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２００８年競技車両規則、選手権規定およびカレンダーの制定等について
ＪＡＦモータースポーツ審議会（７月２６日開催）の審議結果に基づき、２００８年に適
用する国内競技車両規則（４輪、カート）
、日本選手権規定（４輪、カート）
、開催規定（４
輪）を制定し、国際スポーツカレンダーおよび全日本選手権カレンダー等（ラリー、スピー
ド行事）を決定しましたので、下記の通りお知らせします。
記
（ページ）

１．２００８年ＪＡＦ国内競技車両規則の制定（概要）･･････････････････････････１
２００９年ＪＡＦ－ＧＴ５００車両規定 骨子･･･････････････１３
２００９年ＪＡＦ－ＧＴ３００車両規定 骨子･･･････････････１３
２００９年ＪＡＦ－Ｆ３０００車両規定 骨子･･･････････････１３

２．２００８年日本レース選手権規定の制定･･････････････････････････････････１４
３．ラリー競技開催規定の一部改正･･････････････････････････････････････････１５
付則：第１種アベレージラリー開催規定の一部改正･････････１６
付則：第２種アベレージラリー開催規定の一部改正･･････････１６
付則：スペシャルステージラリー開催規定の一部改正････････１６

４．２００８年日本ラリー選手権規定の一部改正･･････････････････････････････１７
５．スピード行事競技開催規定の一部改正････････････････････････････････････１８
付則：サーキットトライアル競技開催要項の一部改正････････１８
付則：ツイントライアル競技開催要項の一部改正････････････１８

６．スピード行事における旗信号に関する指導要項の一部改正･･････････････････１８
７．２００８年ＪＡＦ国内カート競技車両規則の制定（概要）･･････････････････１９
８．２００８年日本カート選手権規定の制定･･････････････････････････････････２１
９．２００８年ＦＩＡ国際スポーツカレンダー登録申請一覧････････････････････２３
10．２００８年全日本ラリー選手権カレンダー････････････････････････････････２４
11．２００８年全日本ジムカーナ選手権カレンダー････････････････････････････２５
12．２００８年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナカレンダー･･････････････２５
13．２００８年全日本ダートトライアル選手権カレンダー･･････････････････････２６
14．２００８年ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアルカレンダー････････２６
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行うための消火器をいう。
１）取り付け
各々の消火器の取り付けは、クラッシュ時を考慮し、減速度 25
Ｇがいかなる方向に加えられても耐えられるように取り付けなけ
ればならず、取り付け方向は車両の前後方向中心線に対し直角に近
い状態であること。
（リベット留めは禁止される。）
金属製ストラップの付いたラピッドリリースメタル（ワンタッチ
金具）の装着のみ認められる（最低２箇所に装着することが推奨さ
れる）。
すべての消火器は充分に保護されていなければならない。
２）取り付け場所・取り外し
消火器はドライバー等が容易に取り外せる位置に取り付けられ
なければならない。
３） （略）
４）消火器の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日から
２年以内とする。（消火剤の充填期日もしくは前回の点検期日から
２年を過ぎて使用してはならない。）但し、２年毎の点検を継続し
たとしても消火器の製造者が定めた有効年数あるいは耐用年数を
超えて使用することはできない。
－ 消火器の製造者が、有効年数あるいは耐用年数を定めていな
い場合、その使用期限は製造期日（または初回充填期日）か
ら７年間を目処とする。
－ 消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年（月）表示で
ある場合、有効期間の起算日は当該年（月）の末日とする。
５） （略）
６）仕 様
１つあるいは２つの消火剤容器とする。粉末 2.0kg 以上の内容量
が必要である（または、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則 付
則Ｊ項 第 253 条に記された消火剤および内容量を装備してもよ
い）
。すべての消火器は耐火性でなければならない。
5.2 ）自動消火装置
１）～３） （略）
４）消火装置の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日か
ら２年以内とする。（消火剤の充填期日もしくは前回の点検期日か
ら２年を過ぎて使用してはならない。）但し、２年毎の点検を継続
したとしても消火装置の製造者が定めた有効年数あるいは耐用年
数を超えて使用することはできない。
－ 消火装置の製造者が、有効年数あるいは耐用年数を定めていな
い場合、その使用期限は製造期日（または初回充填期日）から
７年間を目処とする。
－ 消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年（月）表示であ
る場合、有効期間の起算日は当該年（月）の末日とする。
５）～７） （略）

２００８年ＪＡＦ国内競技車両規則の制定（概要）
* 年号の修正については省略
Ⅰ．第１編 レース車両規定：

第１章

車両の分類

１．第１条「国内競技車両」の部門Ⅰの「ＪＡＦ－ＧＴ：グランドツーリ
ングカー」を「ＪＡＦ－ＧＴ３００：グランドツーリングカー３００」
と「ＪＡＦ－ＧＴ５００：グランドツーリングカー５００」に分割する。
（実質的に各々、独立した規則として運用しているため）
２．第２条「国際競技車両」の部門Ⅱの「グループＣ：スポーツカー」を
削除し、
「グループＧＴ３：カップグランドツーリングカー」および「グ
ループＣＮ：プロダクションスポーツカー」を追加する。（付則Ｊ項と
の整合）

第２章

レース車両の排気音量規制

１．「１．」を「１．参加者は開催場所の周辺の環境を守るために国または
地方自治体が制定した音量に関する法令およびオーガナイザーが決める
排気音量に関する規定に従うこと。ただし、最大音量は測定距離３ｍの
場合 120db（A）以下とする。」と改める。
（表現の適正化）
また、「ＪＡＦは予告期間を持って最大音量を引き下げる権利を留保
する。」との条文を追加する。（環境保護対策の一環）

第３章

公認車両および登録車両に関する一般規定

１．2.2）
「許される改造」に「ＪＡＦは予告期間を持って触媒変換装置の
装着を義務付ける。」との条文を追加する。
（環境保護対策の一環）
２．8.2）
「ホイールアーチ」を以下の通り改める。
（道路運送車両法との整
合）
(略)
ホイールアーチはコンプリートホイールの上に張り出し、ホイールハ
ブ中心から計測して、少なくとも車輪回転軸を通過する垂直線の前 30°、
後 50°の範囲を効果的に覆うものでなければならない。
(略)

３．第６条「ロールケージ」を全面的に見直し、以下の通り改める。
（付則
Ｊ項との整合を図る）

３．10.3.2）
「燃料補給タンク」に「５）ブリーザーホース（半透明）：ホ
ースの長さは自由。また、その中間に金属製のパイプ（アルミパイプ等）
を使用してもよいが、ホースとの接続はクランプ等を使用することによ
り確実に漏出防止がなされなければならない。」との条文を追加し、併
せて第３-２図中の「③ブリーザー（半透明）ホース」も同様に改める。
（発行済の解釈を規定化）

第４章

第 6 条 ロールケージ
6.1 ）全 般
ロールケージの取り付けが義務付けられる。
ロールケージは以下の何れかであること：
a) 6.2 項以降の条項に記された要件に従い製作されたもの
b) ＪＡＦまたは他のＡＳＮが公認あるいは認証したもの
（「ロールケージ製造者のロールケージＪＡＦ公認申請
手続きに関する付則」に基づきＪＡＦが公認したものを
含む）
ＪＡＦまたは他のＡＳＮが承認し、製造者を代表する資
格を有する技術者が署名した公認の書類または証明書
を、大会の車両検査委員に提出しなければならない。
2003 年１月１日より、ＡＳＮによって公認され販売され
るすべての新規ケージは、当該製造者が貼付する識別プ
レートによって識別されなければならない。この識別プ
レートは複製できたり移動できたりしてはならない（埋
め込み、刻印、あるいは剥がすと破損するタイプのステ
ッカー等による）。
この識別プレートには製造者の名称、ＡＳＮの公認番号
あるいは認証番号、製造者による個別の製造番号の記載
がなければならない。
同一の製造番号が記載されている証明書を車両に付帯
させ、これを大会の車両検査委員に提出しなければなら

公認車両および登録車両に関する安全規定

１．第３条「ファスナーの追加」を以下の通り改める。（安全上の理由）
（略）
元のファスナーおよび開口を維持する装置（ダンパー等）は作動しな
いように処理するか取り除くこと。
２．第５条「消火装置－消火系統」を以下の通り改める。
（表現の適正化／
発行済の解釈を規定化）
第５条「消火装置－消火系統」
すべての車両は手動消火器を装備することが義務付けられる。
手動消火器を自動消火装置に取り替えることができる。
5.1 ）手動消火器
手動消火器とは消火器単体をドライバー等が取り外して消火を
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ない。
c) 安全ケージ公認規定に基づきＦＩＡが公認したもの
このロールケージはＦＩＡにより公認された車両の公
認書に対する追加公認（ＶＯ）の対象とならなければな
らない。
1997 年 1 月 1 日以降に公認され販売されたすべてのケー
ジには、製造者の識別と製造番号がはっきりと視認でき
るようになっていなければならない。
ロールケージの公認書式には、この情報の記入方法とそ
の場所が特定されていなければならず、購入者は、これ
に対応した製造番号の付された証明書を受領しなけれ
ばならない。

うにパイプ端に溶接されるプレート。
6.2.13 ）補強板
ロールバーの取り付け基部の下方に、ボディシェル／シャ
シーへの荷重をより拡散するために、ボディシェル／シャシ
ーに取り付けられる金属板。
6.2.14 ）ガセット
Ｕ型に湾曲した金属板による湾曲部または連結部の補強
（第４－５図）。その厚さは 1.0mm 以上なければならない。
この補強の端は、角の頂点から測って、連結される最も太
いパイプ径の２倍から４倍の距離に位置しなければならない。

公認または認証されたロールケージに対する改造は禁止さ
れる。
素材またはロールケージへの恒久的な変更を伴う、ロール
ケージへの機械加工、溶接によるいかなる工程も改造と見な
される。
事故により損傷を受けた公認あるいは認証されたロールケ
ージに対するすべての補修作業は、当該ロールケージ製造者
が実施するか、あるいはその承認の下で実施されなければな
らない。
パイプには液体またはその他のものを通してはならない。
ロールケージは、搭乗者の乗降を著しく阻害してはならな
い。
部材は、ダッシュボードとトリムおよび後部座席を貫通し
て、搭乗者用の空間へ侵入してもよい。
後部座席は折り畳まれてよい。
6.2 ）定 義
6.2.1 ）ロールケージ
コクピット内にボディシェルに近接して取り付けられる複
数のパイプによる構造。その機能は、衝撃を受けた際のボデ
ィシェル（シャシー）の変形を抑制することである。
6.2.2 ）ロールバー
2 つの取り付け基部を有するフープ状のパイプフレーム。
6.2.3 ）メインロールバー（第４－６図）
前部座席直後で車両の左右に亘って配置される、横方向で、
かつ垂直に近いワンピースのパイプによるフープ。
6.2.4 ）フロントロールバー（第４－６図）
メインロールバーと同様なものであるが、その形状はウイ
ンドスクリーンピラーとスクリーン上端に沿うもの。
6.2.5 ）サイドロールバー（第４－７図）
車両の前後方向中心線にほぼ平行で、垂直に近いワンピー
スのパイプによるフープで、車両の右側もしくは左側に沿っ
て配置され、そのフロント支柱はウインドスクリーンピラー
に沿い、そのリア支柱は垂直に近く、且つ前部座席直後に配
置される。
6.2.6 ）ハーフ・サイドロールバー（第４－８図）
リア支柱のないサイドロールバーをいう。
6.2.7 ）前後方向の部材
フロントおよびメインロールバーの上部に接合する車両の
前後方向中心線にほぼ平行なパイプ。
6.2.8 ）横方向の部材
ハーフ･サイドロールバーまたはサイドロールバーの上部
に接合するほぼ横方向のパイプ。
6.2.9 ）斜行部材
メインロールバーの上部コーナーの一つ、またはサイドロ
ールバーの場合は横方向の部材の端部の一つと、反対側のロ
ールバーの下部取り付け点との間、もしくはバックステー上
端ともう一方のバックステーの下部取り付け点との間をつな
ぐ横方向のパイプ。
6.2.10 ）取り外し可能な部材
取り外しが可能でなければならないロールケージの部材。
6.2.11 ）ケージの補強
ロールケージの強度を増すために、ケージに追加される部
材。
6.2.12 ）取り付け基部
通常は補強板の上になるが、ロールバーのパイプをボディ
シェル／シャシーにボルト留めおよび／または溶接できるよ

第４－５図
6.3 ）仕 様
6.3.1 ）基本構造
基本構造は、以下の設計のうちの一つに従い製作されなけ
ればならない：
* メインロールバー１本＋フロントロールバー１本＋前
後方向の部材２本＋バックステー２本＋取り付け基部
６箇所（第４－６図）。
または、
* サイドロールバー２本＋横方向の部材２本＋バックス
テー２本＋取り付け基部６箇所（第４－７図）。
あるいは、
* メインロールバー１本＋ハーフ･サイドロールバー２本
＋横方向の部材１本＋バックステー２本＋取り付け基
部６箇所（第４－８図）。

第４－６図

第４－７図

第４－８図
メインロールバーの垂直部分は、ボディシェルの内部輪郭
にできるだけ近接したものでなければならない。
フロントロールバーあるいはサイドロールバーのフロント
支柱は、ウインドスクリーンピラーに沿わなければならず、
2007 年１月１日以降に公認または登録された車両については、
そのウインドスクリーンピラーの底部に相当する高さに１ヶ
所のみ湾曲があるものでなければならない。
ロールケージの製作のためになされる横方向の部材のサイ
ドロールバーへの連結、前後方向の部材のフロントおよびメ
インロールバーへの連結、ならびにハーフ・サイドロールバ
ーのメインロールバーへの連結部は、ルーフの高さにて実施
されなければならない。
すべての場合において、ルーフの高さに４ヶ所を超えて取
り外し可能な連結部を設けないことが推奨され、2008 年１月
１日以降に公認または登録された車両については、これが義
務付けられる。
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バックステーは、ルーフラインおよびメインロールバーの
外側湾曲頂部に近接して、車両の両側に取り付けられなけれ
ばならず、取り外し可能な連結を用いてもよい。
2003 年１月１日以降に公認または登録された車両について
は、バックステーの形成する角度は垂直に対して少なくとも
30°を有し後方へ延び、まっすぐでなければならず、可能な
限りボディシェルの内部側面に近接していなければならない。
6.3.2 ）設 計
基本構造が一旦決定したならば、義務付けられる部材と補
強を加え完成されなければならない（6.3.2.1 項参照）。それ
に対して任意の部材および補強を追加することができる
（6.3.2.2 項参照）。
6.3.2.1 ）義務付けの部材と補強
6.3.2.1.1 ）斜行部材
2002 年 12 月 31 日以前に公認または登録された車両：
ロールケージは、第４－９図、第４－10 図、第４－11 図お
よび第４-12 図に示される斜行部材のうち、何れか１つに合致
しなければならない。
斜行部材の方向が逆になっても構わない。第４－11 図の場
合には、ボディシェル／シャシー上の２箇所の取り付け点間
の距離が 300mm を超えてはならない。
部材はまっすぐでなければならないが、取り外し可能であ
ってよい。
2003 年 1 月 1 日以降に公認または登録された車両：
ロールケージには、第４-12 図に従い 2 本の斜行部材をメイ
ンロールバーに取り付けなければならない。
部材はまっすぐでなければならないが、取り外し可能であ
ってよい。
斜行部材の下端は、メインロールバー取り付け基部から
100mm 以内の箇所で連結していなければならない（その計測に
ついては第４－58 図を参照）。
斜行部材の上端は、バックステーとの連結部から 100mm 以
内のメインロールバーに連結していなければならない。

日以降に公認または登録された車両については、第４－14 図、
第４－15 図および第４－16 図）
、車両の運転席側に取り付け
なければならず、助手席側に取り付けることも強く推奨され
る。
これらは取り外し可能であってよい。
この側面防護はできるだけ高くなければならないが、上部
取り付け点はドア開口部の底部より計測しその高さの半分よ
り高くなってはならない。
もし、この上部の取付け点がドア開口部より前もしくは後
に位置している場合、この高さの制限は、バーとドア開口部
との交差位置に相当する高さにも適用される。
“Ｘ”
（クロス－ストラット）形状のドアバーの場合（第４
－14 図）、クロスストラットの下部取り付け点はボディシェル
／シャシーの前後方向のメンバーに直接取り付けられ、“Ｘ”
形状のうちの最低１本がシングルピース・バーであることが
推奨される。
ドアバーがフロントロールバーあるいはサイドロールバー
のフロントの支柱の補強（第４－20 図）へ連結されることも
認められる（第４－42A 図参照）
。

第４－13 図

第４－14 図

第４－９図

第４－15 図

第４－10 図

第４－16 図
6.3.2.1.3 ）ルーフの補強
2006 年１月１日以降に公認または登録された車両について
のみ：
ロールケージの上部は、第４－17 図、第４－18 図および第
４－19 図のいずれか１つに合致していなければならない。
この補強はルーフのカーブに沿って構わない。
第４－17 図の場合に限り、１本の部材のみを取り付けるこ
とが許されるが、その前部の接続はドライバー側になければ
ならない（第４－17A 図および第４－17B 図参照）
。
この補強の端は、ロールバーと部材との連結部から 100mm
未満でなければならない（第４－18 図と第４－19 図の補強に
よるＶ字型の頂点には適用されない）。

第４－11 図

第４－12 図
6.3.2.1.2 ）ドアバー
１本または複数の前後方向の部材が、第４－13 図、第４－
14 図、第４－15 図および第４－16 図に従い（2008 年 1 月 1
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6.3.2.1.5 ）コーナーと交差部の補強
2007 年１月１日以降に公認または登録された車両について
のみ：
以下の交差部：
— メインロールバーの斜行部材同士
— ルーフの補強（第４－17 図の構成で、且つ 2008 年１月１
日以降に公認または登録された車両についてのみ）
— ドアバー同士（第４－14 図の構成）
— ドアバーとフロントロールバーあるいはサイドロールバ
ーのフロントの支柱の補強（第４－20 図）
は、6.2.14 項に合致する最低２つの相対するガセットにより
補強されなければならない。
ドアバーとフロントロールバーあるいはサイドロールバー
のフロントの支柱の補強とが同一面上にない場合、6.2.14 項
の寸法に合致することを条件に、金属板を組み合わせて補強
することができる（第４－42A 図参照）。
6.3.2.2 ）任意の部材と補強
6.3.2.1 項に規定されている指示事項を除き、第４－17 図
～第４－26 図および第４－28 図～第４－38 図に示される部材
と補強は任意であり、自由に取り付けできる。
これらは、溶接されるか、取り外し可能な連結具により取
り付けされなければならない。
上述のすべての部材および補強は、個別に使用されるか、
あるいは互いに組み合わせて使用することができる。
6.3.2.2.1 ）ルーフの補強（第４－17 図～第４－19 図、第４－28
図、第４－29 図）
2005 年 12 月 31 日以前に公認または登録された車両につい
てのみ任意。
第４－17 図の場合に限り、１本の部材のみを取り付けるこ
とが許されるが、その前部の接続はドライバー側になければ
ならない（第４－17A 図および第４－17B 図参照）
。
6.3.2.2.2 ）フロントロールバーあるいはサイドロールバーのフ
ロントの支柱の補強（第４－20 図）
2007 年 12 月 31 日以前に公認または登録された車両につい
てのみ任意。
この補強は曲げてよいが横から見てまっすぐであり、その
曲げ角度は 20°を超えてはならない。
6.3.2.2.3 ）バックステーの斜行部材（第４－26 図）
ルーフの補強が第４－19 図に合致したものであるならば、
第４－26 図の構成を第４－27 図に置き換えることができる。
6.3.2.2.4 ）フロントサスペンション取り付け点（第４－30 図）
延長部分は、フロントサスペンションの頂部取り付け点に
連結しなければならない。
6.3.2.2.5 ）横方向の部材（第４－31 図～第４－35 図）
メインロールバー内、あるいはバックステー同士の間に取
り付けられた横方向の部材は、安全ベルトの取り付けに使用
することができる。
第４－31 図および第４－32 図に示される部材については、
中央の上下方向の部材と垂直の成す角度が 30°以上でなけれ
ばならない。
フロントロールバーに取り付けられる横方向の部材は、搭
乗者のための空間を侵害してはならない。
これはできるだけ高い位置に設けることができるが、その
下端はダッシュボードの頂点より高い位置にあってはならな
い。
2008 年 1 月 1 日以降に公認または登録された車両について
は、フロントロールバーに取り付けられる横方向の部材は、
ステアリングコラムより下に位置してはならない。
6.3.2.2.6 ）コーナーと連結部の補強（第４－５図、第４－36 図
～第４－38 図）
補強は、パイプあるいは 6.2.14 に合致したＵ型に湾曲した
金属板によって実施されなければならない。補強材の厚さは
1.0mm 以上なければならない。
このパイプによる補強の端は、それらが取り付けられる部
材の半分より下になったり、これに沿ったりしてはならない。
ただし、フロントロールバーの連結部の補強の端はこの限り
ではなく、ドアバー／フロントロールバーの連結部を結んで
よい。

第４－17 図

第４－17A 図
※この場合、運転席が右側になければならない。

第４－17B 図
※この場合、運転席が左側になければならない。

第４－18 図

第４－19 図
6.3.2.1.4 ）フロントロールバーあるいはサイドロールバーのフ
ロントの支柱の補強
2008 年１月１日以降に公認または登録された車両について
のみ：
寸法<A>（第４－20 図参照）が 200mm を超える場合は、フロ
ントロールバーあるいはサイドロールバーのフロントの支柱
の補強をフロントロールバーの左右に取り付けなければなら
ない。
この補強は曲げてよいが、横から見てまっすぐであり、そ
の曲げ角度は 20°を超えてはならない。
その上端は、フロント（サイド）ロールバーと前後方向（横
方向）部材の連結部から 100mm 未満でなければならない（そ
の計測については第４－58 図を参照）。
その下端は、フロント（サイド）ロールバーの（前部）取
り付け基部より 100mm 未満でなければならない。

A

第４－20 図
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第４－29 図

第４－21 図

サスペンション取付点

この連結箇所はドアバー
と同じ高さにしてよい

第４－30 図

第４－22 図

第４－31 図

第４－23 図

第４－24 図

第４－32 図

第４－25 図
第４－33 図

第４－26 図
第４－34 図

第４－27 図
第４－35 図

第４－28 図
第４－36 図
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第４－37 図
第４－42A 図

6.3.2.4 ）取り外し可能な部材
取り外し可能な部材が、安全ケージの構造の中に用いられ
ている場合には、使用される取り外し可能な連結具はＦＩＡ
により承認された方式に従っていなければならない（第４－
43 図～第４－53 図を参照）。
それらは一旦組み立てられたならば、溶接されてはならな
い。
ネジおよびボルトは、最低限 ISO 規格の 8.8 以上の品質で
なければならない。
第４－46 図、第４－49 図および第４－53 図に合致する取り
外し可能な連結具は、6.3.2.2 項に規定される任意の部材と補
強の取り付けのみに使用され、メインロールバー、フロント
ロールバー、ハーフ・サイドロールバーおよびサイドロール
バーの上部を連結するために使用することは禁止される。同
様に、2008 年１月１日以降に公認または登録された車両につ
いては、第４－43 図および第４－52 図に示される連結具につ
いても上述の連結のために使用することが禁止される。
（本条
項は、2002 年１月１日以降に公認または登録された車両に対
して適用される。それ以前に公認または登録された車両につ
いては、2001 年国内競技車両規則の第１編第４章第６条
3.3.5.6 項を適用してよいが、新規にロールケージを製作する
場合には、本条項に従った取り外し可能な連結具を用いるこ
とが推奨される。
）

第４－38 図
6.3.2.3 ）ロールケージの最低限の構成
ロールケージの最低限の構成は、以下の通り定義される：
車両公認・登録時期
2002 年 12 月 31 日以前

最低限の構成
第４－39 図
またはその左右対称

2003 年 1 月 1 日～

第４－40 図

2005 年 12 月 31 日

またはその左右対称

2006 年 1 月 1 日～

第４－41 図

2007 年 12 月 31 日

またはその左右対称

2008 年 1 月 1 日以降

第４－42 図
またはその左右対称

ド ア バ ー お よ び ル ー フ の 補 強 は 、 6.3.2.1.2 項 お よ び
6.3.2.1.3 項に従い異なる構成でもよい。

第４－39 図
第４－43 図

第４－40 図

第４－44 図

第４－45 図

第４－41 図

第４－46 図
第４－42 図
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範囲内に全体が収まっていなければならない。
ロールケージとリア・アンチロールバーのボディシェル／
シャシーへの取り付け点との間には、上記制限を超えた補強
を追加することが認められる。
これらの各取り付け点と安全ケージとは、30×1.5mm の単一
のパイプで接続することができる。
2003 年 1 月 1 日以降に公認または登録された車両のロール
ケージについて：
ドア開口部に侵入するケージの補強は、下記の基準を満た
していなければならない（第４－55 図）。
— 寸法 A ：300mm 以上
— 寸法 B ：250mm 以下
— 寸法 C ：300mm 以下
— 寸法 E ：ドア開口部（H）の高さの半分以下
2008 年 1 月 1 日以降に公認または登録された車両のロール
ケージについて：
前面投影面において、フロントロールバーの上部コーナー
の湾曲部と連結部の補強は、フロントウインドスクリーンの
第４－54 図に示す部分にのみ見えるように設けなければなら
ない。

第４－47 図

第４－48 図

第４－49 図

第４－54 図

第４－50 図

第４－55 図
第４－51 図
6.3.2.6 ）ロールケージのボディシェル／シャシーへの取り付け
最少取り付け点数は：
— フロントロールバーの各支柱につき１箇所
— サイドロールバーまたはハーフ・サイドロールバーの各
支柱につき１箇所
— メインロールバーの各支柱につき１箇所
— 各バックステーにつき１箇所
— 斜行部材が第４-11 図の方式である場合には、その支柱１
本につき１箇所
ボディシェルへの取り付けを効果的に実施するために、当
初の内装トリムは、ロールケージおよびその取り付け点の周
囲を切除したり、曲げることにより改造できる。
しかしながら、この改造は室内装飾やトリムを完全に取り
除くことを認めるものではない。
必要に応じてヒューズボックスをロールケージの取り付け
が可能となるように移動させることができる。
特殊な場合：
非鋼鉄製のボディシェル／シャシーの場合、ロールケージ
とボディシェル／シャシーとの溶接は一切禁止され、ボディ
シェル／シャシー上に補強板を接着することのみ許される。
6.3.2.6.1 ）2007 年 12 月 31 日以前に公認または登録された車両
１）各支柱側の最少取り付け点における車体への取り付け板は、
面積 60cm2、板厚 2.5mm 以上を有すること。この取り付け板は
支柱に溶接されていなければならない。
２）車体側の補強板は、面積 120cm2、厚さ 3.0mm 以上を有し、
第４-56 図～第４-58 図に示すように取り付けること。
但し、第４-56 図、第４-58 図については、補強板を必ずし

第４－52 図
>= 10

>= 10

第４－53 図
6.3.2.5 ）追加の制約
前後方向に見て、ロールケージは、垂直方向の荷重を支え
るフロントサスペンションおよびリアサスペンション部品
（スプリングおよびショックアブソーバー）の取り付け点の
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もボディシェルへ溶接しなくともよい。
３）各支柱と車体との結合は、下記のいずれかの方法によるこ
と。
①直径８mm 以上（４Ｔ以上）のボルトを３本以上使用し、緩
み止め効果のあるナット（ワッシャー／セルフロッキング
等）で、支柱の周辺に分散して取り付ける。（第４-56 図～
第４-62 図を参照）
②溶接により取り付ける場合、車体あるいは骨組み（フレー
ム）に溶接して取り付ける。ロールバーの取り付け基部は、
補強板無しで、直接ボディシェルに溶接してはならない。
①および②の取り付け方法は最少限を示すものである。ボ
ルトの数を増加することや取り付け点の数を増やすことは許
される。
6.3.2.6.2 ）2008 年 1 月 1 日以降に公認または登録された車両
フロント、メイン、サイドロールバーまたはハーフ･サイド
ロールバーの取り付け点：
各取り付け基部は、最低３mm の厚みを有する鋼鉄製の板に
より構成されていなければならない。
各取り付け基部は、最低厚さ３mm で最小表面積 120cm2 のボ
ディシェルに溶接された鋼鉄製補強板に、最低３本以上のボ
ルトで固定されなければならない。120cm2 の面積は、補強板
とボディシェルとの接触面でなければならない。
第４－56 図～第４－62 図に例示される。
第４－56 図と第４－58 図については、補強板は必ずしもボ
ディシェルに溶接されなくともよい。
取り付けボルトは、最小直径がＭ８で、最低限 ISO 規格の
8.8 以上の品質を有していなければならない。
ボルトの留め具は、セルフロック式あるいはロックワッシ
ャーでなければならない。
バックステーの取り付け点：
各バックステーは、少なくとも２本のＭ８ボルトで、最小
60cm2 を有する取り付け基部によって固定されるか（第４－63
図）、1 本の二面せん断のシングルボルトにより固定されなけ
ればならない（第４－64 図）。
ただし、後者は、ボルトが適当な断面積と強度を有し、カ
ラーがバックステーの中に溶接されることを条件とする。
以上は最低要件である：
さらに、使用する留め具の数を増やすことができ、取り付
け基部のプレートを補強板に溶接したり、ロールケージ
（6.3.1 項で定義されたもの）を、ボディシェル／シャシーに
溶接することができる。

第４－59 図

第４－60 図

第４－61 図

第４－62 図

第４－63 図

第４－56 図

第４－57 図
第４－64 図
6.3.3 ）材質の仕様
円形の断面を有するパイプのみが認められる。
使用されるパイプの仕様：
材

質

冷間引抜
継ぎ目無し
純炭素鋼

第４－58 図

最小引張強度

350N/mm2

最小寸法（mm）

用

途

45×2.5
または
50×2.0

メインロールバーまたは、
構造によってはサイドロールバー

38×2.5
または
40×2.0

ハーフ・サイドロールバーおよび安
全ケージのその他の部分

※2008 年 1 月 1 日以降に公認または登録された車両について
は、認められる添加物の最大量は、炭素 0.3%、マンガンが
1.7%、その他の物質については 0.6%である。
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鋼材を選ぶにあたっては、伸びが大きいことと、溶接に適
した質のものであることに注意を払わなければならない。
パイプを曲げる場合は冷間加工処理によるものでなければ
ならず、曲げの中心線の半径は、少なくともパイプの直径の
３倍でなければならない。
曲げる間にパイプが楕円形になる場合には、長い方の直径
に対して、短い方の直径が 0.9 かそれ以上の割合となってい
なければならない。
湾曲箇所にある表面は、波状や亀裂がなく、滑らかで均一
でなければならない。
6.3.4 ）溶接についての指示
溶接は管の端の全周に沿って施されなければならない。
すべての溶接は可能な限り高品質のものであり、全体的な
溶融を施さなければならず、できればガス被包アーク溶接を
用いることが望ましい。
溶接の外観が良好だからといって、その品質が必ずしも保
証されるものではないが、貧相な溶接は決して良い品質のも
のではない。熱処理を施した鋼鉄を使用する時には、製造者
が特に指示した内容に従わなければならない(特別な溶接棒、
ガス被包溶接)。
6.3.5 ）防護のための被覆
搭乗者の身体がロールケージに接触する可能性がある箇所
には、防護のための難燃性の被覆が施されていなければなら
ない。
搭乗者のヘルメットがロールケージに接触する可能性があ
る箇所については、ＦＩＡ基準 8857-2001 タイプＡに合致し
たものが推奨される。

第５章

量産ツーリングカー（Ｎ１）

１．4.4.3）を以下の通り改める。（一般規定との整合）
タイヤおよびホイールは、いかなる場合も車両の他の部分と接触して
はならない。ホイールのオフセットは自由。ただし、スペーサーは禁止
される。
２．4.7）
「スプリング」を以下の通り改める。
（明確化）
（略）
車高調整式への変更に伴うスプリングシートの変更、および挿入物の
追加も許される。
３．4.9）
「ブレーキ」を以下の通り改める。（明確化）
4.9 ）ブレーキ
4.9.1 ）ブレーキシュー、ライニングパッドおよびブレーキホースの交
換、変更は許される。
4.9.2 ）標準で冷却ダクトが装着されていない場合、または標準で装
着されている冷却ダクトを取り外した場合、以下に従い冷却ダク
トを装着することが許される。
標準の開口部を使用し、フロントのみフレキシブルダクトによる
冷却ダクトの装着が許される。ただし、車体の外観形状に変更があ
ってはならない。左右のダクトの各々の内径は 50mm 以下とし、そ
の数は各々１本とする。
4.9.3 ）ディスクブレーキのバックプレートの取り外しは許される。サ
ーボブレーキとの接続を外すことはできるが、取り外してはならな
い。
4.9.4 ）アンチロック装置との接続を外すこと、およびアンチロック装
置を取り外すことは許される。また、取り外しに伴うパイプの修正、
変更が許される。
運転者が走行中に調整不可能なプロポーショニングバルブの追
加は許される。

４．第１１条「サーキットブレーカー（主電源回路開閉装置）」に「電子的
に制御されないインジェクターを有するディーゼルエンジンに関して
は、サーキットブレーカーは、エンジンに吸入される空気を遮断する装
置に連動するようになっていなければならない。
」を追加する。
（付則 J
項との整合）
５．第１３条「座席」を以下の通り改める。
（付則 J 項との整合／条文の整
理）

４．5.9）
「補強」を以下の通り改める。
（解釈の規定化／明確化）
第 13 条 座 席
１）当初の座席を変更する場合、ＦＩＡ基準 8855-1999（本書付則
参照）に従ったものの使用が強く推奨される。なお、座席にヘッ
ドレストが含まれていること。
２）前部座席は後方に移動できる。しかし、当初の後部座席の前端
によって区切られた垂直面を越えてはならない。ただし、ヘッド
レスト部分は考慮されない。
３）同乗者座席ならびに後部座席は、（それらのバックレストを含
めて）取り外すことができる。
４）当初の座席の取り付け具または支持具が変更される場合、支持
具は以下のいずれかに取り付けられなければならない。
－座席を固定するために使用されている当初の固定点
－付則Ｊ項第 253－65 図に合致する座席固定用の固定点
座席支持具は第４－65 図に従って、最小直径８mm のボルトを
使用し、１座席につき少なくとも４箇所で座席固定用の固定点
に取り付けられなければならない。
各取り付け点について、支持具、車体／シャシーと当て板の接
触面積は最低 40cm2 であること。
５）座席は、直径が最低８mm のボルトを使用し、座席の前部２ヶ
所、後部２ヶ所の４ヶ所で支持具に固定され、補強部は座席に結
合されていなくてはならない。
６）支持具と当て板の最低の厚さは鋼鉄の場合は３mm、軽合金の場
合は５mm を有さなければならない。各支持具の前後方向の長さ
は、最低でも６cm を有さねばならない。
７）座席を調整するレールが使用される場合、当初から車両に設定
されているもの、または座席とともに設定されているものを使用
しなければならない。
８）運転席とサイドロールバーの間には機械装置の設置は許可され
ない。
９）座席とドライバーの間にクッションを置く場合、このクッシ
ョンの厚さは 50mm 以下でなければならない。

車体の補強は、使用される材料が当初の形状に沿いそれと接触してい
れば許される。複合材料による補強は第５－１図のように片面にのみ許
される。また、車体（排気系を含み）、ならびにサイドシル・各メンバ
ー等の空洞部を第５－２図のように充填することにより補強すること
ができる。
補強によって標準部品の取り付けに影響があってはならない。

第５－１図

第５－２図
５．5.10）
「補助的付加物」を以下の通り改める。（解釈の追加）
補助的付加物の取り外しは､その配線も含み許される（例えば、マッド
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ガード、アンダーガード、ストーンガード、オープン車両の幌およびそ
の取り付け具、室内照明、ラジオ、ヒーター、エアコン、モール類、エ
アバッグ、ホーン、リアワイパー等）。
（略）
第６章

形状：自由。
材質：堅固で防火性に富んだ材質により構成されていなければ
ならない。
①基本車両のモノコックを形成する素材と同一素材、同一以
上の厚さを持つ材料。
②10mm 以上の厚さのハニカム構造を持つカーボンファイバ
ー材。
③3.5mm 以上の厚さを持つカーボンファイバーコンポジッ
ト。
４）床の底部主平面を延長した面と後部隔壁の主平面を延長した面と
を繋ぐ構造とすることができる。

特殊ツーリングカー（Ｎ２）

１．2.1）
「材質の制限」に「ただし、当該車両に標準で使用されている場
合は当該部分にのみ使用が許される。」との条文を追加する。
（整合性の
確保）
第７章

グランドツーリングカー３００（ＪＡＦ－ＧＴ３００）
５．3.4.6）「前部隔壁の前方、後部隔壁の後方の車体構造」を以下の通り
改める。
（明確化）

※ ２００６年グランドツーリングカー（ＪＡＦ－ＧＴ）規定からの変更箇
所を示す。

前部隔壁より前方および／または後部隔壁より後方の主構造（フ
レーム構造）は、これを切除し、ロールケージに接続するパイプフ
レーム構造に置き換えることが許される。
後部隔壁後方の車体構造（モノコック構造体）を兼ねていた外
板部分の材質については、十分な強度を保持し 3.4.3.3）「天井部
分の開口」に許される条件以外に形状を変えない限り、合成樹脂
または軽金属へ交換することが許され、各ドア、フェンダー、ト
ランクリッドと分離される構造の場合に限り着脱が許される。た
だし、当該部分は、前面、後面、側面視でシルエットから遊離し
ていてはならず、ヒンジ、ロック機構、または 3.4.4）に準拠した
４箇所以上のファスナーにより堅固に固定できなければならない。
前部隔壁より前方の主構造（フレーム構造）をロールケージに接
続するパイプフレーム構造に置き換える場合、12.5）「前（後）面
防護構造」に規定される衝撃吸収構造体（クラッシャブルストラク
チャー）の設置が義務付けられる。
パイプフレーム構造は下記条件を満たさなければならない。
１）～３） （略）
４）エンジンを取り外しても、車体を懸架している部分が正常に作
動しなければならない。

１．1.1）
「定義」を以下の通り改める。
（４ドア車両をＧＴ３００として認
める）
グランドツーリングカー300。
最少２座席を有し、車両の片側面にそれぞれ１枚以上の乗降用ドア
を有する自動車。
２．3.4.2）
「ドア」を以下の通り改める。
（４ドア車両の場合を追加）
１）～２） （略）
３）ドアヒンジは、万一の事故の際にドライバーが速やかに脱出でき
るようにする目的のためにのみ、交換が許され、４ドアの後部ドア
は開閉機能を維持する場合にはドアヒンジ、ドアロックを 3.4.4）
に準拠した４箇所以上のファスナーに置き換えることができる。
４） （略）
５）４ドア車両の後部ドアは、拡幅された後部フェンダー外側面まで
後部ドアを拡幅することができるが、ホイールアーチ形成のために
切除する部分以外、車両側面視における形状は維持されていなけれ
ばならない。後部ドアの開閉機能は自由。

６．3.5）「空力装置」に、「空力装置は、車体に対して非可動であり堅固
に取り付けられていなければならない。」の条文を追加する。（明確化）

３．3.4.3.3）「天井部分の開口」を以下の通り改める。（明確化／5.1）改
正に伴う変更）

７．5.1）
「エンジン」を以下の通り改める。
（エンジン搭載方向、位置の自
由化）

天井部分に開口部を１つ設置することができるが、下記の条件を
満たさなければならない。
１）フロントウインドシールド後端より 10cm 以上後方であること。
ただし、リアエンジンの吸気用の場合は後部隔壁最後端位置よ
り後方であること。
（エアダクトを天井部分の開口部に接続する
ことができる。）
２）～６） （略）

基本車両と同一製造者による他の公認、登録車両の生産エンジンで
あれば、別車種のエンジンを搭載することができる。
エンジンの取り付け方位、方向、位置は、前部隔壁より前方、また
は後部隔壁より後方であれば自由。
８．6.1.1）を以下の通り改める。（明確化）

４．3.4.5.2）
「後部隔壁」を以下の通り改める。（明確化、性能の均等化）
6.1.1 ）燃料タンクの位置
すべての安全燃料タンクは、当初の位置、ホイールベース間に設
置され、下記の条件が満たされなければならない。
１）前部隔壁より前方に設置されている場合を除き、前部座席の
後端より後方に位置していなければならない。
２）～５） （略）
６）側面衝突が生じた場合でも破損しないよう強固な構造に囲わ
れていなければならない。

１）当初の車体の後部隔壁を削除し、新たな隔壁を設置すること
ができる。
２）側面透視で運転席の座席後方に位置し車室を完全に隔離する
後部隔壁を有することが義務付けられる。ただし、室内換気の
排気のため 3.4.3.1）2）の開口に接続する最小限の開口が車室
の隔離機能を維持することを条件に認められる。

９．7.2.3）
「ワイパー」として、以下を追加する。
（解釈の規定化）
7.2.3 ）ワイパー
フロントウィンドウワイパー構成を変更することができるが、
少なくとも１つのワイパーが装備されていなければならず、競技
期間中は常に運転席からの操作により有効に作動しなければなら
ない。
10．13.2）
「ハンディウェイト取り付け装置」について、当該装置の寸法規
定を廃止し、以下の通り改める。（現状との整合を図る）

第７－１図
３）後部隔壁、3.4.3.1）2）の開口部の接続構造、または当初か
ら存在する開口部を塞ぐ素材の形状と材質

ハンディウェイトを固定できる堅牢なウェイト固定装置を装備しなけ
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ればならない。
（第７-13 図削除）

第８章

グランドツーリングカー５００（ＪＡＦ－ＧＴ５００）

１．1.1）
「定義」を以下の通り改める。
11．別表２「最低重量とエアリストリクター」のクラス１（ＧＴ５００）
に関する規定を削除し、以下の通り改める。
（性能の抑制、公平性の確保）
１）車両重量／エアリストリクター
（mm）
吸気

排気量区分

形式

（cc）
≦2,000cc

T/C

最低重量区分 （kg）

数

1,100

1,150

1,200

1

34.3

35.0

35.7

2

24.5

25.0

25.5

2,000cc＜

1

33.7

34.4

35.1

≦3,000cc

2

24.1

24.6

25.1

3,000cc＜

1

33.2

33.9

34.5

≦4,000cc

2

23.7

24.2

24.7

1

32.6

33.3

34.0

2

23.3

23.8

24.3

4,000cc＜

≦2,000cc

NA

２．3.5）「空力装置」に、「空力装置は、車体に対して非可動であり堅固
に取り付けられていなければならない。」の条文を追加する。（明確化）
３．7.2.3）
「ワイパー」として以下を追加する。（解釈の規定化）
7.2.3 ）ワイパー
フロントウィンドウワイパー構成を変更することができるが、
少なくとも１つのワイパーが装備されていなければならず、競技
期間中は常に運転席からの操作により有効に作動しなければなら
ない。

装着免除

2,000cc＜

1

35.2

36.0

36.7

≦2,500cc

2

25.2

25.7

26.2

４．別表２「最低重量とエアリストリクター」を以下の通り改めるととも
に、ＧＴ３００クラスに関する規定を削除する。
（性能の抑制、公平性の
確保）

2,500cc＜

1

34.1

34.8

35.5

≦3,000cc

2

24.4

24.8

25.3

3,000cc＜

1

33.3

34.0

34.7

≦3,500cc

2

23.8

24.3

24.8

吸気

排気量区分

3,500cc＜

1

32.8

33.5

34.1

形式

（cc）

≦4,000cc

2

23.4

23.9

24.4

4,000cc＜

1

32.4

33.1

33.8

31.7

32.4

24.1

42.8

43.7

44.5

33.4

≦3,000cc

2

29.3

29.9

30.6

31.2

31.8

3,000cc＜

1

40.5

41.3

42.1

43.0

43.8

≦4,000cc

2

28.9

29.5

30.1

30.7

31.3

1

39.8

40.6

41.4

42.2

43.1

2

28.4

29.0

29.6

30.1

30.8

4,500cc＜
≦5,000cc

2

22.9

23.4

23.9

5,000cc＜

1

31.8

32.5

33.1

≦5,500cc

2

22.7

23.2

23.7

1

31.5

32.1

32.8

2

22.5

23.0

23.4

エンジン
搭載位置
補正重量
２
３

駆動輪位置

45.3

31.1

T/C

4,000cc＜

40.6

2,000cc＜

1

41.7

42.6

43.5

44.3

45.2

≦3,500cc

2

29.8

30.4

31.0

31.7

32.3

46.2
33.0
45.4
32.4
44.9

3,500cc＜

1

41.1

41.9

42.8

43.6

44.5

≦4,000cc

2

29.3

29.9

30.6

31.2

31.8

45.8

4,000cc＜

1

40.6

41.4

42.3

43.1

44.0

≦4,500cc

2

29.0

29.6

30.2

30.8

31.4

4,500cc＜

1

40.2

41.1

41.9

42.7

43.6

32.1
44.5

≦5,000cc

2

28.7

29.3

29.9

30.5

31.1

31.8
44.1
31.5

1

Ｆ

Ｍ

Ｒ

０kg

＋１０kg

－１５kg

Ｆ

Ｒ

NA

5,000cc＜

1

39.9

40.7

41.5

42.3

43.2

≦5,500cc

2

28.5

29.0

29.6

30.2

30.9

1

39.5

40.3

41.1

41.9

42.8

2

28.2

28.8

29.3

29.9

30.5

5,500cc＜

43.6
31.2

＊上記表中の過給装置付きエンジンの排気量は換算係数 1.7 を乗じ
ない数値。
２）車両重量の補正
（１）レース用に改造された状態のエンジン搭載位置と駆動輪位置お
よび駆動方式により下記の通り車両重量が補正される。
エンジン
１

搭載位置

Ｆ

ＦＭ

Ｍ

Ｒ

＋３０kg

－１５kg

補正重量

－２５kg

０kg

補正重量

０kg

＋１０kg

駆動方式

２輪

４輪

駆動輪位置

Ｆ

Ｒ

補正重量

０kg

＋２５kg

補正重量

－５０kg

０kg

駆動方式

２輪

４輪

補正重量

０kg

＋５０kg

２

注） Ｆ：フロント
Ｍ：ミッドシップ
Ｒ：リア
注）ただし、上記（２）および（３）の－２５kg 以下の補
正については、１）「車両重量／エアリストリクター」
に定める当該重量を下回ることが認められる。
（２）～（３）

1,350
46.2
33.0
45.4
32.4
44.7
31.9
44.0
31.4

装着免除

＊上記表中の過給装置付きエンジンの排気量は換算係数 1.7 を
乗じない数値。
２）車両重量の補正
（１）４ドア車両は、－５０kg の車両重量が補正できる。ただし、
１）「車両重量／エアリストリクター」に定める最低重量を下
回ってはならない。
（２）フロントエンジン車両であってトランスミッションをホイー
ルベース前後中心より前方に搭載している車両は－５kg の車
両重量が軽減できる。
（３）レース用に改造された状態のエンジン搭載位置と駆動輪位置
および駆動方式により下記の通り車両重量が補正される。
１

1,300

44.4

41.9

32.8

3 ローター

1,250

43.5

30.4

23.6

39.6

1,200

42.6

41.1

32.1

38.5

1,150

41.7
29.8

23.2

1

1,100

1
1

1

T/C

≦2,000cc

数

（mm）

最低重量区分 （kg）

2

2

2 ローター

１）車両重量／エアリストリクター

2,000cc＜

≦4,500cc

5,500cc＜

RE

グランドツーリングカー500。
最少２座席を有し、車両の片側面にそれぞれ１枚の乗降用ドアを有
する自動車。

３

注）

Ｆ：フロント
ＦＭ：フロントミッドシップ
Ｍ：ミッドシップ
Ｒ：リア
（２）前面投影面積により車両重量が補正される。
（表略）

（略）
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投影面積Ｓ（m2）は、競技車両の実前面投影面積（オプション部
品は含まれない）の値とし、小数点以下第３位を四捨五入した値
とする。
（３） （略）

第９章

完全なオープン車体構造の車両は、ハードトップを装着しなければな
らない。また、コンバーティブル車体構造の車両（開閉または脱着可能
な屋根を備えた車両）についても、オープン車体構造の車両に準じた措
置をとらなければならない。
２．2.3）「ラリーＦ車両（Ｆ車両）」を「ラリーＲＦ車両（ＲＦ車両）
」と
改める。
（呼称の統一）

競技専用車両（ナショナルフォーミュラ）に関する定義

改正なし
３．第５条「気筒容積（総排気量）別クラス区分」を以下の通り改める。
（ラリーの現状を反映）
第 10 章

フォーミュラＪ1600（ＦＪ1600）
車両はその気筒容積に従い、次の１０クラスに分けられる。
1.気筒容積
660cc を含み 660cc まで
2.気筒容積
660cc を超え 1,000cc
〃 1,000cc 〃
3.気筒容積 1,000cc
〃
1,150cc
〃 1,150cc 〃
4.気筒容積 1,150cc
〃
1,400cc
〃 1,400cc 〃
5.気筒容積 1,400cc
〃
1,500cc
〃 1,500cc 〃
6.気筒容積 1,500cc
〃
1,600cc
〃 1,600cc 〃
7.気筒容積 1,600cc
〃
2,000cc
〃 2,000cc 〃
8.気筒容積 2,000cc
〃
2,500cc
〃 2,500cc 〃
9.気筒容積 2,500cc
〃
3,000cc
〃 3,000cc 〃
10.気筒容積 3,000cc を超える車両
競技会特別規則では、第 10 クラス（気筒容積 3,000cc を超える
クラス）についてさらにクラス分けすることができる。ただし、そ
の他のクラスを細分することはできない。
上記のクラスの分類は、過給されていないエンジンを備えた車両
に対するものである。
ＪＡＦによって反対措置が課せられない限り、オーガナイザーは
すべてのクラスを特別規則書に記載する必要はなく、またさらに、
その競技の特殊事情によっては２つ、あるいは幾つかの相次いだク
ラスを合体させることは自由である。
また、過給装置付エンジンの車両は、その公称気筒容積に、ガソ
リンエンジンについては係数１．７、ディーゼルエンジンについて
は係数１．５を乗じ、それによって得られた値に相当するクラスの
車両として扱われる。

１．1.5）
「競技参加者の義務」として以下を追加する。
（明確化）
1.5 ）競技参加者の義務
競技参加者は競技期間中、いかなる時でも自己の FJ1600 車両が
本規定に合致していることを、車両検査委員および競技会審査委
員会に立証する義務がある。

第 11 章

スーパーＦＪ（Ｓ－ＦＪ）

１．1.5）
「競技参加者の義務」として以下を追加する。
（明確化）
1.5 ）競技参加者の義務
競技参加者は競技期間中、いかなる時でも自己の S-FJ 車両が本
規定に合致していることを、車両検査委員および競技会審査委員
会に立証する義務がある。

第 12 章

フォーミュラ４（Ｆ４）

１．1.6）
「競技参加者の義務」として以下を追加する。
（明確化）
1.6 ）競技参加者の義務
競技参加者は競技期間中、いかなる時でも自己のＦ４車両が本
規定に合致していることを、車両検査委員および競技会審査委員
会に立証する義務がある。

第 13 章

４．7.3）に以下の条項を追加する。
（重量計測条件の明確化）
④スペアホイール：
・ＲＮ車両については、最大１本までのスペアホイールを搭載
する（スペアホイールを２本搭載している場合は、計測前に１
本を取り外す）。
・ＲＪ車両およびＲＦ車両については、スペアホイールの重量
は含まない。

ＪＡＦフォーミュラ３０００（JAF-F3000）

改正なし
第 14 章

リブレ（その他の車両）（ＮＥ）
第２章

１．消火器（気筒容積＜2000cm3）を以下の通り改める。
（付則 J 項との整
合）
消火器（気筒容積＜2000cm3）：

１

第 4 章 5 条 5.1）および 5.2）

２

付則Ｊ項 275.14.1

１．第３条「消火器」を以下の通り改める。
（レース車両規定との整合を図
る）
第 3 条 消火装置
手動消火器または自動消火装置を装備することが義務付けられる。こ
れらの消火装置はＦＩＡの認定を受けたものであることが望ましい。
3.1 ）手動消火器
手動消火器とは消火器単体をドライバー等が取り外して消火を
行うための消火器をいう。
3.1.1 ）取り付け
各々の消火器の取り付けは、クラッシュ時の減速度がいかなる方
向に加えられても耐えられるように取り付けなければならず、取り
付け方向は車両の前後方向中心線に対し直角に近い状態であるこ
と。
（リベット止めは禁止される）
金属性ストラップの付いたラピッドリリースメタル（ワンタッチ
金具）の装着のみ認められる。
3.1.2 ）取り付け場所
消火器はドライバー等が容易に取り外せる位置に取り付けられ
なければならない。
3.1.3 ）検査
下記情報を各消火器に明記しなければならない。

３

２．
「シングルシーターの強度：」を以下の通り改める。（表現の適正化）
ロール構造体に関する十分な強度を製造者が得るために、２つの方
法がある。
ａ）ロール構造体の規格については全く自由であるが、付則Ｊ項第
275 条 15.2.3 に示された最少強度に耐え得るものでなければなら
ない。当該強度要件を満たすことを証明する書類をＪＡＦへ提出
すること。
ｂ）
（略）
Ⅱ．第２編 ラリー車両規定：
第１章

安全規定

一般規定

１．第１条「総則」に以下の条文を追加する。
（安全性の確保）
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－ 容器の容量
－ 消火剤の種類
－ 消火剤の重量もしくは容量
－ 消火器の点検日
3.1.4 ）消火器の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期日
から２年以内とする。
（消火剤の充填期日もしくは前回の点検期
日から２年を過ぎて使用してはならない。）但し、２年毎の点検
を継続したとしても消火器の製造者が定めた有効年数あるいは
耐用年数を超えて使用することはできない。
－消火器の製造者が有効年数あるいは耐用年数を定めていない
場合、その使用期限は製造期日（または初回充填期日）から
７年間を目処とする。
－消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年（月）表示で
ある場合、有効期間の起算日は当該年（月）の末日とする。
外部が損傷している容器は交換しなければならない。
3.1.5 ）仕様
１つあるいは２つの消火剤容器とする。粉末 2.0kg 以上、または、
ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第 253 条に記され
た消火剤および内容量を装備すること。
3.2 ）自動消火装置
（略）
3.2.1 ）～ 3.2.2 ） （略）
3.2.3 ）検査
下記情報を各消火器に明記しなければならない。
－ 容器の容量
－ 消火剤の種類
－ 消火剤の重量もしくは容量
－ 消火器の点検日
3.2.4 ）消火装置の点検日は、消火剤の充填期日もしくは前回点検期
日から２年以内とする。
（消火剤の充填期日もしくは前回の点検
期日から２年を過ぎて使用してはならない。）但し、２年毎の点
検を継続したとしても消火装置の製造者が定めた有効年数ある
いは耐用年数を超えて使用することはできない。
－消火装置の製造者が有効年数あるいは耐用年数を定めていな
い場合、その使用期限は製造期日（または初回充填期日）か
ら７年間を目処とする。
－消火剤の充填日もしくは前回検査日の表示が年（月）表示で
ある場合、有効期間の起算日は当該年（月）の末日とする。
外部が損傷している容器は交換しなければならない。
3.2.5 ）仕様
（略）
3.2.6 ）放射時間
（略）

第３章

２００９年ＪＡＦ－ＧＴ５００車両規定 骨子
［方 針］
１．コストダウンと性能の均衡化を図る。
２．安全性を高めるべく、空力性能等の抑制により、旋回性能について
は 2006 年 JAF－GT 規定での旋回性能よりも下回るようにする。
３．競技専用エンジンの搭載を認める。
エンジン形式および排気量を統一し、開発制限領域を設けることで
過度な開発競争を抑制する。
４．改造量産車を使用して行われる競技の最高峰であることを標榜する
ため、量産車のアイデンティティの保持を重視しつつ、一方、基本車
両の寸法に起因する有利／不利を是正するため、基本寸法の統一を図
る。
［具体的仕様］
車 体
・量産車のアイデンティティ維持のため、ルーフ、フロントピラー等の
量産車モノコックボディを残すことにより、側面投影でのシルエット
のオリジナル性を維持する。
・車両基本寸法の統一：前／後オーバーハング…1,020／1,060mm（暫定）
：ホイールベース…2,700mm±30mm
：全幅…最大 2,000mm
：車体高さ…1,100mm
エンジン
・最大容積
：3,400 ㎤
・気筒数と形式
：90°Ｖ型８気筒、４サイクル、自然吸気
・エアリストリクター装着：29.1mm×２（車両重量 1,100kg）
その他
・フロントエンジンリア駆動を基本とする。
・主要部品の統一化
以 上

２００９年ＪＡＦ－ＧＴ３００車両規定 骨子
２００９年ＪＡＦ－ＧＴ３００車両規定は、２００８年規定を踏襲し大
きく変更しない。
以 上

２００９年ＪＡＦ－Ｆ３０００車両規定 骨子
［方 針］
１．ＪＡＦ－Ｆ３０００車両であることが一目でわかるような先進性と
変化を想起させる独自性のある車両デザインとする。アジアを代表す
るフォーミュラを目指す。
２．環境に配慮し、キャタライザーを装着する。また、排気音量に関し
ては現状を上限としつつ、より魅力ある音を追求する。
３．現在のフォーミュラカーは空力学的特性から前走車の影響を大きく
受け、追い越しが困難な状況にあることから、追い越し機会の増大が
図れる車両を目指す。具体的には、前後のウイングの枚数および角度
規制を行って後方への乱気流を減少させ、一方で減少したダウンフォ
ースを車体下面（ステップドフロアを継続しつつ、ベンチュリー形状
およびサイドスカートを採用）で補うこととする。
４．シャシーは最低３年間の使用に耐えるべく、安全性、耐久性を確保
する。具体的にはクラッシュテストの条件を２００６年Ｆ１規定と同
等とする。また、ランニングコスト削減の観点からカーボンブレーキ
を導入する。
［具体的仕様］
※カッコ内は現行規定との比較
車 体
・コンプリートホイールを含む全幅：最大 2,000mm（現行は 1,800mm）
・車体の幅
：最大 1,600mm （ 〃 1,450mm）
・ドライバーを除く車両の重量
：600kg
（現行と同等）
エンジン
・最大容積
：3,400 ㎤
（現行は 3,000 ㎤）
・気筒数と形式
：90°Ｖ型８気筒、４サイクル（現行と同じ）
・過給装置
：禁止
（
〃
）
・エンジンの許容最大回転数：10,300rpm
（
〃
）
その他
・タイヤサイズ：フロント／リアとも大径化 （現行より直径を40mm 程度拡大）
・トランスミッション：セミオートマチック （パドルシフト）システム
・ブレーキ
：カーボンブレーキ
（現行は金属材）
以 上

改造規定

改正なし。
Ⅲ．第３編 スピード車両規定：

改正なし。
以 上
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１）当該選手権統一規則に定める当連盟への公式登録申請時にＦＩＡ
スーパーライセンスを所持している者。
２）２００６年～２００７年のＧＰ２または２００６年～２００７年
の全日本選手権フォーミュラ・ニッポンシリーズで同一年に４ポイ
ント以上獲得した経験のある者。

２００８年日本レース選手権規定の制定
下線部：２００７年日本レース選手権規定からの変更部分
第１章
総則
第１条 目的
社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。
）は、２００８年（以
下「当該年」という。
）のレース競技会において優秀な成績を収めた者の栄
誉をたたえるため、これを認定する日本レース選手権規定を制定する。

第 17 条～第 20 条（略）
第 21 条 得点基準
１．～３．
（略）
４．選手権得点の対象となるレース数は、以下の通りとする。
Ｆ４：
選手権レースとして成立した当該部門のレースの合計数の８０％
（小数点以下四捨五入）とする。
Ｓ－ＦＪ、ＦＪ１６００およびツーリングカー：
選手権レースとして成立した当該部門のレースの合計数の７０％
（小数点以下四捨五入）とする。
ただし、開催された当該部門のレースの合計数が５回に満たない場
合、開催された当該部門のレースのすべてが選手権得点の対象となる。
５．同一部門で、複数のドライバーが同一の選手権得点を得た場合、次
の基準に基づき上位者を決定する。
１）有効得点（上記４．による選手権得点の対象レースで得た得点）
の範囲内で高得点を得た回数の多い順に順位を決定する。

第２条（略）
第３条 選手権の構成
１．全日本選手権
全日本選手権は、次の２部門で構成される。
１）全日本選手権フォーミュラ・ニッポン（以下「Ｆ・ニッポン」と
いう。）
ドライバーおよびチームに選手権を与える。
２）全日本フォーミュラ３選手権（以下「Ｆ３」という。
）
ドライバー、チームおよびエンジンチューナーに選手権を与える。
２．地方選手権（略）
第４条 レースの走行距離
１．選手権レースの最長走行距離および最短走行距離は次の通りとし、
レース毎に競技会特別規則書でレース距離（以下「当初のレース距離」
という。
）を定める。
２ヒート以上の競技
区

分

全日本
選手権

地

方

選手権

部

門

１ヒートの距離
最

短

合 計

２）～３）
（略）
以

１ヒートの競技

最 長

最 長

最 短

最

※全日本スポーツカー耐久選手権は取り止めとなりました。

長

F･ﾆｯﾎﾟﾝ

75 ㎞

180 ㎞

300 ㎞

110 ㎞

300 ㎞

Ｆ３

65 ㎞

75 ㎞

150 ㎞

65 ㎞

100 ㎞

Ｆ４

45 ㎞

75 ㎞

150 ㎞

50 ㎞

S-FJ

25 ㎞

75 ㎞

150 ㎞

30 ㎞

FJ1600

25 ㎞

75 ㎞

150 ㎞

30 ㎞

ﾂｰﾘﾝｸﾞｶｰ

－

－

－

30 ㎞

100 ㎞
100 ㎞
100 ㎞
100 ㎞

２．
（略）
第５条 選手権レースの成立
１．
（略）
２．各部門のレースは、５台以上の車両がスタートしなければ成立せず、
選手権得点は与えられない。
ツーリングカー地方選手権は、当該クラスが５台以上の車両がスタ
ートしなければ成立せず、選手権得点は与えられない。
３．～４．
（略）
第６条 適用規則
１．
（略）
２．全日本選手権のレースには、前項の規則、規定のほか、各部門毎に
別に定める次の統一規則が適用される。
１）全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則
２）全日本フォーミュラ３選手権統一規則
第７条～第 15 条（略）
第 16 条 ドライバーの参加資格
１．Ｆ・ニッポン
１）国際ドライバーライセンスＢ以上の所持者が参加できる。
２）上記１）以外の参加資格は、当該選手権統一規則に従うこと。
２．Ｆ３
国内競技運転者許可証Ａ以上の所持者または、限定国内競技運転者
許可証Ａ所持者の内、ＪＡＦスポーツ資格登録規定第２条２．８）に
該当する者が参加できる。
ただし、次のいずれかに該当する者は参加できない。
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上

ラリー競技開催規定の一部改正

ラリー競技会組織に関する公認基準の表
国際
過去に準国内格式のラ
リー競技会を３回以上
単独開催した実績を有
する公認団体および公
認クラブ
1

過去に準国内格式のラ
リー競技会を 10 回以
上単独開催した実績を
有する加盟クラブ

競技会開催資格

参加台数

国内
過去に準国内格式のラ
リー競技会を３回以上
単独開催した実績を有
する公認団体および公
認クラブ

2

事務局を常設しかつ専従の事務局員１名以上
が常駐すること。

3

公認審判員資格ＡまたはＢの技術、コース、計
時各１級についてそれぞれ１名以上を競技会
組織に所属せしめていること。

準国内
地方
初めて準国内競技を開 加盟クラブ以上または
催するオーガナイザー 加盟団体以上として登
は、組織許可申請前５ 録後３年以上更新登録
年以内に地方格式のラ （初年度登録を含む）が
リー競技会を３回以上 行われており過去にク
単独開催した実績を有 ローズドのラリーを３
する加盟団体以上およ 回以上開催した実績を
び加盟クラブ以上であ 有していること。
ること。
（※注２参照）
（※注１参照）
当該競技会の特別規則書に記載された参加受付
開始日から競技会終了までの間事務局を開設す
ること。
公認審判員資格ＡまたはＢの技術、コース、計
時各２級以上についてそれぞれ１名以上を競技
会組織に所属せしめていること。

６０台以下（※注４参照）

クローズド
準加盟クラブ以上（ただ
し、準加盟クラブはスペ
シャルステージを開催
することはできない。）

公認審判員資格Ｂ以上の
技術、コース、計時各３
級以上についてそれぞれ
１名以上を競技会組織に
所属せしめていること。
３０台以下

総走行距離
制限しない
５００ｋｍ以下
２００ｋｍ以下
（※注３参照）
スペシャルステージ 制限しない
５０ｋｍ以下（※注５ １０ｋｍ以下（※注６参 ５ｋｍ以下
（※注７参照）
の総距離
参照）
照）
参加条件
国際ラリー競技に有効 国内競技運転者許可証ＡまたはＢもしくは国 国内競技運転者許可証 開催クラブの所属員で、
な競技運転者許可証の 際ラリー競技に有効な競技運転者許可証の所 ＡまたはＢの所持者２ 国内競技運転者許可証Ｂ
所持者２名以上を要す 持者２名以上を要する。
名以上を要する。
所持者またはそのクラブ
る。
が認めた者２名以上を要
する。

[※注１] １９８６年以前に準国内格式のラリー競技会開催実績のあるクラブには適用されない。
[※注２] 国内スポーツカレンダー登録規定に従い１９８７年度中に１９８８年度のラリー競技会カレンダー申請を行ったクラブ、団体ならび
に１９８７年以前にクローズド格式のラリー競技会開催実績のあるクラブには適用されない。
[※注３] 総走行距離とは、計時・採点の対象となる区間の始点から終点までの距離をいう。
[※注４] オーガナイザーから申請があった場合は、ＪＡＦにおいて審査の上６０台を超える参加台数を特に認めることがある。
（ただし９０台
を上限とする。
）
[※注５] ＪＡＦ公認コースで行うスペシャルステージの距離は含まない。
[※注６] ＪＡＦ公認コースで行う場合を除き、１つのスペシャルステージの距離が２ｋｍを超えてはならない。
[※注７] スペシャルステージまたは第２種アベレージラリー開催規定第４条３．に該当する区間の開催場所はＪＡＦ公認コースまたは閉鎖さ
れた施設内に限る。また、１つのスペシャルステージまたは第２種アベレージラリー開催規定第４条３．に該当する区間の距離が２
ｋｍを超えてはならない。

１．１） （略）
２）国内競技：
（１）ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従ったＲＮ
車両、ＲＪ車両、ＲＦ車両
（２）ＦＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両で、２００２年１２月
３１日以前に運輸支局等に初度登録され、かつ２００２年ＪＡ
Ｆ国内競技車両規則第３編ラリー車両規定に従った車両（ＲＢ
車両）
以下（略）
以 上

ラリー競技開催規定付則：第１種アベレージラリー
開催規定の一部改正
第１条 特別規則書
１．～５．３） （略）
４）整備作業の範囲
（１）タイヤの交換
（２）ランプ類のバルブの交換
（３）点火プラグの交換
（４）Ｖベルトの交換
（５）各部点検増締め
（６）上記（１）～（５）以外にオーガナイザーが定める整備作業
の範囲
第２条

ラリー競技開催規定付則：第２種アベレージラリー
開催規定の一部改正
第１条 特別規則書
１．～２） （略）

参加車両
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３）スペシャルステージ（第４条３．に該当する区間）を設定する場
合は当該区間の路面の種別（舗装路面、非舗装路面等）も記すこと。
２． ～５．３） （略）
４）整備作業の範囲
（１）タイヤの交換
（２）ランプ類のバルブの交換
（３）点火プラグの交換
（４）Ｖベルトの交換
（５）各部点検増締め
（６）上記（１）～（５）以外にオーガナイザーが定める整備作業
の範囲

２．選手権タイトルのかかった競技会は、上記１．の内４クラス以上（ク
ラス１、クラス２、クラス３、クラス４の設定が義務付けられ、クラ
ス１．５の設定は任意とする）を設定しなければならない。
３．上記１．および２．に基づき、既登録カレンダーにクラス 1.5
(JN-1.5)を追加する場合は、国内スポーツカレンダー登録規定第４条
２．および５．により当該年の前年の１０月３１日までにＪＡＦに申
請すること。
第８条 参加資格
全日本選手権競技に出場するものは、参加申し込み締め切り時点におい
て、参加車両を運転するのに有効なる運転免許を取得後１年以上経過して
いなければならない。
前年の全日本選手権シリーズにおいて、総合選手権順位６位までに入っ
たドライバーは、全日本選手権競技と地方選手権競技に重複して参加する
ことおよびクラス 1.5 (JN-1.5)に参加することは出来ない。

第２条 参加車両
１． （略）
１） （略）
２）国内競技：
（１）ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従ったＲＮ
車両、ＲＪ車両またはＲＦ車両
以下（略）
以 上

第９条～第 13 条２．

（略）

３．最低重量、リストリクター、ホイールおよびタイヤについては、当
該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定第 1 章第７条、
第３章第３条、同第６条に従っていること。

ラリー競技開催規定付則：スペシャルステージラリー

第 14 条～第 23 条 （略）

開催規定の一部改正

第 24 条 本規定の施行
本規定は、２００７年１０月１日から施行する。

第１条～第５条１．１） （略）
２）国内競技：
（１）ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従ったＲＮ
車両、ＲＪ車両またはＲＦ車両
以下（略）
以 上

以

上

２００８年日本ラリー選手権規定付則
クラス１．５（ＪＮ１．５：スーパー１５００）適用規定制定

２００８年日本ラリー選手権規定の一部改正
第１条～第５条

第６条２．２）に規定するクラス１．５（ＪＮ１．５）に参加するラリ
ーＲＦ車両（ＲＦ車両）は、以下の事項を満たしていること。

（略）

１．当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編第２章第３条の消火装置を装
備すること。

第６条 参加車両
１．クラス１（ＪＮ－１）、クラス２（ＪＮ－２）
、クラス３（ＪＮ－３）
およびクラス４（ＪＮ－４）に参加する車両：
１）当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に定める
ラリーＲＮ車両（ＲＮ車両）またはラリーＲＪ車両（ＲＪ車両）に
適合した車両とする。
２）参加車両には４点式以上のＦＩＡ公認安全ベルトを装備しなけれ
ばならない。
２．クラス１．５（ＪＮ１．５）に参加する車両：
１）当該年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に定める
ラリーＲＮ車両（ＲＮ車両）、ラリーＲＪ車両（ＲＪ車両）または
ラリーＲＦ車両（ＲＦ車両）に適合した車両とする。
２）参加車両は、自動車検査証の初度登録年月より１０年経過してい
ないこと。ただし、１０年経過後であっても国内生産（同一車両型
式）されている場合は、生産の終了した当該年末まで参加車両の資
格を有する。
３）参加車両には４点式以上のＦＩＡ公認安全ベルトを装備しなけれ
ばならない。
４）ラリーＲＦ車両については、本選手権規定付則の事項を満たして
いること。

２．ロールケージ：
１）６点式＋左右のドアバーを基本構造とする（第１－１図～第１－２
図参照）。すべての車両は、基本構造を含むロールケージを装着する
こと。

第１－１図
第１－２図
２）ロールケージを構成するパイプの仕様
①材質は冷間仕上継目無炭素鋼（引抜鋼管）とする。
②円形の断面を有する継目のない１本のパイプを使用すること。
③最小寸法は 40mm（直径）×2mm（肉厚）とする。
④最小寸法以下のパイプで構成されるロールケージをすでに装着
している車両については、当該ロールケージを継続使用するこ
とができる。ただし、メインロールバーとハーフ・サイドロー
ルバーのうち、少なくとも一方が最小寸法未満である場合は、
第１－３図に示される通り、それらの連結部を補強しなければ
ならない。上記に関わらず、35mm（直径）×2mm（肉厚）未満の
パイプの継続使用は認められない。

第７条 クラス区分
１．参加車両は気筒容積に基づき下記の通りクラス区分される。
クラス 1 (JN-1）
：気筒容積が 1400cc 以下の車両
クラス 1.5 (JN-1.5)：気筒容積が 1400cc を超え 1500cc 以下の２輪駆
動車両
クラス 2 (JN-2）
：気筒容積が 1500cc を超え 1600cc 以下の車両
クラス 3（JN-3）
：気筒容積が 1600cc を超え 2000cc 以下の車両
クラス 4（JN-4）
：気筒容積が 2000cc を超える車両

第１－３図
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３）遵守事項
ロールケージの装着に関して下記の規定に従うこと。
①ロールケージを取り付けた状態における乗車装置は、座席面上
で座席前端より 200mm の点から背もたれに平行な天井（ロール
バーが頭部付近にある場合はロールバー）までの距離が 800mm
以上であること。
②乗員の頭部等を保護するため、頭部等に接触する恐れのあるロ
ールケージの部位は、緩衝材で覆われていること。
③乗員が接触する恐れのあるロールバーは、半径 3.2mm 未満の角
部を有さないものであること。
④ロールケージを取り付けることにより、前方視界およびバック
ミラーによる視界を妨げるものでないこと。
⑤ロールケージを取り付けることにより乗員の乗降を妨げるもの
でないこと。なお、ロールケージの取り付けにより後部乗員の
ための室内高の確保および乗降口等の確保ができない場合には、
各運輸支局等において乗車定員変更のための構造等変更検査の
手続を行うこと。
⑥ロールケージ取り付けのための最小限の改造（ダッシュボード
の貫通、内張りの切削等）は許される。
４）車体への取り付け
ロールケージの最少取り付け点数
・メインロールバーの支柱１本につき１ヶ所。
・サイドロールバー（あるいは、フロントロールバー）の支柱１
本 につき１ヶ所。
・リアストラットの支柱につき１ヶ所。
①各支柱側の最少取り付け点における車体への取り付け板は、面
積 60cm2、板厚 2.5mm 以上を有すること。この取り付け板は支柱
に溶接されていなくてはならない。
②車体側の補強板は、面積 120cm2、厚さ 3.0mm 以上を有し、第１
－４図～第１－１８図（全周を溶接すること）に示すように取
り付けること。
但し第１－４図、第１－５図については、補強版を必ずしもボ
ディシェルへ溶接しなくともよい。
③各支柱と車体との結合は、下記のいずれかの方法によること。
i)直径８mm 以上（４Ｔ以上）のボルトを３本以上使用し、緩み
止め効果のあるナット（ワッシャー／セルフロッキング等）
で、支柱の周辺に分散して取り付ける。
（第１－４図～第１－
１８図を参照）
ii)溶接により取り付ける場合、車体あるいは骨組み（フレーム）
に溶接して取り付ける。ロールバーの脚部取り付け板は、補
強板無しで、直接ボディシェルに溶接してはならない。
i)および ii)の取り付け方法は最少限を示すものである。ボルト
の数を増加することや取り付け点の数を増やすことは許される。
また、ロールケージを取り付けるためにヒューズボックスを移
動することは許される。

第１－10 図

第１－13 図

第１－11 図

第１－14 図

第１－17 図

第１－12 図
（ロールバーはバルクヘッ
ドを貫通していない。）

第１－15 図

第１－16 図

第１－18 図

３．改造の制限：
１）ドアの変更は認められない。
２）ドアの内張りについては、ドアの形状に変化が生じないことを条件
としてドアから防音材を取り外すことが認められる。
内張りパネルは最低 0.5mm 厚の金属板、あるいは最低１mm 厚のカー
ボンファイバー、もしくは最低２mm 厚のその他の堅固な不燃性の素材
で製作することができる。
サイドプロテクションバーの取り外しは許されない。
２ドア車の場合、後部側面ウィンドウより下に位置する内張りにつ
いても上記規則を適用する。
電動ウィンドウを手動ウィンドウに交換することが認められる。
手動ウィンドウを電動ウィンドウに交換することが認められる。
３）窓ガラスの変更は認められない。
４．音量規制等で特に必要がある場合には、当該競技会特別規則に規定す
ることによって、当該競技会
参加車両の改造を制限することができる。

第１－４図

第１－７図

第１－５図

第１－８図

５．最低重量：
次の通り取り扱う
１）搭乗者、搭載物、工具およびジャッキの重量は含まない。
２）潤滑油、冷却水、ブレーキ油等の液体は標準容量を満たす。
３）燃料タンク、ウインドスクリーンウォッシャータンク、ヘッドライ
トウォッシャータンク、水噴射タンクは空にする。
４）スペアホイールの重量は含まない。
５）バラストの搭載は安全上の理由から原則として認められない。ただ
し、やむを得ずバラストを積む場合は、第１編レース車両規定第３章
3.3）に従うとともに、競技会技術委員長の確認を受けなければなら
ない。
以 上

第１－６図

第１－９図
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１）競技に関する詳細規定は特別規則に定める。
２）参加者に対する教育（主として安全面）として、走行前のブリー
フィングのための統一教材を作成し安全な走行の徹底を図る。
（特に国
際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項および同付則Ｌ項について）
３） 国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項第２章の４．信号における
其々の旗の意味を大会特別規則に明記すること。
12．施行日：２００８年１月１日
以 上

スピード行事競技開催規定の一部改正
第１条～第 12 条

（略）

第 13 条 スタート方式
１．ジムカーナ競技：フライングスタート
２．ダートトライアル競技：フライングスタート
３．サーキットトライアル競技：フライングスタート
４．ヒルクライム競技：フライングスタート
５．ドラッグレース：スタンディングスタート
６．ラリークロス：スタンディングスタート
７．オートクロス：スタンディングスタート
８．その他のスピード行事：スタンディングスタート、またはフライン
グスタートのいずれかとする。

スピード行事競技開催規定付則：ツイントライアル
競技開催要項の一部改正
１．～４． （略）
５．競技形態：
１）コース設定
(1)独立した２つの走路は等距離に設定する。これらの走路は、立体交
差等により１つのコースとして連結して設定するか、あるいは同じ
レイアウトの走路を２つ設定する。
(2)未舗装路で行う場合にはコース保守のため、スタート、フィニッシ
ュ付近およびタイトコーナーを一部舗装路とすることが望ましい。
２）スタート方法
スタートはそれぞれ独立した走路に設定された所定の位置より、１
つのスタート合図によって競技が開始される。
３）順位決定
(1)タイムトライアル方式：
走行回数および順位決定方法を特別規則書に明記すること。
(2)トーナメント方式：
予選を設ける場合は、その方法を特別規則書に明記すること。
６．信号合図：国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に従う。
７．その他：
１）競技に関する詳細規定は特別規則に定める。
２）参加者に対し、コース設定ならびに国際モータースポーツ競技規則
付則Ｈ項・Ｌ項の周知徹底を図るため資料を作成し、ブリーフィング
を行うとともに、充分な慣熟走行（歩行）を行うこと。
８．施行日：２００８年１月１日
以 上

第 14 条 （略）
第 15 条 順位の決定
順位の決定方法は任意とし、競技会特別規則に明示すること。
例)・２ヒートで行い、２ヒートのうち良好なヒートのタイムを採用す
る。
・３ヒートで行い、３ヒートの合計タイムを採用する。
・１０周回走行し、１０周回の合計タイムを採用する。
第 16 条～第 18 条 （略）
第 19 条 救急病院の確認と搬送車両の確保
１．オーガナイザーは、予め所轄消防本部・消防署等に対し、競技会（催
物）開催にあたる救急連絡体制について打ち合わせておくこと。また、
競技会当日怪我、病気等の患者を会場内で搬送する車両を備えること。
２． （略）
第２０条
本規定は２００８年１月１日より施行する。
以

上

スピード行事競技開催規定付則：サーキットトライ
アル競技開催要項の一部改正

スピード行事における旗信号に関する
指導要項の一部改正

１．目的：社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は自動車運
転技術の 向上ならびに高速運転の経験を通じて日常の安全運転に貢献
するため、また、モータースポーツの健全な発展を図るため、スピード
行事競技開催規定に従い、ＪＡＦ公認レーシングコースで実施されるサ
ーキットトライアルの開催に関し、以下の通り定める。
２． （略）
３．開催資格：サーキットトライアルは次のクラブおよび団体のみ開催でき
る。ただし、加盟クラブおよび加盟団体については、組織許可申請書の添
付書類としてオフィシャル体制表およびポスト配置図を提出し、ＪＡＦの
承認を必要とする。
１）加盟・公認クラブ
２）加盟・公認団体（クローズド競技を除く）
４．～６． （略）
７．最大出走台数：レース決勝出走台数。
８．競 技 方 法：
１） 同時スタートは行わない。
２） コースインはピットロードの出口から車両の間隔を置いて１台ずつ
コースインを行う。
３） 走行の機会は２回（２ヒート）が望ましい。
９．信 号 合 図：国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に従う。
10．順 位 決 定：ラップタイム（２ヒート制の場合は２ヒート）のうちベ
ストタイムを当該競技者の成績とし、順位を認定する。
11．その他適用される規定：

ＪＡＦは、１９７９年度より、スピード行事における旗信号に関し、以
下の指導要項を定める。ここに定めていないものについては、国際モータ
ースポーツ競技規則付則Ｈ項に従うことが望ましい。
スタート旗

（略）

黄

旗

真横または真上に静止して提示
脱輪。

黒
赤
緑

旗
旗
旗

（略）
（略）
（略）

パイロン移動、転倒、

以
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上

２００８年ＪＡＦ国内カート競技車両規則の制定（概要）
第１条～第２条

（略）

第３条 カート競技車両のクラス区分
カートは、使用されるエンジンによって、次の８つのカテゴリーに区分
される。
カテゴリーＦＳＡ、ＦＡ（ＦＡ－2 は格式制限付以上とする）およびク
ラスＫＦ１は格式準国内以上の競技として、またカテゴリーＩＣＡおよび
クラスＫＦ２は格式制限付以上の競技として行われなければならない。
カテゴリー

クラス

１

ＦＳＡ

ＦＳＡ

２

ＦＡ

３

４

ＩＣＡ

ＦＰ

カテゴリー

クラス
ＦＣ

５

ＦＣ

ＦＡ－２

６

ＦＳ－４

ＦＳ－４

ＩＣＡ

７

ＦＳ－１２５

ＦＳ－１２５

ＦＡ

ＦＣ－２

ＦＲ－２

ＫＦ４

ＦＰ－Ｊｒ

ＫＦ３

ＦＰ－Ｊｒ Cadets
ＦＰ－２

８

ＫＦ

ＫＦ２
ＫＦ１

ＦＰ－３

１．～７． （略）
８．ＫＦ
１）ＫＦ４
(１)公認エンジンのオリジナル部品は、常に当初の構造を保持し、
公認書に記載されている写真や図面および物理的な高さ（大き
さ）に常に適合し、これと同一のものでなければならない。
(２)公認書に示される当初の部品の外観、寸法、図面または写真を
変更するような改造は禁止される。ただし、それらが本技術規則
の条項、または安全上の理由で明確に認められている場合を除く。
(３)ベーシック・エンジンは特定の３部門全ての使用に適合できる
ものでなければならない。
(４)ダイレクト・ドライブ・シングルシリンダー・２ストローク・
レシプロケイティング・エンジンはＣＩＫ-ＦＩＡによって公認
される。
(５)新素材は禁止する：鉄とアルミニウムを使用すること。
(６)カーボンは全ての構成部分において使用を禁止する。
(７)エンジンのクランクケースおよびシリンダーは、アルミニウム
の鋳物の使用を義務付ける。
(８)クランクシャフト、コネクティング・ロッドとクロスヘッドピ
ンは磁気鉄鋼の使用を義務付ける。
(９)ピストンはアルミニウムの鋳型か鍛造が義務付けられる。
(10)鉄の鋳型ライナー付のシリンダーとする。
(11)シリンダーブロックの高さは、ライナーのガスケット上部水平
面とシリンダーベースのガスケット水平面との間を測定する。
(12)シリンダーの最大容積：125cc。
(13)ストロークは最短 54mm から最長 54.5mm の間で構成される。
(14)水冷（クランクケース、シリンダー、シリンダーヘッド）は１
回路のみ、ウォーターポンプを結合したものとする。
(15)公認ラジエーター。
(16)クランクケースやシリンダー内部のリードバルブ吸気方式と
する。
(17)電気接点のない空気調整式（opening）と機械式（closing）パ
ワーバルブが公認取得により許可される。
(18)過給は禁止する。
(19)燃焼室の最低容量は 9cc とし、付則№１a による測定方法とす
る。
(20)スパーク・プラグ: 銘柄は自由。 シリンダヘッド上に締め込
まれたスパーク・プラグのバレル(電極含まず)は、燃焼室ドーム
の上部を超えてはならない。
(21)スパーク・プラグハウジングのねじ山の寸法
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－長さ：18.5mm ; ピッチ： M14×1.25。
(22)クランクシャフトとは反対の方向に回転するアンバランス・シ
ステムを用いた公認バランスシャフトの使用が義務付けられる。
バランシングは最小 25％（詳細は公認規則を参照）。取り外し可
能で外観から照合可能なバランスシャフトでなければならない。
(23)バッテリー用のセルフ・チャージング・システムを用いた公認
可変デジタル点火システムはエンジン速度のみについて許可す
る。
取り付け、付属品、機能方式とマーキングはＣＩＫ-ＦＩＡに
よる公認規則で定義された必須事項に基づくものとする。
(24)エンジン回転数は 14,000rpm までとする。
(25)厳密に原型のままとし、量産フロートチャンバーキャブレター、
最大直径 30mm、円形ベンチュリー付き。 電気接点がないものと
する。
(26)電気源を搭載したスターター。
(27)スターターにだけ使用される密封されたバッテリー(メンテナ
ンスフリー)が義務付けられる。
(28)正常なドライビング・ポジションで操作できるスターターとカ
ットオフスイッチが義務付けられる。
(29)クラッチ・ウェイトとハーフ・クランク・シャフト・ユニット
（又はフライホイール）にスターティング・リングが取り付けら
れた乾式遠心クラッチの公認が義務付けられる。
(30)クラッチ・ウェイトの外側の直径：最小 80mm
－最小重量：800g（スターター・リングとエンジン・スプロケ
ットを完備したもの）
(31)エンジンクラッチは、最大 5,000rpm でつながり、ドライバー
と共にカートが前進しなければならない。
(32)遠心クラッチを覆う効果的な保護物(アルミニウム製またはプ
ラスチック製)が取付けられていること。ただし、チェーンまた
はベルトに干渉しないこと。
(33)排気装置は最大６つの一定直径の層（離室）で構成され、分岐
か集合のどちらかで、エキゾーストサイレンサーの消音器はエン
ジンと共に公認される。マフラーの鉄板の厚さは最小 0.9mm とす
る。
(34)ＣＩＫ-ＦＩＡは 23mm の吸入口を２つ備えた吸気消音器を公認
する。
(35)音量は 10,000rpm で最高 100db/A を限度とする。
(36)加えられる潤滑油の量は燃料の４％を限度とする。
(37)化学物質排気量の制限は公認時に規制される。
(38)認証：30mm×20mm の平らな箇所に特定する認証ステッカーを取
り付ける。
－シリンダーの前－ハーフ・サンプ用のリード・ボックス・ハ
ウジングの上部
２）ＫＦ３
ＫＦ４で公認したエンジンに以下の改造が加えられる。
(１)パワーバルブは許可せず：代わりにブランキングカバー又はシ
リンダー内部のハウジング付加が公認される。
(２)技術規則付則2.25.3.2の方法に従い、ライナーのレベルで測定
した時、排気ポート上の排気角度は最大170度を限度とする。
(３)エンジン回転数は14,000rpmまでとする。
(４)燃焼室の最小容積は12ccとし、付則No.1bによる測定方法とす
る。
(５)指定の単室（送）排気装置（寸法と容積は、図№１２に従う）
。
CIK-FIAチャンピオンシップ、カップおよびトロフィーでは、排
気装置の単一供給業者が入札により指定される。
(６)最大直径20mmの２本の調整用スクリューを備える公認バタフ
ライタイプキャブレター。キャブレターは、内側のダクト形状が
厳密に当初の形状を保持すること。CIK-FIAチャンピオンシップ、
カップおよびトロフィーでは、キャブレターの単一供給業者が入
札により指定される。
(７)ラジエターは自由。
(８)最高14,000rpm のリミッタ付き公認点火装置。
(９)タイヤ：ＣＩＫ-ＦＩＡ公認５インチタイヤ。
(10)最低総重量：145㎏（ドライバー含む）。

ルペダルを操作する位置になければならない。シートベルトは禁止さ
れる。
すべてのシートは、シートの支柱と取付点に、金属やナイロン補強材
を備えていなければならない。補強材は最低 1.5mm の厚さとし、表面
は最小 13 平方センチまたは最小直径 40mm でなければならない。支柱
はすべて各先端をボルトで留めるか溶接されていなければならず、も
しこれらの支柱を使用しない場合、使用しない支柱をシャシー／フレ
ームから取り除かなければならない。
15．～16． （略）
17．チェーンガード：チェーンガードは、必備としかつ下記の内容を満
足しなければならない。チェーンの全面が覆われているものが推奨さ
れる。
１）～４） （略）
18．～24． （略）
25．始動およびクラッチ：エンジンの始動方式およびクラッチは自由と
する。
遠心クラッチを覆う効果的な保護物(アルミニウム製またはプラス
チック製)が取付られていなければならない。ただし、チェーンまた
はベルトに干渉しないこと。
26．～30． （略）
31．点火装置：
カテゴリーＦＳ－１２５およびＫＦを除き、変速機なしのエンジン
については、いかなる可変点火装置（徐々に早めたり遅らせたりする
装置）も禁止される。変速機つきのエンジンについては、可変点火装
置はＪＡＦおよびＣＩＫ／ＦＩＡ(ＦＭＫ)に承認されるものとする。
カート走行中に、エンジン機能のパラメーターを自動制御すること
を可能とする全ての電子装置は禁止する。審査委員会の決定により、
当該エントラントの点火装置をＣＩＫまたは当該ＡＳＮにより供給
された点火装置：公認取得モデルと交換することができる。

(11)カートの最低重量：75㎏（燃料を除く）。
３）ＫＦ２
ＫＦ４で公認したエンジンに以下の改造が加えられる。
(１)公認パワーバルブが許可される。パワーバルブの機械的な機能
は自由とするが、公認書記載の構成部品以外には如何なるものも
付加することは認められない。
(２)燃焼室の最低容量は 9cc とし、付則 No.1c による測定方法とす
る。
(３)エンジン回転数は 15,000rpm までとする。
(４)最大直径 24mm の２本の調整用スクリューを備える公認バタフ
ライタイプキャブレター。
(５)ラジエーターは自由。
(６)最高15,000rpm のリミッタ付き公認点火装置。
(７)タイヤ：ＣＩＫ-ＦＩＡ公認５インチタイヤ。
(８)最低総重量：156kg（ドライバー含む）
(９)カートの最低重量：75kg（燃料を除く）
４）ＫＦ１
ＫＦ４で公認したエンジンに以下の改造が加えられる。
(１)公認パワーバルブが許可される。パワーバルブの機械的な機能
は自由とするが、公認書記載の構成部品以外には如何なるものも
付加することは認められない。
(２)吸気および排気ダイアグラムは自由。
(３)ポート形状は自由。
(４)燃焼室の容量は自由。
(５)シリンダーブロックの高さは自由。
(６)ピストンのトップとライナーの間の寸法は自由。
(７)ピストンは自由。
(８)エンジン回転は16,000rpm までとする。
(９)最大直径30mmの２本の調整用スクリューを備える公認バタラ
イタイプキャブレター。
(10)リードボックスは自由。
(11)ラジエーターは自由。
(12)最高16,000rpm のリミッタ付き公認点火装置。
(13)排気装置の設計は自由。
(14)タイヤ：５インチタイヤ。
(15)最低総重量：156kg（ドライバー含む））
(16)カートの最低重量：75㎏（燃料を除く）

第９条

（略）

第 10 条 重量
１．～７． （略）
８．カテゴリーＫＦ：ＫＦ４
：ＫＦ３
：ＫＦ２
：ＫＦ１
第 11 条～第 12 条

第４条～第７条１． （略）
２．リアバンパー：
１）(1)～(２) （略）
(３) バンパー下側には最小直径 15mm の鋼鉄製パイプ若しくはそれ
と同等の強度を有する防護バーを取り付けること。
２） （略）
３．リアプロテクション：
１）～12） （略）
13）如何なる状況下においても、リアプロテクションは、リアホイー
ル水平面からはみ出してはならない。
４． （略）
第８条１．～５．３） （略）
４）タイヤが制限される特定の車両クラスは別途定める付則「指定カ
ートタイヤについて」によって指定されたタイヤを使用しなければ
ならない。
(１)ＩＣＡ、ＫＦ３、ＫＦ２：ＣＩＫ／ＦＩＡ(ＦＭＫ) 公認タイヤ
の使用が義付けられる。
(２)～６）(８) （略）
６．～11． （略）
12．ステアリング：ステアリングは、完全に閉じられた円形のステアリ
ングホイール（円形の上部および下部１／３は、直線またはステアリ
ングホイールの他の部分と異なる角度を有してもよい）によって操作
されるものでなければならない。ステアリング上に付加されるいかな
る装置も、ステアリング平面から最大 20mm までとし、鋭い部位があっ
てはならない。ケーブルまたはチェーンによってステアリングを操作
するものは一切認められない。ステアリングのすべての部分は、安全
で確実な取付け方式（ロックナット）でなければならない。
13． （略）
14．シート：いかなる場合もドライバーが、完全にフィットされるもの
でなければならない。ドライバーの脚部が、前方においてコントロー

：別途定める
：145kg
：156kg
：156kg

第 13 条 シャシーの公認
本規定の第 17 条に従って、ＦＡ－２、ＩＣＡ、ＦＲ-２、ＫＦ３および
ＫＦ２のシャシーは公認を得なければならない。 （略）
第 14 条～第 16 条 （略）
第 17 条 許容公差
１．エンジン
公認書に記載されている技術的仕様（写真、図、寸法）
、および第１
８条に従って許可される改造を考慮に入れることによって、公認され
たエンジンまたはエンジンの部品を識別できなければならない。
管理のため次の許容公差が許される。
１）コネクティングロッドセンターライン
±0.2 ㎜
２）ピストンストローク（エンジン組み立て時）
±0.2 ㎜
ピストンストローク（エンジン分解時）
±0.1 ㎜
３）ＫＦエンジン（ピストン、クランクシャフト、コンロッド、リー
ドボックス、バランスシャフト）
>100 mm
±1.5 mm
４）すべての 125cc エンジンの排気装置
±0.1 ㎜
ＫＦエンジン用に製造された部品（№１、№５）±3 ㎜
５）吸気･排気開口角度
±2°
６）イグニッション、エンジン：点火タイミング交差±3°
７）公認ギアボックス（エンジン 3 回転後の数値） ±3°
寸

法

<25 mm

25-60 mm

60-100 mm

公

差

±0.5 mm

±0.8 mm

±1 mm

以下（略）
以
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第 21 条 競技車両
前文 （略）
１．ＫＦ１部門：
ＪＡＦ国内カート競技車両規則第３条８．４)に定めるＫＦ１車両
とする。
２．ＫＦ２部門
ＪＡＦ国内カート競技車両規則第３条８．３)に定めるＫＦ２車両と
する。
３．フォーミュラＡ（ＦＡ）部門：
ＪＡＦ国内カート競技車両規則第３条２．１)に定めるフォーミュラ
Ａ（ＦＡ）車両とする。

２００８年日本カート選手権規定の制定
第１章 総
則
第１条 目
的
社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。
）は２００８年（以下
「当該年」という。
）のカート競技会において優秀な成績を収めた者の栄誉
をたたえるため、これを認定する日本カート選手権規定を制定する。
第２条 日本カート選手権の区分
１．～３． （略）

第 22 条 ドライバーの出場資格
前文 （略）
１．ＫＦ１部門、フォーミュラＡ（ＦＡ）部門：
１）～２） （略）
２．ＫＦ２部門：
１） （略）
２）ジュニアＡまたはジュニア国際ドライバーライセンス所持者（満
14 歳以上または当該年に満 14 歳になる者）で、当該年の前年の地
方選手権シリーズ（地域・コース）のＦＡ―Ｂ部門またはＦＳ－１
２５部門で３位以内となり、かつＪＡＦによって特に認められた者
は、ＫＦ２部門に限り出場することができる。
３．東西統一競技会（東西統一競技会の構成については、第２７条の２．
「競技の構成」参照）ＫＦ２／ＦＡ部門：
１）～２） （略）

第３条 日本カート選手権の部門
日本カート選手権は以下の選手権別に制定する。
１．全日本選手権
全日本選手権は以下の３部門に区分する。
１）ＫＦ1 部門
２）ＫＦ２部門
３）フォーミュラＡ（ＦＡ）部門
２．地方選手権
地方選手権は以下の６部門に区分する。第１種コースで開催される
１つのシリーズ（第 38 条の２．「競技の構成」参照）は３部門以内、
第２種コースで開催される１つのシリーズ（第 38 条の２．
「競技の構
成」参照）は１部門で構成される。
１）～５） （略）
６）フォーミュラＣ－２（ＦＣ－２）部門
３． （略）
第４条 日本選手権競技の走行距離または時間

第 23 条 （略）

走行距離または時間
区分

部門
ＫＦ１

全日本選手権

最 短
最 長
30ｋｍまたは30分 90ｋｍまたは90分

ＫＦ２

〃

〃

ＦＡ

〃

〃

ＦＡ－Ｂ

第 24 条 開催場所
全日本選手権の開催場所は、カレンダー登録申請時点で同選手権開催に
有効なコース許可証を所持している公認カートコースであること。ＫＦ１
部門の開催場所については、更に以下の条件を満たしているカートコース
とする。
１．現行（または過去に）国際格式を取得しているカートコース。
２．全日本選手権東西統一競技会を開催した実績を有するカートコース。

（各ヒートの合計）

第 25 条 申請と認定
１． （略）
２．ＪＡＦは、全日本選手権ＫＦ１部門としてオーガナイザーから申請
された競技会の中から、３競技会以上４競技会以内の競技会を選手権
競技会として認定する。
３．ＪＡＦは、全日本選手権ＫＦ２部門、ＦＡ部門としてオーガナイザ
ーから申請された競技会の中から、東地域、西地域それぞれ３競技会
以上５競技会以内の競技会を選手権競技会として認定する。
４．ＫＦ１部門最終競技会およびＫＦ２部門、ＦＡ部門東西統一競技会
は、同日開催とし、オーガナイザーからの申請に基づき、ＪＡＦが指
定し、認定する。

30ｋｍまたは30分 50ｋｍまたは50分

ＦＰ－２

〃

〃

ＦＰ－３

〃

〃

ＦＳ－４

〃

〃

ＦＳ－１２５

〃

〃

ＦＣ－２

〃

〃

地方選手権

ジュニア選手権

ＦＰ-Ｊr

30ｋｍまたは30分 50ｋｍまたは50分

第 26 条 （略）
第５条 選手権競技の成立要件
第３条に規定する部門毎にそれぞれ５台以上の車両の出走をもって成立
とする。５台に満たない場合は、第６条に定める選手権得点は与えられな
い。
第６条

第 27 条 開催地域区分と競技の構成
１．ＫＦ１部門
１）地域区分：設けない。
２）競技の構成：１競技会２レース制とする。ただし、最終競技会は、
１レース制とする。
２．ＫＦ２部門、ＦＡ部門
１）地域区分：東地域および西地域の２つの地域シリーズとして区分
する。
東西統一競技会は、２つの地域シリーズ終了後、開催される。
東地域： （略）
西地域： （略）
２）競技の構成：１競技会１レース制とする。

（略）

第７条 選手権保持者の認定
前文 （略）
順位と回数も同一の場合は、当該部門の最終競技会（
「最終競技会」とは、
全日本選手権ＫＦ１部門および地方選手権においては各シリーズ最終競
技会を、全日本選手権ＫＦ２部門、ＦＡ部門およびジュニア選手権におい
ては東西統一競技会を、それぞれいう。
）で上位順位を得た者を上位とする。
なお、順位と回数も同一で、いずれも当該部門の最終競技会に参加しな
かった場合は、最終競技会により近い競技会において上位順位を得た者を
上位とする。
第８条～第 20 条

第２８条 得点基準
前文および表ａ （略）
１．ＫＦ１部門得点基準表は表ｂ、ＫＦ２部門、ＦＡ部門得点基準表は
表ｃによる。

（略）
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２．ＫＦ１部門最終競技会およびＫＦ２部門、ＦＡ部門東西統一競技会
の得点は得点基準表ｂの 1.5 倍とする。
３．ＫＦ１部門シリーズの順位は各競技会で獲得した得点のうち、高い
得点の順に５つのレースを集計し、その得点合計により決定する。得
点対象となるレースが５回に満たない場合は、全得点を合算する。
４．ＫＦ２部門、ＦＡ部門のシリーズの順位は各地域での競技会および
東西統一競技会で獲得した得点のうち、高い得点の順に４つの競技会
のものを集計し、その得点合計により決定する。得点対象となる競技
会が４回に満たない場合は、全得点を合算する。
表ｂ～表ｃ （略）

１）地方選手権（ＦＣ－２部門）は、第 38 条の２．２）に定めるシ
リーズ毎にオーガナイザーが選択し、ＪＡＦに申請する。
２）ＪＡＦは、地方選手権（ＦＣ－２部門）として申請された競技会
の中から、各カートコース毎にそれぞれ３競技会以上６競技会以内
の競技会を選手権競技会として認定する。
第 37 条～第 39 条 （略）
第 40 条 競技番号の指定
前年の当該地域の地方選手権の各部門１位の者に対して、順位と同一の
競技番号を与える。これを適用できない場合、ドライバーの実績を勘案し、
オーガナイザーが競技番号を指定する。同競技番号は、シリーズ１位を得
た地域ならびに当該部門でのみ使用が認められ、他地域ならびに他部門で
の使用は認められない。
なお、前年１位となった者以外はこの競技番号を使用することはできず、
この者が不出場の場合、当該競技番号は空番号とする。

第 29 条 競技番号の指定
前年の全日本選手権の各部門１位から 10 位の者に対して、順位と同一の
競技番号を与える。これを適用できない場合、ドライバーの実績を勘案し、
オーガナイザーが競技番号を指定する。
なお、前年の全日本選手権の各部門で１位から 10 位となった者以外はこ
の競技番号を使用することはできず、この者が不出場の場合、当該競技番
号は空番号とする。

以下（略）
以

第 30 条 全日本選手権の成立
第 27 条に定める東・西何れかの地域で、第３条１．に定めるＫＦ２部門、
ＦＡ部門毎に、当概年にそれぞれ３回以上の競技会が開催されなければ、
その部門の全日本選手権は成立しない。
また、ＫＦ１部門については、当該年に３回以上のレースが開催されな
ければ、全日本選手権は成立しない。

第３章
第 31 条

地方選手権

（略）

第 32 条 競技車両
前文 （略）
１．～５． （略）
６．フォーミュラＣ－２（ＦＣ－２）部門：
ＪＡＦ国内カート競技車両規則第３条５.２）に定めるフォーミュラ
Ｃ－２（ＦＣ－２）車両とする。

２００８年全日本カート選手権カレンダー

第 33 条 ドライバーの出場資格
前文 （略）
１．ＦＡ－Ｂ／ＦＰ－２／ＦＰ－３／ＦＳ－４／ＦＳ－１２５部門
１）国内Ｂドライバーライセンス以上の所持者（満 15 歳以上）
。
２）ジュニアＡまたはジュニア国際ドライバーライセンス所持者（満
13 歳以上または当該年に満 13 歳になる者）で、下記の何れかの条
件を満たす者。
(１) ～(２) （略）
２．ＦＣ－２部門
国内Ｂドライバーライセンス以上の所持者（満１５歳以上）
。

登録申請に係る説明会の開催について

２００８年日本カート選手権規定第２３条に基づき、２００８年全日
本カート選手権の開催を希望するオーガナイザーは、下記要領にて開催
される説明会に出席して下さい。
なお、本会議に出席しないオーガナイザーは、２００８年全日本カー

第 34 条 （略）

ト選手権を開催することは認められませんので、ご注意下さい。

第 35 条 開催場所
地方選手権の開催場所は、カレンダー登録申請時点で同選手権開催に有
効なコース許可証を所持している公認カートコースであること。ＦＣ－２
部門の開催場所については、第２種カートコース（準国内）に限定する。

記

第 36 条 申請と認定
１．ＦＡ－Ｂ／ＦＰ－２／ＦＰ－３／ＦＳ－４／ＦＳ－１２５部門
１）地方選手権（ＦＡ－Ｂ／ＦＰ－２／ＦＰ－３／ＦＳ－４／ＦＳ－
１２５部門）は、第 38 条の２．に定めるシリーズ毎に第３条の２．
で規定する５部門から、何れか３部門以内をオーガナイザーが選択
し、ＪＡＦに申請する。
２）ＪＡＦは、地方選手権（ＦＡ－Ｂ／ＦＰ－２／ＦＰ－３／ＦＳ－
４／ＦＳ－１２５部門）として申請された競技会の中から、東地域、
西地域（第 38 条の１．「地域区分」参照）および各カートコース毎
にそれぞれ３競技会以上６競技会以内の競技会を選手権競技会とし
て認定する。
２．ＦＣ－２部門

１．日

時：２００７年８月２９日（水）

２．場

所：日本自動車会館１４階

午後１時３０分

ＪＡＦ・ＡＢ会議室

（東京都港区芝大門１－１－３０）
３．出席者：２００８年日本カート選手権規定第２３条２.の開催実績
を有し、２００８年全日本カート選手権の開催を希望する
加盟または公認カートクラブ、もしくは公認カートコース
団体の代表者（または代理人）１名
以上
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上

２００８年ＦＩＡ国際スポーツカレンダー登録申請一覧
№

開 催 日

２００７年 8 月１日現在

競 技 会 の 名 称

オーガナイザー

格式

2008 SUPER GT Series
SUZUKA GT300km(JAF-GT)

ＫＳＣＣ
ＳＭＳＣ
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

開催場所

準国際

鈴

鹿

富

士

１

３／１５～１６

２

４／５～６

2008 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ(JAF-F3000)

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ㈱
ＦＭＣ

国際

３

４／１２～１３

2008 SUPER GT Series
OKAYAMA GT300km RACE(JAF-GT)

ＡＣ
㈱岡山国際ｻｰｷｯﾄ

準国際

岡山国際

４

４／１７～１９
（予備日 4/20）

2008 Ｉｎｄｙ Ｊａｐａｎ
３００ Ｍｉｌｅｓ(IRL)

Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ．
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

国際

ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ
ｽｰﾊﾟｰｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ

５

５／３～４

2008 SUPER GT Series
富士 GT 500km ﾚｰｽ(JAF-GT)

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ㈱
ＦＭＣ

準国際

富

士

６

５／１０～１１

2008 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
鈴鹿ｻｰｷｯﾄ 鈴鹿 2&4 ﾚｰｽ(JAF-F3000)

ＳＭＳＣ
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

国際

鈴

鹿

７

５／２３～２５

2008 CIK-FIA WORLD CUP FOR KF1 &
ASIA-PACIFIC KF2 CHAMPIONSHIP
KART RACE IN JAPAN

鈴鹿ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

国際

鈴鹿ｻｰｷｯﾄ
国際南ｺｰｽ

８

５／２４～２５

2008 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ(JAF-F3000)

ＧＳＳ
Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ．
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

国際

ﾂｲﾝﾘﾝｸ
もてぎ

９

６／７～８

2008 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
岡山国際ｻｰｷｯﾄ(JAF-F3000)

㈱岡山国際ｻｰｷｯﾄ
ＡＣ

国際

岡山国際

10

７／１１～１３

2008 FIA Asia-Pacific Rally Championship
Rally Hokkaido(FIA Gr. A,N)

ＡＧ．ＭＳＣ北海道

国際

北海道

11

７／１２～１３

2008 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
鈴鹿ｻｰｷｯﾄ(JAF-F3000)

国際

鈴

鹿

12

７／１９～２１

ｽｰﾊﾟｰ耐久ｼﾘｰｽﾞ 2008
第１５回十勝２４時間ﾚｰｽ大会
（各 GT、N1、N2、NE)

準国際

十

勝

13

７／２６～２７

2008 SUPER GT Series
SUGO GT 300km ﾚｰｽ(JAF-GT)

14

８／１～３

FIA Alternative Energies Cup
Dream Cup ｿｰﾗｰｶｰﾚｰｽ鈴鹿 2008

15

８／９～１０

2008 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ(JAF-F3000)

16

８／２３～２４

17

ＮＲＣ
ＳＭＳＣ
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ
ＶＩＣＩＣ
十勝ﾓｰﾀｰﾊﾟｰｸ㈱、TOSC
AG.MSC 北海道
㈱菅生
奥州ＶＩＣＩＣ
Ｓ．Ｓ．Ｃ
読売新聞社
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ
ＪＡＦ

準国際

ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ
ＳＵＧＯ

国際

鈴

Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ．
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

国際

ﾂｲﾝﾘﾝｸ
もてぎ

2008 SUPER GT Series
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ SUZUKA 1000km(JAF-GT 等)

ＳＭＳＣ
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

国際

鈴

鹿

８／３０～３１

2008 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ(JAF-F3000)

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ㈱
ＦＭＣ

国際

富

士
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９／１３～１４

2008 SUPER GT Series
もてぎ GT300km ﾚｰｽ(JAF-GT)

Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｃ．
㈱ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝﾄﾞ

準国際

ﾂｲﾝﾘﾝｸ
もてぎ

19

９／２０～２１

2008 全日本選手権ﾌｫｰﾐｭﾗ･ﾆｯﾎﾟﾝ
ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ SUGO(JAF-F3000)

㈱菅生
奥州ＶＩＣＩＣ
Ｓ．Ｓ．Ｃ

国際

ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ
ＳＵＧＯ

20

１０／１１～１２

2008 SUPER GT Series
SUPER GT in KYUSHU 300km(JAF-GT)

ＡＰＣ
㈱ｵｰﾄﾎﾟﾘｽ

準国際

ｵｰﾄﾎﾟﾘｽ

21

１０／１７～１９

2008 ＦＩＡフォーミュラ１
世界選手権ｼﾘｰｽﾞ日本グランプリ(F1)

ＦＭＣ

国際

富

22

１０／２４～２６

2008 FIA World Rally Championship
Rally Japan(FIA Gr. A,N)

ＡＧ．ＭＳＣ北海道

国際

北海道

23

１１／１～２

2008 SUPER GT Series
富士 GT300km ﾚｰｽ(JAF-GT)

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ㈱
ＦＭＣ

準国際

「競技会名称」欄に記載されている（ ）内の記号は、競技車両を指します。
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富

鹿

士

士

２００８年全日本ラリー選手権カレンダー
開 催

日

競

技

会

名

称

オーガナイザー

開催場所

１

４月１１日
１３日

2008 年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第１戦
ツール・ド・九州２００８ｉｎ唐津

グラベルモータースポーツクラブ
（GRAVEL）

佐賀（３００）

２

４月２６日
２８日

2008 年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第２戦
久万高原ラリー

松山オートクラブ（MAC）
チーム・エトワール（ETOILE）
ドライバーズクラブルーキー（D･C･R）

愛媛（２５０）

３

５月１６日
１８日

2008 年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第３戦
ＫＹＯＴＯ南丹ラリー２００８

モータースポーツクラブ.シンフォニー.
オブ京都（ＳＹＭＰＨＯＮＹ）

京都（３５０）

４

５月３０日
６月 １日

2008 年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第４戦
ひむかラリー０８ＩＮ美郷

ルート・１０・延岡
（Ｒ－１０－Ｎ）

宮崎（３００）

５

６月１３日
１５日

2008 年 JAF 全日本ラリー選手権第５戦
ＭＳＣＣ東京ラリー２００８

マツダスポーツカークラブ
（ＭＳＣＣ）

福島（４００）

６

７月１１日
１３日

2008 年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第６戦
ＲＡＬＬＹ ＨＯＫＫＡＩＤＯ
FIA Asia-Pacific Rally Championship 併催

ＡＧ．メンバーズスポーツクラブ北海道
（ＡＧ．ＭＳＣ北海道）

北海道（1000）

７

８月２２日
２４日

2008 年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第７戦
2008 Ｒａｌｌｙ ｉｎ Ａｋａｉｇａｗａ

アーク．オートクラブ．オブ．スポーツ
（TEAM ARK）

北海道（４００）

８

９月１２日
１４日

2008 年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第８戦
ＦＭＳＣマウンテンラリー'０８

福岡モータースポーツクラブ
（FMSC）

福岡（７０）
佐賀（１５０）

９

10

１０月

３日
５日

2008 年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第９戦
第３６回 M.C.S.C.ﾗﾘｰﾊｲﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ 2008

松本カースポーツクラブ
（Ｍ.Ｃ.Ｓ.Ｃ.）

長野（１００）
岐阜（２００）

１１月

７日
９日

2008 年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第１０戦
新城ラリー２００８

モンテカルロオートスポーツクラブ
（ＭＡＳＣ）

愛知（３５０）
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２００８年全日本ジムカーナ選手権カレンダー
開 催

日

競

技

会

名

称

オーガナイザー

開

催

場

所

１

３月１５日
１６日

2008 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第１戦
EXCITE GYMKHANA in 備北

ﾉｰﾌﾞﾙ・オート・スポーツクラブ
チームフルハウス
ラリークラブ米子

備北サーキット

２

４月２６日
２７日

2008 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第２戦
OSCC スーパースラローム IN MEIHAN

大阪スポーツカークラブ

名阪スポーツランド
C コース

３

５月１１日

2008 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第３戦
Sugo All Japan Gymkhana

奥州ビクトリーサークルクラブ

SUGO マルチコース

４

６月１５日

2008 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第４戦
オールジャパンジムカーナ

カースポーツクラブコクピット
AG.メンバーズスポーツクラブ
北海道

オートスポーツランド
スナガワ

５

７月１２日
１３日

2008 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第５戦
SUPER GYMKHANA IN IOX－AROSA

エースナビゲーター＆
ドライバーズ

イオックスアローザ
スポーツランド

６

７月２６日
２７日

2008 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第６戦
もてぎスーパースラローム IN 関東

チームシェイクダウン
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ
北ショートコース

７

８月２３日
２４日

2008 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第７戦
ワンポイントスーパースラローム in 浅間台

チーム・ワン・ポイント

浅間台スポーツランド

８

９月 ６日
７日

2008 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第８戦
全日本ジムカーナ IN SUZUKA

淀レーシング．クラブ
モータースポーツクラブ奈良
ﾓｰﾀﾘｽﾄｸﾗﾌﾞﾚｲｼﾞｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｴｽ

鈴鹿サーキット国際
南コース

９

９月２７日
２８日

2008 年 JAF 全日本ジムカーナ選手権第９戦
とびうめジムカーナフェスティバル in 九州

エー.アール.シーとびうめ
ラリーチームアグレッシヴ
ラリークラブ大分

モビリティおおむた

２００８年ＪＡＦカップオールジャパンジムカーナカレンダー
開 催
１

１１月

日
１日
２日

競

技

会

名

称

オーガナイザー

2008 年 JAF カップオールジャパンジムカーナ
2008 年 JMRC 全国オールスタージムカーナ
ウルトラハイスピードアタック 2008

25

エスアイエフ

開

催

場

所

ＳＳパークサーキット
ターマックコース

２００８年全日本ダートトライアル選手権カレンダー
開 催

日

競

技

会

名

称

オーガナイザー

開

催

場

所

１

３月２２日
２３日

2008 年 JAF 全日本ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権第１戦
DIRT TRIAL in MARUWA

エムスリーレーシング
フォレストスポーツクラブ

丸和オートランド那須

２

４月１９日
２０日

2008 年 JAF 全日本ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権第２戦
RASCAL SPRING TRIAL IN KYUSHU

モータースポーティングクラブ
ラスカル
福岡モータースポーツクラブ
シーアールエムシー

モビリティおおむた

３

６月

８日

2008 年 JAF 全日本ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権第３戦
北海道ダートスペシャル in スナガワ

AG.メンバーズスポーツクラブ
北海道

オートスポーツランド
スナガワ

４

７月

６日

2008 年 JAF 全日本ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権第４戦
第３２回 DCCS ダートトライアル

ダイハツカークラブスポーツ

丸和オートランド那須

モータースポーツクラブはちの
へ
モータースポーツクラブあきた
奥州ビクトリーサークルクラブ

サーキットパーク
切谷内

５

８月

３日

2008 年 JAF 全日本ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権第５戦
2008 東北ダートトライアル KIRIYANAI

６

８月３１日

2008 年 JAF 全日本ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権第６戦
ダートスプリント in 門前

スリーアール

輪島市門前町
モータースポーツ公園

７

９月１３日
１４日

2008 年 JAF 全日本ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権第７戦
サンダース ダートトライアル

チームサンダース

コスモスパーク

８

１０月１１日
１２日

2008 年 JAF 全日本ﾀﾞｰﾄﾄﾗｲｱﾙ選手権第８戦
モンテカルロカップ ダートトライアル IN

廣島ビクトリーサークルクラブ
コルトモータースポーツクラブ
広島

テクニックステージ
タカタ

広島

２００８年ＪＡＦカップオールジャパンダートトライアルカレンダー

１

開 催

日

１１月

８日
９日

競 技 会 名 称
2008 年 JAF カップオールジャパン
ダートトライアル
JMRC 全国オールスター
ダートトライアル IN 関東

オーガナイザー
モータースポーツクラブうめぐみ
チームプライム

26

開

催

場

所

丸和オートランド那須
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