネルギー量を

は、キャパシタを選んだ。キャパシタは、電動フラ

規定した。エンジンに関しては、ガソリン／ディー

イホイールと同様、パワー密度の高さと引き換えに

ゼルとも排気量や気筒数、過給の有無を自由にした。

エネルギー密度は低い性質を持つ。
競争力を高めるため、トヨタは、2016 年にハイ

そのため、F1 に比べて技術開発の自由度は高い。
また、エネルギー回生システムの搭載を義務づけ

ブリッドシステムを一新し、エンジンは 2.4L・V6

た。F1 は運動エネルギー回生システムと熱エネル

直噴ターボにした。燃料流量が規制された条件では、

ギー回生システムの２つのシステムの搭載を義務付

リーンブースト（2-3 節参照）の概念を取り入れて

けたが、LMP1 の場合は、どちらか一方を選択して

開発した方が性能の伸び代があると判断した結果で

もいいし、両方搭載してもいい規則にした。ただし、

ある。また、エネルギー貯蔵装置はリチウムイオン

モーター／ジェネレーターユニット（MGU）の数は、

バッテリーに切り替えた。トヨタは、キャパシタを

最大 2 基に制限している。運動エネルギー回生シス

実戦投入しながら、並行してリチウムイオンバッテ

テムの MGU をフロントとリヤに搭載した場合は、

リーの開発を進めていた。キャパシタをしのぐパ

熱エネルギー回生システムを採用できないことにな

ワー密度が達成できたため、満を持して切り替えを

る。回生したエネルギーを蓄える貯蔵装置は、バッ

行ったのだった。同時に、容量は格段に増えている。

テリーに限定せず、自由にしたのも、LMP1 の特徴

その後も、バッテリーの開発は継続的に行い、
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2017 年仕様では、作動温度の上限を引き上げた。

なる。短時間に大量に発生するエネルギーを漏らさ

2016 年の上限は 60℃と、量産向けリチウムイオン

ず受け入れるエネルギー貯蔵装置も必要になる。

バッテリーと同等だったが、2017 年には 85℃まで

ポルシェは、運動エネルギー回生システムの負担

引き上げた。バッテリーが高い温度で作動すれば、

を軽減させるため、熱エネルギー回生システムを併

冷却システムの性能を落とすことができ、システム

用する選択をした。後者は長いストレートで時間を

の小型・軽量化につながる。冷却システムが小さく

費やして回生するので、エネルギー貯蔵装置に極端

なれば、ボディワークをスリムにすることができ、

に高いパワー密度を求めなくて済む。

空力性能に効く。2016 年のバッテリーは、走行距

3 ‑ 5 エネルギーマネジメント

離を重ねるごとに充放電効率が落ちていったが、

エネルギーの回生（発電）と力行（放出）をサーキッ

2017 年は、新品時とほぼ同じ性能を保ったまま、

トのどこでどの程度行うかは、ラップタイムが最も

24 時間走れるようになった。2016 年には、電流や

速くなるよう、あらかじめプログラムしておく。各

電圧の変換を行うパワーコントロールユニット

サーキットでは、設備側からの信号を車両が受け取

（PCU）に、PCU の小型軽量化に効く SiC パワー半

ることにより、車両がサーキットのどこを走ってい

導体を採用した。

るかを正確に把握することができる。コントロール

バッテリーの高温対応や高い充放電効率を長時間

ラインからの距離で車両がどこを走っているかを把

維持する技術、それに SiC パワー半導体はいずれも、

握し、回生量と力行量を制御するのが基本となって

将来の量産車への適用が期待される技術であり、

いる。ドライバーはただ、普段どおりアクセルペダ

WEC LMP1 で先行開発している格好になる 。

ルやブレーキペダルを踏めばいい。

７）

3 ‑ 4 ポルシェのハイブリッドシステム

ただし、周回遅れを抜きたいときや、後ろから追

ポルシェは、車両パッケージングの観点から、コ

い上げてくるライバルの攻めを防ぎたいといった

ンパクトな 2.0L・V4 直噴ガソリンターボエンジンを

ケースでは、ドライバーがボタン操作をすることで、

選択した。運動エネルギー回生システム（MGU は

MGU のパワーを一時的に上乗せすることができる。

フロントに搭載）と熱エネルギー回生システムの 2

1 周当たりのエネルギー放出量は決められているの

種類のエネルギー回生システムを選択した唯一の自

で、ドライバーが任意にエネルギーを放出した場合

動車メーカーとなった（Fig.2）
。エネルギーを貯蔵

は、次の周回に入るまでに収支の帳尻を合わせる制

する装置には、リチウムイオンバッテリーを選んだ。

御を自動で行う。周の前半でエネルギーを使いすぎ

ポルシェが熱エネルギー回生システムを選んだの

てしまうと、後半は、アシストが効かない状態で走

は、ル・マン 24 時間レースを重視したからだった。

らなければならない８）。

1 周約 13.6km のル・マン 24 時間サーキットは、ス

4.

トレートの比率が極端に高く、コーナーが少ない。

電気自動車のレース：フォーミュラ E

運動エネルギー回生システムだけに頼った場合、数

フォーミュラ E は、電気自動車によるレースシ

少ない減速機会で確実にエネルギー回生を行わなけ

リーズで、
「シーズン 1」と呼ぶ最初のシーズンは、

ればならず、その場合は、高出力の MGU が必要に

2014 年に始まった。2018 年から 2019 年にかけて行
われるシーズン 5 で、Gen2（ジェン・ツー）と呼ぶ
第 2 世代の車両が導入された。
シリーズを安定的に運営するため、シーズン 1 は、
運営側が用意した共通の車両で競技を行った。シー
ズン 2（2015/2016 年）で、モーター／ジェネレーター
ユニット（MGU）
、PCU、トランスミッションの開
発が解禁され、現在に至っている。バッテリー（リ
チウムイオン）の性能は、車両全体の性能を大きく
左右するし、開発コストの高騰を招くため、共通部

Fig.2 ポルシェLMP1車両のハイブリッドシステム
運転席後方にある円筒形の部品が熱エネルギー回生システム
写真提供）ポルシェ
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品に指定されている（つまり開発できない）
。
そのバッテリーは、Gen2 で新型に切り替わった。
Gen1 が搭載するバッテリーの供給可能エネルギー
（ 29 ）
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は 28kWh だ っ た が、Gen2 で は 54kWh に 増 え た。

と、低速時に大きなトルクが必要になるため、モー

シーズン 4（2017/2018 年）までは、エネルギー量

ターの体格は大きくなってしまう。

の関係から、レース中に充電済みの車両に乗り換え

低速から高速まで柔軟に対応できる複数ギヤと小

てレースを続行する必要があった。Gen2 に切り替

型モーターの組み合わせがいいのか、空走ロスはな

わったシーズン 5（2018/2019 年）では、乗り換え

いけれども大きくなってしまうモーターがいいの

ることなく 45 分＋1 周に設定されたレースを走り切

か、シーズン 2 からシーズン 4 にかけての経験を踏

る（Fig.3）
。

まえ、シングルギヤに落ち着きつつあるのが現状で

Gen2 で は MGU の 規 定 も 変 わ り、最 高 出 力 は

ある。

200kW から 250kW に引き上げられた。ただし、最

PCU に SiC パワー半導体を使用して小型・軽量化

高出力を引き出せるのは、フリープラクティスと予

を図ろうとしているのは、LMP1 と同じである。限

選だけで、レース時の最高出力は 200kW に規定さ

られたエネルギーを効率良く使うエネルギーマネジ

れ て い る（Gen1 は 180kW だ っ た）
。ま た、回 生 時

メントや、バッテリー、MGU、PCU の温度管理に

の最高出力は、Gen1 の 150kW から 250kW へと引き

関する技術が競争力を左右する要素となっている。

上げられた。これに伴い、油圧ブレーキの配分と回

5.

生ブレーキの配分を自動制御する協調回生ブレーキ
が導入された。量産電動車（電気自動車およびハイ
ブリッド車）では、一般的な技術である９）。

自動運転車両によるレース：ロボレース

ロボレース（Roborace）と呼ばれる、ドライバー
が乗り込まない完全自動運転車両によるレースが、

レギュレーションでは、MGU は最大 2 基までと

フォーミュラ E との併催で計画されている。自動運

定められている。ただし、MGU を後輪左右それぞ

転技術の開発促進を狙いとしている。当初は、シー

れに充てがってダイレクトに駆動することは禁止さ

ズン 3（2016/2017 年）から開始される予定だったが、

れており、機械式デフを介するよう義務付けられて

技術の確立が遅れており、現時点では、2021 年か

いる。トランスミッションの変速段数は、最大 6 で

らの本格スタートを見込んでいる。

ある。全車共通だったシーズン 1 のトランスミッ

2016 年には、ロボカー（Robocar）と呼ぶ共通車

ションは 5 速だったが、開発が解禁されたシーズン

両が発表された（Fig.4）
。この車両は、車両周辺の

2 以降は、変速段数を減らす方向に推移しており、

状況を把握するためのカメラや長距離用レーダー、

変速なしのシングルギヤに収れんする方向となって

短距離用超音波センサー、全方位スキャナーといっ

いる 。

た、量産車で自動運転を実用化する際に必要とされ

10）

変速する際は、いったんクラッチを切って再度つ

る機器を搭載している。さらに、高精度な自車位置

なぐ動作が必要になり、その間、駆動力は路面に伝

測定装置に加え、車車間および車両〜ピット間の通

わらず、ロスになる。変速時の空走によるロスを考

信機能も備える。

えた場合、変速段数は少ないほうがいい。ただし、

これらのセンサーで得た情報をもとに、参戦チー

変速なしで低速から高速までカバーしようとする

ムが独自に人工知能（AI）のアルゴリズムを構築し、

Fig.3 Gen.2車両の透視図

Fig.4 自動運転車両の
「ロボカー」

運転席の背後がバッテリー。その後方にMGUとトランスミッションを搭載

4基の高出力MGUを搭載した電気自動車

写真提供）アウディ

写真提供）ロボレース
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その技術力をコース上で競うことになる。通常の

31

してダウンフォースを発生させる。

レースのように、サーキットを走って速さを競うの

もう一つは、フロアを利用することで、ベンチュ

か、課題をクリアする正確さで優劣をつけるのかな

リ効果を利用する。流体の流れを絞ることによって、

ど、レースのフォーマットは確定していない。

絞り部で流速を増加させ、低い圧力、すなわちダウ

これまでのフォーミュラ E では、自動運転が可能

ンフォースを発生させる。車両全体が発生するダウ

なテスト車両を用いたデモンストレーション走行が

ンフォースに占める割合は、前後のウイングよりも

複数回行われた。2018 年 11 月には、DevBot 2.0 と

フロアの方が大きい 11）。
F1 では、減速時やコーナーからの脱出時など、

呼ぶ新しいテスト車両が公開された。この車両は、
ドライバーレスの自動運転が可能だが、運転席を設

車速が低くてダウンフォースの効果が薄くなる状況

け、ドライバーによる操作も可能としている。2019

で、排気のエネルギーを利用する「エキゾーストブ

年以降の 2 年間は、DevBot 2.0 を使って技術力を高

ローイング」という技術が、2010 年に登場した。

め、2021 年に運転席を持たないロボカーで、本格

高速の排気をフロア後端に向けて吹きつけ、フロア

的なシーズンのスタートを見込んでいる。

下の空気の流れを促進し、低速域でも十分なダウン

6.

フォースを発生させる技術である（後にレギュレー

空力開発

ション変更で事実上、禁止される）
。この結果、制

6 ‑ 1 空力は車両開発の最上位

動時とコーナー脱出時の安定性が増し、ラップタイ

レーシングカーの開発は、サーキットをより速く

ム短縮に寄与した。

走るために行う。次の年に投入する車両を開発する

減速時はスロットルがオフになっているので、通

際は、現行車両をベースに性能を上乗せするのが一

常のエンジン制御では、排気は弱い。空力的な効果

般的となっており、その上、乗せた分を機能ごとに

を引き出すには強い排気が必要なので、エンジンの

振り分ける。パワートレーンで何割、空力で何割、

燃焼を制御することで、強い排気を発生させていた。

シャシーで何割といった具合である。与えられた時

燃料の消費量は増えるが、それを差し引いても価値

間と必要な工数やコストを勘案した結果として、

がある技術だと判断されたのである。

F1 や WEC LMP1 のようなトップカテゴリーでは、

2010 年には、前後のサスペンションユニットを連

空力の比重が極めて高くなっている。極論すれば、

結させるFRIC（Front and Rear Inter-Connected）と

F1 は空力を最優先して設計が成り立っている。

いう技術が出始めた（2014 年シーズン中に禁止さ

F1 では、車体をスリムにするため、排気管のボ

れた）
。サスペンションの技術なので、車両運動性

リュームを最小限にするようエンジン開発側に求め

能の向上に効く技術と思いがちだが、狙いは空力で

ることがある。エンジンの性能にとって最適な長さ

ある。空力性能の車高に対する感受性は、リヤより

の排気管を設計するより、エンジンカウルの容積を

もフロントの方が高く、フロントウイングは、可能

小さくして空力性能を向上させた方が、ラップタイ

な限り路面に近い状態で走らせたい。
ところが、車速の上昇に伴ってダウンフォースが

ム短縮に寄与するからである。サスペンションも同
様で、車両運動性能面で最適なレイアウトよりも、

増えると車高が下がり、フロントウイングやフロア

空気の流れを邪魔しない位置にアーム類を配置する

が路面に接触してしまう。こうなると空気の流れを

ことが優先される。空力最優先の考えである。

妨げて空力性能が一気に悪化するし、プランクと呼

6 ‑ 2 ダウンフォースとドラッグ

ばれるフロア底面に取り付けられた部品が一定以上

カテゴリーによって求める方向は異なるが、F1

摩耗すると、規則違反となって重いペナルティが科

を例にとった場合、空力開発の最大の狙いは、ダウ

されることになる。

ンフォースを増やすことである。ダウンフォースと

前後の油圧ユニットを連結し、ダウンフォースが

は、空気の圧力差を利用して発生させる「下向きの

増えてリヤの車高が下がると、リヤの油圧ユニット

力」のことで、発生手法は大まかに 2 種類に分類で

のオイルがフロントの油圧ユニットに伝わって、フ

きる。

ロントの車高が上がるようにしたのが、FRIC であ

一つは、
「ウイング」と呼ぶ、車両の前端と後端

る。これなら、低速から高速までフロントウイング

に配置した翼を利用することで、ウイングの上を流

を低い位置に保つことができ、理想に近い空力性能

れる空気よりも下を流れる空気が速く流れるように

を維持することができる。
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世良耕太

6 ‑ 3 空力開発のプロセス

レースウイークエンドのフリープラクティスで

F1 は、シーズン中の空力開発を認めているが、

は、車両に計測装置を搭載して、CFD や風洞と実

開発コスト抑制の観点から、WEC LMP1 は、年間

走との相関どりを行う。車両周りの気になるエリア

2 仕様までに空力パッケージを制限している。カテ

に計測装置を搭載（Fig.6）して圧力や速度を計測し、

ゴリーを問わず、開発可能な領域を限定するのが一

CFD や風洞試験の結果と照らし合わせる。

般的で、これもコスト抑制の観点からである。

空力開発には「最適解はない」といわれる。空力

F1 は、シーズン中の実走テストの機会が制限さ

エンジニアが経験に裏打ちされた感覚で「いい」と

れていることもあり、縮尺モデルを用いた風洞テス

思ったアイデアを試し、いい数値が出たアイテムを

トに力を入れている（Fig.5）
。その風洞テストに関

採用しているのが実状となっている。その開発プロ

しても、試験時の風速や稼動時間に制限を設けてい

セスの効率を高める技術開発が行われている。

る。限られた稼動時間を有効に使うため、1 回の試

7.

験で多くの姿勢を計測できるよう設備開発を行って
いる。量に制限があるので、質を高める考えである。

車両運動制御技術

量産車の世界では、車両運動性能を向上させる制

風 洞 試 験 の 前 段 階 で は、CFD（Computational

御技術の開発が活発だが、それらの技術は、モーター

Fluid Dynamics：数値流体解析）を行う。コンピュー

スポーツではドライバーアシストとみなされ、原則

ターによるシミュレーションの一種で、空気の流れ

的に禁止される。車両姿勢を最適に保つアクティブ

を再現する技術である。CFD を用いることにより、

サスペンションや、旋回性を高めるアクティブヨー

開発アイテムの空力的な効果が、数値や線や色で視

コントロール、後輪操舵は禁止されている。一部カ

覚的に捉えることができる。F1 の場合、CFD にも

テゴリーで ABS やトラクションコントロールが認

計算負荷の制限が設けられている。

められている程度である。

CFD〜風洞〜実走テストのループを繰り返すの

2017 年シーズン限りで WEC LMP1 から撤退した

が空力開発の基本だが、CFD と風洞、風洞と実走

ポルシェは、参戦車両である 919 ハイブリッドをレ

の相関がとれていないと、精度の高い空力開発を行

ギュレーションの縛りを解いて仕立て直し、スパ・

うことはできない。CFD と風洞の相関どりに用い

フランコルシャン（ベルギー）やニュルブルクリン

る 技 術 の 一 つ が、PIV（Particle Image Velocity：

ク北コース（ドイツ）のコースレコード記録更新に

粒子画像流速測定法）である。特殊なオイルとレー

挑戦した（Fig.7）
。その際、四輪のブレーキを独立

ザー光を用いて空気の流れを可視化する技術で、可

して制御する機能を搭載してヨーをコントロール

視化で得られたデータと CFD のデータを突き合わ

し、旋回性を高めた。この機能を採用すれば、車両

せ、CFD の計算条件を修正し精度向上に役立てて

運動性能が向上するのはわかっていたが、LMP1 参

いる。

戦時代は、レギュレーションがそれを阻んでいた。

Fig.6 2018年のルノーF1車両
Fig.5 60％縮尺モデルによる風洞試験の様子

フロントタイヤの後方に空力計測装置を取り付けている

写真提供）ザウバー F1 チーム

写真提供）ルノー
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モータースポーツにおける最新技術と展望

らず、シリーズ運営側にとってはジレンマである。
フォーミュラ E は、SNS などを通じたファン投票
により、上位 5 人のドライバーにレース中、追加の
エネルギー使用を認めるルールを導入した。ステア
リング上のスイッチ操作により機能をオンにする
と、
MGU の出力が一定の時間向上し、
追い抜きの
（あ
るいは追っ手から逃れる）チャンスが訪れる。ドラ
イバーがエネルギー放出の操作を行うと、頭部保護
装置に並んだ LED が点滅して、観客やテレビ視聴
者に機能がオンになったことを知らせる仕組みを採
Fig.7

ポルシェ919ハイブリッド・エボ

レギュレーションの縛りから技術を解き放ち、
純粋に速さを追求した
写真提供）ポルシェ

用している。
ファンの支援があってこそのモータースポーツで
ある。技術開発は、技術者の自己満足に終わっては
ならない。最先端の高度な技術をどう見せ、支持を

レギュレーションが阻んでいる関係で、車両運動

得るかが、モータースポーツに課された課題だろう。

制御技術に関しては、モータースポーツよりも量産
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二輪車のモータースポーツ
今井清和＊
原動機を搭載した二輪車（英語：Motorcycle ／和製英語：Auto-Bi）は、軽便な移動・
運搬手段としてのニーズが依然として大きくある一方、その軽快さによって、娯楽のた
めの乗り物という性格を四輪車以上に強く持つ。そうした二輪車による娯楽の最たるも
のが二輪モータースポーツである。それにはさまざまな種類の競技があり、それぞれに
おいて草の根レベルから世界の頂点を争うレベルに至るまで階層が形成されている。ま
た、使用される二輪車の技術仕様は、実にさまざまである。本稿では、そんな二輪モーター
スポーツのさまざまなカテゴリーの内訳や、幅広い人気を持つカテゴリーであるロード
レースの最高峰クラスに使用される車両の技術的変遷を紹介する。

Motorcycle Motorsports
Kiyokazu IMAI＊
There continues to be a strong need for two-wheeled vehicles equipped with an
engine (motorcycles) as handy means of locomotion and transport. However, due to
their agility, motorcycles have the character of a vehicle for amusement to a
greater degree than four-wheeled vehicles. A prime example of amusement using
motorcycles is motorcycle motorsports. These sports include various types of
competition, and each type is comprised of stages ranging from the grass roots level
to world championships. Also, the technical speciﬁcations of the motorcycles used
are truly diverse. This paper breaks down the various categories of motorcycle
motorsports, and provides an overview of the technical changes in motorcycles used
in the highest class of road racing̶the category with the broadest popularity.

1.

た走行距離約 100km の公道レースに出場し、ダイ

はじめに

ムラーの四輪車に続く 2 位と 3 位に入った。

蒸気機関や電気モーターも原動機だが、二輪車

やがてヨーロッパやアメリカを主とした世界各地

（モーターサイクル）が用いる原動機といえば、もっ

で、二輪車だけによるレースが開催されるように

ぱらガソリンエンジンである。同エンジンを搭載し

なった。また、二輪車の普及とともにその種類は増

た史上初の量産二輪車はドイツの H&W 号で、1894

えていき、併せて二輪モータースポーツのカテゴ

年からの 3 年間で約 1,000 台が製造された。同車は

リーも増えていった。そして、早くも 1904 年には、

排気量 1,487cc、最高出力 2.5 馬力の水冷・4 ストロー

二輪モータースポーツの国際的な統括組織である国

ク・2 気筒エンジンを搭載、最高速度は 38km/h だっ

際モーターサイクリストクラブ連盟が結成されてい

た。この H&W 号は 1895 年にイタリアで開催され

る。同連盟は 1949 年に改組され、国際モーターサ
イクリズム連盟（FIM）となった。FIM は、現在

＊

モータースポーツライター
Motorsports Writer
原稿受付日 2019 年 1 月31日
掲載決定日 2019 年 3 月19日
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も世界の二輪モータースポーツの中心的な組織であ
り、各カテゴリーの国際標準ルールを定めることが
大きな役割となっている。
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2.

35

スポーツの中では突出しており、世界グランプリ全

二輪モータースポーツの内訳

体のことを MotoGP と言い表すケースも多くなって

競技性の違いにより、二輪モータースポーツは、

きている。

速さを競うレース競技、目標所要時間どおりに走る

MotoGP で使用される車両はこのクラス専用のも

正確さを競うラリー競技／エンデューロ競技、車両

ので、二輪車の先端技術を結集した仕様である。最

を操る技術を競うトライアル競技の 3 つのジャンル

高出力は 250 馬力以上、最高速度は 350km/h に達す

に大別できる。ただし、おのおののジャンルの中で

る。そんな MotoGP 車両を、ホンダ、ヤマハ、スズキ、

も、走行する路面や使用する車両などの違いからさ

ドゥカティ（イタリア）
、アプリリア（イタリア）
、

まざまなカテゴリーに枝分かれしている。以下、そ

KTM（オーストリア）という 6 つの二輪メーカー

うした二輪モータースポーツの主立ったカテゴリー

がそれぞれ独自に開発し、レースに送り込んでいる。

をみていく。

なお、タイヤは出場全車が一つのメーカーから供給

2 ‑ 1 ロードレース

される共通仕様のものを使用する仕組み（これをワ

1 ） MotoGP

ン メ イ ク 制 と い う）に な っ て お り、少 な く と も

舗装路のコースにおいて、二輪車を用いて競い合
うレース競技をロードレースと呼ぶ。使用される車

2023 年シーズンまでは、ミシュラン（フランス）
のタイヤが使用される。

両は、ロードレース専用設計のものと一般の公道走

MotoGP の各レースは、走行距離が 110〜120km

行用車両を改造して競技用にしたものに大別でき、

程度、走行時間が 40 分強となる設定で開催されて

さらなる技術仕様の違いなどによってさまざまなカ

いる。二輪車として先鋭的な車両によって行われ、

テゴリーが存在している。

レースの醍醐味といえる抜きつ抜かれつの激しい攻

ロードレースで使用される車両に共通しているの

防が至るところで繰り広げられることから、世界的

は、伸縮長がそれほど長くないサスペンションを持

に人気が高い。テレビ放映は 200 を超える国々で行

ち、乗り手（ライダー）は強い前傾姿勢を取るとこ

われており、年間視聴者数は延べ人数で 50 億人を

ろである。旋回（コーナリング）においては、車体

大きく上回るといわれている。

を内側に大きく傾けながら、ライダーはさらに内側

2 ） スーパーバイク

に身体を入れる走り方をする。強い遠心力に抗しな

運動性能が非常に高い 1,000cc クラスの舗装路走

がら、高い旋回速度を実現するためである。そして、

行用の市販一般車両に、専用の改造を施して仕立て

前後のタイヤに適切な荷重をかけて高い摩擦力（グ

られたロードレース用車両がスーパーバイクであ

リップ力）を引き出す。

る。日本、アメリカ、イギリスなど 15 カ国以上に

そんなロードレースにおける最高峰のシリーズ

おいて、国内ロードレース選手権の最上位クラスは、

が、FIM ロードレース世界選手権である。通称「世

スーパーバイクによって行われている。そして、国

界グランプリロードレース」で、毎年 8 カ月にわた

際的なレースシリーズとして FIM スーパーバイク

るレースシーズンを催し、世界 15 カ国（2019 年現在。

世界選手権がある。

以下同様）で 19 大会が開催されている。
世 界 グ ラ ン プ リ に は MotoGP（Fig.1）
、Moto2、
Moto3 の 3 クラスがあり、いずれも 4 ストローク・
自然吸気のピストンエンジンの車両が使用されてい
る。これら 3 クラスを分けている最も大きな要素は
エンジン排気量で、MotoGP が 1,000cc、Moto2 が
765cc、Moto3 が 250cc である。すべての大会にお
いて各クラスのレースが行われているが、Moto2 と
Moto3 は若手選手向けという色合いが濃いクラスと
なっており、MotoGP より格段にコスト抑制を強く
意識したさまざまな規制が行われている。
そして、名実ともにロードレースの頂点に立つク
ラスが MotoGP である。その知名度は二輪モーター
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Fig.1 MotoGP
写真提供）MICHELIN
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スーパーバイクのレースは、走行時間が 40 分以

スならではのもので、定められた時間の中でいかに

下のスプリントレースとして開催されるものが主で

長い距離を走行するかを競う。そして、耐久レース

ある。ベースとする市販一般車両に改造を加えるこ

をスプリントレースと分ける決定的な要素は、1 台

とができる領域は限られており、車体フレームにつ

の車両に複数の選手が交替で乗ることである。その

いては、ベース車両のものに補強を加えることがで

ため、各車はレース中にピットインし、ライダー交

きる程度とされている。エンジンも、シリンダーや

替を行う。走行距離が長い場合は、燃料の補給や消

ピストンなどはベース車両のものから一切変更でき

耗が進んだタイヤを新しいものに着け換える作業な

ない。それでも最新のスーパーバイクの性能はとて

ども行われる。

も高く、優れた選手が乗れば、MotoGP 車両に大き

二輪の耐久レースの最高峰のシリーズは、FIM

く劣ることのない速さで走行する。

ロードレース耐久世界選手権（EWC）である。各レー

3 ） プロダクションバイクレース

スには、4 つのクラスの車両が出場し混走する。そ

舗装路走行用の市販一般車両に改造を施して仕立

の最上位クラスはフォーミュラ EWC と呼ばれるも

てられた競技車両によって行われるロードレースを

ので、スーパーバイク車両の耐久レース仕様ともい

総じてプロダクションバイクレースと呼ぶ。使用す

うべき 1,000cc 級市販一般車両をベースとした車両

る車両のクラスや改造の度合いなどによって多くの

で争われる。EWC は全 5 戦からなるシリーズで、

種類のレースがある。ロードレースの最も大きな層

そのうちの 2 戦は 24 時間、残る 3 戦は 8 時間という

を成しているカテゴリーである。なお、先に触れた

レース時間で行われている。8 時間レースの一戦は、

スーパーバイクも厳密にはプロダクションバイク

日本の鈴鹿サーキットで開催される鈴鹿 8 時間であ

レースの一つだが、その花形として確立されたもの

る。世界の 4 大二輪メーカーの母国で開催される同

となっていることから、分けて単独で語られること

レースは、他の EWC 戦とは一線を画す内容と盛り

が多い。

上がりを見せるものとして知られている。

4 ） サイドカーレース

6 ） 公道レース

二輪車に側車を付けたものがサイドカーである。

一般車両の通行を一時的に遮断した公共の道路を

車輪は 3 つになるが、駆動や転舵は二輪車の側で行

コースとして用いて行われるロードレースのことを

われる。そんなサイドカーを使ったレースは古くか

公道レースと呼ぶ。常設サーキットのような広い退

ら行われてきた。二輪車の側に乗るライダーと、側

避スペースはなく、安全性に著しく劣るが、それで

車に乗るパッセンジャーの 2 名が乗車した状態で走

も二輪車による公道レースは、現在も世界各地で開

行するレースである。純粋な二輪車のように車体を

催されている。その中でも最も有名なものは、イギ

傾けて旋回を行うことが物理的にできないため、

リス領のマン島で毎年 5 月ないし 6 月に開催されて

パッセンジャーが側車の上で大きな体重移動を行う

いるマン島 TT レースである。

ことで旋回時の遠心力を減じ、旋回速度を高める。

初開催は 1907 年で、100 年を大きく超える歴史を

初期のロードレース用サイドカーは、二輪車に側車

持つこのレースのコースは、1 周が 60.72km もある。

を付けた、サイドカー本来の形態だったが、やがて

大半は牛や羊の放牧地帯を抜けていく片側 1 車線の

それは二輪車と側車を一体化させたものへと変わっ

なだらかな道路だが、いくつかの町の目抜き通りも

て い っ た。そ し て 1970 年 代 後 半 か ら は、四 輪 の

通過する。競技は、全車一斉にスタートするもので

フォーミュラカーのような形態の車両が主流となっ

なく、一定の間隔で 1 台ずつ走り出し、指定周回数

た。使用されるタイヤも、二輪用のような半円形の

をいかに速く走り切るかを競うタイムトライアル形

断面のものではなく、四輪用を転用したものとなっ

式で行われる。そんなマン島 TT における現在の最

ている。

上位クラスがスーパーバイクで、60.72km の公道

5 ） 耐久レース

コースを 16 分 42 秒 778、平均速度 217.989km/h で周

二輪モータースポーツ界の狭義においては、耐久

回したのが最速記録であり、瞬間的な最高速度は

レースとは、2 名以上の選手が 1 台の車両に交替で

320km/h に達する世界である。

乗り、長距離あるいは長時間走行するロードレース

2 ‑ 2 ダートトラックレース

のことを主に指す。つまり、耐久レースには距離設

平らな路面の長円形、もしくは楕円形のコースを

定のものと時間設定のものがある。後者は耐久レー

基本的には左回り（反時計回り）のみの走行方向で
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技を行っている。
2 ‑ 4 モトクロス
起伏の激しい不整地路の周回路（サーキット）で
行われるスプリントレースがモトクロスである
（Fig.3）
。使用される車両はモトクロッサーと呼ば
れるもので、一般公道の走行は不可の競技専用車両
である。
このモトクロッサーに限らず、未舗装路（オフロー
ド）用の二輪車の多くは単気筒エンジンを使用して
いる。それは、低いエンジン回転域で粘り強い出力
特性を得られることと、より軽量であることの 2 点

Fig.2 ダートトラックレース
写真提供）American Flat Track

が大きい。また、路面の凹凸を吸収しやすいよう伸
縮長の長いサスペンションを持ち、高い走破性の必

周回して競い合う二輪レースが、世界各地に数種類

要から径の大きなタイヤを履く。そして、ライダー

存在している。その一つであるダートトラックレー

は上体を立てた乗車姿勢を取る設定とされている。

スは、基本的には土を固めた路面のコースで行われ

オフロード走行においても、二輪車は、旋回時に

るもので、アメリカで発展した（Fig.2）
。そして、

は車体を内側に傾ける。ただし、路面の摩擦係数が

同国における人気の高さが突出している競技であ

低いため、ライダーは車体の外側に身体を置き、上

る。後輪にしかブレーキが付いていない車両を使い、

体を立てた姿勢を取る。これによって、車輪が外側

カーブでは後輪を外側に振り出すように滑らせなが

に横滑りする動きに対応しやすくし、また、後輪へ

ら速度を調整して走る。その際、ライダーは上体を

荷重をかけやすくしている。

立て気味にして車体の外側に置き、後輪が外側に横

そんなオフロード走行において、速さを競い合う

滑りする動きを御しやすくしている。同時に、内側

二輪モータースポーツを代表するカテゴリーがモト

の足を突き出して足の裏を路面に接地させ、滑らせ

クロスである。そのレースの大多数は専用のオフ

ながら走るが、これは前後輪の横滑りの大きさをじ

ロードサーキットで開催されている。土、砂、泥濘、

かに感じ取りつつ、横滑り量の変化に対応して身体

あるいは牧草など、路面は多様で、世界中で数多く

の重心バランスを取り続けるためである。コースの

の レ ー ス が 行 わ れ て い る。最 高 峰 の シ リ ー ズ は

長さは、1 マイルや 0.5 マイルなどの種類があり、1

FIM モ ト ク ロ ス 世 界 選 手 権 で、4 ス ト ロ ー ク・

マイルコースにおける最上位クラスのレースであれ

450cc 以下あるいは 2 ストローク・250cc 以下の車両

ば、各ライダーは 200km/h に近い速度でカーブに

による MXGP クラスと、4 ストローク・250cc 以下、

進入し、車両を横滑りさせながらクリアしていくと

あ る い は 2 ス ト ロ ー ク・125cc 以 下 の 車 両 に よ る

いう技を繰り返す。このダートトラックで滑りをコ

MX2 クラスがある。1 年に世界 19 カ国において 19

ントロールする能力を磨いたアメリカ人ライダーた
ちが、1980 年代に世界グランプリロードレースの
最上位クラスを席巻したことで、世界的に注目度・
認知度が高まった。
2 ‑ 3 ドラッグレース
短く真っ直ぐな舗装路のコースで加速力を競うの
がドラッグレースで、400m のコースで行われるも
のが最もよく知られている。ドラッグレースにおけ
る最上位クラスは、二輪も四輪もトップフューエル
という名称で、二輪の場合でも約 1,500 馬力を発生
させるエンジンを使用し、400m を 6 秒を優に切る
所要時間で走り切る。この競技が最も盛んに行われ
ているのはアメリカだが、日本でも愛好家たちが競
IATSS Review
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写真提供）ヤマハ発動機

（ 37 ）

June, 2019

38

今井清和

大会が開催されており、各大会では MXGP クラス、
MX2 クラスともに、走行時間 30 分プラス 2 周とい
う長さのレースが 2 回行われる。また、女性ライダー
によるクラスもあり、こちらは年に 5 大会で開催さ
れている。
なお、モトクロスをはじめとする二輪オフロード
スピード競技のアメリカにおける人気は非常に高
く、競技人口も多い。そのため、同国における最高
峰シリーズである AMA モトクロス選手権は、世界
シリーズである FIM モトクロス世界選手権と互角
の競技レベルとステータスを持つ。

Fig.4 クロスカントリーラリー

野球場などのスタジアムで行われるモトクロス

写真提供）MICHELIN

レースもあり、これはスーパークロスと呼ばれてい
る。コースは大量の土砂によって人工的に造成され

ることから、競技者は自ずと全力での走行を行うこ

るもので、自然の地形を利用した屋外型のオフロー

とになる。また、昨今はラリーでも所要時間の短

ドサーキットとはひと味違う急角度のジャンプや

さを競うタイムトライアルの区間を大半とし、も

カーブなどが設けられる。アメリカで発展したカテ

はやレースと競技性が違わない大会が多くなって

ゴリーで、ライダーのアクションに富み、観戦スタ

きている。

ンドからコースのほぼ全周を見渡せることなどから

ラリーは二輪でも四輪でも行われているが、二輪

大いに人気を博すものとなり、やがてヨーロッパな

のラリーは砂漠やジャングルのような道なき道を行

どでも開催されるようになった。

くような走行条件を特徴とするクロスカントリーラ

2 ‑ 5 スーパーモト

リー、あるいはラリーレイドと呼ばれる種類のもの

大半は舗装路であるものの、一部には平らなダー

が大半である（Fig.4）
。そうしたラリーは、何日間

ト路や凹凸のある不整地路の区間を持つ周回コース

にもわたって行われ、数百 km から数千 km の距離

で行われる二輪スプリントレースがスーパーモトで

を走行するもので、代表的な大会がダカール・ラリー

ある。使用される車両はモトクロッサーをはじめと

である。ラリーで使用される二輪車は、モトクロッ

するオフロード用バイクだが、タイヤは小径のロー

サーより大柄で、大容量の燃料タンクなど、この競

ドレース用を使う。ロードレースとダートトラック

技ならではの装備を持つ。
2 ‑ 7 エンデューロ

レースとモトクロスのそれぞれの要素を取り込んだ
異種混交競技といえ、1980 年代に入ってアメリカ

森林地帯などに設定される 1 周が数十 km の不整

で発展した。それがヨーロッパに伝播すると、スー

地路のコースを周回、トータルで 200〜300km にな

パーモタードとも呼ばれるようになり、やがてオフ

る距離を数時間にわたって走行する二輪オフロード

ロード用バイクに小径の舗装路用タイヤを履かせた

競技がエンデューロである。その名称は、人車とも

モタードというジャンルが、一般の公道走行用車両

に耐久性が問われるところから来ている。

の世界に確立された。

指定された目標所要時間どおりにいかに走るかを

2 ‑ 6 ラリー

競うもので、コースの各所にはチェックポイントが

ラリーとエンデューロ（後述）は、ともに指定さ

設けられ、その通過時間によって所要時間の正確さ

れた区間を指定された目標所要時間どおりに走る正

が確認される。また、車両の整備は選手自身が行わ

確さを競うモータースポーツで、ひたすら速く走る

なければならず、その作業時間もわずかなものしか

ことを目指すレース競技とは異なる特性のものであ

与えられない。最高峰のイベントは 6 日間にわたっ

る。目標時間との差異の分だけ減点が課せられ、そ

て行われる国際大会で、森の中や岩場や河川などを

の積算値の大小によって順位を争う。目標時間より

走る 1,000km を超えるコースが待ち受け、連日の車

早く走っても減点されるわけである。もっとも、目

両の整備時間は、走行前の 10 分と走行後の 15 分し

標時間は達成が難しい短さに設定されるのが常であ

かない、というものである。

り、それより余計に時間がかかった分だけ減点され
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の難しさの高まりから、昨今は短い距離の大会が増

広いエリアにセクションを散らして設け、出場者は

えてきているほか、所要時間の短さを競うタイムト

公道を自走して各セクション間を移動して競技を行

ライアルの区間を多く設定した大会が増えてきてい

うタイプの大会がある。後者は特にツーリングトラ

るというように、ラリーと同様の状況にある。

イアルと呼ばれる。公道走行があるため、参加でき

2 ‑ 8 トライアル

るのは保安部品を装備し、行政に登録してナンバー

車両を速く走らせる技術ではなく、車両を操る技

を持った車両となる。

術が問われる二輪モータースポーツがトライアルで

こうしたトライアルの最高峰のシリーズが FIM

ある（Fig.5）
。大きな岩や崖、あるいは人工的な障

トライアル世界選手権で、年間に世界 8 カ国におい

害物を乗り越えていくように設定されたセクション

て開催される 8 大会で争われる。その最上位クラス

と呼ばれる競技区間を、いかに車両に乗ったまま走

はトライアル GP クラスと呼ばれるが、使用する車

り切れるかを競う。セクションを通過中に足を 1 回

両のエンジン排気量には制限がない。これはトライ

着くと 1 点、2 回着くと 2 点、3 回以上の足着きは 3

アルが、エンジン出力が大きければ有利とは一概に

点減点される。また、セクション内で車両をバック

言えない性格の競技であるためである。

させた場合や足を着いた状態でエンジンを停止させ

また、体育館などの屋内型の施設の中に人工的な

た場合などは、5 点の減点が課される。そうしたセ

セクションを設定して行われるインドアトライアル

クションを何カ所もこなし、トータルの減点をいか

と呼ばれる種類の大会もあり、その世界選手権シ

に少なく済ませたかで順位を争う。

リーズもある。モトクロスにおけるスーパークロス

トライアルでは、駆動力を発生させていない状態
でも車両を静止させ続けたり、静止状態から前輪を

と同じ発想のもので、観客はスタンド席からコース
のほぼすべてを見渡すことができる。

一気に高く持ち上げたり、前輪と後輪の両方を浮か

3.

せて定点上で方向転換を行ったり、といった曲芸的

ロードレース最上位クラス車両の変遷

なライディングが展開される。使用されるトライア

3 ‑ 1 エンジンから見る500cc・4ストローク時代

ル車両はオフロード用の二輪車の基本仕様を踏まえ

数ある二輪モータースポーツの中でも特に幅広い

るが、セクションにおいて競技中のライダーは基本

人気を持つものが、FIM ロードレース世界選手権

的にステップバーの上に立った状態で乗車し続ける

（通称「世界グランプリロードレース」
）の最上位ク

ため、シートは最小限の大きさにされている。トラ

ラスである。そして、同シリーズ初年度の 1949 年

イアル競技専用車両に至ってはクッション性を持た

から 2001 年までの 53 年間にもわたって、その地位

せたシートは備えていない。また、トライアルで求

にあったのが 500cc クラスである。

められるのは瞬発力で、エンジンは低回転域から大
きなトルクを発生させる特性とされている。

かつての世界グランプリ各クラスにおいては、エ
ンジンが 4 ストロークであろうが 2 ストロークであ

トライアルには、一定のエリアにすべてのセク

ろうが、上限排気量は同じであった。そして結果的

ションを固めて設けて開催されるタイプの大会と、

に、1949 年から 1974 年までの 500cc クラスでは、4
ストロークエンジン車に乗った選手たちがシリーズ
の頂点に立った。また、彼らの車両のエンジンは、
すべて空冷式であった。
世界グランプリ初年度である 1949 年の 500cc クラ
スでチャンピオンとなったレズリー・グラハムが
駆った AJS E90S（イギリス）の 500cc エンジンは
並列 2 気筒で、吸気バルブと排気バルブを別個のカ
ムシャフトによって駆動する DOHC 式をすでに採
用しており、最高出力は排気量 1,000cc 換算で 100
馬力の一線を優に超える 60 馬力程度であった。そ
れから 11 年後の 1960 年には、やがて四輪に転向し、
ホンダ F1 で優勝を飾るジョン・サーティースが 3

Fig.5 トライアル
写真提供）ヤマハ発動機
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年に彼が乗った MV アグスタ 500-4（イタリア）は

ランクシャフトのベアリングやシリンダー（4 スト

並列 4 気筒で、最高出力は約 75 馬力、最高速度は

ロークのものにはない掃気／排気孔を持つ）の耐久

255km/h 以上であった。

性が問題となりがちで、高出力になるほどそれがシ

そして、1966 年には、500cc クラスに初めて日本

ビアに問われたことから、500cc クラスで 2 ストロー

車が登場する。それはホンダ RC181 で、同車の並

クエンジンはなかなか使用されなかった。しかし、

列 4 気筒エンジンは、当時としては群を抜く 85 馬力

時代が下って材料や加工の技術が進んだことで、

以上の最高出力を 1 万 2,000 回転で発生させた。ホ

1960 年代末から大排気量の 2 ストロークエンジン車

ンダは 1959 年から世界グランプリに挑んでいたが、

が徐々に台頭する。そして、1971 年のアルスター

ずっと中・小排気量クラスへの参戦で、1966 年は

GP レ ー ス に お い て、空 冷・並 列 2 気 筒 の ス ズ キ

満 を 持 し て の 最 上 位 ク ラ ス 進 出 だ っ た。同 社 は

TR500 が 2 ストローク車として初めての最上位クラ

250cc や 350cc の世界グランプリ用車両に並列 6 気

ス優勝を飾って明らかな可能性が示されると、今度

筒エンジンを採用し、圧倒的な出力によって勝利を

はヤマハが水冷・並列 4 気筒の YZR500 の初代モデ

重ねていたが、500cc クラスでは車体とのバランス

ル 0W20 型を 1973 年の世界グランプリ開幕戦から

を考慮し、あえて 4 気筒とした。そのホンダ RC181

投入し、デビュー戦優勝を決めた。1974 年には、

は 1966 年と 1967 年の 2 年使用され、マイク・ヘイ

それまで 4 ストローク車の MV アグスタを駆ってき

ルウッドとジム・レッドマンという当代切っての名

た 帝 王 ア ゴ ス チ ー ニ が、2 ス ト ロ ー ク の ヤ マ ハ

手たちが走らせた。それでも彼らはチャンピオンに

YZR500 に乗り替え、時代の変化を決定的に印象づ

手を届かせることができなかった。

けた。彼は、1975 年には 0W23 型の YZR500 によっ

1960 年代におけるホンダの最上位クラス個人タ

て通算 8 回目の 500cc クラス個人タイトルを獲得し、

イトル獲得を阻んだのは、並列 3 気筒エンジン車で、

2 ストローク車が初めて最上位クラスを制すること

RC181 より 1 割以上は最高出力が低いとみられてい

になった。

た MV アグスタ 500-3 だった。これは四輪にも二輪

以後、2001 年に至るまで 500cc クラスは、2 スト

にもいえることだが、エンジン出力が車体の能力と

ローク車の独壇場となる。エンジンの性能開発は、

釣り合い、それを御する乗り手が出力を使い切れる

高出力の追求に加え、それを扱いやすいものとする

車両の方がよほど速い。この傾向は、二輪の、特に

ことが大きなテーマとなっていった。そこにおける

エンジン出力が大きいものほど強い。そのことを如

2 ストロークエンジンならではの開発項目は、混合

実に示したのが MV アグスタ 500-3 であった。ホン

気（燃料と混ざり合った空気）のシリンダーへの流

ダが 1967 年をもって世界グランプリから一時撤退

入を制御する仕組みと、排気の流出を制御する仕組

し、しばらくの間、500cc クラスに公式参戦する二

みであった。

輪メーカーが他にいなくなったこともあって、3 気

なお、1968 年から 500cc クラスはエンジンの気筒

筒の MV アグスタは最強であり続け、それを駆った

数は 4 までとする規定となっており、1980 年代中盤

ジャコモ・アゴスチーニは、1966 年から 1972 年ま

以降の 500cc クラスに登場した大半の車両は、4 気

での 7 年にもわたって 500cc クラスの頂点に立ち続

筒エンジン車であった。2 ストローク車として初め

けた。

て 同 ク ラ ス を 制 覇 し た 1975 年 の 0W23 型 ヤ マ ハ

3 ‑ 2 エンジンから見る500cc・2ストローク時代

YZR500 の最高出力は約 90 馬力だったが、1980 年

7 年連続で世界タイトルを獲得した MV アグスタ

の 0W48 型では 110 馬力以上、1985 年の 0W81 型で

500-3 は、さまざまな改良や出力の向上はもちろん

は 140 馬力以上と、急な右肩上がりの向上を果たす。

あったものの、基本的な仕様を変えることはなかっ

しかも、出力の出方は現在の基準からすればかなり

た。技術の面から見れば、その時期は停滞期でもあっ

唐突で、その制御に現在のような電脳的な補助は入

たが、やがて新しい波が押し寄せてきた。2 ストロー

らず、ライダーの右手による操作だけで行わなけれ

クエンジンである。

ばならない時代であった。

同じエンジン回転数であれば、2 ストロークは 4

そうしたことから、出力をできるだけ扱いやすい

ストロークの倍の燃焼機会があり、同じ排気量であ

ものとすることが改めて問われていった。1990 年

るならば、2 ストロークの方が高い出力を取り出す

代に入ると、クランクシャフトが 1 回転する間に各

ことができる。だが、同タイプのエンジンでは、ク

気筒が爆発する間隔を不等間とする策が採られるよ
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3 ‑ 3 エンジンから見るMotoGP時代

うになった。クランクシャフト 1 回転中のトルクの
出方をあえて不規則なものとすることによって、後

500cc クラスは 2001 年までとされ、2002 年からは

輪の駆動力をライダーがつかみやすくする狙いで

MotoGP が世界グランプリの最上位クラスとなっ

あった。

た。それは、4 ストロークエンジンは 990cc 以下、2

その一方で、高出力化の開発ももちろん続けられ

ストロークエンジンは 500cc 以下の排気量の車両を

た（Table 1）
。例えば、ホンダの 500cc クラス公式

対象とするものであった。つまり、2 ストローク車

車両であった NSR500 は、1993 年には世界グランプ

も依然参加可能とされたわけだが、実際には、4 ス

リ史上初の 320km/h を超える最高速度を記録した。

トローク・990cc の MotoGP 車両に太刀打ちできず、

そ の V 型 4 気 筒 エ ン ジ ン は、1994 年 の NV0S 型 で

淘汰されていった。

188 馬力を発生させており、1997 年の NV0X 型では

その MotoGP 初年度を制したホンダ RC211V の最

200 馬力、つまり 1,000cc 換算で 400 馬力を超えるレ

高出力は 225 馬力で、最高速度は 340km/h に迫るも

ベルに達していたことは確実である。ただ、1998

のであった。まさに有り余るほどの高出力であり、

年から世界グランプリには、使用燃料を無鉛ガソリ

それを扱うライダーを補助する電子制御技術の開発

ンのみとする規制が入り、シリンダーの圧縮比をそ

が、この時期に急速に進むことになった。後輪の滑

れ以前より下げざるを得なくなって、ここで各車の

りを検出すると、それに伝達されるトルクを自動的

出力は軒並み一旦下がる。が、弛まぬ開発努力によっ

に弱め、最も効率の良い駆動力を得られるようにす

て、失った出力はほどなくして取り返された。

るといった類のものである。そうした制御技術の

Table 1 500cc車両 ホンダ NSR500
（1985年型）および MotoGP車両 ヤマハ YZR-M1
（2019年型）主要諸元

1985 年型 ホンダ NSR500

2019 年型 ヤマハ YZR-M1

写真提供）本田技研工業

写真提供）ヤマハ発動機

エンジン

水冷・2 ストローク・V 型 4 気筒
クランクケースリードバルブ吸気

水冷・4 ストローク・並列 4 気筒
DOHC・各気筒 4 弁

エンジン排気量

499.27 cc

1,000 cc（規定最大値）

最高出力

147 馬力

240 馬力以上

燃料供給装置

キャブレター

電子制御燃料噴射

フレーム

アルミ製ツインスパー型

車軸距離

1,382 mm

前輪リム径

17 インチ

17 インチ（規定値）

後輪リム径

17 インチ

17 インチ（規定値）

フロントサスペンション

テレスコピックフォーク

同左

リアサスペンション

リンク式

同左

フロントブレーキ板材料

鋳鉄

カーボンコンポジット

車重

120kg

157kg（規定最小値）以上

燃料タンク容量

32ℓ（規定最大値）

22ℓ（規定最大値）

車両
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数々も、車両開発競争における重要な領域となった。

いても、2017 年から電動車両による世界選手権が

2007 年、エンジン出力を低下させて速度を下げ

行われるようになり、これに呼応したヤマハが電

ようという安全上の理由から規則の変更が行われ、

動トライアル車両を開発して参戦している。

MotoGP 車両の最大排気量は 800cc に引き下げられ

車両を電動とする最大の利点は、やはり排気ガス

た。それでも、電子制御技術の発展が大きく寄与し

を出さないことだが、エンジン車に比べて車両が発

て、MotoGP 車両がサーキットを周回する速さはほ

する音が格段に小さいことも、二輪車の社会性を上

とんど損なわれなかった。そして、2012 年には、

げるという点においては利点となり得る。静音であ

MotoGP 車両の最大排気量が今度は 1,000cc となる。

ることは、モータースポーツにおいては、特にトラ

二輪モータースポーツの花形としての商品性を高め

イアルに有効と考える。エンジン車両では、騒音問

る狙いが大きく働いての排気量拡大で、車両の性能

題が生じてしまうであろう都心部に人工セクション

抑制には別な方策が講じられていくことになった。

を設定して、電動車両のみによるトライアル大会を

車両のさまざまな電子制御をつかさどる装置を、従

開くことも可能になるだろう。

来よりあえて機能を落としたものとし、それをどの

5.

二輪メーカーの車両も使用しなければならない規則
の導入（2016 年）は、その策の一つである。
4.

おわりに

二輪車は、動力がなければ倒れてしまう。そして、
自転車とは違って原動機が発生させる動力を使用

今後の二輪モータースポーツの展望

し、その動力を操るという行為が伴う。そうした特

原動機に電気モーターを採用した二輪車による

性が二輪車の魅力となっており、そうであるかぎり、

モータースポーツが各所で始まっている。ロード

動力源が何になろうと、二輪車を用いて競技（モー

レースでは、最も長い歴史を持つマン島 TT レース

タースポーツ）を楽しもうという人々が絶えること

において、2010 年大会から TT Zero という名称の

はないだろう。娯楽のための乗り物としての二輪車

電動車両クラスが開催されており、2012 年大会か

は、一般の人々にとっては、むしろ煙たい存在であ

ら は、ホ ン ダ 車 に よ る レ ー ス 活 動 で 知 ら れ る

ることが多い。そうした二輪車への印象の改善に貢

M-TEC が出場し、常勝を誇っている。同社の車両は、

献するためにも、二輪モータースポーツの健全な発

2018年大会では1周60.72kmのコースを所要時間18分

展を期待したい。

34 秒 956、平均速度196.05km/h で走破し、275km/h
の最高速度をレース中に記録している。また、この

関連資料

2019 年から、世界グランプリに MotoE という名称

・ 富塚清『オートバイの歴史』山海堂、1980 年

の電動車両クラスが設けられる。全出場選手が同じ

・ 中沖満、ピーター・クリフォード『サーキットの

仕様の車両とタイヤを使用するワンメイクレースと

軌跡』グランプリ出版、1987 年

して、ヨーロッパで開催される世界グランプリ 4 大

・ 出水力『オートバイの王国』第一法規、1991 年

会において行われる。さらに、トライアル競技にお

・『RACERS』三栄書房、2009〜2018 年
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レース用タイヤの歴史と技術開発
浜島裕英＊
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
して、バイアスタイヤからラジアルタイヤへのプライ構造の革新的変化が、その主たる
ものだろう。加えて、燃料消費とは無縁と思われがちなレース用タイヤ開発で生まれた
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
介する。

History and Technical Development of Racing Tires
Hirohide HAMASHIMA＊
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.

1.

に、クルマを速く走らせる上で、極めて重要なパー

はじめに

ツである。

レースの世界において、クルマを速く走らせるこ

一方、F1 は、レースの世界において頂点に位置

とは大きな命題であり、それを達成するために、エ

づけられ、その動向は他のレースカテゴリーに大き

ンジンやサスペンションなど、関連するあらゆる分

な影響を与えている。そこで本稿では、タイヤに注

野で技術開発が行われている。その中でも、あまり

目し、レースの代表格である F1 タイヤを通して、

注目されないタイヤという部品は、唯一地面と接し、

レース用タイヤがどのように進化し、その時々の時

クルマからの力を路面に伝えるとともに、クルマと

代において、どのような技術が開発され、そしてま

路面のインターフェースとしての役割を持つが故

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

＊

元株式会社ブリヂストンモータースポーツ・モーターサイクル
開発本部、元フェラーリチーム
Previous member of Vehicle and Tyre Interaction
Development, Gestione Sportiva, Ferrari S.p.A/
Motorsport & Motorcycle Tire Development Division,
Bridgestone Corporation
原稿受付日 2019 年 2 月 4 日
掲載決定日 2019 年 3 月19日
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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

ショルダー部のゴムの厚さを増して対応した。とこ

の要求性能が変わり、タイヤサイズに影響を及ぼし

ろが、タイヤ幅が広くなり、コーナリング速度が増

たこと、3 章では、タイヤのサイズによるクルマの

すにつれ、この厚いショルダー部は大きな入力を受

性能向上から一歩前進し、トレッドゴムによるグ

けるようになり、過度に発熱してゴムの耐熱温度を

リップの向上が求められ、最終的には、合成ゴムの

超え、ゴムの劣化を生じてしまった。その解決策と

進化によってトレッドパターンがスリック（模様の

して登場したのが、コンベックス形状（通常のモー

ついていない、ツルツルのトレッド）化されていく

ルドのトレッド形状は、上に凸の丸味を帯びている

こと、4 章では、一般タイヤでは、1960 年代中頃から、

が、これは凹方向に丸味を帯びさせた形状）と呼ば

性能の高さが認められ、ラジアル化（バイアスタイ

れる形をしたモールドを採用することだった。これ

ヤからラジアルタイヤへの構造変更）が急速に進行

により、ショルダー部のゴムの厚さを 10 数ミリも

していたが、これに遅れること約 10 年、1970 年代後

減らすことができるようになり、過熱による劣化の

半に、レース界にもついにこの波が押し寄せたこと、

問題を完全ではないまでも、抑えられるようになり、

そして、そこにあった技術課題が何であったのかを

タイヤの幅広化が達成された。ちなみにこのタイヤ

紹介する。5 〜 7 章は、タイヤメーカー間の競争が、

は、空気を入れる前のホイールに組んだだけの状態

クルマを速くし過ぎてしまい、レース用タイヤの規

では、トレッド部の真ん中が凹んでいるが、空気を

定に影響を与えたこと、さらに、技術開発競争によ

入れて膨張させると通常の凸形状になっていき、規

るタイヤの進化や設計思想などを解説し、8 章では、

定の内圧に達すると、正しい形状となるように設計

その競争によって創り出された先端技術により、

されていた。

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

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。

の F1 タイヤの方向性や安全性について紹介する。
2.

3.

タイヤのワイド化

スリックタイヤの登場２）３）

スリックタイヤとは、トレッド部に溝もパターン

第 2 次世界大戦が終了し、欧州が安定し始めた

も持たないツルツルのタイヤであるが、これ自体の

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、

トレッド部
ショルダー部
サイドウォール部

リアタイヤの幅を拡大し、トラクション向上や横方

ビード部
ベルト

向のグリップ向上による安定性を狙う流れが顕著に

プライ

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

ビードフィラー

に丸味を帯びたものとなる。このため、外径をその

ビード

ままにして、単純に幅を広げることは困難であった。

インナーライナー

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
国際交通安全学会誌

Vol. 44, No. 1

路面と接触しグリップを発揮する領域
トレッド部からサイドウォール部への移行領域
トレッド部が受けた路面からの衝撃などを、撓む
ことで受け持つ領域
ホイールへの嵌合部分
トレッド部の形状を形作り、プライに対するタガ
の役割をなす、スチールや繊維の糸状の構材
タイヤ本体を形作り、空気の入れ物としての役割
をなす、スチールや繊維の糸状の基本的構材
タイヤの横方向の剛性を保つ役割をなす、剛性の
高いゴムで構成される部分
ホイールとの嵌合力をつかさどる、鋼線などで構
成される部分
タイヤ内部の空気を保持するためのゴムの膜

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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存在は、F1 でスリックタイヤが一般的になる 1970

なものにしていた。このため、ショルダー部に進行

年代の十数年以上も前に、最高速を記録する競技や

方向に対して直角な溝を付け、トレッド面内には、

ドラッグレースの車に装着されていた。従って、

カラスやスズメの足跡のような形の小さなトレッド

F1 に登場した際には、画期的なものだったとは言

パターンを適度に付与すること（Fig.5 参照）で、

い難く、あまり目立たなかったようである。高速走

見かけの柔らかさを持たせて、この課題を緩和して

行用のタイヤのパターンの除去は、トレッドゲージ

いた。しかし、スリックの良い点が認識できた各メー

の低減による軽量化と、発熱を抑えることを主目的

カーは、タイヤのトレッドパターンの流れをスリッ

としたので、F1 のスリックタイヤ化とは、その趣

クへと急加速して行った。

旨が異なっていたと考えられる。いずれにしても、

上述したような、トレッドパターンを最小限に抑

考え方としては存在していたスリックタイヤが F1

えたセミスリックとでも呼ぶべきタイヤを、グッド

においてなかなか普及しなかったのは、解決しなけ

イヤーは、1971 年の南アフリカでのシーズン開幕

ればならない技術課題があったからである。

戦でファイアストンに先駆けて投入した。一方の

1966 年ごろの F1 にタイヤを供給していたのは、

ファイアストンは、これに対抗するかのように 6 週

イギリスのダンロップ、そして、アメリカのグッド

間後の第 2 戦スペインで、F1 のレース本番におい

イヤーとファイアストンの 3 社であった。彼らのタ

て初めてスリックタイヤを投入した。というのは、

イヤ競争が激しさを増し、そのことがスリックタイ

土曜日の練習セッションでは路面が濡れていたの

ヤの開発に拍車を掛けたと考えるのは、ごく自然な

で、それを使用することができなかったためである。

ことであろう。だが当初は、どのメーカーも、当時

レースの勝利はグッドイヤーの装着車に奪われたも

の柔らかいトレッドコンパウンドでさえ、スリック

のの、ファイアストンのスリックタイヤ装着車は 2

タイヤには硬すぎて、柔軟性が不足していて適さず、

位となった。このレースでトップ 10 に入った車の

パターン付きタイヤに性能面でまったく及ばなかっ

うち、3 台がファイアストンのスリックを装着した

たようである。トレッドコンパウンドの開発がかな

車で、7 台がグッドイヤーのセミスリックを装着し

り進んだ 1970 年でも、最も柔らかいコンパウンド

たクルマだった。そして、その数年後には、トレッ

を搭載したスリックタイヤは、優れたブレーキ性能

ドコンパウンド技術の向上により、スリックタイヤ

とトラクション性能をかろうじて得ることができた

はすべての F1 サプライヤーにとって標準的なドラ

が、まだ、コーナリング中のグリップは十分ではな

イタイヤとなったのである。Fig.2 〜 Fig.7 を見てい

かった。特に、コーナリング中に突然タイヤが横方

ただければ、タイヤのワイド化からスリック化まで

向のグリップを失い、ドライバーがステアリングの

の流れがお分かりいただけるだろう。

操作を行っても、氷の上に乗ってしまったかのよう

溝のないスリックタイヤは、接地面積を最大にで

にクルマが制御できない状態になるブレークアウェ

きることからグリップが高いといった説明がなされ

イの現象は、ドライバーがタイヤのグリップ限界を

るが、大きな理由はそれだけではない。もしそうで

見極めてクルマをコントロールするのを非常に困難

あれば、スリックタイヤの登場はもっと早かったに

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

RAC：1963年

RAH：1967年

RA-100 DRY：1969年

RA-200 DRY：1970年

ブリヂストン初のレーシングタ
イヤだが、一般タイヤとの差は、
ほとんどなかったという

ワイド化の兆候が見られる

ワイド化が顕著になった

セミスリック化し、トレッド表
面には鳥の足跡のような模様の
みになる

写真提供）株式会社 ブリヂストン（Fig.2〜5 共）
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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
Fig.6

Fig.7

RA-300 DRY：1972年

RA-500 DRY：1973 年

ショルダーのみに溝が残る

スリック化の完了

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

写真提供）株式会社 ブリヂストン（Fig.6,7 共）

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

違いないからである。前述したとおり、硬いトレッ

て柔らかさを出しているのである。これらの材料を

ドコンパウンドでスリックタイヤを作った場合、走

混ぜるときに使用する混練り機や、トレッドコンパ

行に必要な十分なグリップは発揮されず、逆に滑り

ウンドを形作るための押し出し機は、通常、スリッ

やすいタイヤとなってしまっていた。運動靴の底が

クタイヤ用のゴムに比べれば、かなり硬い一般乗用

磨耗して、ツルツルになったときのことを想像して

車やトラック用のゴムを作るのに使用され、大きな

いただきたい。それを履いて体育館で走り回ったと

問題はなかったであろうが、スリック用のゴムを生

したら、コーナーを回る時に足元が滑ってしまい、

産する際には、機械へのゴムの密着の問題などが発

速く走れないだろう。スリックタイヤが登場するま

生し、簡単には製造できなかったと想像される。し

で、溝付きタイヤが使用されていたのは、この理由

かも、前述した合成ゴムのスチレン - ブタジエンゴ

と同じであり、硬いゴムを使用する場合、溝を付与

ムは、天然ゴムに比べて密着性が高いので、製造工

することで見掛けの柔らかさを増し、加えて、溝の

程ではさらに困難な状況になっていたと考えられ

エッジによる引っ掛かりのグリップを利用して、ブ

る。このあたりの技術的な課題を解決して初めて、

レーキング、トラクション、そして特にコーナリン

スリックタイヤに使える柔らかいトレッドコンパウ

グ中のグリップと緩やかな滑りを具現し、走行可能

ンドが工程で流せるようになり、従来のパターン付

なものにしていたと考えられる。スリックタイヤの

きタイヤやセミスリックタイヤよりも性能の高いス

登場には、1960 年初頭より研究されていた路面の

リックタイヤを作り出すことに成功したものと考え

細かい凹凸に食い込むように柔らかく、ガムテープ

られる。これ以後、トレッドコンパウンドのグリッ

のように路面に張り付く粘着性とヒステリシスロス

プを上げる競争は、ポリマー、カーボン、種々の添

によるグリップが高い合成ゴムであるスチレン - ブ

加剤などの多岐にわたる材料開発や製造技術の向上

タジエンゴムのレース用ゴムとしての実用化が必要

によって加速されていったことは想像に難くない。

だったのである。

4.

ここで少し、ゴムの基本的な話に触れておこう。

ラジアルタイヤへの移行

タイヤに使われているゴムの基本材料 3 種として、

タイヤには、プライの構造が大きく異なるバイア

ポリマー、硫黄、そしてカーボンブラックがある。

スタイヤ（タイヤの断面方向に対してプライの角度

ポリマーはゴムのベースであり、樹木から採取され

がついている）とラジアルタイヤ（断面方向に対し

た樹液を加工して作られる天然ゴムと、石油から化

てプライが 0 度に近い）という、2 種類のものが存

学的に合成された合成ゴムとに二分される。ポリ

在している（Fig.8 参照）
。1960 年代以前は、製造技

マー自体は、特に天然ゴムの場合、チューインガム

術的にラジアルタイヤよりも簡便なバイアスタイヤ

のようなものであり、ある力で引っ張れば、そのま

が主流となっていたが、フランスのミシュラン社が

ま伸びてしまう粘性の性質が強く、弾性の性質が弱

考案したラジアルタイヤが、ブレーキングやトラク

いため、完全には元の状態に戻らない。ところが、

ション性能、操縦安定性や耐摩耗性、耐パンク性能

これに硫黄を混ぜて加熱（加硫）すると、硫黄がゴ

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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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

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。

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）

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、

メーカーが本格的に生産に乗り出した。1960 年代

プライ角度や補強材の種類など、この領域の開発は

になると、一般乗用車の装着タイヤは、ラジアルタ

多岐にわたって行われている。また、ベルト層の存

イヤが主流となった。これらの優れた性能は、主と

在がラジアルタイヤの特徴で、これが高性能を発揮

してトレッド部下層にあるベルトと呼ばれる補強層

する重要な要素だが、弱点にもなっている。特にレー

により生み出されるものである。

スタイヤのように、常にグリップや速度の限界で使

F1 の世界では、1971 年にスリックのバイアスタ

われる場合、ベルトの端に歪みが集中し、さまざま

イヤの登場ということはあったが、タイヤの構造と

な課題を生じさせている。タイヤが回転して、ベル

しては、1950 年からバイアスタイヤのみが使われ

ト端が接地面内に入ると、円運動から直線運動に変

ていた。ところが、ミシュランが 1977 年 7 月の第

化し、面内で揉まれて、剥離の核を形成しやすくな

10 戦イギリス GP から初参戦することになり、F1 の

る（Fig.9 参照）
。これが周方向につながって、ベル

世界に初めてラジアルタイヤを持ち込んだことで流

ト端のトラブルになったり、高速走行においては、

れは大きく変わった。ミシュランの供給先は新ル

その核のつながった部分が、遠心力によってプライ

ノーチームで、新たな技術である 1.5 リットルのター

から剥がされ、ベルトの全周剥離に至ったりしたの

ボエンジンを備えたクルマでの参戦で、大出力エン

である。このため、ベルト端に極力負荷がかからな

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
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い構造や接着力の強化、ベルト端を覆う補強材の検

をも招き、操縦安定性が大きく低下してドライバー

討、開発などが行われ、課題を解決してきている。

のフィーリングは極端に悪化した。FIA の目論見ど

こういった耐久性の向上は、安全上の要求から車の

おり、サーキット 1 周でほぼ 3 秒のラップタイムの

性能向上に合わせて見直しを行い、改善していかな

増加を招く速度低減効果があった。しかし後に、ミ

くてはいけない事案である。

シュランとブリヂストンのタイヤ戦争が始まり、競

5.

争が激化した 2004 年や 2006 年には、スリックタイ

グッドイヤー vs ブリヂストン

ヤで樹立されていたコースレコードが次々と破られ

ミシュランの撤退後、ピレリも去り、1992 年か

ていった。コーナリングを速くするためには、トレッ

ら 5 年間、F1 はグッドイヤーによるワンメイクの

ドコンパウンドの倒れ込みを少なくし、かつグリッ

時代が続いていた。そこに世界市場での知名度の向

プ力も保持しなければならないという課題解決が必

上、欧州での販売拡大を狙った日本のブリヂストン

要で、グルーブドタイヤ導入当初は困難だと思われ

が 1997 年から参入した。彼らは、1976 年と 1977 年

ていた。しかし、超高分子ポリマー、超微粒子・超

に富士スピードウェイで行われた F1 に、バイアス

連鎖カーボンブラックや特殊な樹脂、加硫助剤の開

タイヤでスポット的に参戦したことがあったが、シ

発が進み、トレッドコンパウンドの硬さとグリップ

リーズを通しての参戦は初めてであった。初年度は

の両立という二律背反が解決された結果である。加

中堅チームのみのサポートであったが、アロウズ ‑

えて、トレッド部の形状最適化技術の向上や構造開

ヤマハの D. ヒル選手が、ハンガリー GP で一時首位

発 に よ り、接 地 圧 分 布 は 改 善 さ れ、メ ク レ 摩 耗

を走行するなど、高評価を獲得、翌 1998 年には、トッ

（Fig.10 参照）の低減も図られ、耐摩耗性の向上に

プチームのマクラーレンをサポートし、彼らのドラ

寄与した。

イバーズとコンストラクターズのチャンピオン獲得

余談になるが、このグルーブドタイヤは、溝は備

に貢献した。ブリヂストンにとっては参戦 2 年目の

えているものの、ウェットコンディションにはまっ

快挙となったが、この年をもって、1964 年以来、

たくといっていいほど対応できない。というのも、

一度たりとも活動を休止せず、35 年の長きに渡っ

搭載されているトレッドコンパウンドは、路面が乾

て F1 の足元を支え続けてきたグッドイヤーが撤退

いている時を想定して開発されており、言ってみれ

した。1999 年からブリヂストンの第一期目のワン

ば、ガムテープのような性質を持っているからであ

メイク時代となった。

る。ガムテープは、乾いたところでは強い粘着性を

6.

示すが、表面が少しでも濡れていれば、まったくそ

グルーブドタイヤの導入

の機能を果たさない。ドライコンディション用のコ

1997 年からのグッドイヤーとブリヂストンのタ

ンパウンドを搭載した、グルーブドタイヤも同様で

イヤ競争は、ラップタイムの大幅な短縮を招き、コー

ある。特に、1990 年代以降、シリカを配合したトレッ

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）
国際交通安全学会誌
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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）
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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、

設計のコンセプトとしては、一般的に丸味を帯び

高いウェット性能を示すようになり 、トレッドの

たものは、キャンバー角（タイヤが路面に真っ直ぐ

溝の有無や面積以上に、ドライ専用コンパウンドと

に立っている状態からの傾きの角度）の変化に対す

のウェット状況での性能差は顕著となっている。

る接地形状の変化が少ないので、コーナリング時に

４）

7.

クルマが傾いて、キャンバー角が変化してもタイヤ

ミシュラン vs ブリヂストン

の性能が安定しやすい傾向にある（Fig.11 参照）
。

ラジアルタイヤの生みの親であり、世界の３大タ

一方、平らな形状のものは、キャンバー角の変化に

イヤメーカー（ブリヂストン、ミシュラン、グッド

より、接地形状の変化が大きいため、コーナリング

イヤー）の一つであるフランスのミシュランが、

に対しては不安定な方向となる。しかし、ステアリ

2001 年から F1 に復帰した。これにより、F1 の世界

ングをほとんど切らない、直線に近い状態でのトラ

は、再びタイヤのコンペティションの時代となった。

クションやブレーキングに対しては、接地形状が進

あらゆる市販タイヤのビジネスにおいて、ブリヂス

行方向に短く、タイヤ幅方向に広くなる形のため、

トンとライバル関係にあり、モータースポーツの分

丸味を帯びた形状のモノよりも良好になる。地面に

野でも、1980 年代初頭の F2（当時の F1 の一つ下の

置いたボールを傾けても、地面と接する形が変化し

カテゴリー）
、そして 1990 年代初頭の DTM（ドイ

ないことは容易に想像できるし、下敷きを少し持ち

ツ ツーリングカー チャンピオンシップ）で覇権を

上げたら、それまで面で接していたものが、線で接

争ったこの 2 メーカーが、ついにモータースポーツ

するようになることを考えれば、判りやすいのでは

の最高峰である F1 の世界で相見えることとなった。

ないだろうか。

威信を掛けたこの 2 メーカーの戦いは、2006 年まで、

1998 年頃より、F1 の新規サーキットは、ドイツ

6 年間にわたって繰り広げられ、F1 チームはもちろ

の建築家、ヘルマン・ティルケ氏の手によるものが

んのこと、関連企業をも巻き込んだ非常に熾烈なも

主流となり、従来のサーキットに比べると、ストッ

のとなった。タイヤ開発の観点から見れば、技術が

プ・アンド・ゴー的なコーナーを主体とするサーキッ

大きく進歩した時代だったといえる。

ト・レイアウトとなった。このようなコーナーは、

ミシュランの撤退後、2007 年から 2010 年までの 4

直線からほぼ真っ直ぐにブレーキングして減速し、

年間はブリヂストンの第二期ワンメイク時代となっ

直角に曲がって一気にトラクションを掛けるため、

た。ただし、2009 年からは、空力的な効果の削減

ミシュランが当初採用した平らなクラウン形状のタ

が車両規定により実施されたため、ダウンフォース

イヤの方が有利になる傾向にあり、彼らは、このよ

減少によるタイヤへの下向きの応力が小さくなり、

うな設計思想のタイヤを F1 の世界に送り出したも

グリップ低下が生じた。これを補うため、タイヤそ

のと推測される。しかし、どのサーキットでも、そ

のもののグリップの向上を目的としてスリックタイ

ういったコーナーばかりではないので、両社のタイ

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。
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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。
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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

摩耗性の向上を同時に達成できるようになった。

時、総じて性能を最大限発揮できるよう、両極端な

こうしたゴムの評価技術や分子設計技術は、今や

形状から中間的なクラウン形状の妥協点へたどり着

低転がり抵抗のタイヤに応用されている。車両走行

いていったのであろう。

時のタイヤの回転周期程度の低周波数の部分のタイ

8.

ヤ（主としてトレッドコンパウンド）のヒステリシ

F1 の技術が環境タイヤを創り出した

スロスは、転がり抵抗に大きく寄与することが分か

ミシュランとの熾烈な競争は、新たな技術革新を

り、路面の表面の細かい凹凸によって発生するよう

もたらした。勝つためには良い素材の確保などが必

な高周波数の部分のそれは、ウェット性能に影響を

要だが、勘と経験にのみに頼って無闇に開発を進め

与えることが５）、タイヤへの入力解析で判明してき

ていても、成果が得られる可能性は極めて低い。そ

た。一般的な配合手法で転がり抵抗部分のヒステリ

の基本は、とにかく起きている現象を研ぎ澄ました

シスロスを低減すると、高周波部分も同時に低減し

感性で観察すること。勘と研ぎ澄ました感性は、大

てしまい、ウェット性能の悪化を招く。しかし、上

きく異なる。片方は蓄積され、整理された経験の上

述の、硬くてもグリップするゴムの開発のように、

にのみ存在するからである。F1 車両にはセンサー

周波数の寄与とゴムのミクロ構造などとの関連性を

が数多く取り付けられているが、2000 年代には、

分析することで、溶液重合による分子配列を精密に

その高性能化が急進展した。これによって車両の挙

コントロールしたスチレン ‑ ブタヂエンゴムを利用

動が把握され、タイヤの動きまでもが正確に把握で

することで、低転がりでウェット性能の低下を極力

きるようになった。今では、当たり前のように GPS

抑えたタイヤが開発されたのである。

により、車の走った軌跡や加減速度まで容易に取得

9.

できるが、2000 年初頭では、スタート時の彼我の

ピレリの復帰

2011 年からは、1950 年の F1 創生期から参戦し、

加速の差を、ビデオのコマ送りで測定したりしてい

その後、参入と撤退を繰り返してきたイタリアのピ

たものである。
車両挙動に関しては、10 〜 1ｍ単位、走行中の車

レリが、20 年ぶり 4 度目の F1 復帰を果たし、タイ

両の前後左右の加速度、四輪の荷重変動やスリップ

ヤ供給を現在一手に引き受けている。昨年、契約更

アングル、キャンバー角の変化などのデータは 1ｍ

改に合意し、2020 年から 2023 年までの供給契約を

〜 10cm、タイヤの変形なら 10 〜 1cm、接地面内の

締結した。

圧力分布や排水性能なら 0.1 〜 1cm 単位となってい

9 ‑ 1 13 インチから 18 インチへ

くように、近年、計測の精度は分子レベル（nm）

現在 F1 で使われているタイヤのリム径は、13 イ

まで到達した。この中でも、特に路面の分析からゴ

ンチであるが、2021 年からは、18 インチ化される

ムの評価、解析が進歩したのは、非常に有用であっ

ことがほぼ決まっている。このリム径アップに関し

た。かつて路面の検証は、石膏や歯型を取るプラス

ては、かなり以前から議論はされており、ブリヂス

チックを用いて、見た目で粗いとか、キメが細かい

トンが F1 にタイヤを供給していた 2000 年代にも、

とか判定していたが、現在では、レーザーによる路

FIA から相談を持ちかけられたことがあった。理由

面測定器を用いて、マクロの粗さ（舗装の骨材など

は、13 インチのリム径が前近代的なため、技術の

によるもの）はもちろんのこと、さらにその表面の

先端を追求しなくてはならない F1 のマシンにそぐ

細かい凹凸であるミクロの粗さまで測定することが

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、

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

次のようになる。外径、幅をそのままにして、リム

し、室内での評価精度が格段に上がった。このこと

径を大きくし、現状と同じタイヤ空気圧で使用する

で、ゴムの分子鎖の中の特定の部分のミクロ構造が

場合、タイヤの負荷能力が減少し、安全率の確保が

種々あるタイヤ特性のうちのどれに、どのような影

できなくなる。そこで、現状と同等の負荷能力を保

響を及ぼすのかが詳細に分かるようになり、目的に

ち、安全性を確保するためには、タイヤの空気圧を

沿ったゴムの分子設計が可能となった。これによっ

大幅に上げる必要性が生じる。これはグリップ力の

て粘弾性コントロールの自由度と精度が増し、例え

低下、限界性能のピーキーさ（あるスリップ率でタ

ば、従来技術では困難であったグリップの向上と耐

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

にはもちろん、ドライバーからの視認性に関しても、

の大幅な上昇も相まって、ドライバーが車をコント

十分に配慮されなくてはならない。一方、タイヤが

ロールするのを困難なものにしてしまう。これを回

車両から外れ、他のクルマに当たったり、観客席に

避するには、タイヤの大型化が必要となる。ところ

飛び込んだりしたら、そのインパクトは今までの比

が、タイヤの設定内圧を維持したままの場合、タイ

ではなくなるので、車両への固定方法（テザリング）

ヤ自体を非常に大きくしなければならず、現実的で

の強化なども、安全の観点から熟慮しなくてはなら

はなかった。そこで、タイヤの空気圧の上昇やタイ

ない。当然のことながら、タイヤ交換、特にレース

ヤサイズの拡大幅を、チームが受け入れられる範囲

時に行われる 1 秒強での交換作業実施時におけるメ

内を想定して、14 インチのタイヤを提案したが、

カニックの足腰への負担も増大するので、このあた

このときは、変更に伴う膨大な作業をチームがこな

りのケアも労働環境上、大切な事柄になるだろう。

さなくてはならず、負担が大き過ぎるなどの理由に

これと同時に、タイヤウォーマーの禁止も行われる

より、実施が見送られた。

ことになっている。これは近年、タイヤの大型化が

しかし、今回実施されることになった大きな理由

進んでいるため、通常の電力消費量も増加の一途を

は、やはり 13 インチのリム径のタイヤが、今の世

たどっているし、特に、各チームが十数セットのタ

の中にはほとんど存在しなくなってかなり長い年月

イヤウォーマーを走行時間に合わせて、数時間前に、

が経っているということが強調され、F1 が時代遅

ほぼ同時に稼動させるので、ピーク時の電力量確保

れのイメージを持たれ、魅力が低減すれば、集客に

がサーキットやオーガナイザーにとって深刻な課題

も影響を及ぼすという考えからであった。2014 年

となってきている。従って、タイヤウォーマーが禁

から始まった電気自動車の F1 と呼ばれる、フォー

止されれば、サーキットでの供給電力使用量が大幅

ミュラ E において 18 インチのタイヤが採用されて

に削減され、環境への配慮を考えている姿勢を示す

いることも、少なからず影響したのではなかろうか。

ことができるのである。また、チームとしても、高

現在、ブレーキからホイールまでの距離がほとんど

性能化したタイヤウォーマーを購入する費用（1

ないような状態で、ブレーキの冷却に多くのチーム

セットで低価格の小型乗用車 1 台が購入できる）や

が頭を悩まし、トラブルも頻発している。ブレーキ

それの輸送コストの削減、さらには、タイヤをタイ

ディスクを現行品より大きくしなければ、リム径

ヤウォーマーで巻いたり、温度管理をしたりするよ

アップで空間が増し、冷却の問題を解消するのが容

うな労働からメカニックを解放できるという利点が

易になるといわれている。また、ブレーキディスク

ある。

からの放熱により、ホイールが暖められて、タイヤ

しかし一方で、タイヤメーカーにとっては、かな

内部の空気の温度が上昇する量も減少する。走行前

り難しい技術課題を突き付けられることになる。現

後のタイヤ内圧の変化が少なくなれば、車高による

在のトレッドコンパウンドは、走行中のタイヤ温度

性能変化が大きい現在の F1 でも、タイヤウォーマー

領域、すなわち高温側（約 80 〜 110℃）で、グリッ

の禁止が行いやすくなる条件が揃うことになる。

プや硬さなどの性能が最適になるような温度特性に

ただ、こういった利点がある反面、上でも述べた

設計されている。レース用タイヤにおいては、強大

が、次のような点には考慮が必要となる。リム径を

なエンジンパワーを確実に地面に伝え、高速での

アップすれば、タイヤのエアーボリュームが大幅に

コーナリングを実現するためにグリップの向上を目

減少し、その負荷能力が低下、ひいてはタイヤの安

指して、一般の乗用車用タイヤのトレッドコンパウ

全性に影響が出てしまう。従って、タイヤサイズの

ンドに比べて、より多くの多岐にわたる添加物が

拡大とある程度の内圧アップで、安全性が担保でき

レース用のそれには加えられている。この影響は、

る妥協点を見つけ出さなくてはならないのは自明の

低温領域でのトレッドコンパウンドの硬さを増し、

理であり、その方向へは進んでいる。そのため、リ

グリップを犠牲にしてしまうことにつながるのが一

ム径のアップとタイヤの大型化により、タイヤおよ

般的である。理解を深めるために、この添加物の一

びホイールの重量増大は免れない。タイヤの内圧

つの例である、樹脂について少し説明を加えておこ

アップも加味したところで、サスペンションだけで

う。実際に添加している樹脂については、具体的に

はなく、車両自体の耐久性向上を含めた大幅な設計

述べることはできないが、基本的にはプラスチック

変更が考慮されなくてはならないだろうし、その中

のようなものである。プラスチックの定規とか、下
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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

ながるスペックを選択することが重視された。この

て、変形させてしまった経験をお持ちの方もいると

ため、タイヤ開発テストに掛ける時間や労力が膨大

思うが、この樹脂もこういった特性を持ち合わせて

になり、チームの大きな負担になった。こういった

おり、暖めていくと、ある温度で急に柔らかくなる

理由で、F1 は、現在のワンメイク化が決定され、

性質を持っている。チューインガムを冷凍庫に入れ

他のモータースポーツのカテゴリーの多くも、タイ

て、硬くなったところで取り出し、口の中に入れて

ヤのワンメイク制を採用している。日本のスーパー

いただければ、この現象が体感できると思う。この

GT で行われているタイヤ競争は、世界的に見て極

低温での特性を緩和するために、現在の F1 では、

めて珍しいケースとなっている。

タイヤウォーマーにより、初期のタイヤ温度をコン

しかし、ご紹介したとおり、タイヤコンペティ

パウンドの作動温度領域（先ほどの例で言えば、

ション時のレースは、走る実験室としての意味合

チューインガムを軟化させる温度）に近付けて、柔

いが非常に強く、メーカー同士の威信を掛けた競

らかさを保持して使用しているわけである。

争は、メーカー内のモータースポーツを担当する

従って、タイヤウォーマーが禁止された場合、常

部門だけではなく、基礎開発などを含む多くの部

温からある程度作動してグリップし、走行開始後、

署が関わり、協力し合い、さらには、社外の材料

十分な作動温度領域に入っても大きく性能低下せ

供給メーカーなど関連企業をも巻き込んだ総力戦

ず、現在のコンパウンドとほぼ同等のグリップを発

の様相を呈する。この一連の競争は、タイヤ技術

揮するトレッドコンパウンドが要求される。低温で

の開発にとっては、一般の乗用車用タイヤなどの

の作動性と高温での性能保持は、原則的には相反す

開発における決められた枠から外れたところ、特

る 事 象 で あ る か ら、ピ レ リ は、こ の 技 術 課 題 を

にグリップ限界での走行に、その研究機会の場を

2020 年半ばまでには解決していなくてはならない。

与えることで数多くのブレークスルーを生み出し、

特に気温の低いサーキットにおいて、初期の暖まり

タイヤの先端技術の進歩に大きく寄与して来た。

が悪い場合、グリップ不足からスピンしたり、止ま

そして、長期的に見れば、一般タイヤの開発に大

りきれずにクラッシュしたりする可能性もあり、こ

きく役立つ技術に成長したのは確かである。そう

のような事態になった場合、高価なパーツで構成さ

いう意味において、タイヤ戦争の存在は、一概に

れる F1 車両を使用するチーム側からの強いクレー

否定されるべきものではないように思える。

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
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鈴鹿サーキットにおける安全対策と救急体制
橋田克己＊
本田技研工業
（株）
の創業者である本田宗一郎氏の「レースは走る実験室」
「レースをや
らなければ日本の車は良くならない…」という熱い想いから鈴鹿サーキットは誕生した。
サーキットでは、車やバイクの限界性能まで突き詰めることでしか得られない『技術』
が生まれる。しかし、テストを行うのはいつの時代も生身の人間であり、限界を超えて
しまったときに、その被害を最小限に食い止めることは常に最重要課題であり続けてい
る。そして、そこで培われた技術が市販車にフィードバックされることで、乗員の安全
性を高めていく。本紹介では、
「走る実験室」という使命のもと、たゆまず施設の安全性
を高めてきた鈴鹿サーキットの安全対策について、その一部を紹介する。

Safety Measures and Emergency Preparedness at Suzuka Circuit
Katsumi HASHIDA＊
Suzuka Circuit was born from the passionate belief of Soichiro Honda, the founder
of Honda Motor Co., Ltd., that "racing is a running testing laboratory" and "Japanese
automobiles will not improve if they are not put through their paces on the racing
circuit." Racing yields technology that can only be obtained only by pushing cars
and motorcycles to the limits of their performance. However, testing in all eras has
been conducted by people, and minimizing harm when limits are exceeded is always
the most important issue. When the technology cultivated through racing is
incorporated into commercial vehicles, it improves safety for people in vehicles. In
this presentation, I will introduce some of the safety measures at Suzuka Circuit,
where we have been constantly improving facility safety based on our mission as "a
running testing laboratory."

1.

ランプリ』を開催しているサーキットである。鈴鹿

はじめに

サーキットにおける安全対策と救急体制の確立は、

鈴鹿サーキットは、1962 年に誕生した日本初の

F1 誘致に向けた準備だけでなく、開催を継続する

国際格式サーキットであり、そのコースレイアウト

ために大きく影響を受け、進化し続けてきたことは

を Fig.1 に示す。単に歴史が長いだけでなく、全長

間違いない。また、鈴鹿サーキットは F1 に代表さ

も約 5.8 ㎞と日本一長く、Formula 1（F1）のコー

れる四輪レースだけでなく、8 時間耐久レースに代

スレコード 1 分 27 秒 319（2017 年）で換算すると、

表される二輪の世界選手権も開催している。読者の

コース全体の平均速度が 240 ㎞ /h 近くに達し、日

方々は意外に思われるかもしれないが、四輪と二輪

本一の高速サーキットでもある。

の安全対策は似て非なるものであり、時には相反す

鈴鹿サーキットは現在、日本国内で唯一『F1 グ

ることがある。この両立を図るために、複数回に及
ぶレーシングコースの大改修を行ってきた。

＊

株式会社モビリティランド鈴鹿サーキットモータースポーツ部
Motorsports Division, Suzuka Circuit, Mobilityland Corporation
原稿受付日 2019 年 1 月21日
掲載決定日 2019 年 3 月19日
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Fig.1 鈴鹿サーキットのコースレイアウト

スも、そうした進化に対応し、安全性を高めるため

するレーシングコースにおいては、摩擦係数の向上

の改修が要求されてきた。もちろん、安全はハード

に比例して、カーブ旋回時の限界速度が高まること

ウェアだけで担保できるものではない。
『ハードウェ

になる。旋回速度が向上することで、コース走破タ

ア』
、
『ソフトウェア』
、そして、それを機能させる『人

イムは短縮されるが、車両の運動エネルギーは速度

（ヒューマンウェア）
』の 3 つの要素が有機的に重な

の二乗に比例して大きくなるため、旋回時に不具合

り合うことで達成できるのである。そこで本稿では、

が生じた場合の被害が甚大化することにつながって

これら 3 つの要素について、まずは『予防安全』と『衝

しまう。

突安全』の視点から解説していく。
2.

また、二輪の場合には、いったんスリップしたタ
イヤが再度グリップを取り戻すことによって、オー

予防安全

トバイが急激に起き上がり、ライダーがそれまでス

コース上での事故を防止するためには、走行する

リップによって傾いていた方向とは逆方向の路面に

車両が危険な状態に陥らないことが一番大切であ

投げ出される、いわゆるハイサイドが生じる可能性

る。そのために考えられる対策としては、

が高くなる。ハイサイドは、滑走方向に対してオー

1. 路面摩擦係数μの向上

トバイよりもライダーが前方に投げ出される形にな

2. 意図的な減速を促す構造

ることが多く、大きなモーメントでアスファルトに

3. 視界の確保

叩きつけられるだけでなく、後から追いかけてくる

4. 情報伝達手段の確立

オートバイの身体への衝突によって、負傷程度が大

などがある。

きくなる場合がある。

2 ‑ 1 路面摩擦係数μの向上

路面状態が乾いている状態では、二輪四輪いずれ

摩擦係数は路面の劣化に伴い、徐々に低下する。

のレースでも、スリックタイヤと呼ばれる表面に溝

摩擦係数が下がるとタイヤに発生しうる力が減少

のないタイヤが使用されることがほとんどである。

し、車両運動性能の限界が下がり、結果として不安

このタイヤでは、溝がない分だけタイヤの接地面積

定な状況に陥りやすくなる。従って、定期的にオー

が広くなり、タイヤのグリップ力を高めることがで

バーレイ（再舗装）をすることによって、摩擦係数

きる一方、排水能力を持たないため、にわか雨など

を高めることが必要である。しかし、走行速度の上

によって路面状態が急変すると急激にグリップを失

限値が定められている一般道路では、オーバーレイ

う恐れがある。従って、路面が濡れた状態になって

によって間違いなく安全性が高まるが、限界を追求

も摩擦係数が大きく低下しないように、路面自体が
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排水性の良い舗装であることも求められる。

り、鈴鹿サーキットには現在、29 カ所のポストが

2 ‑ 2 意図的な減速を促す構造

設置されている。

長い直線や大きな半径のカーブが連続すると、マ

2 ） 灯火装置

シンの走行速度が上がる。上述したように、走行速

悪天候時や日没が近づくと、レース旗の視認性が

度が上がると事故発生時の被害が甚大化してしま

下がる恐れがある。また、ポストオフィシャルがレー

う。そこで、シケイン（Fig.1）と呼ばれるクラン

ス旗を振り続けていると、それ以外の作業（例えば、

ク等を設けたコースレイアウトとすることで、ドラ

消火や救助）が制限されてしまう。そこで、視認性

イバー／ライダーに対して意図的な減速を促し、結

の良い灯火をレース旗と併用することになる。

果的に走行速度を抑制することができる。なお、最

鈴鹿サーキットでは、両側黄色と中心赤の灯火を

終 コ ー ナ ー 手 前 の シ ケ イ ン は、1983 年 に 設 置

装備した三灯式の信号機を設置していたが、2018

（1991 年と 2003 年に改修）
、ヘアピンカーブを立ち

年 7 月に、F1 で使用されているものと同規格であ

上がった後の 200R の区間の二輪専用シケインは

るライトパネルと呼ばれる高輝度液晶パネル表示に

2004 年に設置された。ただし、いたずらにシケイ

変更した（Fig.2）
。これは三灯式の信号機と異なり、

ンを増やしてしまうと、観客を魅了するダイナミッ

レース旗と同じ模様・色が表示可能であるばかりで

クな走りが減少するだけでなく、ブレーキングによ

なく、文字なども表示することができるため、今後

る事故が増える可能性もあるため、充分な考慮が必

生じうるさまざまな拡張に対応できる。また、輝度

要である。

が高いという特徴によって、見落としの発生も抑制

2 ‑ 3 視界の確保

される。

一般道路と同様に、見通しの良いコースレイアウ

これらの灯火は、ポストオフィシャルが直接操作

トであれば、前方の情報が取りやすく、アクシデン

できるだけでなく、管制室からも制御が可能である。

トを減少させることができるのは明らかである。し

従って、人が配置されていないポストでも点灯させ

かし、創業者の「田んぼはつぶすな！」という指示

て注意喚起を行うことが可能となり、情報伝達によ

のもと、もともと何もなかった雑木林を切り崩して

る安全性向上につながっている。

造られた鈴鹿サーキットは、開業当初ほとんどの

3.

コーナーは内側に山が存在し、見通しが悪かった。
数度にわたるコース改修によって山は切り崩され、

衝突安全

車両がコースから逸脱してしまった場合、可能

以前よりも見通しが確保されたレイアウトとなって

であればクラッシュ（衝突）することなく、コー

いる。

スに復帰させるのがベストである。仮にクラッシュ

2 ‑ 4 情報伝達手段の確立

が避けられない場合には、クラッシュするまでの

サーキットの中には運営設備だけでなく、ピット

間に高速で走行する車両が持つ膨大な運動エネル

や観客席の設置も必要であり、いくら山を切り崩し

ギーをできるだけ時間をかけて消耗させることで、

ても、すべてのコーナーで見通しを完全に確保する

人体やマシンに与える影響を最小限に抑えること

ことは極めて困難である。従って、路面の状況変化

が求められる。

や前方でのアクシデント情報、管制室からの指示を
迅速、正確、かつわかりやすく伝える情報伝達手段
が必要であり、現在、以下のような手段が用意され
ている。
1 ） オブザベーションポスト
開業当初からオブザベーションポスト（以下、ポ
スト）と呼ばれる小屋を、コース各所に設置してい
る。ポストには必要に応じて人員（ポストオフィシャ
ル）を配置し、運転者に対して、主にレース旗を使
用して情報の伝達が行われる。なお、旗の意味は国
際的な規格で定められている。ポストもまた、安全
性向上のために増設、あるいは移設を繰り返してお
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3 ‑ 1 エスケープゾーン

一見、良いことずくめであるように感じるが、カー

コース脇には、エスケープゾーン（減速帯）が設

ブの限界速度は、カーブの曲率半径が大きいほど高

けられている。エスケープゾーンには、芝、グラベ

くなるため、コースを逸脱してもマシンが不安定に

ルベッド、バージアスファルトなどが設置され、運

ならないのであれば、意図的に逸脱してくる運転者

動エネルギーを安全に消耗させる構造となっている

が出てくる。そのようなアドバンテージを得ること
がないように、一部のコーナーでは、アウト側の縁

（Fig.3）
。
1 ） グラベルベッド

石がダブルカーブストーンと呼ばれる二重の縁石と

従来のエスケープゾーンでは、グラベルベッド（以
下、グラベル）と呼ばれる砂利を敷き詰めたスペー

なっており、この縁石をまたぐと、タイムロスにつ
ながるように設計されている。

スで減速を促すのが、最も一般的なレイアウトで

また、エスケープゾーンがすべてバージアスファ

あった。グラベルは車輪が砂利に埋まることによっ

ルトで埋め尽くされていた場合、転倒して路面を滑

て、マシンの運動エネルギーを一気に吸収できる利

走するマシンやライダーを、バリア衝突まで充分に

点があるが、その反面、砂利につかまって再スター

減速させることが困難となるため、鈴鹿サーキット

トが不可能になる可能性が高く、二輪はそのまま転

では、必ずバージアスファルトの外側にグラベルが

倒に至ることが多い。また、コース脇から直ぐにグ

用意されている。

ラベルだと、マシンがコース脇に停止してしまうこ

鈴鹿サーキットは、二輪も四輪も走行するサー

とで、コースアウト車両と走行車両が近接し、とも

キットであるため、両者が共存できる安全対策が求

に危険にさらされるばかりか、救助に向かうコース

められる。言うまでもなく、エスケープゾーンは、

脇のスタッフも、待機位置から救助場所まで長い距

広ければ広いほど安全性が向上するが、あまりに広

離を徒歩移動することになる。

いと、観客席と選手の距離が開きすぎて一体感、速

2 ） バージアスファルト

度感、迫力が損なわれるという問題があり、設計時

コースレイアウト上、比較的スペースが確保で

にはトータルバランスが要求される。
3 ‑ 2 バリア

きるコーナーでは、グラベルの代りにバージアス
ファルトと呼ばれるアスファルト路面をエスケー

エスケープゾーンで十分に減速できなかった車両

プゾーンに設置する場合が増えている。これは、

は、最終的な受け皿となるバリアに衝突する。従っ

コースと同じアスファルト路面であるために、コー

て、バリアの衝撃吸収性が運転者のダメージを左右

スアウトしても姿勢が不安定になりにくく、運転

することとなる。バリアは、コース内側からウレタ

者がコントロールできる幅が増える。また、これ

ンバリア、タイヤバリア、ガードレール、デブリフェ

までのグラベルと違って、コースに復帰できる確

ンスの順に設置されている。ただし、場所によって

率が格段に向上する。レースの場合は、リタイア

は、タイヤバリアやウレタンのない場所、タイヤバ

率が下がることになるので、選手、観客にとって

リアが二重になっている場所も存在する。以下、そ

も喜ばしい限りである。

れぞれの役目を解説する。
1 ） ウレタンバリア
こ れ は 主 に 二 輪 用 の バ リ ア で あ り、ウ レ タ ン
フォームの大きな『塊』を防水カバーで覆ったもの
である。そもそも四輪車は、衝突時にボディが変形
してショックを吸収することができるが、二輪では
それができない。また、二輪が転倒した場合には、
マシンとライダーが分離して、ライダー自体がバリ
アに衝突することが多く、バリアには柔らかさが求
められる。しかし、ウレタンフォーム単一の塊をバ
リアとした場合、その弾力で衝突したマシンがコー
スに跳ね戻され、二次事故を起こしかねない。そこ
で、四輪車内でエアバックが展開して乗員の頭部を

Fig.3 エスケープゾーン
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構造と同様に、ウレタンバリアの中には、空間（空
気室）が 4 室設けられており、衝突を受けると空間
が押しつぶされてエネルギーを吸収する構造になっ
ている（Fig.4）
。その際に空気が抜けるための『空
気穴』が側面に装備されている。
なお、ウレタンフォームは可燃性が高く、四輪の
大きなマシンがコース上に跳ね戻されることを防止
するためにも、F1 の際にはすべてのウレタンバリ
アを撤去している。

Fig.5 タイヤバリアとウレタンベルト

2 ） タイヤバリア
これは主に四輪用バリアであり、タイヤを積み上
げてバリアにすることで大きな衝撃を受け止め、マ

るようにベルトで面を作り、膨大な運動エネルギー

シンの運動エネルギーを吸収する装置である。横に

を点ではなく面で受け止めることを目的とした作り

したタイヤを 6 本積み上げて一束とする。さらに、

となっている。これは鈴鹿サーキットが開発し、テ

原則として 6 束を横に連結し、ワイヤーで固定した

ストを重ねたものであり、今や世界標準となってい

ものをコース形状に合わせて配置している。意外に

る装置である。

思われるかもしれないが、鈴鹿サーキットが使用し

3 ） ガードレール

ているタイヤバリアは、すべて新品である。なぜな

鈴鹿サーキットで用いているガードレールは、一

らば、中古タイヤだと、どうしても同じサイズのも

般的な道路で使用されているガードレールと同じ形

のが揃わず、ゴムも硬化しているため、均一かつ柔

状であるが、意図的に薄めの板を使用して衝撃を吸

軟に衝撃を受け止めることが不可能なためである。

収しやすくしてある。また、タイヤバリアを後方か

タイヤはウレタンに比べると硬質であるが、それ故

ら支える役目も担っており、マシントラブルやク

に大きなエネルギーを受け止めることができる。過

ラッシュなどで降車したドライバーは、この後方に

大なエネルギーを受けた場合は、タイヤバリア自体

避難することで安全を担保することができる。

が拘束を解き放って分散することで、エネルギーを
分散・吸収することが可能である。

鈴鹿サーキットでは、ガードレールの後方に運転
者が避難しても、絶対的に安全を保証するものでは

鈴鹿サーキットでは、タイヤバリアの表面をウレ
タンベルトと呼ばれるゴムベルトで覆っている
（Fig.5）
。タイヤを並べただけでは凹凸が発生する

ないと考えて、ヘルメットを装着したまま待機する
ように指導している。
4 ） デブリフェンス

ので、より均一に力が加わった上で、力を受け流せ

デブリフェンスとは、クラッシュによって飛散し
たマシンやパーツが観客席やオフィシャルのところ
に到達することを防ぐために設けられた最終バリア
である。タイヤが露出したフォーミュラカーでは、
他車両のタイヤに乗り上げることで、車両が高く舞
い上がることがあるため、デブリフェンスは 4 〜 6
ｍの高さが確保されている。
これまで 2 章と 3 章で述べてきた安全性向上に関
わるコース改修・対策を、Table 1 に示す。
4.

救急体制

1987 年のコース改修によって、F1 開催に向けた
コースの準備は整ったが、それだけでは F1 を開催
することはできない。なぜならば、国際自動車連盟
（FIA）から救急体制に関しても厳しい要求があっ
Fig.4 ウレタンの内部構造
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請するとともに、モータースポーツに理解のある病

Table 1 鈴鹿サーキットにおける安全性向上に関わる
コース改修・対策

施工年

院を探し訪ねて、救急搬送体制を確立することがで

改修・対策内容

きた。なお、現在の鈴鹿サーキットでは、FIA から

1983 ・ 高速化するレースに対応して安全性を高めるた
め、最終コーナーにシケインを設けた。

求められる以上の設備とメディカルスタッフを備え
ており、負傷者の迅速な処置に対応している。
4 ‑ 1 鈴鹿サーキット医務室の主な設備

1984 ・ スプーンカーブを改修し、
コーナーのアウト側に
広いランオフエリアを確保した。
1985 ・ 第１コーナーをやや手前に移し、
アウト側のラン
オフエリアを拡張した。
・ 第１コーナーから第３コーナーまでの100R、
70R、60Rの3つの複合コーナーを、100Rと
60Rの2つのコーナーを短い直線でつなぐ形に
改めた。
1987 ・（F1開催を控えて）
デグナーカーブを改修。80R
の1つのコーナーだったのを、15Rと25Rの２つ
のコーナーを直線でつないだ形に変更した。
・ 視界確保のため、
デグナーカーブ内側を削る大
工事を行った。
・コントロールタワーを新築した。

現在の鈴鹿サーキット医務室には、以下のような
設備が備わっている。
・蘇生ベッド 2 床、観察用ベッド 3 床
・X線装置、麻酔装置、エコー診断機、熱傷用プール
・高規格救急車 2 台、および普通救急車 6 台
・ドクターヘリの駐機場
・ドクターカー（医療キットを搭載し、現場に急行
できる医師専用車）
・ドーピング検査室
4 ‑ 2 メディカルスタッフ
例えば、F1 開催時には、メディカルスタッフに
関して、最低でも以下の要件が求められる。

1991 ・シケインを最終コーナー寄りに30m、
ピットロー
ド入口を130R寄りに70m移動した。

・蘇生術に精通した外傷患者管理に実績のある医師

2001 ・ S字コーナーの一部をやや内側に移設し、
アウ
ト側のランオフエリアを拡大した。

・脊椎損傷の初期管理に精通した医師 1 名、熱傷に

2002 ・ 逆バンクからダンロップカーブにかけての間を内
側に寄せ、
ランオフエリアを拡大した。
2003 ・ 四輪と二輪でシケインを分離した。二輪用は四
輪用より約65m奥に配置。
2004 ・ランオフエリアが狭い200Rへの進入速度を抑
制するため、二輪専用のシケインを設置した。
2017 ・ 1〜2コーナーの縁石をダブルカーブストーンに改
修。人工芝部分を撤去しバージアスファルト化。
2018 ・ スプーンカーブも2017年の改修同様の施工を
実施。
2019 ・ 130Ｒの外側に対し前年同様の施工を実施。

が最低 2 名
精通した医師 1 名
すなわち、最低 4 名の専門医がいれば、F1 を開
催できるが、万全を期すために、鈴鹿サーキットで
F1 を開催する際には、脳神経外科、整形外科、胸
部外科、一般外科、救急科、麻酔科などの専門医が
合わせて 10 名弱、さらに看護師や救命士を含めて
総勢 35 名ほどのメディカルスタッフが、医務室な
らびにコースサイドに分散して待機している。
また、医務室で応急処置が行われた後の搬送態勢
についても、FIA が要求する基準を満たさなければ
ならない。レーシングアクシデントによる傷病に対
して高度な医療が施せると FIA が事前承認した病
院に対し、陸路（救急車搬送）で 40 分以内、空路（ド
クターヘリ）で 30 分以内に搬送可能であることが
求められる。鈴鹿サーキットの場合には、FIA から
承認された三重大学医学部付属病院、三重県立総合

医療センターに手術室やレントゲン室の設置が義務

医療センターに、いずれも陸路で 20 分、空路では 7

付けられ、万一の事態に備えて、ヘリポートを持つ

分で搬送を完了させることが可能である。

近隣の病院と協力態勢を作ることが要求された。

もちろん、F1 以外のレースでも、レースの規模、

ヨーロッパで開催される F1 コースでは、既にヘリ

観客動員数などに応じて複数の医師とメディカルス

コプター輸送を含む救急医療体制が確立されていた

タッフが医務室に待機している。近年、自転車のレー

が、当時の日本にはそのような救急医療体制は整っ

スやイベントが鈴鹿サーキットで多数開催されてい

ていなかった。

るが、二輪や四輪の一般的なレースとは異なって、

そこで、当時の三重大学医学部に医師団派遣を要
国際交通安全学会誌

Vol. 44, No. 1

薄着に自転車用ヘルメットだけの装備で参加する人

（ 58 ）

令和元年 6 月

59

鈴鹿サーキットにおける安全対策と救急体制

が多く、転倒などによるけがが多数発生しており、
態勢を強化している。
参考までに、医療態勢はレースの時だけに用意さ
れるものではない。なぜならば、鈴鹿サーキットで
は、平日でも何かしらの走行が必ず行われているた
めである。そこで、平日においても、二輪走行日は
最低 2 名以上、四輪走行時は最低 1 名以上の経験豊
富な看護師が待機している。二輪は同時に複数の転
倒が発生する恐れがあるため、必ず 2 名以上待機す
るようにしている。また、看護師で対処できない症
状の場合に備えて、地元の鈴鹿消防との連携はもち
ろんのこと、三重大学医学部付属病院、三重県立総
合医療センター、鈴鹿中央総合病院などとの連携を

Fig.6 ET訓練

図っている。
4 ‑ 3 ET（Extraction Team）

化に遅れないように、サーキットにおける安全対策

四輪のレースでは、大きなクラッシュから乗員を

も常に進化しなければならず、先手を打つほどの積

保護するための技術が格段に進んでいる。例えば、

極安全志向が求められる。そのためには、レースの

F1 においては飛散するマシンやパーツからドライ

統括団体や上位団体からの指示を待つだけでなく、

バーを守るために 2018 年シリーズから Halo と呼ば

サーキット独自の分析を行い、その結果に基づいて

れる安全装置がコクピットを覆うこととなった。ド

対策を立案、実行することが必要である。

ライバーの安全性が高まるのは好ましい限りである

鈴鹿サーキットでは、クラッシュ記録、医務室

が、ドライバーの守りが強固になるほど、負傷レベ

利用記録を常に蓄積しており、走行種別（二輪・

ルの高いドライバーを破損した車両の中から外に出

四輪など）
、日時、天候、運転者情報、負傷の程度（部

すことが困難となる。そこで、四輪の大きなレース

位）などから分析を進めている。分析結果につい

で は、ET（Extraction Team：救 出 チ ー ム）が 編

ては、独自の判断だけではなく、必ず第三者のプ

成されることとなる。

ロレーサーからのアドバイスを受けて、対策に役

ET は、サーキット走行の経験を積んだベテラン

立てている。

ドライバーが運転する ET 専用車両に、チーム員 4

例えば、2017 年に行われた二輪レースに参加し

名と医師 1 名の 6 名編成で、車両には医療キットを

たライダー 2,443 人の参加年齢層を分析すると、10

搭載する。ET は、レース車両・車種の構造に合わ

代が 10％、20 代が 17％、合わせて 27％であるが、

せた救出訓練を繰り返し行い、経験を積んだ精鋭

その中で転倒して医務室を利用した 125 人の年齢構

チームである。F1 ではコース長 6 ㎞を超えると、

成をみると、それぞれ 16％、27％、合わせて 43％

最低 2 チームの編成が必要とされる。鈴鹿サーキッ

であり、若年ライダーの転倒による負傷率（＝医務

トのコース長は約 5.8 ㎞であるが、万全を期して 3

室利用率）が高いことが確認できる（Fig.7）
。この

チーム編成としている。

結果に基づいて、鈴鹿サーキットでは、18 歳以下

最近のレース車両はハイブリッド化が進み、F1
でも 2009 年からハイブリッド化された。ハイブリッ

のライダーに対する二輪用エアバックの装着を
2017 年から義務付けた。

ド車両にはリチウムイオン電池が搭載されている関

レーシングコースで使用される二輪用エアバック

係上、救出の際には感電に備えて耐電グローブの装

は、ライダーの体に装着するものであり、頭からか

着が必須となった。つまり ET は、前述の Halo を含

ぶるベストタイプが主流である。走行時、ベストと

めて、ますます高度な専門性と訓練の積み重ねが必

マシンは紐でつながれており、転倒などでライダー

要となってきている（Fig.6）
。

とマシンが分離すると、紐が引かれてガスボンベが

5.

開き、展開する仕組みとなっている。

積極安全

もちろん、一方的にライダーへの装着を押し付け

先にも述べたが、日進月歩で進むマシンの高性能
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年齢不明 ２％
70代 0％
60代 2％

年齢不明 0％
70代 1％
60代 0％

10代
10％

50代
16％

10〜20代
合計 27％

20代
17％
40代
30％

30代
14％

40代
39％

10代
16％

50代
12％

n=2,443人

n=125人

年代別レース参加率

10〜20代
合計 43％

20代
27％

30代
14％

年代別医務室利用率

Fig.7 二輪レース参加者年代分析
（2017年）〈鈴鹿サーキット〉

対応も同時に行うことで、普及促進を図った。その

負傷率を検証したところ、エアバックが作動しな

結果、鈴鹿サーキットの二輪レースにおける二輪用

かった場合に比べて、エアバックが作動した場合に

エアバック装着率（全年齢層における装着率）は、

負傷率が 7% 低いことが確認された（Fig.9）
。上記

18 歳 以 下 に 義 務 化 す る 2016 年 の 20％ に 比 べ て、

①〜④の部位は他の部位と異なり、深刻な後遺症に

2018 年は 32.6％まで向上している。

つながる可能性が高い部位であり、このデータから

さらなる装着率向上を目指すには、二輪用エア

エアバックの効果が期待できる。

バックの有効性について広く告知する必要がある

一方、さまざまな分析を基に、スタッフが走行会

が、四輪用エアバックと異なり、二輪用エアバック

員に直接アドバイスをしても、なかなか伝わりにく

は、まだまだ世の中に普及しておらず、ましてやレー

いという現状にある。そこで、鈴鹿サーキットなら

スにおけるエアバックの有効性について、既存の分

ではの強みを活かしたアドバイザー制度を立ち上げ

析結果はないに等しい。鈴鹿サーキットでは、レー

た。原則として、走行会員の練習走行日には、現役

スドクターの意見を基にして、人体の部位を①頭部、

あるいは OB の著名なレーサーをアドバイザーとし

②顔面、
③頚部、
④頚椎、
⑤胸・腰椎、
⑥胸・背部、
⑦腹・

て 1 〜 2 名招聘し、走行会員が安全にステップアッ

腰部、
⑧骨盤、
⑨上肢、
⑩下肢に分け、独自にライダー

プできるよう、積極的にピットを巡回して声をかけ、

の負傷率を集計している（Fig.8）
。エアバック装着

分析結果に基づいたアドバイスを行うと同時に、会

による効果が特に期待される①〜④の部位における

員の生の声をアドバイザーが吸い上げて、実現可能
な対策立案に向けてフィードバックするという制度
である。

調査に際し人間の身体を
10の部位に分ける

6.

①頭部

⑥胸・背部

ここまでハードウェア、ソフトウェアの両面から

②顔面

⑦腹・腰部

主な安全対策について解説してきたが、それらがう

③頸部

⑧骨盤

まく機能するためには、人が要となる。近年、レー

④頚椎

⑨上肢

シングコースにおいても、かなりの部分で IT 化に

⑤胸・腰椎

⑩下肢

よる安全確保が進んできているが、現時点では、ポ

以上10部位

管制室

ストでレース旗を振るのも、現場で救助を行うのも、
また運転しているのも、人である。従って、すべて

エアバッグ効果が期待できる部位①〜④の部位を中心に効果確認

の人が統制された的確な指示の下に、迅速かつ確実

Fig.8 負傷部位調査区分 〈鈴鹿サーキット〉

に決められた行動ができなければ、安全を担保する
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②顔面 3％
③頸部 3％
④頚椎 3％

①頭部6％

①頭部13％

⑩下肢
20％

⑤胸・腰椎 0％
⑥胸・背部 3％
⑦腹・腰部 3％

⑩下肢
21％

①〜④部位
合計 15％

②顔面 2％
③頸部 2％
④頚椎 5％

①〜④部位
合計 22％

⑧骨盤
9％

⑤胸・腰椎 1％
⑥胸・背部 6％
⑦腹・腰部 5％

⑨上肢
45％

⑨上肢
49％
n=25人

⑧骨盤 1％

n=100人

エアバッグ作動

エアバック非装着または非作動

Fig.9 エアバック作動別、
負傷部位発生率 〈鈴鹿サーキット〉

ことができないばかりか、危険を拡大させる恐れも

7.

ある。

オフィシャル

平日の営業は、サーキット従業員を中心として

その統制された指示を行う場所が管制室である。
鈴鹿サーキットの管制室には 43 台のモニターが設

コースを運営しているが、レ―スや大きなイベント

置され、コース内 39 カ所に設置されたカメラから

になると、従業員だけでは安全を担保することは不

の情報によって、コース全域を死角なく監視するこ

可能である。そこで、レース開催時にオフィシャル

とができる（Fig.10）
。すべてのカメラは首を振る

と呼ばれる運営スタッフが全国から鈴鹿サーキット

ことはもちろん、ズームすることも可能であり、ア

に集結することではじめてレースを開催することが

クシデントや路面状況の変化をつぶさに監視、観察

可能になる。なお、オフィシャルの人数は、レース

することが可能である。

の開催規模に応じて決定される。例えば、F1 開催

また、すべてのカメラに対して、接続された 2 つ

時には約 500 名のオフィシャルがサーキット各所に

のハードディスクに常時、録画が行われており、ア

待機し、作業を行うことで安全が確保されている。

クシデントが生じた際には、瞬時に映像をプレイ
バックで振り返り、原因を突き止めることができ、

オフィシャルは、役務によって以下に示す 7 つの
セクションに分かれて組織されている。
7 ‑ 1 コース

二次事故防止に向けた指揮を執ることが可能となっ
ている。

コースサイドに設置されたポストから、走行中
のライダーやドライバーに対してレース旗やライ
トパネルでコース状況を知らせたり、逆にポスト
で観測された走行車両やアクシデントの情報を管
制室に伝達したりする役目を担う。コース上で走
行イベントが開催されていない時間には、コース
が安全な状態であることを常に意識しながら、コー
スの清掃やメンテナンスを実施する。また、トラ
ブルなどで動けなくなったマシンを移動・撤去す
る任務も負っており、オフィシャルの中で一番大
きなセクションである。
7 ‑ 2 レスキュー
競技中はコースサイドに待機し、転倒・クラッシュ
などのトラブルに見舞われたライダー・ドライバー

Fig.10 管制室
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の救出を担当する。そのため、車両からの救出方法

大会期間中は管制室周辺を拠点に参加チームへの対

や応急処置について訓練を積んでいる。上述した

応や各セクションの責任者と連動して事務業務全般

ET は、レスキューの中から選抜されたメンバーに

を行う。

ドクターが加わって構成される。

上記 7 セクションからなるオフィシャルは、原則

7 ‑ 3 ファイアー

としてボランティア活動であることは意外と知られ

耐久レースなど燃料補給が発生するレースにおい

ていないかもしれない。早朝から夜遅くまで、暑い

て、ピット周辺に耐火服を着用して待機して、万が

日も寒い日も雨の日も、常に緊張した状況の中で作

一の火災発生時には、素早く消火活動にあたる。

業するオフィシャルに支えられて、鈴鹿サーキット

7 ‑ 4 パドック

の安全は確保されているのである。

レース進行やパドックの秩序維持をつかさどるオ

8.

フィシャルである。スターティンググリッドやピッ
ト周辺を中心に活動し、スタート手順やペナルティ

おわりに

本稿では、
『走る実験室』としての役割を担う鈴

の判定、ピットレーンの速度計測（ピットレーンは、

鹿サーキットにおける安全確保について解説してき

安全確保のため速度規制が行われている）
、チーム

たが、この実験室は原則として『公開実験室』であ

への各種通達などを担当する。

ることを忘れてならない。なぜならば、レースは単

7 ‑ 5 計時

なる実験ではなく、スポーツエンターテインメント

競技結果の大切な要因となるタイム計測関連を担

でもあるからである。例えば、限られた敷地スペー

うオフィシャルである。主に管制室周辺で、最新鋭

スの中でランオフエリアを拡大するためには、コー

の計測機器やコンピューターを駆使し、ラップタイ

ナー形状を内側に移動して外側のランオフエリアを

ムやレースタイムを 1,000 分の１秒単位で集計・整

拡大することが最も容易であるが、それを行うと

合し、随時発表・配布する。

コース長は短くなる。事実、鈴鹿サーキットの全長

7 ‑ 6 車検・技術

は、開業当時 6 ㎞を超えていたが、改修のたびに短

レース参加車両が規定通りに整備されているか、

くなって、現在では約 5.8km になった。コース長が

不正はないかについて、レース前およびレース後に

短くなると、観客の前を通過する回数が増加すると

チェックすることを車検という。車両だけでなく、

いう利点があるが、観客席との距離が離れるという

耐久レース時の燃料補給装置の検査や、ライダー・

欠点もある。

ドライバーの装備品の安全性チェックなども担当す

鈴鹿サーキットは二輪、四輪の共存とエンターテ

る。さらには、耐久レースにおける燃料補給の監視

インメント施設としてのバランスを取りながら、こ

なども役務の一部である。

れまでもこれからも安全を確保するため進化し続け

7 ‑ 7 事務局

ていく。

競技前の参加受付、ライセンスチェックに始まり、
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学生フォーミュラ大会について
山岸康一＊
学生によるものづくりの実践的な教育を目的に世界各国で統一したルールで、フォー
ミュラスタイルのレーシングマシーンを企画・設計・製作する。そのマシーンを持ち寄っ
＊1
として過去 16 回にわたって開
た競技会が、日本でも『全日本 学生フォーミュラ大会』

催されており、国内外から約 100 チームが集結して、スタテック＆ダイナミックにしのぎ
を削る競技イベントが 1 週間の日程で繰り広げられる。本稿では、その内容について紹介
する。

About the Student Formula SAE Competition
Kouichi YAMAGISHI＊
Based on uniform rules, Formula-style racing machines are planned, designed, and
fabricated in each country of the world, with the aim of providing practical
education through fabrication by students. Competitions of such machines have
already been held 16 times in Japan as the "Student Formula SAE Competition of
Japan"* 1 . About 100 teams from inside and outside Japan gather, and intensely
competitive events̶both static and dynamic̶are held over a one-week program.
This paper presents an overview of the content of this competition.

1.

その後、開催場所をツインリンクもてぎ、富士ス

学生フォーミュラとは

ピードウェイのモビリタへと移し、2006年の第4回大

学生フォーミュラとは、学生＊2 のみで組織された
チームが、約 1 年間かけてフォーミュラスタイルの

会からは、静岡県の小笠山総合運動公園（通称エコパ）
において自動車技術会主催で開催されている２）。

レーシングマシーンを製作し、設計・製作能力、マ

当初、参加するチームは、それ程多くなかったも

シンの性能を競う総合競技である。その歴史は、
『も

のの、年々増加し、近年では国内・海外合わせて約

のづくりによる実践的な学生教育プログラム』とし

100 チ ー ム が 参 加 す る 大 き な 大 会 と な っ て い る

て Formula SAE®（SAE International １）主催）が、 （Fig.1 参照）３）。
また、この大会は世界各国＊3 で統一したルールで

1981 年（四輪自動車生産で日本が米国を追い抜き
世界一になった翌年）に米国で開催されたことに端

実施されており、国を跨いだ参戦も多い。

を発する。
国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベ
ントが 2001 年 9 月に、ツインリンクもてぎにて行わ
れ、2003 年 9 月に、
『第 1 回全日本 学生フォーミュ
ラ大会』が富士スピードウェイで開催された。
＊

トヨタ自動車株式会社東富士研究所（執筆時）
Higashi-Fuji Technical Center, Toyota Motor Corporation
原稿受付日 2019 年 1 月29日
掲載決定日 2019 年 3 月19日
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2019 年 の 17 回 か ら は、
「学 生 フ ォ ー ミ ュ ラ 日 本 大 会
（Formula SAE Japan）
」に名称変更される。
＊2 16 歳以上の高等学校専門学校生、短期大学生、大学生、
大学院生、もしくはこれに準ずる教育・訓練機関の学生、
ただし、大会の 7 カ月前までに卒業した者は、参加資格
を有する。
＊3 アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オー
ストリア、ドイツ、日本、ブラジルの世界 8 カ国 10 大会
にて、Formula SAE シリーズとして競技会を開催。また、
タイ、インド、中国、ロシア、チェコ、ハンガリー、カナダ、
スペインでも、シリーズ外で同様の競技会を開催。
＊1
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Fig.1 日本大会における参加チームの推移

2.

クを構築する。

日本大会の趣旨・運営方針
3.

2 ‑ 1 趣旨
主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両
により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支

車両の主な設計要件

参加車両は、学生が構想・設計・製作したもので、
Formula SAE® のルール１）に準拠させる。
なお、一部のルールに関しては、日本大会用のロー

援して、自動車技術ならびに産業の発展･振興に資

カルルールとして定めている。

する人材を育成する。
2 ‑ 2 基本方針

車両の構成部品については、安易に市販品等を用

学会として、学生にものづくりの機会を提供する

いるのではなく、できる限り、学生自らが製作する。
また、プロの技術者・研究者から情報を入手する

ことにより、
1． 学生の自主的なものづくりの総合力を育成

ことは許容しているが、設計を決定したり、設計図
を書いてもらったりしてはいけない。

する。

安全面については、厳格で緻密なルールになって

2． 学校教育と連携する実践的な学び場としての

いるが、学生たちの知識や独創性や構想力が大いに

教育的価値を高めていく。

発揮できるように、安全要件を除いた設計上の制約

こととする。
2 ‑ 3 運営方針

は必要最小限としている。
3 ‑ 1 パワートレイン

1． 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の

審査クラスとして、ICV（エンジン搭載車）と

場とする。
2． 産学官民連携による運営とする。

EV（電気自動車）があり、それぞれ以下の要件が

3． 個人・法人の広範なボランティアによる運営

規定されている。
1 ） ガソリンエンジンでは、4 サイクル 710 ㏄以下

とする。

で、排気音量は、所定条件で 110dB 以下。

4． 公益事業として運営する。
5． 企業の枠を超えた技術者の交流に資するた

ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使

め、学生フォーミュラ参加者のネットワー

用も可能であるが、リストリクターの装着が義務づ
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けられており、出力の均一化が図られている。

なお、動力によるグランドエフェクトは禁止され

2 ） EV クラスでは、最大公称作動電圧は 600VDC

ているものの、床下のベンチュリー構造や可変デバ

で、電力が連続的に 80kW を超えないこと。

イス、ばね下に直接作動するエアロデバイスなど、

なお、モーター数の搭載制限はなく、四輪インホ

昨今のレーシングカーでは禁止されているものが、

イールモーターも可となっており、トルク制御やエ

学生フォーミュラカーでは認められており、自由度

ネルギー回生も認められている。

が高い。

3 ‑ 2 トランスミッション

3 ‑ 9 ドライバーセルの大きさ

マニュアル、オートマチック、CVT など仕様は

95 パーセンタイルの男性が着座して安全な操作

自由であり、電動・空圧シフターや回転数制御など

ができるように、各種寸法が定められている。また、

も認められている。

タブ内の空間も、規定されたテンプレートをクリア

3 ‑ 3 フレーム

することが要求される。
3 ‑ 10 衝突安全構造

車両としては、四輪のオープンホイールのフォー
ミュラスタイルとされている。基本的なフレーム構
造は、パイプによる構成を基準としており、部位ご

正面、側面、背面からの衝突に耐えうる構造、強
度が要求されている。

とに必要なパイプ径、板厚が規定されている。

なかでも、正面に関しては、他のレーシングカー

しかし、必要な要件を満たし、等価構造計算書を

同様にインパクトアッテネータの装着が必要である。

提出することにより、パイプの構成の変更、カーボ

インパクトアッテネータは、寸法およびエネル

ンモノコック等への置き換えが可能となっている。

ギー吸収量が定められており、チームは、それに沿っ

3 ‑ 4 サスペンション

たインパクトアッテネータを設計、製作および評価

サスペンション形式は自由であるが、ショックア

を行い、レポートを提出しなければならない。

ブソーバー付きで最低 50.8 ㎜の実用ホイールトラベ
ルが必要であり、レーシングカートのようなリジッ

なお、標準のインパクトアッテネータも用意され
ており、チームはこれを選択することもできる。

トサスは不可である。
3 ‑ 5 ホイール
ホイールおよびホイールベース車両のホイールは
8 インチ以上の径で、ホイールベースは、1,525 ㎜以
上でなければならない。
3 ‑ 6 タイヤ
ドライタイヤとレインタイヤを天候により使い分
ける（ドライをレインと共用してもよい）
。
なお、タイヤウォーマー、トラクション増加材、
レインタイヤのハンドカットなどは禁止されて
いる。
3 ‑ 7 アクセル、ブレーキ、ステアリング
基本的には機械的な構成が必要であり、バイワイ
ヤーは禁止されている。
ただし、リアのステアに関しては、作動される範
囲が限定されているが、バイワイヤーが可能、また
アクセルに関しても、申請して機能が適合していれ
ば、電子スロットルを使用することができる。
3 ‑ 8 エアロダイナミクス
オープンホイールのフォーミュラスタイルのため
にキープアウトゾーンが規定されており、この範囲
には、エアロデバイスを装着することはできない
（Fig.2 参照）
。
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3 ‑ 11 ドライバーの装備、シートベルト

リン車両、EV 車両とも、このようにさまざまな検

ドライバーの安全を確保するため近年のレーシン

査が行われ、全項目に適合した車両にステッカーが

グカーと同等の装備、装置が義務付けられている。

与えられて初めて、ダイナミックイベントに参加で

4.

きる。

審査内容

車検の実施風景を Fig.3 に示す。

学生がチームを組んで企画・設計・製作したフォー
ミュラスタイルの小型レーシングカーを持ち寄り、
大会では、車の走行性能だけでなく、車両コンセプ
ト・設計・コスト審査などを行い、ものづくりの総
合力を競う。
審査では、マシンの製作にあたって、機械・電気
に限らず、幅広い実践的な知識を習得し、性能向上・
原価低減・商品性向上などにチャレンジする姿、ま
た、若手技術者や学生に求められている『自ら問題

技術車検

チルト

を発見し、解決していく能力』
、さらにリーダーシッ

安全性やフレームの作り方に問題
がないか確認

燃料漏れがないことや転倒しないこ
とを確認

プを発揮し、メンバー間のチームワークを醸成する
姿など幅広く見る。
審査の概要と配点を Table 1 に示す。
5.

車検

得点項目ではないが、車両が安全に競技を行える
ように、
①車両の安全・設計要件の適合、
②ドライ
バーの 5 秒以内脱出、
③ブレーキ試験（四輪ロック）
、

騒音

ブレーキ

排気音レベルを確認
（ICVクラスのみ）

ブレーキの効き具合を確認

④騒音試験（所定の条件で排気音 110dB 以下）
、
⑤チ
ルトテーブル試験（車両 45 度傾斜で液体漏れなし。
ドライバーが乗車して車両 60 度傾斜で転覆しな
い）
、
⑥車両質量測定、
⑦排気ガス検査等を実施する。
なお、EV クラスでは、前記の④、
⑦は実施しな
いが、高電圧系を中心に電気車検と称される厳密な
検査が行われ、これらをパスした車両は、レインテ

レイン
絶縁されているかを確認
（EVクラスのみ）

ストにより、雨天時の絶縁安全性を確認する。ガソ

Fig.3 車検の実施風景

Table 1 審査概要と配点

種目

概

車検
静的

動的

要

配点

技術審査･チルト･騒音･ブレーキ･車重･レイン･排ガス

ー

コストと製造

年 1,000 台と仮定し、コストテーブルを基にレポート作成、審査

100

プレゼンテーション

市場ニーズに合ったビジネスプランを練って審査員にプレゼン

デザイン（設計）

レポート＆実車で設計適正、革新性、加工・組付性を審査

150

アクセラレーション

0-75m の加速性能を競う

100

スキッドパッド

8 の字コースによるコーナリング性能を競う 2ドライバー ×2 ヒート

オートクロス

約 800m の複合コースを１台ずつ走行

エンデュランス

約 1,000m の周回コースを 10 周 ×2 ドライバー 計 20 周で競う

275

効率

エンデュランス走行時の燃費･電費を評価する

100

合計
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6.

6 ‑ 2 プレゼンテーション

スタテックイベント

チームのコンセプトに投資してもらうべく、外部

前述したように、ものづくりの総合力を競う大

関係者を納得させるという設定で実施される。

会であるため、車両コンセプト・設計・コスト・

コンセプトは、大会ごとに主催者が指定するが、

プレゼン能力などを競うスタテックイベントが実

一般的に市場分析、販売戦略、収益目標、フォーミュ

施される。

ラマシンとしての特徴と性能、設計・製造・販売に

スタテックイベントの実施風景を Fig.4 に示す。

対する計画、基本諸元、主要性能目標等である。

6 ‑ 1 コストと製造

なお、内容は大会に参加した車両と具体的に関係

フォーミュラ車両、いわゆるレーシングカーの製

していなければならない。

作に当たっては、もちろん競争相手を上回る性能を

審査は、大会当日の指定時間にプロジェクター等

達成することがプライオリティの一番であることは

を使用し、チームによるプレゼンテーションが 10

言うまでもない。しかし、コストと予算も、ものづ

分間行われ、引き続き審査委員による質疑応答が 5

くりの上で重要な要素であり、チームとして各パー

分程度実施される。

ツとアッセンブリーが性能に与える影響を判断し、

審査員からの質問は、エンジニアリング、生産、

内容とコストのトレードオフの関係から仕様を決定

マーケティング、ファイナンスなど多岐にわたり、

する。

チームは手際よく的確に回答する必要がある。
6 ‑ 3 デザイン（設計）

学生がイベントの目的を達成できるように、論理
的で単純かつ効率の良いルールにするため、レポー

車両に投入された工学的技術が、市場の要求お

トのパーツ体系を定めると共に、標準コストテーブ

よび車両の性能に合致しているかの両観点から評

ルを公開して利用できるようにしている。

価する。

なお、製造に当たっては、年 1,000 台と仮定して
コストの算出を行う。

チームは目標とする性能を達成するために、工学
的技術を活用して対費用効果を高める必要があり、

審査は、チームから提出される数百ページに及ぶ

チームメンバーは、その内容をよく理解している必

コストレポートを基に事前に行うとともに、大会当

要がある。なお、市販の完成品を用いて組み込まれ

日の指定時間に、実際の車両を前にレポートの妥当

た部品やシステムは、学生が設計したものとは評価

性を確認する。

されず、選択と活用のみが評価される。
チームは、事前にデザインレポートとデザインス
ペックシートを提出する必要があり、審査員は大会
前にレビューを行うとともに、大会当日の審査の割
振りの参考とする。
大会当日は、指定した時間に実車を前に審査が行
われる。チームは、説明に必要なボードや実物の部
品などを持ち込むことができる。

デザイン（設計）

また、通常上位チームにより、プレゼンファイナ

デザインファイナル

設計の適切さ、革新性、加工性、 デザイン審査の上位チームを対象
補修性、組立性などについて審査
に最終審査

ルが大勢の観衆の前で行われ、採用した最新のエン
ジニアリングが披露される。
7.

ダイナミックイベント

レーシングカーさながらに、実際に車両を走らせ
て加速、旋回、複合性能、効率、耐久性を競う。
しかし、安全の確保が最優先であり、指定されたエ
リア以外でのエンジン始動や自走は禁止されている。

コスト

プレゼンテーション

年産 1,000 台を仮定したコストと車
両の適合性を審査

メーカー経営陣に向けたビジネスプ
ランを審査

Fig.4 スタテックイベントの実施風景
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また、競技は基本的には単独走行であり、複数で
走行する場合も、ラリーのように時間差でスタート
となり、前車に追いついた場合は、パッシングゾー
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ンに退避させ、ホイール・トゥー・ホイールの競い
合いは禁止される。
車検後に許される車両の変更も調整程度であり、
それ以上の変更がある場合は、再車検となる。
なお、プロのドライバーは排除されるとともに、
個々のチームメンバーが運転できる審査項目は、3
つまでと制限されているため、優秀なドライバーを

アクセラレーション

スキッドパッド

0-75mの加速性能を競う

８の字コースによる旋回性能を競う

オートクロス

エンデュランス・燃費

直線・ターン・スラロームの複合コー
スでのベストタイムを競う

約 20kmを走行し、走行性能、耐
久性、燃費を競う

複数育てる必要がある。
ダイナミックイベントの実施風景とコースレイア
ウトを Fig.5、Fig.6 に示す。
7 ‑ 1 アクセラレーション
直線のフラットな舗装路上で、車両の加速性能を
評価する。
コース長は、スタートラインからゴールラインま
で 75ｍと定められており、各チームは 2 名のドライ
バー×2 ヒート最大 4 回の走行ができる。

Fig.5 ダイナミックイベントの実施風景

7 ‑ 2 スキッドパッド
フラットな路面上に設定された８の字の形をした

Fig.6 ダイナミックイベントのコース図
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7 ‑ 5 効率

2 組の同心円（内周約 15ｍ）を、決められたパター
ンで走行して車両のコーナリング性能を評価する。
各チームは 2 名のドライバー×2 ヒート最大 4 回

効率審査は、エンデュランス競技を完走する上で
使用した燃料 / エネルギーについて評価する。

の走行ができる。

ガソリン車両は、使用した燃料を満タン法で測定、

7 ‑ 3 オートクロス

EV 車両は、使用した電力量をエネルギーメーター

タイトなコースにおける車両の運動性能とハンド

により測定し、以下の方法で CO₂に換算、比較する。

リングパフォーマンスを評価する。

a． ガソリン：1 リットル当たり 2.31kg の CO₂

コースは、平均車速が 40 〜 48 ㎞ /h として、以下

b． 電気：1kWh 当たり 0.65 kg の CO₂

の要素により設定される。

8.

a． 直線が60m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が45m以下で両端に緩やかなカーブがある。

行動のルール

学生フォーミュラ大会は、あくまでも教育の一環

c． 直径 23 〜 45m の連続ターン

として実施される車両性能を証明するための設計技

d． 最少外径が 9m のヘアピンカーブ

術競技会であり、レースイベントではない。

e． 直線上に 7.62 〜 12.19m 間隔でコーンを配置し
たスラローム

このため、リーダーを含むチームメンバー、指導
監督するファカルティアドバイザーなど、参加する

f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々
に小さくなるコーナー、etc

メンバー全員に、スポーツマンシップに基づく行動
が求められる。

各チームは、2 名のドライバー×2 ヒート最大 4 回
の走行ができる。

オフィシャルの指示や警告に従わなかったり、ア
ルコールや非合法品を使用したりした場合は、競技

7 ‑ 4 エンデュランス

から除外される。

車両の性能を総合的に評価し、合わせて耐久性と

9.

信頼性をテストする。
コ ー ス は 平 均 車 速 が 48 〜 57 ㎞ /h、最 高 速 度

表彰

官・民の多大なスポンサーシップにより、総合表

105km/h として、以下の要素により設定される。

彰、種目別表彰、特別表彰など、約 30 の賞典が用

a． 直線が77m以下で両端にヘアピンカーブがある。

意され、チームの成績に応じて授与される。

b． 直線が61m以下で両端に緩やかなカーブがある。

大会最後に行われる表彰式では、これらの賞典が

c． 直径 30 〜 54m の連続ターン

観衆の前で発表され、受賞したチームは歓喜したり、

d． 最少外径が 9m のヘアピンカーブ

涙したりし、1 年間の苦労が報われる。

e． 直線上に 9 〜 15m 間隔でコーンを配置したス
ラローム

また、参加したメンバー全員および出場車両によ
る集合写真の撮影が行われ、記念として残される。
第 15 回大会の集合写真を Fig.7 に示す。

f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々
に小さくなるコーナー、etc

10.

g． 最少トラック幅：4.5m

大会ごとの上位校と技術トレンドの紹介

今まで行われた日本大会 16 回の上位校を Table 2

h． 数カ所にパッシングゾーンを設ける。
競技は、約 1 ㎞のコースを 2 名のドライバーが途
中交代を行い、各 10 周の合計 20 周を走行する。

により紹介するが、開催当初は関東勢が強く、上位
を占めるチームも限られていた。

ドライバー交代は指定されたエリアで行い、3 分

また、海外から参戦するチームとの実力差も大き

間の時間が与えられる。なお、ドライバーに合わせ

く、たまに参戦する海外校に優勝をさらわれてし

てシートやペダル類を調整することはできるが、そ

まっていた。

れ以外の変更は許可されていない。競技は通常、複

しかし、大会が進むにつれ、関西勢、中部勢の実

数台で行うため、オートクロスの成績により組み合

力も伯仲し、近年ではむしろ関西勢の強さが目につ

わせて、極力、追い越しの必要性を少なくする。

くようになり、海外の上位校とも互角以上の戦いが

またスタートは時間差であり、前車に追いついた

できるようになった。

場合は、パッシングゾーンに退避させ、ホイール・
トゥー・ホイールの競い合いは禁止される。
IATSS Review
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Table 2 日本大会における歴代の上位入賞校および技術トレンド
1回

2003

2回

2004

3回

2005

4回

2006

5回

2007

6回

2008

7回

2009

8回

2010

金沢大学

上智大学

上智大学

上智大学

東京大学

大阪大学

220
St.Spaceframe
CFRP
CBR600F5i
セミオートマチック
フルエアロ

220
St.Spaceframe
FRP
YZF-R6
Manual
Non

209
St.Spaceframe
FRP
YZF-R6
Manual
Non

198
St.Spaceframe
CFRP
YZF-R6
Manual
Non

220
St.Spaceframe
CFRP
YZF-R6
Manual
リアウイング

248
St.Spaceframe
FRP
Skywave650+ターボ
CVT
リアウイング

220
St.Spaceframe
FRP
ZX600P
Manual
Non

210
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

国士舘大学

神奈川工科大学

神奈川工科大学

名古屋大学

国士舘大学

東京大学

上智大学

上智大学

2位

University of Texas at
Arlington（U.S.A)

1位

上智大学

282
St.Spaceframe
FRP
K6A
（軽）+ターボ
Manual
Non

235
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

227
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

220
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

225
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

255
St.Spaceframe
FRP
Skywave650+ターボ
CVT
リアウイング

220
CFRP+St.Spaceframe
CFRP
YZF-R6+S.C.
Manual
リアウイング

210
CFRP+St.Spaceframe
CFRP
YZF-R6+S.C.
Manual
リアウイング

東京大学

国士舘大学

国士舘大学

University of Michigan
- Ann Arbor（U.S.A)

金沢大学

金沢大学

横浜国立大学

横浜国立大学

270
St.Spaceframe
FRP
SUZUKI P506
CVT
Non

245
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

239
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

190
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

215
St.Spaceframe
FRP
YZF-R6+ターボ
Manual
Non

210
Chro.Spaceframe
CFRP
YZF-R6+ターボ
電動シフター
Non

205
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

210
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

神奈川工科大学

芝浦工業大学

芝浦工業大学

東京電機大学

東京大学

横浜国立大学

大阪大学

東京都市大学

241
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

245
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

180
St.Spaceframe
CFRP
CRF450X
Manual
Non

250
St.Spaceframe
FRP
Skywave650+ターボ
CVT
リアウイング

210
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

230
St.Spaceframe
FRP
ZX600P
Manual
Non

223
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

3位

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

4位

244
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

宇都宮大学

宇都宮大学

東京電機大学

宇都宮大学

芝浦工業大学

神奈川工科大学

静岡大学

東海大学

5位

290
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

253
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

190
St.Spaceframe
CFRP
CRF450X
Manual
Non

225
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
電動シフター
Non

225
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

210
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

220
St.Spaceframe
FRP
GSX-R600 K4
電動シフター
Non

205
St.Spaceframe
CFRP
GSX-R600 K5
Manual
Non

金沢大学

金沢工業大学

日本大学理工学部

立命館大学

京都大学

大阪大学

東京都市大学

静岡大学

6位

280
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

250
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

230
St.Spaceframe
FRP
CBR600F4i
Manual
Non

230
St.Spaceframe
FRP
ZX6RR
Manual
Non

220
Al.Spaceframe
CFRP
YZF-R6
Manual
Non

220
St.Spaceframe
FRP
ZX600P
Manual
Non

168
St.Spaceframe
FRP
CRF-450X
Manual
Non

207
St.Spaceframe
FRP
GSX-R600 K4
電動シフター
Non

10 回

11 回

12 回

13 回

15 回

16 回

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

9回
1位

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

2011

2012

2013

2014

2015

14 回

2016

2017

2018

京都大学

名古屋大学

Graz University
of Technology
（Austria）

京都工芸繊維大学

京都工芸繊維大学

大阪大学

220
CFRP
CFRP
YZF-R6+S.C.
paddle shift
リアウイング

165
St.Spaceframe
CFRP
LT-R450 K6
Manual
Non

170
Al.Spaceframe
CFRP
WR450F
Manual
Non

240
St.Spaceframe
CFRP
CBR600RR
Manual
フルエアロ

No Data
CFRP
CFRP
KTM500EXC
paddle shift
フルエアロ

200
St.Spaceframe
FRP
LT-R450 K6
Manual
フルエアロ

190
St.Spaceframe
CFRP
LT-R450 K6
Manual
フルエアロ

230
St.Spaceframe
FRP
ZX-6R
空圧シフター
フルエアロ

横浜国立大学

大阪大学

大阪大学

京都大学

京都工芸繊維大学

横浜国立大学

芝浦工業大学

京都工芸繊維大学

225
CFRP+St.Spaceframe
FRP
ZX600P7F
空圧シフター
Non

220
CFRP+St.Spaceframe
FRP
ZX-6R
空圧シフター
フルエアロ

185
Al.Spaceframe
CFRP
WR450F
空圧シフター
フルエアロ

170
St.Spaceframe
CFRP
LT-R450 K6
Manual
Non

220
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
電動シフター
リアウイング

202
St.Spaceframe
CFRP
CBR600RR
Manual
フルエアロ

190
St.Spaceframe
FRP
LT-R450 K6
Manual
フルエアロ

200
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
電動シフター
Non

大阪大学

同志社大学

同志社大学

同志社大学

名古屋工業大学

名古屋工業大学

名古屋工業大学

名古屋大学 EV

3位

京都工芸繊維大学

2位

上智大学

200
St.Spaceframe
CFRP
ZX600P
paddle shift
Non

245
St.Spaceframe
FRP
ZX-6R
Manual
Non

255
St.Spaceframe
FRP
ZX-6R
Manual
Non

240
St.Spaceframe
FRP
ZX-600R-E40
Manual
Non

185
St.Spaceframe
FRP
WR450F
Manual
フルエアロ

180
St.Spaceframe
FRP
WR450F
Manual
フルエアロ

190
St.Spaceframe
FRP
YZ450FX
Manual
フルエアロ

300
St.Spaceframe
CFRP
EM57ﾓｰﾀ
None
フルエアロ

Swinburne University
of Technology
（Australia)

名古屋大学

名古屋大学

豊橋技術科学大学

同志社大学

220
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

235
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

200
CFRP
CFRP
CBR600RR
Manual
Non

240
St.Spaceframe
FRP
ZX-600R-E40
Manual
Non

U.A.S. Graz
（Austria）

名古屋大学 EV

240
St.Spaceframe
CFRP
CBR600RR
Manual
Non

No Data
CFRP
CFRP
No Data
空圧シフター
フルエアロ

335
St.Spaceframe
CFRP
EM57モータ
None
フルエアロ

Tongji University
（China)

宇都宮大学

茨城大学

京都工芸繊維大学

京都工芸繊維大学

大阪大学

名古屋大学

日本自動車大学校

210
St.Spaceframe
CFRP
CBR600RR
電動シフター
Non

210
St.Spaceframe
CFRP
GSR600
電動シフター
Non

165
St.Spaceframe
CFRP
LT-R450 K6
Manual
Non

165
St.Spaceframe
CFRP
LT-R450 K6
Manual
Non

210
CFRP+St.Spaceframe
FRP
ZX-6R
空圧シフター
フルエアロ

240
St.Spaceframe
CFRP
CBR600RR
Manual
フルエアロ

260
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
電動シフター
Non

名古屋大学

名城大学

横浜国立大学

東海大学

日本自動車大学校

日本自動車大学校

横浜国立大学

名城大学

200
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
Manual
Non

190
St.Spaceframe
FRP
WR450FW
Manual
Non

207
St.Spaceframe
CFRP
CBR600RR
電動シフター
Non

190
CFRP
CFRP
DL650(B.D)
Manual
フルエアロ

255
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
電動シフター
Non

260
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
電動シフター
Non

198
St.Spaceframe
FRP
CBR600RR
電動シフター
リアウイング

185
St.Spaceframe
FRP
WR450F
Manual
フルエアロ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

4位

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

5位

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

6位

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

210
CFRP+St.Spaceframe
CFRP
GSX-R600
空圧シフター
フルエアロ

U.A.S. Graz
（Austria）
No Data
CFRP
CFRP
No Data
空圧シフター
フルエアロ

注 1 ）車両のスペックは各大会の公式プログラムから引用したものであり、最終のスペックと異なる場合があります。
2 ）略号の意味は次の通り St.：スチール Al.：アルミ Eng：エンジン形式 TM：変速機、シフト S.C.: スーパーチャージャー
3 ）右記仕様は全車共通 Fr サスペンション：A-arms ／ Rr サスペンション：A-arms

国際交通安全学会誌

Vol. 44, No. 1

（ 70 ）

令和元年 6 月

71

学生フォーミュラ大会について

Fig.7 出場車両・参加メンバーによる集合写真

きている。

に端を発した学生自らによるものづくり競技会であ

また、過去の大会プログラム４）に掲載されてい

り、当初のガソリンエンジン車のみの時代から、世

る車両スペックを参考に、技術トレンドを Table 2

の中の流れに即して EV 車両が加わり、今日に至る。

にまとめたので紹介する。車両質量に関しては初回

また、他国の大会ではハイブリッド車、FC 車など

後、第 5 回大会までは劇的に減少しているが、これ

のクラスも試みられ、最新のトレンドである自動運

は車体構造の最適設計が進み、贅肉がそぎ落とされ

転カテゴリーを模索する動きもある。これには賛否

たことによる努力の賜物である。

両論あろうが、筆者としては個人的見解ながら、学

その後、エアロパーツの装着によるトレンド等に

生の手の内から離れ、ものづくりやドライビングを

より、質量増加につながる要素が加わった、しかし、

楽しめないカテゴリーは、あまり賛同できない。本

カーボンパーツを使ったボディワークやフレーム製

号が出る頃は、8 月末の大会に向けて最後の追い込

作により、質量の増加は最小限に抑えられている。

みの時期と思われる。

エアロダイナミクスが学生フォーミュラのカテゴ

全参加チームの健闘を祈りたい。

リーに効果があるのかとの議論はたびたびあるが、
チームは緻密な計算をして、パーツの最適設計を行

参考文献

い、また、ドラッグリダクティングシステムを採用

1 ） Formula SAE® のホームページ
http://www.fsaeonline.com/
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全日本 学生フォーミュラ大会
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3 ） 自動車技術会製作
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平成30年度

創 50 戦略プロジェクト： 1801C

研究調査プロジェクト報告
ここでは、（公財）国際交通安全学会（IATSS）
が平成 30 年度に実施した研究調査プロジェクトの
うち、12 本について概要を報告します。
この他に、IATSS 研究調査活動への最新基礎情
報の提供等を目的とした海外調査プロジェクト
（1830）と、平成 29 年度に実施した研究調査プロ
ジェクトの中から著しい成果の認められたものに
対し、国際的な会議等での発表機会を設けること
を目的とした国際発表プロジェクト（1870）「カン
ボジアにおけるクロスセクター連携を通した交通
安全教育の実施」を実施しました。

凡例
プロジェクト番号
プロジェクト名
プロジェクトの概要
◎：プロジェクトリーダー
＊：特別研究員
＊＊：共同研究者、
研究協力者、
オブザーバー
（所属は当時）

国際比較： 道路交通安全の目標設定と
交通文化 −道路交通安全技術・制度・
文化に関する国際比較研究−
本プロジェクトは、世界各国における道路交通安
全の目標値やその設定に関する地域的差異の由来を
客観的に認識し、これらを体系的に理解するために
必要となる基礎情報を調査分析するものである。特
に、交通安全に関わる道路交通技術と各種政策、お
よびその背景となる交通安全意識に着目する。
本年度（第3年度）は、昨年度に引き続き、経済状
況や交通文化の異なる6カ国を対象として、現地の研
究者や行政機関の協力を得つつ、交通安全に対する
態度や価値観を測定するWebアンケート調査を実施
し、昨年度調査を完了した3カ国を加えて、得られた
結果の国際比較分析を行った。また、これらの対象
国のうち、エジプトにて現地調査を行い、行政機関・
研究機関において交通安全政策や制度等に関するイ
ンタビューを行うとともに、交通実態調査を実施す
ることで、交通事故削減目標設定や交通実態、交通
文化の理解を深めるための情報収集を行った。そし
て、昨年度までに現地調査を実施した対象国（カター
ル／ UAE ／イタリア）に日本とエジプトを加えた
計5カ国については、これらの結果を包括的に捉え、
各国における交通安全政策と、その背景にあるイン
フラ整備水準、交通安全教育、交通安全意識などと
の関係について分析を行い、とりまとめた。
◎中村英樹
（IATSS 会員／名古屋大学）
鈴木弘司
（IATSS 会員／名古屋工業大学）
谷川 武
（IATSS 会員／順天堂大学）
堀口良太
（IATSS 会員／㈱アイ・トランスポート・ラボ）
森本章倫
（IATSS 会員／早稲田大学）
吉田長裕
（IATSS 会員／大阪市立大学）
井上勇一＊ （IATSS 顧問／東京都市大学）
橋本鋼太郎＊ （IATSS 顧問／㈱ NIPPO）
康
楠＊ （東京理科大学）
後藤 梓＊ （国土技術政策総合研究所）
塩見康博＊ （立命館大学）
鈴木一史＊ （群馬工業高等専門学校）
中井 宏＊ （大阪大学）
宮坂優斗＊ （内閣府）
Ghassan Abu-Lebdeh＊
（American University of Sharjah, UAE）
Shawky Mohamed Ahmed＊
（Ain Shams University, Egypt）
Wael K. M. Alhajyaseen＊ （Qatar University, Qatar）
Keshuang Tang＊ （Tongji University, P. R. China）
Edwin Akandwanaho＊＊ （名古屋大学）
Ivy Kristine Toquero＊＊ （フィリピン公共事業・道路局）
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自主研究プロジェクト： 1802C

東南アジアにおける情報共有型交通安全対策スキームの実施支援

本プロジェクトは、鎌ヶ谷市で成功した交通事故、 対策案を検討した。また、ヒヤリ体験データの安全
およびヒヤリ体験情報の共有を中核とした交通安全
運転管理への適用の一歩として、現地バス会社の運
対策スキームを、マレーシア（ペナン）
、タイ（ス
転手を対象にヒヤリ体験の収集と共有を教育機会と
パンブリ・コンケン）の状況に適合させ、現地での
するワークショップを開催した。
自律的運用体制への移行を目指すとともに、データ ［タイ］スパンブリで第 3 回・4 回、コンケンで第 2
収集・分析の高度化と知識・経験の国際的共有を目
回のワークショップをそれぞれ開催した。昨年度同
指すものである。今年度活動実績は、以下のとおり
様、問題箇所の把握と適切な対策の提案、および対
である。
策実施箇所の確認を行った。また、これまで蓄積し
［全体］日本の多数の効果評価結果を実装したデー
たヒヤリ体験データをもとに、ヒヤリハットの内容
タベースを英語化し、実績が少ない地域においても
を類型化し、どこでどのような危険事象が発生して
適切な安全対策を検索・選定すること、および各国
いるのかを把握した。さらに、日常の住民の交通行
の実情を反映したデータの蓄積を可能とした。
動を地図上に重ねることにより、危険な横断箇所や
［マレーシア］マレーシア科学大学と連携し、対策
逆走区間が生じる原因を明らかにした。
対象箇所の CCTV データ分析を共同実施し、有効な

◎赤羽弘和
（IATSS 会員／千葉工業大学）
福田 敦
（IATSS 会員／日本大学）
大口 敬
（IATSS 会員／東京大学）
小川和久
（IATSS 会員／東北工業大学）
中村彰宏
（IATSS 会員／横浜市立大学）
中村文彦
（IATSS 会員／横浜国立大学）
高田邦道＊ （IATSS 顧問／日本大学名誉教授）
松村みち子＊ （IATSS 顧問／タウンクリエイター）
秋山尚夫＊ （交通運用研究所）
大野優治＊ （交通運用研究所）
奥津健太＊ （日本大学）
奥山祐輔＊ （R45・日の出自動車学校）
親松俊彦＊ （㈱開発技術コンサルタント）
小早川悟＊ （日本大学）
田沢誠也＊ （首都高速道路㈱）
西田 泰＊ （
（公財）交通事故総合分析センター）
Addnan Bin Mohd Razali＊
（City Council of Penang Island, Malaysia）
Ahmad Farhan Bin Mohd Sadullah＊
（Universiti Sains Malaysia, Malaysia）
Khairur Rahim Bin Ahmad Hilme＊
（Universiti Sains Malaysia, Malaysia）
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Mustaqin Bin Alpi＊
（Penang State Secretary Oﬃce, Malaysia）
Nabilah Naharudin＊
（Universiti Sains Malaysia, Malaysia）
Rajendran A/L P. Anthony＊
（City Council of Penang Island, Malaysia）
Shahrel Azmin Suandi＊
（Universiti Sains Malaysia, Malaysia）
Thaned Sathienam＊ （Khon Kaen University, Thailand）
Yong Woo Soon＊
（City Council of Penang Island, Malaysia）
Zainuddin Bin Mohammad Shariﬀ＊
（City Council of Penang Island, Malaysia）
完山洋平＊＊ （
（独）国際協力機構）
熊澤雪絵＊＊ （
（独）国際協力機構）
田中顕士郎＊＊ （
（独）国際協力機構）
中村謙太郎＊＊ （国土交通省）
南部繁樹＊＊ （㈱トラフィックプラス）
福島広志＊＊ （国土交通省）
福田トウェンチャイ＊＊
（ATRANS・日本大学）
本間智貴＊＊ （国土交通省）
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自主研究プロジェクト： 1803C

自主研究プロジェクト： 1804A

アジアにおける ITS 導入に関する調査
およびガイドライン作成の研究

都市の文化的創造的機能を支える公共
交通の役割

アジア諸国においては、著しい経済発展とともに、
最新のIT技術を導入した高コストパフォーマンスな
システムの導入が行われている。近年、IoTの浸透
により、スマホ等のさまざまな情報端末が交通情報
収集や情報提供に用いられ、Fintech の台頭により、
ITSが官主導の公共事業から民間主導のビジネスモ
デルへと進化する流れが顕著であることが明らかに
なった。本研究では、欧米など先進国を調査して国
際標準の動向を把握するとともに、アジアの現状を
調査して、最適な ITSの導入方法を検討することを
目的とする。
初年度（平成28年度）は、アジアを主体とした調
査を行い、フィリピンにおける IoTと Fintechを融合
し た 信 用 と モ ビ リ テ ィ の 創 造（Global Mobility
Service㈱）等の事例研究を行った。第 2年度は、欧
州 か ら 急 速 に 興 り つ つ あ る MaaS（Mobility as a
Service）について調査研究を行い、わが国およびア
ジアへの導入可能性について考察した。最終年度の
本年度は、これまでの成果をもとに、台北において
国立台湾大学とシンポジウムを共催した。

未来の都市のあり方を考えるにあたり、都市はサ
ステイナブルであるだけでなく、クリエイティブで
もあるべきと考えられる。すなわち、文化的かつ創
造的な機能・活動の集積の重要性は大きい。
本研究は、
それらから派生する交通需要の受け皿として、ある
いは、それらの活動を誘引・誘導する仕掛けとして
の公共交通の、これまでの、そしてこれからの役割
を明らかにすることを目的とする。
今年度は、ミュージカル等音楽関連の活動を取り
上げ、それらの活動が活発な海外の都市における、
そうした活動と都市公共交通の関連性を明らかにす
るため、ヒアリング、ニューヨークとロンドンでの
現地調査（公共交通・都市計画・劇場の関係者への
ヒアリング）を行った。また、人々の余暇活動に関
する意識や行動に関するWeb調査を実施した他、関
連文献整理を通して論点を整理した。
調査を通してTheater都市という切り口での試論
を行い、都市の本来のかたちに立ち返り、公共交通
の議論を再整理する意義も、ある程度、見えてきた。
将来の都市のかたち、つくりこみ方の見直し、そも
そもの公共交通、および支える交通（アクセス交通
や歩行空間）の考え方の見直しの議論を深めていく
ことが、今後の課題である。

◎上條俊介
呉 景龍
土井健司
中村文彦
福田 敦
太田勝敏＊
長谷川孝明＊
池田裕二＊
伊丹 誠＊
岩里泰幸＊
尾崎晴男＊
坂井康一＊
徳増 健＊
中島徳至＊
牧野浩志＊

（IATSS 会員／東京大学）
（IATSS 会員／岡山大学）
（IATSS 会員／大阪大学）
（IATSS 会員／横浜国立大学）
（IATSS 会員／日本大学）
（IATSS 顧問／東京大学名誉教授）
（IATSS 顧問／埼玉大学）
（国土技術政策総合研究所）
（東京理科大学）
（国土技術政策総合研究所）
（東洋大学）
（東京大学）
（阪神高速道路㈱）
（Global Mobility Service ㈱）
（国土交通省）
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◎中村文彦
白石真澄
土井健司
藤井 聡
松村みち子＊
出口 敦＊
馬奈木俊介＊
三浦詩乃＊
中野 卓＊＊
川端祐一郎＊＊
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（IATSS 会員／横浜国立大学）
（IATSS 会員／関西大学）
（IATSS 会員／大阪大学）
（IATSS 会員／京都大学）
（IATSS 顧問／タウンクリエイター）
（東京大学）
（九州大学）
（横浜国立大学）
（東京大学）
（京都大学）
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自主研究プロジェクト： 1805A

自動運転の時代と交通体系 : 人間、AI、交通社会

自動運転車両が公道を走行する時期が目前に迫っ
ている。自動運転技術には期待が高まる反面、さま
ざまな懸念も示されている。本プロジェクトでは懸
念事項を慎重に検討し、自動運転車と共に暮らす時
代の新たな交通体系を多角的に構想し、成果 ( 新道
交法の原案等) を社会に公表することで、より安全
な交通社会の実現を目指すことを目的とした研究を
行う。
一方、
「自動運転」にまつわる概念、用語等が多
義性を有し、問題点、検討分野も多岐にわたること
より、本年度は、超学際的といえる当プロジェクト
メンバーの知見の共有化、概念や用語の共通認識を
図りながら、国内外の事例をもとに、検討分野につ
いて多角的に議論を行った。

◎今井猛嘉
赤羽弘和
岩貞るみこ
大口 敬
小川和久
上條俊介
木林和彦
久保田尚
篠原一光
菅沼直樹
杉本洋一
鈴木弘司
田久保宣晃
土井健司
中尾田隆
中村彰宏
平岡敏洋
福田 敦
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（IATSS 会員／法政大学）
（IATSS 会員／千葉工業大学）
（IATSS 会員／モータージャーナリスト）
（IATSS 会員／東京大学）
（IATSS 会員／東北工業大学）
（IATSS 会員／東京大学）
（IATSS 会員／東京女子医科大学）
（IATSS 会員／埼玉大学）
（IATSS 会員／大阪大学）
（IATSS 会員／金沢大学）
（IATSS 会員／㈱本田技術研究所）
（IATSS 会員／名古屋工業大学）
（IATSS 会員／科学警察研究所）
（IATSS 会員／大阪大学）
（IATSS 会員／東京桜田法律事務所）
（IATSS 会員／横浜市立大学）
（IATSS 会員／名古屋大学）
（IATSS 会員／日本大学）
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［主な論点］
･ 他の車両、歩行者の安全が、現在と同様に配慮、
保護されるか？
･ 自動運転車の利用により、人間中心であった交通
社会に変化は？
･ 自動運転を実現させる AIと、人間(社会)との関係
は？
･ ｢自動運転車の社会的受容性（social acceptance）
｣
とは何か？
･ 自動運転車は、道交法等、現在の制度と適合する
のか？

森本章倫
（IATSS 会員／早稲田大学）
宮嵜拓郎＊
（IATSS 理事／ NTT データアイ）
鶴賀孝廣＊
（IATSS 顧問）
長谷川孝明＊ （IATSS 顧問／埼玉大学）
松村良之＊
（IATSS 顧問／北海道大学名誉教授）
矢野雅文＊
（IATSS 顧問／東北大学名誉教授）
横山利夫＊
（IATSS 顧問／㈱本田技術研究所）
佐藤彰俊＊
（㈱インターリスク総研）
佐藤昌之＊
（ITS Japan）
清水和夫＊
（国際モータージャーナリスト）
三浦清洋＊
（（公社）
日本交通計画協会）
ルブルトン カロリーヌ＊ （法政大学）
石附 弘＊＊ （IATSS 評議員）
上原雄二郎＊＊ （警察庁）
垣見直彦＊＊ （経済産業省）
杉 俊弘＊＊ （警察庁）
間瀬智哉＊＊ （経済産業省）
諸隈繁浩＊＊ （内閣官房）
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自主研究プロジェクト： 1806A

自主研究プロジェクト： 1807B

児童生徒等に対する効果的な交通安全
教育を普及させるために何が必要か
〜教育普及スキームの構築研究〜

健康起因事故防止のための実証的研究
と防止対策の普及啓発に関する研究

本研究の目的は、児童生徒等への効果的な交通安
全教育を普及させるための要件を明確にし、教育普
及スキームを構築することである。
本年度は、
小学生・
中学生・高校生を対象に、交通安全マップづくりな
どの教育実践等を通して、普及スキームの 4構成要
素、
①魅力ある教育プログラム、
②エビデンス、
③教
材・評価ツール、
④教育支援に関する基礎資料を収
集した。
主な調査結果は次の通りである。
①教育自体が興味深いものであれば、子どもは自ず
と主体的に学習しようとする。
②子どもが意欲を持もって学ぼうとする教育活動
は、教員等の関係者の関心も高めるため、そのこ
とが普及促進の原動力になり得る。
③子どもが実際に通行している交差点の画像を子ど
も主観のアングルで提示することで、横断時の確
認行動が促される。
④学校教員は、教育実践の初歩的な段階で悩む傾向
がある一方で、教育成果を実感することで指導意
欲を高めるという一面も示す。
⑤同じ交通問題を抱える諸外国と、教育開発の海外
連携を推進できる可能性がある。
今後、普及スキーム構築への道筋をより明確にし、
その成果を国内外で共有していきたい。

近年、健康障害が事故の原因である重大な交通事
故が増加しており、健康起因事故防止は、交通事故
対策の重要な課題である。
本プロジェクトでは、職業運転者を対象に、視野
スクリーニング検査、ならびに花粉症に関連する眠
気や睡眠時無呼吸症候群（SAS）の問診を実施し、
これらの健康障害に対する対策法の確立と普及啓発
を行うことを目的とした。
平成30 年度は、2,113人の職業運転者を対象に、
視野欠損の簡易スクリーニングツールであるクロッ
クチャート、ならびに花粉症に関連する眠気やSAS
に関する質問票を用いて調査を実施した結果、以下
の点を明らかにした。
①日中の眠気は交通事故と有意な関連。
②花粉症治療薬で副作用による眠気を起こしづらい
薬があることを知らない場合、副作用の眠気によ
り治療を中止する傾向があった。
③クロックチャートの所見とびっくり箱現象を組み合わせ
た時、両方の所見がない者に比べ、両方の所見
がある者では、有意に交通事故の割合が高かった。

◎小川和久
岡村和子＊
奥山祐輔＊
加藤麻樹＊
神田直弥＊
菊池 輝＊
中井 宏＊
名古屋武一＊
平田大輔＊
吉門直子＊
小林燎平＊＊

（IATSS 会員／東北工業大学）
（科学警察研究所）
（R45・日の出自動車学校）
（早稲田大学）
（東北公益文科大学）
（東北工業大学）
（大阪大学）
（㈱ムジコ・クリエイト）
（㈱ムジコ・クリエイト）
（文部科学省）
（東北工業大学）
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◎谷川 武
（IATSS 会員／順天堂大学）
大口 敬
（IATSS 会員／東京大学）
太田和博
（IATSS 会員／専修大学）
小竹元基
（IATSS 会員／東京大学）
高橋正也
（IATSS 会員／
（独）
労働安全衛生総合研究所）
浅野水辺＊ （愛媛大学）
木村真奈美＊ （順天堂大学）
国松志保＊ （東北大学）
佐藤准子＊ （順天堂大学）
白濱龍太郎＊ （順天堂大学）
千葉伸太郎＊ （東京慈恵会医科大学）
友岡清秀＊ （順天堂大学）
和田裕雄＊ （順天堂大学）
今井雄也＊＊ （順天堂大学）
崎山紀子＊＊ （東京医療保健大学）
鈴木洋平＊＊ （順天堂大学）
嶽山英佑＊＊ （順天堂大学）
田島朋知＊＊ （順天堂大学）
田中恵子＊＊ （順天堂大学）
趙 暁旭＊＊ （順天堂大学）
村上 歩＊＊ （順天堂大学）
山戸健太郎＊＊
（順天堂大学）
青木小太郎＊＊
（警察庁）
川村和久＊＊ （国土交通省）
関本将司＊＊ （警察庁）
堀井達也＊＊ （警察庁）
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通学路 Vision Zero−通学路総合交通マネジメント普及に向けた発信活動

究極的に目指すべき「交通事故死者ゼロ」を、ま
ず通学路から実現するための具体的な仕組みとし
て、ライジングボラードなどのデバイスを活用し
た新たな取り組み「通学路総合交通安全マネジメ
ント」を提唱し、2017 年度までの 3 年間で、新潟市
と浦添市での試行を踏まえた上で、ガイドライン
を作成した。本研究では、その取り組みを、さら
に全国の通学路に普及させるきっかけをつくるこ
とを目的とした。
①通学路総合交通マネジメントの「手引き」の発行
2017 年度までに作成したガイドラインは、主に道
路交通の専門家向けのものであり、取り組み開始後

◎久保田尚
今井猛嘉
岩貞るみこ
太田和博
小川和久
森本章倫
蓮花一己＊
橋本鋼太郎＊
長谷川孝明＊
新井洋史＊
池田博俊＊
五十川泰史＊
伊藤将司＊
梅野秀明＊
上矢雅史＊
大榎 謙＊
大橋幸子＊
越智健吾＊
神谷大介＊
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の活用を想定している。今年度作成した「手引き」は、
主に学校関係者やPTA、さらに児童生徒などの道路
交通の専門家以外を対象としたもので、この取り組
みを始めるきっかけとなることを期待するものであ
る。従って、イラストなどを多用し、専門家以外で
もわかりやすいものとした。
②シンポジウムの開催
「手引き」およびガイドラインを用い、また、新
潟市や浦添市での活動事例を紹介し、できるだけ多
くの学校で、この取り組みが始まることを目的とす
るシンポジウムを開催した。

（IATSS 会員／埼玉大学）
（IATSS 会員／法政大学）
（IATSS 会員／モータージャーナリスト）
（IATSS 会員／専修大学）
（IATSS 会員／東北工業大学）
（IATSS 会員／早稲田大学）
（IATSS 理事／帝塚山大学）
（IATSS 顧問／㈱ NIPPO）
（IATSS 顧問／埼玉大学）
（警察庁）
（元 新潟市）
（国土交通省）
（㈱福山コンサルタント）
（警察庁）
（文部科学省）
（国土交通省）
（国土技術政策総合研究所）
（国土交通省）
（琉球大学）
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菊池雅彦＊
久野譜也＊
小嶋 文＊
酒井洋一＊
坂庭宏樹＊
佐々木政雄＊
高瀬一希＊
竹本由美＊
知念悠次＊
西澤暢茂＊
萩田賢司＊
萩原 岳＊
林 隆史＊
松原悟朗＊
望月拓郎＊
山中 亮＊
吉門直子＊
川松祐太＊＊
白井克哉＊＊

（復興省）
（筑波大学）
（埼玉大学）
（国土交通省）
（新潟市）
（㈱アトリエ 74 建築都市計画研究所）
（㈱国際開発コンサルタンツ）
（
（一財）国土技術研究センター）
（浦添市）
（新潟市）
（科学警察研究所）
（
（公社）日本交通計画協会）
（元（一財）国土技術研究センター）
（㈱国際開発コンサルタンツ）
（内閣府）
（㈱中央建設コンサルタント）
（文部科学省）
（国土技術政策総合研究所）
（
（一財）国土技術研究センター）
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カンボジアにおけるクロスセクター連
携を通した交通安全教育の実施

インクルーシブサイクリングの手引き
を活用した障がい者自転車教育プログ
ラムの地域展開

本プロジェクトは、平成 27年度〜平成 29年度（3
年間）に実施した研究調査プロジェクトの成果を踏
まえた社会貢献プロジェクトである。これまでの 3
年間で連携を構築した CJCC（カンボジア日本人材
開発センター）
、IATSS フォーラムカンボジア同窓
会、JICAプノンペン事務所、N.C.X Co., Ltd.（Safety
Riding Center）
、
（一 社）Social Compassの 協 力 の も
と、下記の活動を実施した。
①プノンペンの若者（高校生、大学生）を対象にし
た座学と実技の二輪車安全ワークショップの実
施、および事前事後のアンケート調査による効果
評価。
②Safety Riding Centerのインストラクターを対象と
した実技、および指導のポイントの講習。
③広くカンボジア都市部の高校・大学等で若者に対
する交通安全教育を実施する際、実際に利用でき
る啓発ビデオ教材の作成。
なお、完成したビデオについては、上記連携先お
よびカンボジア公共事業・交通省、カンボジア教育・
青年・スポーツ省のホームページにリンクを貼って
いただくなど、普及のための協力を要請した。

インクルーシブサイクリングとは、主に障がい者
の自転車利用に関わるさまざまな障壁を取り除き、
障がいの有無に関わらず、自転車を利用することで、
社会的孤立や交通に関わる問題を防ぐことを目的と
した活動である。この背景には、障がいに対する誤っ
た認識と、国内に自転車の交通教育、安全教育の体
系化が確立していないことである。
そこで、子どもの発達段階に応じた自転車教育、
障がい者のための自転車教育について、国内外の動
向をレビューした。次に、国内で障がい者の自転車
利用を支援する団体と協力し、障がい児向けの実技
系自転車教育プログラムを構築し、その経験を手引
きとしてまとめた。
本年度は、社会貢献プロジェクトとして、その手
引きを活用し、
①英国ロンドンで開催したワーク
ショップで課題や到達点を共有し、
②養護学校にお
いて、ペダルなし自転車を用いてプログラムを試行
した。
その結果、奈良県立奈良西養護学校では、参加し
た小学部生徒にさまざまな変化をもたらし、子ども
の発達を促す多様な効果を期待できることがわかっ
た。これを踏まえ、学校では教師が新たなプログラ
ムを構築し、教育課程の一部として継続して取り組
むことになった。

◎北村友人
土井健司
吉田長裕
今井一登＊
小柳俊樹＊
中原かゆき＊
林真樹子＊
矢野円郁＊
山口直範＊

（IATSS 会員／東京大学）
（IATSS 会員／大阪大学）
（IATSS 会員／大阪市立大学）
（大阪市立大学）
（大阪市立大学）
（東京大学）
（聖心女子大学）
（神戸女学院大学）
（大阪国際大学）
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◎吉田長裕
（IATSS 会員／大阪市立大学）
松村みち子＊ （IATSS 顧問／タウンクリエイター）
小西琢也＊
（大阪市立大学）
藤江 徹＊
（
（公財）公害地域再生センター）
藤山 拓＊
（UCL）
中野友香子＊ （科学警察研究所）
柳原崇男＊
（近畿大学）
鎗山善理子＊ （
（公財）公害地域再生センター）
Divera Twisk＊ （オランダ交通安全研究所）
川地遼佳＊＊ （大阪市立大学）

（ 78 ）

令和元年 6 月

79
国際連携プロジェクト： 1840B

インド小規模都市群における地域に根
ざした計画・デザインの提言と社会実
装の取り組み −持続可能な開発目標
（SDGs）への貢献を視野に−

国際連携プロジェクト： 1841A

二輪車文化を活かし、安全を基本とし
た ASEAN 地域の持続可能な交通まち
づくりの提案

ASEAN地域の多くの国では、自家用車の普及後
2015年に採択された持続可能な開発目標（SDGs） も、自動二輪は利便性、快適性の高さから、今もな
では、交通事故死亡者数の半減や大気汚染レベルの
お生活の足として重用されている。一方で全交通死
低減など交通に関する多くのターゲットが設定され
亡事故に対する自動二輪関連事故は、タイ74%、カ
た。しかし、その実現を確かなものにするためには、 ンボジア 73%、マレーシア 62%と大きな割合を占め
各都市における具体的なアクションに落とし込む必
ている。本プロジェクトでは、自動二輪の道路空間
要がある。
における位置づけや優先性（弱者 強者関係）を再
本プロジェクトでは、交通分野における SDGs の
考して、安全を基本とした持続可能な交通まちづく
ターゲットである交通事故削減、持続可能な交通へ
りの提案を目的とする。
のアクセス、大気環境の改善をインド小規模都市群
初年度である本年度は、交通事故死亡率が世界で
において具体的に達成する方法を、インド工科大学
最も高いタイを対象に事故データの収集、事故状況
のコミュニティーに根差した取り組みと、当学会の
の可視化、および現地で着用されているヘルメット
領域横断的な知見をフル活用することによって提案
の安全性の検証を行い、自動二輪の安全に関わる状
し、さらに、具体的取り組みの「実施」につなげる
況を把握した。
ことを目的とする。
さらに、Web上で訪日・滞日外国人への意識・行
2年目である本年度は、パティアラ市／パンジャ
動調査を行い、母国での徒歩経験の乏しさによる「歩
ブ州、ブランドシャール市／ウッタルプラデシュ州、 行者が交通弱者である」との認識の低さ、およびそ
ナイニタル市／ウッタラーカンド州において、道路
れに伴う安全意識の低さが、自動二輪利用率の高い
交通安全監査の実施、街路デザインガイドラインの
国・地域において顕著であることを示した。この結
作成・提案、ラウンドアバウトの改善などの社会実
果を受け、自動二輪車から歩行を伴う公共交通やパ
験を行った。また、大気汚染物質の長期間にわたる
ラトランジットへの利用転換を促すための、安全性、
計測も実施した。さらに、多くのパブリックエキシ
ウォーカビリティの概念を取り入れた MaaS LC
ビションを開催し、SDGｓに対する住民の啓発活動 （Local Context）を試作し、タイのプーケット島で
も行った。
のモニター調査を行った。

◎福田 敦 （IATSS 会員／日本大学）
上條俊介 （IATSS 会員／東京大学）
北村友人 （IATSS 会員／東京大学）
土井健司 （IATSS 会員／大阪大学）
吉田長裕 （IATSS 会員／大阪市立大学）
菊池浩紀＊ （日本大学）
小早川悟＊ （日本大学）
Dinesh Mohan＊ （IITD・Shiv Nadar University, India）
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平成30年度研究調査報告会／
学会賞贈呈式を開催
■ IATSS Research Vol.43,
Issue 1発行
■

学会通信 国際交通安全学会

平成30年度研究調査報告会／
学会賞贈呈式を開催
2019 年4月12日
（金）
、経団連会館
（東京・大手町）にて、平成30 年度
国際交通安全学会研究調査報告会
ならびに第40 回国際交通安全学会
賞贈呈式を開催しました。
研究調査報告会
平成 30 年度に行われた研究調査
の中から 4テーマが報告されまし
た。各テーマの概要は、次の通り
です。
【テーマ 1】児童生徒等に対する
効果的な交通安全教育を普及させ
るために何が必要か −教育普及
スキームの構築研究−

る。1）教育自体が興味深いもの

す。5）同じ交通問題を抱える諸

本研究の目的は、児童生徒等

であれば、子どもは自ずと主体的

外国と、教育開発の海外連携を推

への効果的な交通安全教育を普

に学習しようとする。2）子ども

進できる可能性がある。今後、普

及させるための要件を明確にし、 が意欲をもって学ぼうとする教育

及スキーム構築への道筋をより明

教育普及スキームを構築するこ

活動は、教員等の関係者の関心も

確にし、その成果を国内外で共有

と で あ る。本 年 度 は 小 学 生・中

高めるため、そのことが普及促進

していきたい。

学 生・高 校 生 を 対 象 に、交 通 安

の原動力になり得る。3）子ども 【テーマ 2】東南アジアにおける

全マップづくりなどの教育実践

が実際に通行している交差点の画

情報共有型交通安全対策スキーム

等を通して、普及スキームの 4 構

像を子ども主観のアングルで提示

の実施支援

成要素、
①魅力ある教育プログラ

することで、横断時の確認行動が

本プロジェクトは、鎌ヶ谷市で

ム、
②エ ビ デ ン ス、
③教 材・評 価

促される。4）学校教員は教育実

成功した交通事故、およびヒヤリ

ツール、
④教育支援に関する基礎

践の初歩的な段階で悩む傾向があ

体験情報の共有を中核とした交通

資料を収集した。

る一方で、教育成果を実感するこ

安全対策スキームの有効性を、マ

とで指導意欲を高める一面も示

レーシアのペナンとタイのスパン

主な調査結果は、次の通りであ
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ブリ、コンケンを対象に検証した。 る状況を把握した。

策と、その背景にあるインフラ整

これらの地域間においても、人・

備水準、交通安全教育、交通安全

さらに、web 上で訪日・滞日外

道路・車両の現状と有効な安全対

国人への意識・行動調査を行い、 意識などとの関係について分析を

策は共通ではないが、上記スキー

母国での徒歩経験の乏しさによる

ムが柔軟に対応できる可能性を示

「歩行者が交通弱者である」との

した。また、ヒヤリ体験を収集、 認識の低さ、およびそれに伴う安

行い、とりまとめた。
学会賞贈呈式

共有するワークショップの自主展

全意識の低さが、自動二輪利用率

本年度は、業績部門 2 件、著作

開、地元大学のコンサルティング

の高い国・地域において顕著であ

部門 1 件、論文部門 2 件が選ばれ

部門との連携等により、上記ス

ることを示した。この結果を受け、 ました。

キームの自律的運用体制の整備も

自動二輪車から歩行を伴う公共交

支援した。さらに、日本の多数の

通やパラトランジットへの利用転

業績部門

効果評価結果を実装したデータ

換を促すための、安全性、ウォー

受 賞 者：Global Mobility Service

ベースを英語版化し、実績が少な

カビリティの概念を取り入れた

株式会社

い地域においても、適切な安全対

MaaS-LC（Local Context）を試作し、 業績題目：情報通信技術によるト

策を検索・選定すること、および

タイのプーケット島でのモニター

ライシクル運営の新しい事業モデ

各国の実情を反映したデータの蓄

調査を行った。

ル導入と展開

積を可能とした。加えて、ヒヤリ 【テーマ 4】国際比較：道路交通

受賞理由：発展途上国の大都市の

体験データの安全運転管理への適

安全の目標設定と交通文化 −道

都市交通は、一部の地域で高架鉄

用の一歩として、現地バス会社の

路交通安全技術・制度・文化に関

道等の導入が進んでいるものの、

運転手を対象にヒヤリ体験の収集

する国際比較研究−

多くは路線バスやタクシーなどで

と共有を教育機会とするワーク

本プロジェクトは、世界各国に

支えられている。GMS 社の事業

おける道路交通安全の目標値やそ

は、フィリピンで地区内短距離移

【テーマ 3】二輪車文化を活かし、 の設定に関する地域的差異の由来

動や幹線バス路線アクセス手段な

ショップを開催した。
安全を基本とした ASEAN 地域の

を客観的に認識し、これらを体系

どとして、身近な足となっている

持続可能な交通まちづくりの提案

的に理解するために必要となる基

オートバイベースの三輪のタク

ASEAN 地域の多くの国では、 礎情報を調査分析するものであ

シーであるトライシクルについ

自家用車の普及後も自動二輪は利

る。特に、交通安全に関わる道路

て、その運営の仕組みの中に情報

便性、快適性の高さから、今もな

交通技術と各種政策、およびその

通信技術を活用していくことで、

お生活の足として重用されてい

背景となる交通安全意識に着目す

運営の効率化、運転手のなり手の

る。一方で、全交通死亡事故に対

る。経済状況や交通文化の異なる

確保、その動機付けの強化などを

する自動二輪関連事故は、タイ

9 カ国を対象として、現地の研究

実現しようとするものである。結

74%、カンボジア 73%、マレーシ

者や行政機関の協力を得つつ、交

果として、ややもすれば前近代的

ア 62% と大きな割合を占めてい

通安全に対する態度や価値観を測

ということで淘汰されがちなシス

る。本プロジェクトでは、自動二

定する web アンケート調査を実

テムを、近代的で効率的かつ運営

輪の道路空間における位置づけや

施し、得られた結果の国際比較分

者、運転手、利用者にとって信頼

優先性（弱者 ‑ 強者関係）を再考

析を行った。また、これらの対象

できるシステム、さらには地域の

して、安全を基本とした持続可能

国のうち 5 カ国では、現地の行政

低所得者層がより運転手になりや

な交通まちづくりの提案を目的と

機関・研究機関において交通安全

すくなるという雇用創出効果も含

する。

政策や制度等に関してのインタ

め、地域により一層根付いていく、

初年度である本年度は、交通事

ビューを行うとともに、交通実態

持続可能な交通システムに高める

故死亡率が世界で最も高いタイを

調査を実施することで、交通事故

道筋を示したものである。フィリ

対象に事故データの収集、事故状

削減目標設定や交通実態、交通文

ピンの貧困層の生活習慣、商習慣、

況の可視化、および現地で着用さ

化の理解を深めるための情報収集

トライシクルの運営実態を徹底的

れているヘルメットの安全性の検

を行った。これらの結果を包括的

に分析し、それらをもとに情報通

証を行い、自動二輪の安全に関わ

に捉え、各国における交通安全政

信技術を活用した車両管理システ
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ム、およびビッグデータも活用し

インという付加価値を加えること

れた。加えて、日常生活で目にす

ながら、運転手への動機づけを含

で、鉄道という交通手段が大きな

るさまざまな制度や現象につい

めた車両リースサービスを確立し

ビジネスの創出になることを示

て、コラム形式によってその意味

ている。トライシクルが地域の交

し、社会的にも認知され定着して

や原理を紐解くことで、必ずしも

通サービスとして不可欠であるこ

きたといえる。しかし、JR 九州

専門家ではないビジネスパーソン

とを確認、低所得者層の中には、 のこれまでの D&S 列車、および

にも間口を広げていることや、交

現金をある程度所有し、トライシ

ななつ星 in 九州の取り組みを検

通×経 済 と い う ク ロ ス リ レ ー

クル運転手になりたいものの与信

証してみると、列車のデザインだ

ショナルなこの分野ならではのト

が得られず、車両の確保および運

けではなく、
「九州はひとつ」と

ピックにも章を割くなど、関連の

転手資格確保ができない人が相当

いう理念のもと、
「九州の観光素

深い土木計画学分野の研究者にも

数いることを踏まえ、さらに信頼

材の情報発信とブランド化」
、
「自

有意義な内容となっていること

に値するトライシクルの組合が

治体・沿線住民との連携」
、およ

も、高く評価された。教科書であ

あって、すべての運営者と運転手

び「二次交通との組み合わせ」を

りながら、一般書としての意義も

を管理していることを確認した上

中心に、地域資源の価値を高め、 十二分に認められた。これからさ

で、トライシクル車両のリースと

地域と共に価値を生み出してきた

まざまな統計や分析結果に触れる

管理の仕組みを確立した。同社は、 ことこそが、事業の持続性と成長

ことになる学生に対して、それら

同じスキームをライドシェアの

性を支えている要因であることが

は必然的に恣意性が伴われること

Grab にも展開し、インドネシア

分かる。地方創生は日本にとって

を常に意識し、その本質を見抜く

やベトナムにも拡大している。同

大きな課題となっており、JR 九

力をつけるよう、随所で述べてい

社のビジネスモデルは、他の発展

州の取り組みは、鉄道というイン

るところは、教育者としての筆者

途上国において、都市交通システ

フラが地域のポテンシャルを引き

の矜恃の表れといえる。本書のよ

ムの近代化を通した持続可能な交

出し高めてきた「地域と鉄道の共

うな良書がきっかけとなり、一人

通体系の形成にも展開可能なだけ

存共栄モデル」といえ、今後、全

でも多くの専門家が、この分野で

でなく、わが国も含め、運転手不

国各地でさまざまに行われていく

活躍することを願う次第である。

足に直面している各国の交通サー

鉄道を使った取り組みが、単に豪

ビスの維持発展にも適用可能であ

華列車を走らせるだけでなく、地

論文部門

り、発展性が高い事業として評価

域力 を高め、持続的な活性化に

受 賞 者：上村直人

できる。

つながることが期待される。その

論 文 名：認知症者の自動車運転

先駆けとなった JR 九州の先進的

業績部門

かつ地域との着実な連携による成

能力評価とその課題
（論説／ IATSS Review, Vol.42,

受 賞 者：九州旅客鉄道株式会社

果は、他地域への広がりが大いに

No.3, 2018）

業績題目：鉄道を軸とした地域と

期待されるものである。

受賞理由：認知症による大脳機能

の連携による地域価値向上の取り

低下の症状、認知症疾患と交通事

組み

著作部門

受賞理由：JR 九州の事業は、平

受 賞 者：竹内健蔵

ビューや著者自身の研究成果を通

成元年の「ゆふいんの森」から始

著 作 名：交通経済学入門 新版

して、高齢ドライバーの認知症問

まった、特別な Design と運行す

受賞理由：タイトルから分かると

題の全体像を分かりやすく総説し

る地域の Story に基づく「D&S 列

おり、交通経済学分野の入門書と

ている。運転継続の意志のある認

車」
、さらにはクルーズトレイン

して、大学学部生向けの教科書を

知症患者に家族がどのように接す

「ななつ星 in 九州」の登場は、こ

故発生との関連性など、文献レ

意識して書かれた学術書である。 るべきかをサポートする心理教育

れまでの「交通手段としての鉄道」 筆者の経験と知見を活かして、平

を実践し、支援マニュアルを活用

を超えて、
「鉄道に乗ることその

易な文体と具体性のある例示で敷

するなど、著者の研究活動は、実

ものを目的」とする新たな方向性

居を下げつつ、章を追うにつれて

践的かつ斬新な取り組みであり、

を提供した。その結果、JR 各社

専門性の深みに引き込んでいく構

運転行動の変化や運転中断が促さ

や私鉄に大きな影響を与え、デザ

成は、高い完成度であると評価さ

れるなど、学術的にも有意義な知
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見が報告されている。医学・工学・
心理学の協働による問題解決を提

accident rates in Japan
（IATSS Research, Vol.41, Issue 3,

行距離当たりの事故発生率に与え
る影響について、東名高速道路の

案するなど、学際的研究を基盤と

2017）

データをもとに分析し、実証的に

する本学会にとって、進むべき方

受賞理由：日本の高速道路におけ

明らかにした。その際に、二次元

向性を示唆するものである。

る平均速度および速度変化と、走

の加法ポワソンモデルを応用した

行距離当たりの交通事故発生率に

視点が新しい点である。交通事故

論文部門

関するデータを統計的に分析し、 の起きやすい交通状況の特徴を見

受 賞 者：谷下雅義、Bert van Wee

両者の関係を実証的に明らかにし

いだした研究として極めて優れて

論 文 名：Impact of vehicle speeds

た興味深い研究成果をまとめたも

いる。

and changes in mean speeds on

のである。平均速度だけでなく、

per vehicle-kilometer traffic

5 分間の速度変化にも着目し、走

IATSS Research Vol. 43, Issue 1
発行
IATSS Research Vol. 43, Issue 1 が発行されました。
Elsevier Ltd. のサイトより、無償で全掲載論文のダウンロードが可能です。
▶

https://www.sciencedirect.com/journal/iatss-research/vol/43/issue/1

Ehsan Javanmardi, Yanlei Gu, Mahdi Javanmardi, Shunsuke Kamijo

Autonomous vehicle self-localization based on abstract map and multi-channel LiDAR in urban area

Ehsan Amini, Masuod Tabibi, Ehsan Ramezani Khansari, Mohammadreza Abhari

A vehicle type-based approach to model car following behaviors in simulation programs
(case study: Car-motorcycle following behavior)

Praveena Penmetsa, Matthew Hudnall, Shashi Nambisan

Potential safety benefits of lane departure prevention technology

S.M. Sohel Mahmud, Luis Ferreira, Md. Shamsul Hoque, Ahmad Tavassoli

Micro-simulation modelling for traffic safety: A review and potential application to heterogeneous
traffic environment

Venkata R. Duddu, Venu Madhav Kukkapalli, Srinivas S. Pulugurtha
Crash risk factors associated with injury severity of teen drivers

Panagiotis Papantoniou, George Yannis, Eleni Christofa

Which factors lead to driving errors? A structural equation model analysis through a driving simulator
experiment

Subasish Das, Anandi Dutta, Gabriella Medina, Lisa Minjares-Kyle, Zachary Elgart
Extracting patterns from Twitter to promote biking

Ying Lu, Iderlina Mateo-Babiano, Eden Sorupia

Who uses smart card? Understanding public transport payment preference in developing contexts,
a case study of Manila's LRT-1
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［訂正とお詫び］
本誌 Vol.43, No.3（2019 年 2 月発行）の以下当該ページに誤りがありました。訂正して、
お詫び申し上げます。
・ p.172 脚注＊３
（誤）保険料算定に伴う場合 →（正）保険料算定への反映を伴う場合
・ p.175 脚注＊11
（誤）保険契約者の事故に応じて →（正）保険契約者の事故実績に応じて
・ p.192 Table 1 および Table 2 表組み左下
（誤）黒塗り部分 →（正）あなたは、自動車やバイク（原付を含む）を運転している際、
10 年前と比べて、肉体的な衰えを感じますか？

編集後記
▼今回の特集号テーマは、モー

ている文章表現と異なる』
『参考

術やエキサイティングなパフォー

タースポーツファンである私が

文献が少ない』などといった指摘

マンス等で、多くの人々を魅了し

企画を提出し、担当編集となっ

もあったため、編集委員会におい

ています。本特集号では、モーター

た。
「どのような内容の原稿を集

て発刊に向け、熱い議論が交わさ

スポーツの歴史、ハード・ソフト

め る か？」「誰 に 書 い て も ら う

れた。しかし、改稿の依頼に対し

の技術の進歩、安全対策等につい

か？」といったことで行き詰まっ

ては、執筆者の方々に適切な対応

て、ジャーナリストや現場を支え

た が、知 人 の 助 け も あ り、私 自

をしていただいたこともあり、無

てこられた開発担当の方々に、さ

身が読みたくなるテーマを魅力

事発刊することができた。本特集

まざまな視点でご寄稿いただきま

的な方々に執筆していただける

に掲載された 7 記事それぞれに貴

した。モータースポーツファンの

ことになった。

重で新しいメッセージがあり、担

方にとっては、楽しみをより深め

今回の執筆陣は、いわゆる研

当編集としては、モータースポー

る材料として、また、これまで関

究者ではなく、ジャーナリストや

ツファンだけでなく、多くの方に

心のなかった方にとっては、新た

主に開発現場で仕事をされてきた

読んでもらえることを切に願って

な世界に目を向けるきっかけとし

方が多く、集められた初稿では、 やまない。
『IATSS Review に 普 段 掲 載 さ れ
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（平岡）

▼モータースポーツは、高度な技
（ 84 ）

て、本号がお役に立てば幸いです。
（事務局）
令和元年 6 月

IATSS Review 投稿規定
国際交通安全学会誌『IATSS Review』は、交通とその安全に関する諸問題を学際的に考察することを
目的に、1975年に創刊された
（公財）国際交通安全学会の機関誌です。本誌では投稿された原稿について、
編集委員会が指名する査読者によるレフェリー審査を行っています。
１．原稿は、原則として未発表のもので日本語で書かれたものに限ります。原稿の長さは8ページ以内と
します（図表含む、1ページ＝23字×90行）。なお、共著の場合は、原則として3名以内として下さい。
２．原稿は、編集委員会が指名する査読者（本学会会員等）によるレフェリー審査を行い、その査読
結果に基づき、編集委員会が掲載の可否および掲載区分を決定します。その際、査読者から修正
意見（加筆・短縮を含む）があれば、編集委員会で検討の上、修正を依頼します。
３．原稿区分には次の3種類があります。
●投稿論説 : 研究、調査、実験、現象、理論、政策等について、内容の理非を論じ、自説を述べている、
または説明しているもの。学術上あるいは応用上、有用な情報を含むもの。
●投稿論文 : 理論的または実証的な研究成果であって、独創性、有用性、信頼性、学際性を有し、
かつ論文としての完成した体裁を備えているもの。
※投稿論文は、国際交通安全学会賞・論文部門の選考対象となります。
●投稿ノート : 速報性のある研究成果。もしくは、論文としての完成度は十分ではないが、掲載の
価値が認められるもの。
※「投稿論文」として投稿されたものについて、その基準に達していないが「投稿ノー
ト」としての基準を満たしていると判定された場合、著者の了解を得て、
「投稿ノー
ト」として掲載することがあります。
４．著者は、本学会の著作権規程を確認し、その内容を承諾の上で「原稿に関する同意書」を作成し、
原稿と同時に提出してください。
（共著の場合、著者全員の同意書が必要になります。）
５．原稿の受理については、事務局が初稿を受け取った日を「原稿受付日」、編集委員会が掲載を決定
した日を
「掲載決定日」とします。
６．原稿を受け付けた時から、投稿論文等の著作財産権は本学会に帰属します。ただし、掲載されな
いことが決定した場合、本著作財産権を返還します。
７．掲載の順序、印刷上の体裁などは、編集委員会が決定します。
８．掲載された投稿論文等は、当学会のホームページおよび J-STAGEにおいて公開します。
９．掲載された場合は、掲載誌2部、抜刷20部を贈呈します。
２０１8年 7 月 3 日 改訂
▶http://www.iatss.or.jp/publication/iatss-review/submit.html
投稿については、右の URLをご覧下さい。

規定に関するお問い合わせは学会事務局まで。
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