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2009 年国内競技車両規則 第 1 編レース車両規定
第８章 グランドツーリングカー500(JAF-GT500)

第 1 条 車 両
1.1 ）定 義
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。
1.2 ）基本車両としての資格
自動車製造者によって生産され、公道走行に適合し以下のいずれかの条件を満たすこと。
① ＦＩＡグループＮ／Ａ／ＧＴ２／ＧＴ１、ＪＡＦ量産ツーリングカーまたは特殊ツーリングカ
ーとして公認された車両。
② ＪＡＦ登録車両として登録された車両。
1.3）オプション部品
ＦＩＡおよび／またはＪＡＦ車両公認書、
またはＪＡＦ登録車両ＪＡＦ－ＧＴ主要諸元登録書に記載
されているオプション部品の使用が許される。

第 2 条 規 則
2.1 ）改 造
本章によって許されていないすべての改造は禁止される。
本章の規定にかかわらず、第２章“競技車両の排気音量規制”
、第３章“公認車両および登録車両に
関する一般規定”
、および第４章“公認車両および登録車両に関する安全規定”を守らなければならな
い。
ただし、上記規定より本章の規定が厳しい場合は、本章に従わなければならない。
2.1.1 ）材質の制限
2.1.1.1 ）合成樹脂（カーボン／ケブラーを含む）
本章で許されている場合、または基本車両に標準で使用されている場合のみ、当該部分に使用が許
される。
2.1.1.2 ）チタニウム、セラミック
１) 本章で許されている場合、または基本車両に標準で使用されている場合のみ、当該部分に使用が
許される。
２）ブレーキキャリパーのピストン、およびヒートシールドには使用が許される。
2.1.1.3）アルミ合金
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縦弾性係数が８０Ｇｐａを超えるアルミ合金の使用はブレーキキャリパーを除き一切禁止される。
2.1.2 ）制御機能の制限
１）基本車両に設置されている制御機能であっても、オートマチックまたは電子式のシャシーコントロ
ールシステムあるいは機能はいずれも禁止される。
これには本章別表１に列記したシステムが含まれ
る。
ただし、ドライバーが作動させ、システムに作用する単純なオープンループ電動スイッチは電子式
の制御とは見なされない。
２）制限される制御機能使用の疑義を防止するため、駆動輪と駆動系に車速センサーを取り付けること
は禁止される。ただし、車両に１つのセンサーを非駆動輪に対してのみ取り付けることを認める。
制限される制御機能の使用検証のために、オーガナイザーはＪＡＦの承認の下に、特定車両を指定
して複数のセンサーの取り付けを指示することができる。
３）ピットレーン指定速度を遵守するためのリミッターの使用（付加）は認められる。
2.2 ）規則への適合
技術委員および競技委員に対して自己の車両が、
競技会期間中常に完全に規則に適合していることを
証明するのは各参加者の義務である。
2.2.1）計 測
競技会期間中のすべての計測は、技術委員長の指定する場所において、オーガナイザーおよびＪＡＦ
によって用意された機材、器具によって行われる。
これらの場所、機材、器具、および計測方法に対する抗議は認められない。
第 3 条 車体および外部寸法
本章により改造を許されている場合を除き、公認書、登録車両に関する資料に記載された基本車両
の諸元寸法、寸法公差、および取り付けのためのボルト類を除いた外面形状を維持していなければな
らない。
3.1 ）寸 法
3.1.1 ）全長
車両の全長は 3.1.3)により認められるオーバーハング、ホィールベース寸法の総和を超えてはなら
ない。
3.1.2)最大高さ
フラツトボトム底面からルーフの最高点（ルーフ基準面とし、局部的突起形状やルーフレール、アン
テナ等の付加部品は除く）までの寸法は、フラットボトム底面に垂直に計測して 1,100mm 未満であって
はならない。また、本規定に適合するために、サイドシル、床の削除が許され、サイドシルの下側方向
への嵩上げおよび床位置を移動することも認められる。
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3.1.3)オーバーハングおよびホイールベース
１）フロントオーバーハング
オーバーハングを、最大 950mm まで延長することができる。但し、基本車両のフロントバンパー
の最前端から 120mm を超えてはならない。
２）ホイールベース

ホィールベースは 2,700mm+/-30mm でなければならない。但し、その中間点の位置は、基本車
両のホイールベースの中間点（基本車両の定義可能な位置からの寸法をＪＡＦへ届け出なけれ
ばならない）を基点として前後方向に+/-30mm の範囲で移動することが認められる。

第８－１図
３）リアオーバーハング
オーバーハングを、最大 1,025mm まで延長することができる。
3.1.4)後部エンジン車両(M,R エンジン)のエンジンを前部に移動(Fr)する場合。
基本車両の車体に対して、キャビン位置を後方に最大 250mm 移動することが許される。但し、移動量
等の詳細をＪＡＦに届け出て承認を受けなければならない。
3.2 ）ウィンドウ
3.2.1 ）フロントウィンドウ
フロントウインドシールドは第４章“公認車両および登録車両に関する安全規定”第９条に適合しな
ければならない。ただし、
１）車両前面視におけるボンネット後端外縁より下側を削除することができる。
２）ウインドシールド表面の保護のための無色、透明なフィルムの貼付が許される。
３）ウインドシールドを厚さ６mm 以上のポリカーボネイトに変更することができる。
４）外面形状を大幅に変更しない範囲で且つ十分な強度を有していれば、取り付け方法は自由。
3.2.2 ）その他のウィンドウ
１）取り付け位置、板厚と形状に変更がなければ車室内を透視することができる他の材質に交換しても
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よい。
２）ドアウィンドウガラス
①ドアウィンドウガラスが維持される場合、その機能を保持するために作動方法、方式を変更するこ
とが許される。
②ドアウィンドウガラスを取り付けないことも許される。
この場合、
ドライバー側ドアには第４章
“公
認車両および登録車両に関する安全規定”第 22 条「ネット」に従った保護ネットを装備すること。
３）開口部を設置することが許されるが、各々のウィンドウに追加された開口部の面積は該当するウ
ィンドウ面積の 15％を超えてはならない。開口部は、開口面積の調節可能なスライド式も含めて
形状、構造は自由。
４）ウィンドウガラスの外側面上に、外側面から垂直に計測して突出量が最大で 20mm までのエアス
クープを設置することができる。
ドライバー側ドアウィンドウガラスに限り、車室の換気のためウィンドウガラス外側面上に、外
側面から垂直に計測して突出量が最大で 50mm までのエアスクープを設置することができる。
５）ドアウィンドウガラスを除いたウィンドウガラスは、ウェザーストリップ、モール等の補助的
付加物を取り外し、車体本体に直接取り付けることができる。
６）ドアウィンドウ後方の車体側面に設置されたウィンドウは、ドアウィンドウガラスの外側面を延
長した面まで突出させることができる。
７）パーテーションウィンドウを防火壁に置き換えることができる。
８）
サイドウィンドウおよびリアウィンドウに色付きガラスまたはウィンドウフィルムを使用する場
合、５ｍ離れた位置から車室内のドライバーを目視できなければならない。
９）ドアより後方でかつ後部隔壁より後方に位置するウィンドウについては、十分な強度を保持し
外面形状を変えない限り不透明で厚さが異なる合成樹脂に変えてよいが、ガラスにより構成され
ていた部分が見切り線により明確に区分されなければならず、塗装する場合は車体色と異なる塗
色により明確に区分されなければならない。
3.3 ）車 体
3.3.1 ）車体の材質変更
前後バンパー、フェンダー、ボンネット（エンジンフードを含む）
、リアハッチゲート、およびトラ
ンクリッド、およびそれらの構成としてのガラス部分の材質は、十分な強度を保持し、本章で認めた
以外の外面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る。ただし、ガラスの
材質を変更する場合は、
ガラスにより構成されていた部分が見切り線により明確に区分されなければな
らず、当該部分を塗装する場合は車体色と異なる塗色により明確に区分されなければならない。
またボンネット（エンジンフードを含む）
、リアハッチゲート、ルーフ、トランクリッドは強度が維
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持されるならば、その裏面の補強部材を削除することが許される。
3.3.2 ）ドア
１）ドア外面形状は、フラットボトム底面から 120mm までの範囲を削除することが出来るが、それ以外
の部分は当初の形状を維持しなければならない。
ドアの裏面形状を変更することが認められる。
２）ドアの材質は、十分な強度を保持することで合成樹脂または軽金属へ交換することが許される。
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、
交換が許される。１）項により切除される範囲にドアヒンジが含まれる場合は当該ドアヒンジの変更
が認められる。
４）ドアミラーを移設した場合、当初のドアミラーベースを合成樹脂または軽金属へ変更することは認
められる。
3.3.3 ）車体の開口部
3.3.3.1 ）ボンネット（エンジンフードを含む）
、リアハッチゲート、およびトランクリッドの開口
１）外面形状を大幅に変更しない範囲で放熱、冷却を目的とした開口部の設置、閉鎖が許されるが、
開口部を塞ぐ場合、塞がれた範囲は当初の形状を保持、または外包絡面を形成しなければならない。
２）リアハッチゲートおよびトランクリッドに外面形状を大幅に変更しない範囲で放熱、冷却を目的
とした開口部の設置が許される。
３）ハッチゲートの形状の変更を伴う開口部を設けてもよいが、当初のウィンドウ範囲に設ける場合、
変更される形状の範囲はリアハッチゲートの当初ウィンドウ面積の 15％を超えてはならず、開口部
の最大幅は合計 400mm で、車両の前後方向中心線に対し対称でなければならない。
４）開口部に最大突出量 20mm までのルーバー、リップ等を取り付けること、および開口部に接続する
ダクトを追加することは許されるが、
真上から見た場合に当該開口部に接続するダクト以外の内部構
造が見えてはならない。
3.3.3.2 ）フェンダーの開口
１）
前後コンプリートホイール後端より後方のフェンダーにブレーキ冷却後の空気を排出させるための
排気口を設置することが許されるが、
これら排気口は側面および上面から内部が見える構造であって
はならない。
２）後部フェンダーに 10.3 ）
「ブレーキの冷却」で認められるダクトに接続する開口がフラットボト
ム底面から 300mm 上方の平面より下に許されるが、側面および上面から見た場合に接続されるダク
ト以外の内部構造が見えてはならない。
３）リアホイールの後面にブレーキ冷却後の空気を排出する排気口を構成した場合は、後部車輪回転
軸中心を通る水平面より下を除き、空気以外の排出防止のため、ルーバーまたは細密なワイヤーメ
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ッシュによる構造でなければならない。
４）フェンダーに排気管を通すための開口を設ける場合、その開口部は排気管の直径の１／２までの
隙間を有してよい。
3.3.3.3 ）天井部分の開口
車室の換気のための開口部を天井部分に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 100mm 以上後方であること。
２）開口部の前後長は天井全長の１／２を超えないこと。
３）最大幅は 400mm で、車両の前後方向中心線に対し対称であること。
４）車体の表面から垂直に計測して最大高さ 50mm のエアスクープの設置が許されるが、当該構造以外
は車体の表面から突出しないこと。
５）真上から見た場合に内部が見えないこと。
６）室内側の構造体は天井の内側面より 150mm を超えない範囲に位置し、ドライバーの頭部より 100mm
以上のヘッドクリアランスが保持できること。
3.3.3.4 ）その他の開口
補助的付加物等を取り外した結果生ずる車体後部(後面)の開口部は、ルーバー、細密なワイヤーメ
ッシュまたはパンチングメタル等で覆わなければならない。
3.3.4 ）ボンネット（エンジンフードを含む）
、リアハッチゲート、トランクリッドのヒンジ
ヒンジ類は第４章“公認車両および登録車両に関する安全規定”第３条「ファスナーの追加」に規定
されるファスナーにより、少なくとも４ケ所が安全に固定され、走行中に開かないようにすることを条
件に取り外すことができる。
エンジンおよび燃料タンクが設置されている箇所においては、
これらのファスナーは工具を必要とす
ることなく取り外すことができなければならない。
ファスナーは、赤（もしくは対照的に目立つ色）の矢印で明示されていなければならない。
3.3.5 ）車体（モノコック構造体）と隔壁
本章で改造が許されている場合を除き、車室部分は当初の車体（モノコック構造体）が維持され、
オーバーフェンダー、バンパーおよびフィニッシャーに被われていない車体構造は残されていなけれ
ばならない。
前部隔壁および後部隔壁を除き、車室に当初からある開口部は塞いでもよい。
3.3.5.1 ）前部隔壁(カウルトップ部を含む):

1）当初の前部隔壁を削除し、車室を完全に隔離する新たな隔壁を設置することが出来る。
但し、カウルトップ部を削除した場合フロントウィンドウ下端部支持構造は新たに構築し
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なければならない。
カウルトップカバーは、材質・形状自由。但し、車両前面視におけるボンネット後端外縁よ
り上に突出してはならない。
2）室内換気のため 3.3.3.1)の開口に接続する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。
車室の換気口とボンネット（エンジンフードを含む）裏面に設置されたダクトを接合する場合、
エンジンルームに火災が発生した場合に、車室に火炎が侵入するのを防止できる構造でなけれ
ばならない

３）前部隔壁基準面（車両前側の面）を設置できる範囲:
車両の左右前輪軸中心を結ぶ線に平行で 470mm～490mm 後方のフラットボトム底面に垂直な
面と当初の隔壁の間。
① 当初隔壁が前輪軸中心から 470mm 以下にある場合：
当初の隔壁と前輪軸中心から 490mm 後方のフラットボトム底面に垂直な面の間に新たな隔
壁を設置できる。
② 当初隔壁が前輪軸中心から 490mm 以上にある場合：
前輪軸中心から 470mm 後方のフラットボトム底面に垂直な面と当初隔壁間に新たな隔壁を
設置できる。
③ 当初隔壁が前輪軸中心から 470mm を超え 490mm 以下にある場合：
前輪軸中心から470mm 後方のフラットボトム底面に垂直な面と490mm 後方のフラットボトム
底面に垂直な面の間に新たな隔壁を設置できる。

①
②
①当初隔壁が前輪軸中心から470mm以下に
ある場合

③

②当初隔壁が前輪軸中心より490mm以上に
ある場合

エンジン
後端位置

③当初隔壁が前輪軸中心より470mmを超え
490mm以下にある場合

470mm
490mm

第８－２図
４）前部隔壁（バルクヘッド）
、3.3.3.1）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

7

形状：自由。
材質：堅固で防火性に富んだ下記の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。
５）3.3.8)｢床部のトンネル設置｣、3.3.11.1)および本項により許されている改造、および 3.3.6）
「前部隔壁の前方、後部隔壁の後方の車体構造」に規定したパイプフレーム構造をロールケージ
に接続するための開口部を設けることはできるが、開口部を設ける必要が生じた場合であって
も、その大きさは必要最小限に留められなければならない。
3.3.5.2 ）後部隔壁
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、室内換気のため 3.3.3.1)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。

第８－３図
３）後部隔壁（バルクヘッド）
、3.3.3.1）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
形状：自由。
材質：堅固で防火性に富んだ下記の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。
3.3.6 ）前部隔壁の前方、後部隔壁の後方の車体構造
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3.3.6.1) 前部隔壁（バルクヘッド）より前方および／または後部隔壁（バルクヘッド）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。
この場合、12.4）
「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、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）材質：スチール製であること。
２）強度要件：前後方向に 5.5Ｗ、横方向に 1.5Ｗ、垂直方向に 1.5Ｗ（Ｗ＝1500kg）の荷重を負荷し
ても耐え得ること。
（１）上記荷重を負荷する部位
前部および後部衝撃吸収構造体の取り付け部位。但し、後部に衝撃吸収構造体を取り付けな
い場合、後部パイプフレーム後端とする。
（２）上記荷重を負荷する条件
①車室床部（キャビン）を固定する。
②出走状態とする。
（例；サスペンションを取り付けるための穴等は開けた状態。エンジン、
ギアボックス、フラットボトム等にストレスメンバーとしての機能を持たせる場合は、それ
らを搭載した状態。
）
（３）強度要件を満たす証明の JAF への提出
①静荷重試験の結果、強度計算結果（強度計算書）
、もしくは強度解析結果
②ロールケージおよびパイプフレームの構造概略図および使用パイプの材質・寸法
３）ロールケージへの取り付け方法、パイプ径と肉厚
パイプの形状を含め自由。
ただし、パイプフレーム構造の装着に伴うＦＩＡ／ＪＡＦ公認ロールケージに対する一切の加工、
改造は認められない。
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。
3.3.6.2) 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る。
3.3.7）ボデイサイドパネル、サイドシル、床、フラットボトム
3.3.7.1）ボデイサイドパネル、サイドシル、床
１）ドアウインドウ下部見切りより下方のボデイサイドパネル及びサイドシル、床は、当初のボデイサイ
ドパネル及びサイドシル、床を削除し新たに設置することができる。
２）形状と材質
形状：自由
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但し、ボデイサイドパネルとサイドシルはフラットボトム底面から、その 250 mm 以上上方までの範
囲で、車両幅方向で、ドア外側面下端とドア外側面下端から 120mm 内側の間に外側面を有さなければ
ならない。但し、3.3.8）2）
「排気管用トンネル」による改造は許される。
材質：堅固で防火性に富んだ下記の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。
３）サイドシル内部を空気が流れる構造は禁止される。
４）フロントフェンダーとリアフェンダーの間で、ドアの下方の範囲は、基本車両の外面（ドアアウターパ
ネル又は、サイドシル外側面、又はサイドシルカバー外側面）を拡幅しサイドシルカバーを設置しても
よいが、拡幅されない部分は基本車両と同一の面を保持していなければならない。
本部位の最外側面とサイドシルとの間には、空気が流れる構造は禁止され、最外側面に排気管を通すた
めの開口を設ける場合、車両側面視で直径 120mm の円に外接する四角形の範囲まで許される。
５）サイドシルカバーを設置する場合、材質は自由。

第８－４図
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3.3.7.2) フラットボトム
タイヤハウス、外部ミラーを除き、車両の真下から見える車体部分の全幅に渡り下記に適合するフラ
ットボトムの設置が義務付けられる。
１）前部車輪回転軸中心線より前方 350mm と後部車輪回転軸中心線の間の車両下面に、いかなる状況
においても堅固な平面を持つ不浸透性の連続した固体を、しっかりと固定しなければならない。
この面は、複数枚で構成されてよいが各々の隙間は１mm 以内であり、平面全域に渡り平面公差は
垂直方向に最大で５mm とする。ただし、排気管の下部（排気管の直下部分：最大幅 210mm）に限っ
ては、金属であれば異なる材質を使用できる。
２）フラットボトムは、いかなる場合も空力的効果を有してはならない。
３）隔壁より前方、排気管が通過する部分（サイドシルを除く）
、センタートンネル、およびリアエン
ジン車両のトンネルを除き、
車室の床とフラットボトムの間を空気が流れる構造であってはならな
い。

第８－５図
４）車両のすべての懸架される部分は、3.4.1）
「前部空力装置」に関わらず、3.3.7.3)ｽｷｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸを
除き、一切フラットボトムにより形成される平面より下方に位置してはならない。
５）フラットボトムの周縁部には、最大半径 25mm の上向きの湾曲を形成することが許される。
６）フラットボトムに、次に従い開口部を設けることが許される。
（１）エアジャッキ用の開口部。
（２）排気管の放熱用の開口部。
‐排気管の直径に相当する幅まで

11

‐排気管の形状に沿っていること
‐最大直径 50mm 以下
‐数は自由
（３）センサー用の開口部（最大φ20）
。
ただし、車高センサーの光軸通過のため、最大 20mm×50mm の穴（スリット）を４個迄設置
することができる。
７）フラットボトムは、3.3.7.1)「ボデイサイドパネル、サイドシル、床」によって設置されたサイ
ドシル、床、および 3.3.12)によって設置されたサイドスカートと一体構造であってもよい。
3.3.7.3）スキッドブロック
フラットボトム面の下に、次に規定される条件でスキッドブロック、スペーサーをしっかりと堅固に
取り付けなければならない。
１）
スキッドブロック(スペーサーを含む)は前車輪軸中心と後車輪軸中心の間に縦方向に至っているこ
と。
２）スキッドブロックは比重が 1.3～1.45 の間、スペーサーは比重が 3.0 以下で均質の材質で造られて
いること。
３）スキッドブロックとスペーサーは３分割までにすることができ、各々の隙間は２mm 以内でなけれ
ばならない。
スペーサーの取り付け方法は自由。
スキッドブロックは最低 20 箇所でスペーサーに取り付けられ、スペーサー、スキッドブロック、フ
ラットボトム面の間に、かつ各々の構成の間に空気を通さぬよう、車両縦方向前後中心線に対して左
右対称に取り付けること。
４）スキッドブロック(スペーサーを含む)の詳細寸法は第 8-6 図に従うこと。
５）スキッドブロック(スペーサーを含む)30mm の厚さに対する公差は±2ｍｍ。
６）スキッドブロック(スペーサーを含む)の使用後の適合性を確認するために、直径 50mm の 2 つの穴
をスキッドブロックに開けなければならない。
測定はスキッドブロックに開けられた 2 箇所の厚みに
よって行われる。
７）前車輪軸中心より前方へスペーサーの延長は認められ、第 8-7 図に示すスペーサー横断面プロフィ
ール内であれば形状は自由。
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第８－６図

第８－７図
3.3.8 ）床部のトンネル設置
１）センタートンネル
基本車両のセンタートンネルを削除し以下に定める寸法内で新たなトンネルを構築することが出来る。
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。
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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。

FR W/C～
470mm

第８－８図
２）排気管用トンネル

①床面の上方向に対してフラットボトム形状に影響を及ぼさないことを条件に幅 210mm および高
さ 210mm までのトンネルを１本設置することができる。但し、フロントに左右バンクを有するエ
ンジンを持つ車両の場合、左右に各々１本のトンネルを構成することが認められる。
②隔壁面の改造が直径 210mm の円に外接する四角形の範囲まで許される。
3.3.9 ）バンパー
3.3.9.1.1）フロントバンパー
１）車両の前後方向中心線と垂直に交わり、かつそれと左右対称で、基本車両最大幅の 75％の長さを
有する直線が、車両を真上から見たフロントバンパーの輪郭に接する両端の間（第 8-9 図）に示す基
準点Ｐ１とＰ２の間で、
フラットボトム底面から 300mm 上方を通過する平行面によって区分けされる
上部形状は基本車両の形状を維持しなければならない。
２）上記１）に定める基準点Ｐ１とＰ２(第 8-9 図)の間で、フラットボトム底面から上方４０mm を超
え 300mm 以下の部分のバンパーは、基本車両バンパー輪郭の内側の範囲であれば開口部の追加を含
み改造できる。
３）バンパー内側の補強部材は自由。
3.3.9.1.2）リアバンパー
１）車両の前後方向中心線と垂直に交わり、かつそれと左右対称で、基本車両最大幅の 80％の長さを
有する直線が、車両を真上から見たリアバンパーの輪郭に接する両端の間（第 8-9 図に示す基準点Ｐ
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３とＰ４の間）で、フラットボトム底面から 300mm 上方を通過する平行面によって区分けされる上部
形状は基本車両の形状を維持しなければならない。
２ )車両の左右後輪車軸中心を結ぶ線から最大 1,025 mm 後方の平行線上で、前後方向中心から左右
665mm の点で 30°の角度を持って交差し、競技車両の前後方向中心と平行に引かれる最外側線の交
わる線の内側の範囲(第 8-10 図に示される)でフラットボトム底面から 300mm 以下の部分を改造
（切
除も含む）することが出来る。ただし、車両の縦方向中心から左右 650mm までの範囲にわたりバン
パーの改造部分の底面 は水平な面を保持しなければならない。

W1:基本車両全幅の 75％

W2:基本車両全幅の 80％

第８－９図

第８－10 図
３）バンパー内側の補強部材は自由。
3.3.9.2）フェンダーの拡幅に伴うバンパー形状の変更
バンパー形状の変更は次の条件によってのみ許される。
形状変更の検査を容易にするため、テンプレートを所持していなければならない。

15

１）フロントバンパーの形状を変更できる範囲
車両を真上から見て、第 8-9 図に示す基準点Ｐ１とＰ２を結ぶ直線に対し、各々の基準点を基点と
して、30°の角度を持つ直線と、車両の前後方向中心線に平行で車体最外側に接する直線がそれぞ
れ交差する範囲の内側とする。さらに、各々の交点部分は、車両を真上から見て曲げ（Ｒ）を有して
いなければならない。但し、カナード形状は禁止される。
２）リアバンパーの形状を変更できる範囲
２）－１ フラットボトム底面から 300mm 上方を通過する平行面によって区分けされる上部
車両を真上から見て、第 8-9 図に示す基準点Ｐ３とＰ４を結ぶ直線に対し、各々の基準点を基点と
して、30°の角度を持つ直線と、車両の前後方向中心線に平行で車体最外側に接する直線がそれぞ
れ交差する範囲の内側とする。さらに、各々の交点部分は、車両を真上から見て曲げ（Ｒ）を有して
いなければならない。
２）－２ フラットボトム底面から 300mm 上方を通過する平行面によって区分けされる下部
車両を真上から見て、車両の左右後輪車軸中心を結ぶ線から最大 1,025mm 後方の平行線上で、前
後方向中心から左右 665mm の点で 30°の角度を持って交差し、競技車両の前後方向中心と平行に引
かれる最外側線の交わる線の内側の範囲（第 8-10 図に示される）とする。さらに、各々の交点部分
は、車両を真上から見て曲げ（Ｒ）を有していなければならない。
3.3.10 ）フェンダー
１）フェンダーを車両全幅寸法で最大 2000mm まで拡幅させることができるが、フロントフェンダー前
部およびリアフェンダー後部は、車両を真上から見たときに、3.3.9.2）
「フェンダーの拡幅に伴うバ
ンパー形状の変更」に規定された範囲内に収まらなければならない。
フロントフェンダーの後縁はドア前端に存在する見切り線を超えて延長されてはならない。
（フロ
ントフェンダーの前後方向の寸法は拡大することができない。

第８－11 図
２）拡幅されるフェンダーのデザインに制限は無いが、車両外面の鋭角的な突起部分には半径 5mm 以
上のＲ形状を有し、拡幅されない部分については、基本車両と同一な面を保持していなければならな
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い。
３）基本車両のフェンダーがエンジンの吸気や冷却のための開口部を有する形状の場合で、そのフェン
ダーを拡幅した結果、
開口部の寸法変更、
あるいは開口部が閉鎖された形状となることも認められる。
ただし、開口部の寸法変更が伴う場合であっても、3.3.3.2）
「フェンダーの開口」に従わなければな
らない。
４）
バンパーがフェンダーの内側に包括される構造は、
基本車両と同一構造である場合にのみ許される。
５)フェンダーは、基本車両の側面視におけるフェンダー上端外縁線を超えてはならない。但し、
3.3.11）
「タイヤハウス」によって設置されたタイヤハウスが干渉する場合は、設置されたタイヤハ
ウス上端に接する曲面部をフェンダー上端外縁より突出させることが許され突出部は滑らかなアー
ルで周辺と繋げることが出来る。

第８－12 図
６）当初のリアフェンダーがリアピラーと一体構造の場合、フェンダーはリアウィンドウの最下端を通
過する水平面より下側とする。
3.3.11 ）タイヤハウス
3.3.11.1 ）前／後コンプリートホイールを収納するため、基本車両の構造にかかわらず、ホイールアーチ
の内側に面構成による独立したタイヤハウスが存在していなければならず、材質は自由。
１）タイヤハウスは、コンプリートホイールが直進状態の出走状態で、以下の範囲に設置されなけれ
ばならない。
① フラットボトム底面と平行で、車輪中心を通る平面より上:車輪回転軸中心から半径 410mm の
範囲内。車両左右方向の位置および形状は自由
② フラットボトム底面と平行で、車輪中心を通る平面より下:左右車輪回転軸中心を通りフラッ
トボトム底面に垂直な平面に平行で車両前後方向に各々410mm 間の平面の範囲内。車両左右方
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向の位置および形状は自由
③ 前後タイヤハウスの車両後方部に、3.3.3.2)「フェンダーの開口」で設置された、ブレーキ冷
却後の空気を排出させるための排気口につながる開口形状を形成してもよい。
④ 懸架装置、操舵装置およびブレーキ冷却のためのダクトを貫通させるための開口、排気管放熱
用の開口は許される。
3.3.11.2 ）タイヤハウスを構築するため、当初のサイドレールアッパーとその周辺骨格は、サスペンショ
ンストラットの上部取り付け点が当該部位に設置される場合を除き、
車体強度の低下がないことを条件
にこれを除去することが認められる。
3.3.11.3 ）ドライブシャフトがサイドメンバーと干渉する場合、車体強度を確保できる補強を施すことを
条件に、当該部分の最小限の範囲を加工することが許される。
3.3.12 ）サイドスカート
サイドスカートは、次の条件を満たすことにより設置が許され、その材質は自由。
１）出走状態の車両の車輪回転軸中心を通る水平面より下であること。
２）拡幅された車両の最大幅までの範囲内に取り付けること。
３）前／後縁および側縁は半径５mm 以上のＲ形状を有していること。
４）サイドスカートの外側面は、基本車両の外側面より内側に入り込まないこと。
５）フラットボトムと隙間無く、前後フェンダーとも接合されなければならない。
3.3.13 ）エンジンベイ
3.3.13.1 ）ラジエターサポートとそのサポートメンバーは取り外してもよい。
3.3.13.2 ）ボンネット（エンジンフードを含む）
、リヤハッチゲート、トランクリッド
3.3.11）
「タイヤハウス」によって設置されたタイヤハウスとの干渉が生じる部分は設置されたタイ
ヤハウス上端に接する曲面形状で突出させることが許される。突出部は滑らかなアールで周辺および
フェンダーとつながる形状とすることが許される
3.3.14 ）荷物室
荷物室の床部分は改造、あるいは除去することができるが、地面が見えてはならない。
１）改造の場合：
１.１）床下の後部空力部品を設定しない場合：
①第 8-13 図Ａのような形状は禁止される。
②床面は「平面で水平」であること（第 8-13 図Ｂ参照）
。
③床面が「平面で水平」であれば、最低地上高の高さまで下げることが許される。
１.２）床下の後部空力部品を設定する場合：
①床下の後部空力部品が車両後端部分まで設置されている場合、その上面の床面形状は自由（第
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8-13 図Ｃ参照）
。
②床下の後部空力部品が前後方向の途中まで設置されている場合、
その後端より後部の床面の形状
は同様に「平面で水平」であること（第 8-13 図Ｄ参照）
③床下の後部空力部品と床面の間を空気が前後に流れないこと。
１.３）床下の後部空力部品設置の有無にかかわらず、荷物室床面の上側の空間にはラジエターを通過
した空気のみ流れることが許される。車体最下面（荷物室床面）の上側（の空間）を空気が流れる
構造で、
当該開口部が荷物室内等に設置されたラジエターを通過する空気の排出を目的とする場合
は、開口部面積はラジエターコア面積以下でなければならない。

第８－13 図
２）床部分を除去した場合：
①衝突に対する影響を最小限に抑える目的により、衝撃吸収構造を設置することが認められる。
②車体強度の保持のためにクロスメンバーを自由に追加してもよい。
３）荷物室に安全燃料タンクを搭載する場合：
燃料タンクの脱落防止のため、補強部材による構造体を追加することが許される。
3.3.15 ）オープンカーのハードトップ
オープンカーのハードトップは次の条件に従うことにより取り付けることが許される。
１）形状：ソフトトップ、もしくはオプションにハードトップが設定されている場合は、形状がそれに
近似していなければならない。
２）材質：堅固で防火性に飛んだ材質であり、以下の何れかで構成されていなければならない。
但し、 取り付け部(フランジ部を含む。)を除く。
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。
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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。
３）最高点：当該車両カタログに記載されている３面図の最高点を当該車両の最高点とする。
４）固定方法：車体への固定は自由。ただし、公認ロールケージへの固定は一切の加工を伴ってはなら
ない。
3.3.16 ）車室の内部
荷物室を除き、車室内には当初から設置されている以外の機械構造部分が存在してはならない。
ダッシュボード（インストルメントパネル）の変更および交換は許されるが取り外しは許されない。
補機類（電装品）の冷却およびドライバーの冷却のため、車室内に難燃性材質のフレキシブルエアダ
クトを設置すること、また、これを 3.3.18）
「補助的付加物」に規定されたエアスクープに接続するこ
とが許されるが、ドライバーの視界を妨げてはならない。
オイルタンクは車室内に設置されてはならない。
3.3.17 ）補 強
車体（隔壁を含む）の補強は、運転席、助手席のための空間を含めた区域を侵害しなければ自由。
3.3.18 ）補助的付加物
車両の動きに何らの影響も及ぼさない補助的付加物の取り付け、もしくは取り外しは、快適性を高め
る装備品、絶縁材、使用しない支持体、モール類等とともに、その配線も含み許される。
霜取り装置、車室の換気装置は当初の換気口が残され、外観形状を大幅に変更しない範囲（最大突出
量 20mm）であれば自由。
左右のドアウィンドウの外側にエアダクトを各１本だけ設置することができる。
このエアダクトとそ
の吸入部の形状・材質は自由。ただし、このダクトは、上および横から見た車両の輪郭からはみ出して
はならない。
車室の換気口とボンネット（エンジンフードを含む）裏面に設置されたダクトを接合する場合、エン
ジンルームに火災が発生した場合に、車室に火炎が侵入するのを防止できる構造でなければならない。
3.4 ）空力装置
全ての空力装置は、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。
3.4.1 ）前部空力装置
① フラットボトム前端(車両の左右前輪車軸中心を結ぶ線から 350mm 前方の線)と左右前輪車軸中
心を結ぶ線から最大 950 mm までの前方の平行線上で、前後方向中心から左右 460mm の点で 30°
の角度を持って交差し、競技車両の前後方向中心と平行に引かれる最外側線の交わる線の内側で
フラットボトム底面から 40mm の範囲（第 8-14 図に示される範囲）にのみ、前部空力装置を設置
することが許される。
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第８－14 図

②材質は自由。
③前縁および側縁は半径５mm 以上のＲ形状を有していること。
④車体下部の構造体は前部コンプリートホイールの前端を通過する垂直面より前方に位置するフェ
ンダーの下部と接合することができる。
⑤①の検査のためのテンプレートを所持していなければならない。
3.4.2 ）後部空力装置
後部空力装置は、次の条件に従うことにより、リアエアスポイラーもしくはリアウイングの何れか
を取り付けることができる。
1)数は１構成であること。
2)翼の枚数は１枚であり、翼断面の何れの部分も 330mm×50mm の長方形に収まること（ガーニーフラ
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ップを含むが支持体と翼端板は除く）
。
3)高さは、オプション部品を除いた天井の最高点(フラットボトム底面から 1,100mm)を限度とする。
4)幅は最大 1900mm（支持体と翼端板を含む）
。
車両の左右後輪車軸中心を結ぶ線から最大 1,025 mm 後方に引かれる平行線上で、前後方向中心か
ら左右 665mm の各点で 30°の角度を持って交差し、基本車両の前後方向中心と平行に引かれる最
外側線の交わる線の内側の範囲(第 8-15 図に示される)を車体輪郭の外縁と見なし、その輪郭から
突出しないこと。

第８－15 図
5) 車両を横から見て車体輪郭およびリアフェンダーの見切り線より上部もしくはトランクリッド
（エンジンフード）面上に位置すること。
（リアフェンダー上に空力装置を設置することは許されな
い。
）
6) 後部車輪回転軸の中心線を通過するフラットボトム底面に垂直な面より後方に位置すること。
7) 翼端板を含み、前縁および側縁は半径５mm 以上のＲ形状を有していること。
8) 形状および材質は自由。トランクリッドに取り付ける場合、支持体の取り付け剛性を確保するた
めにトランクリッド内側に補強を施してもよい。
9) 構造体を取り外すことなくトランクリッド、リアハッチゲートが開閉できること。
3.4.3 ）後部床下の空力装置
以下に従い完全にフラットで開口部のない傾斜のあるプレートを追加することが認められる。
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後部車輪回転軸の中心より後方の床下で、車両の縦方向の中心線から左右 650mm までの範囲には、基
本車両に設定されている空力部品、
もしくは以下に従った完全にフラットで開口部のない傾斜のあるプ
レート（傾斜プレート）のみ設置することが認められる。なお、当該空力部品または傾斜プレートの何
れも装着しないことは認められるが、併設は認められない。
傾斜プレートの有無に関わらず、車両の縦方向の中心線から左右 650mm を超える部分で、後部車輪回
転軸の中心線を通過するフラットボトム底面に垂直な面より後方、かつフラットボトム底面から 300mm
上方を通過する平行面より下については自由とする。
１）フラットボトムの後端（後部車輪回転軸中心線を通過するフラットボトム底面に垂直な面）と車
両の左右後輪車軸中心を結ぶ線から最大 1,025 mm 後方のフラットボトム底面に垂直な面の間に位置
しなければならない。
傾斜プレート後端と 3.3.9.1.2）
「リアバンパー」により延長されたバンパー下面の間に空間が生
じる場合で、かつ当該空間を閉鎖する場合は、フラットボトム底面に対して垂直な板でつなぎ、閉鎖
しなければならない。
２）傾斜プレートの最大幅は 1300mm で、車両の前後方向中心線に対し対称であること。
３）傾斜プレートのいかなる点も、フラットボトムより 150mm 以上上方に位置してはならない。

傾斜プレート

MAX:150mm

ﾌﾗﾂﾄﾎﾞﾄﾑ

第８－16 図
４）排気管および空冷式クーラーラジエターの設置は認められる。
５.１）傾斜プレート側方に遮蔽版を設置することは任意であり、設置する場合の形状も自由。
５.２）基本車両の後部車体に取り外し可能なグリル等の補助的付加物がある場合は、次の条件に従い
当該付加物を取り外してもよい。
－補助的付加物より下部に車体部分が存在し、傾斜プレートとの間に隙間が無い場合、補助的付加物
を取り外した後にできる空間は 3.4.3.4）
「その他の開口」に従って処置が施されること。
６）フラットボトムの後端と傾斜プレートの前端を連続的に接合しなければならず、つなぎ目の部分は
最大半径 25mm の湾曲を有してもよい。
７）垂直整流板は次の条件下で設置することが認められる。
（１）車両の縦方向の中心線と平行であること。
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（２）いかなる空力的効果も有さないこと。
（３）最大４枚。
（４）垂直整流板はプレート後端部より後方に延長できるが、幅 1300mm 以内の最高端はフラットボ
トム面から 150mm 以下であり、最後端は車輌輪郭の内側に位置していなければならない。
延長部分の上部を車体に固定する場合は第 8-17 図の通りの開口を必要とする。

第８－17 図
８）追加した傾斜パネルに、次に従い開口部を設けることが許される。
（１）エアジャッキ用の開口部
（２）排気管の放熱用の開口部
‐排気管の直径に相当する幅まで
‐排気管の形状に沿っていること
‐最大直径 50mm 以下
‐数は自由
（３）センサー用開口部
最大 20mm×50mm を２個迄設置することができる。
９）床下の後部空力部品を設定する場合で、その左右方向の寸法が、車両の縦方向中心線からそれぞれ
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650mm に満たない場合、その端部から車両の縦方向中心線から 650mm までの範囲には、排気管、オイ
ルクーラー（配管を含む）を除き、傾斜パネル面より下に位置する構造物があってはならない。

第 4 条 重 量
4.1 ）最低重量
最低重量は、1,100Kg を保持しなければならない。

第 5 条 エンジン
以下の条項を除き自由。
5.1.1 ）エンジンの型式および排気量
認められるエンジンはＪＡＦに申請し承認を受けた自然吸気 V 型 8 気筒で、排気量 3,400cc を超える事
の無いエンジンのみである。
当該エンジンを使用して初めて参加する競技会の 2 ヶ月前までに申請しなければならない。
申請は 1 シーズンに 1 回に限られる。
5.2)に定める項目に変更が生じる場合は、エンジンの型式が変更されたものとする。
5.1.2 ）エンジンの位置
搭載されるエンジンは、基本車両に関わらずフロントに車両前後方向で配置されなければならない。

エンジン後端位置は左右前輪中心線を結んだ線に平行で 470mm 車両後方の、フラットボトム底面
に垂直な面より前方でなければならない。
5.1.3)V バンク角度は 90 度とする。
5.1.4)1 シリンダーにつき吸気 2 バルブ、排気 2 バルブとする。
5.1.5)バルブスプリングはコイル式とする。
5.1.6)カムシャフトは最大 4 本とする。
5.1.7)可変バルブタイミング機構は禁止される。
5.1.8)デッキハイトは 185mm 以上とする。
5.1.9)ボア径は 93±0.13mm とする。
5.1.10)シリンダライナ交換が可能なこと。
5.1.11)クランクシャフトはピン径最小 43mm、メインジャーナル径最小 53mm、180 度フラットクラン
クとする。
5.1.12)クランクシャフトベアリングは、プレーンベアリングとする。
5.1.13)クランク中心からサンプ底面までの距離は最小 101mm とする。
5.1.14)エンジン全長(電装部品、エアーボックス、補機、配管を除いたエンジン構造上の構成部品
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の前端と後端間の寸法)は 558～562mm とする。
5.1.15)エンジン重量は最低 120kg とする。但し、下記部品は含まない。
オルタネーター、スターター、フライホイール及びスタッドボルト、オイル、水、ECU、排気
管及びそのガスケット（ヘッド－排気管間）
、エアフィルタ、クラッチ一式、遮熱版、リスト
リクタ取付けに必要なホースバンド・ボルト類
5.1.16)材料の規制
各部品の材料規制は以下の通りとする。
a) アルミ合金又は鉄合金に制限される部品
シリンダヘッドカバー、シリンダヘッド、シリンダブロック・サンプ、フロントカバー、リヤ
カバー、シリンダライナ（スリーブ）
b) チタン合金又は鉄合金に制限される部品
バルブ、バルブスプリングリテーナ、バルブコッタ、
c) 鉄合金に制限される部品
カムシャフト、バルブスプリング、ピストンピン、クランクシャフト、コンロッド、フライホ
イール
d) アルミ合金に制限される部品
ピストン
e) コバルト又は鉄又はニッケルをベースとした合金に制限される部品
ボルト、ナット類
f) セラミックを使用して良い部品
点火プラグ、センサー類
g) FRP を使用して良い部品
エアボックス、コイルカバー、ファンネル等吸気系部品、遮熱板
h) 金属間化合物、マグネシウム合金
禁止
i) ダイヤモンドライクカーボンコーティング(DLC)の禁止
ピストン、シリンダライナ（スリーブ）
5.2 ）エンジンの改造

以下の部位を開発制限領域とし、製造者により製作された状態を維持していなければならない。
①クランクケース Assy 鋳造物
(サンプ、ブロック)
②鋳造シリンダーヘッド

⑦ボア中心間隔
⑧オイルポンプ
⑨ウォーターポンプ
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③点火プラグ位置

⑩スカベンジポンプ

④バルブ角

⑪カムシャフト位置

⑤クランクシャフト

⑫カム駆動用ギヤ

⑥バルブ中心線間間隔

⑬ベアリング最小径

5.2.1 ) 燃料系統
1）燃料ポンプ
車室内、車体外部への設置を禁止される。
2）燃圧
６Ｂａｒを限度とする。
3）燃料インジェクター
最大２個／シリンダーとする
5.2. 2）点火系統
点火プラグは 1 気筒当り 1 本とする。
5.2.3）潤滑系統
オイルクーラーは上方から見て、車両の輪郭から突出するものであってはならない。車体の外側に取
り付ける場合、出走状態の車両の車輪回転軸中心を通る水平面より下に位置しなければならない。
5.3 ）吸気系統
可変インレットポート、調整式吸気装置、可変吸気トランペットは許されない。
5.3.1.1 ）エアリストリクター
金属性であり円形断面を有する、１つまたは２つの長さが最小３mm の平行孔を有するエアリストリク
ターをエアボックスの吸入口に取り付けられていなければならない。
エンジンに吸入される空気は、すべてこのエアリストリクターを通過しなければならず、エアリスト
リクターの上流で吸入空気の全量を強制的に遮断した場合、
直ちにエンジンが停止しなければならない。
5.3.1.2 ）エアリストリクター径
以下に規定されたエアリストリクター径を競技会期間中いかなる時でも遵守しなければならない。
数

1

2

径(mm)

40.7

29.1

5.3.1.3）エアボックス
１）1000mm×500mm×500mm を超えることのないエアボックスの設置が義務とされる。
エアボックス最上部からサンプ底面までの寸法は最大 630mm とする。
２）エアボックス前方の吸気ダクト類は車体外観を変更しない限り自由。また、エアボックスの内部構
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造、材質も自由。
３）エアボックスおよびエアボックス前方の吸気ダクト類は、エンジンが稼動中に吸入空気の全量を強
制的に遮断した場合停止し、破損、損傷しない強度を保持していなければならない。
４）エンジン停止後少なくとも 0.5 秒間、検査実施場所の大気圧より 150 ミリバール低い気圧低下を継
続出来なければならない。
検査のための負圧計設置用フィテイングをエアーボックス、または空気遮断のための器具に設置し
計測可能な構造にしておかなければならない。
5.3.2 ）吸気温度
エンジンに供給される空気の温度を下げる目的または効果を持ついかなる装置、システム、手続き、
構造もしくは設計はすべて禁止される。
5.4 ）冷却
ウォーターラジエターは、機能が基本車両と同一であれば、自由。
ウォーターラジエター、オイルクーラーおよびエンジン各部の冷却は、空気のみが認められ、空気以
外のいかなる物質の噴射または噴霧による方法は禁止される。
ヒートエクスチェンジャーの使用は認められる。
エンジン補機類の冷却のためエンジンルーム内にフレキシブルエアダクトを設置することが認めら
れる。
5.5 ）排気系統
排気系統は自由。ただし、いかなる可変排気装置も禁止される。
側方排気車両の排気管の高さは次の通り：
１）最低高：フラットボトム底面より下にあってはならない。
２）最大高：排気口の最高点はフラットボトム底面から 300mm 上方を通過する平行面より高くなっ
てはならない。
5.6 ) エンジンコントロールコンピューター
自由。

第 6 条 配管および燃料タンク
6.1）
、6.2）および 6.3）に従っていることを条件に自由。
6.1 ）燃料タンク
安全燃料タンクの装着が義務付けられる。
安全燃料タンクと給油口の接合部は、
多少の車体の変形を吸収して燃料漏れを発生させないフレキシ
ブルジョイント構造でなければならない。
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6.1.1 ）すべての安全燃料タンクは、当初の位置、荷物室、ホイールベース間、あるいは荷物室とホイール
ベース間に跨って設置され、下記の条件が満たされなければならない。
１）前部座席の後端より後方に位置していなければならない。
２）少なくとも厚さ 10mm を有する衝撃吸収構造体で囲われる構造でなければならない。
３）安全燃料タンクを搭載するために車室の床を切除することができる。
４）3.3.5.2）
「後部隔壁」３）に規定する材質で構成された堅固で防火性に富んだ防火壁によりドライ
バーとエンジンルームから隔離されなければならない。この際、3.4.5）
「車体（モノコック構造体）
と隔壁」による隔壁もしくは開口部の無い床を防火壁と見なすことができる。
防火壁を床から天井まで設けた場合、後方視界を確保するため、合わせガラスによる最小限の大き
さの窓を設けてもよい。
５）
漏出した燃料は滞留してはならず、
また車室に浸入しないよう十分配慮されていなければならない。
6.1.2 ）燃料タンクとエンジンの間にあるすべての燃料配管は自動閉鎖・分離バルブを備えることが望まし
い。このバルブは、燃料タンクから燃料配管取り付け具を引き抜いたり、燃料配管取り付け具を破損す
るのに必要な荷重の 50％以下の負荷で作動するものでなければならない。
6.1.3 ）タンク給油口が直接タンクに連結していない場合、タンクの頂点にはバルブが設置されていること
が望ましい。バルブはタンク製造者によって供給され、事故のとき万一給油口が外れ落ちてしまった場
合に密閉するものであること。
6.2 ）燃料タンクの容量
車両に搭載できる燃料の総容量は 100Ｌとする。
事前予告をもって、燃料タンクの総容量を減じることがある。
6.3 ）燃料タンクの数
6.2）
「燃料タンクの容量」に規定される容量の範囲内であれば複数の安全燃料タンクを搭載すること
が許される。ただし、コレクタータンクの数は１つに限定される。
6.4 ）燃料の冷却
車載の燃料供給配管に、燃料の温度を下げるための冷却装置を設けることができるが、その冷却は外
気の自然流による空冷式に限定される。

第 7 条 電装品
7.1 ）バッテリー
密閉式のバッテリーを使用しなければならず、
ショート防止のための絶縁が施されていなくてはなら
ない。
バッテリーの搭載位置は、運転席を除き自由。
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バッテリーの銘柄、容量は自由。
7.2 ）照 明
前照灯、
ターンシグナルランプは運転席においてその点灯を確認できるインジケーターを設けなけれ
ばならない。
7.2.1 ）前照灯
前照灯は当初の位置に基本車両の形状と機能を保持し、主光軸は前方向であり、前方の車両およびコ
ース周辺のオフィシャルから点灯を認識できる、
少なくとも基本車両と同等の照度を維持しなければな
らない。左右交互に点滅する前照灯は禁止される。
基本車両と同一のライトユニット（発光バルブを除く）を設置できない場合、ヘッドライトレンズ面
は最小直径 100mm 相当が保持されなければならない。
照度（あるいは光度）向上のための光源の変更は認められる。
リトラクタブル構造の場合、リトラクター機能を削除し、透明な材料の使用により前方を照射するよ
う改造することが許される。
7.2.2 ）その他の灯火類
7.2.2.1 ）尾灯、制動灯
当初の形状を維持し、当初と同等以上の照度を維持しなければならない。
7.2.2.2 ）方向指示器
前後の車両およびコース周辺のオフィシャルから点滅が認識できなければならず、
レンズ面は最小直
径 30mm 相当を有すること。
サイドマーカーは取り外しを含め自由。
7.2.2.3 ）その他の灯火
当初の灯火を取り外し、その結果生じた開口部にダクトを接続することが許される。
7.2.3 ）ワイパー
フロントウィンドウワイパー構成は変更することが出来るが少なくとも 1 つ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。

第 8 条 駆動系
8.1 ）駆動方式
基本車両の駆動方式に関わらず後輪による駆動のみが許される。
8.2 ）クラッチ
2.1.2）
「制御機能の制限」の条件を満たしていればクラッチは自由。
8.3 ）トランスミッションおよびコントロールレバー
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最大６速および後退ギアで構成されていなければならない。取り付け位置は自由。
パドルシフトシステムの使用は認められる。
8.4 ）最終減速機と差動装置
2.1.2）
「制御機能の制限」の条件を満たしていれば自由。
ビスカスクラッチは、車両が走行中に制御することができなければ使用が許される。
8.5 ）プロペラシャフトとドライブシャフト
自由。
8.6 ）冷却
駆動系統の冷却は、空気のみが認められ、空気以外のいかなる物質の噴射または噴霧による方法は禁
止される。
オイルクーラーの取り付けは自由。

第 9 条 サスペンションおよびステアリング
9.1 ）サスペンションの形式と取り付け
基本車両のサスペンション形式からの変更および改造は自由。
ただし、サスペンションの車体側の取り付け点を移動した場合でも、エンジンを取り外したときにサ
スペンションが正常に作動しなければならない。
9.2 ）スタビライザー
2.1.2）
「制御機能の制限」の条件を満たしていれば取り付けブラケットを含み自由。
走行中にドライバーによってスタビライザーを調整する場合は、機械的方法でのみが許さる。
9.3 ）アクスル
スピンドルを含み自由。センターロック方式への変更は許される。
9.4 ）スプリング
2.1.2）
「制御機能の制限」の条件を満たしていれば補助スプリングの追加を含めて自由。
9.5 ）ショックアブソーバー
2.1.2）
「制御機能の制限」の条件を満たしていれば自由。
9.6 ）サスペンションアーム
すべてのサスペンションアームは金属製でなければならない。
9.7 ）クロームメッキ
スチール製のサスペンションアームにクロームメッキを施すことは禁止される。
9.8 ）ステアリング
ステアリングホイールと操向装置（ステアリングギアボックス、リンク）と操向車輪とは、唯一機械
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的に連結されていなければならない。
また、パワーステアリングは、プログラム可能な制御を備えていない単一のシステムである場合に限
り使用することができる。
ステアリングホイールは、オープンタイプは禁止され、クイックリリースシステムを備えていなけれ
ばならず、
その方式はステアリングコラム上に配置された同心円状のフランジを引く方法によるもので
なければならない。
衝撃吸収装置付きステアリングコラムの設置を推奨する。

第 10 条 ブレーキ
10.1 ）ブレーキシステム
2.1.2）
「制御機能の制限」の条件を満たしていれば自由。
ただし、マスターシリンダーからキャリパーの間の配管経路に、液圧センサー、ブレーキランプスイ
ッチ、プロポーショニングバルブ以外のセンサー、デバイス類が存在しないこと。
駐車ブレーキの設置は任意とする。ただし、駐車ブレーキを装備する場合、第４章“公認車両および
登録車両に関する安全規定”第２条 2.2）
「駐車ブレーキ」の規定に従わなければならない。
10.2 ）ブレーキキャリパー
各ホイールには最大６ピストンまでのシングルキャリパーが許されるが、
キャリパーの各ピストンの
断面は円形でなければならない。
10.3 ）ブレーキの冷却
空気による冷却以外、いかなる物質の噴射、噴霧による方法も禁止される。ただし、ブレーキキャリ
パーは液体を循環させる方式で冷却してもよい。
空力的効果をもたらす形状でない限り、冷却用にエアダクトを装着することができる。
エアダクトは、3.2)ウィンドウ、3.3.3)車体の開口部、3.3.10)フェンダー、3.3.11)タイヤハウスで
許される開口部（天井部分の開口を除く）と接続してもよいが、前部隔壁、後部隔壁を貫通してはな
らない。
１つのブレーキに設置されるエアダクトの数と寸法は自由。
ダクトの材質は、チタン、を除き自由。
10.4 ）ブレーキディスク
各輪に鉄製の最大１つのブレーキディスクが許される。

第 11 条 ホイールおよびタイヤ
11.1 ）寸法
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11.1.1 ）コンプリートホイール最大幅 ：１４インチ
11.1.2 ）コンプリートホイール最大径 ：２８インチ
11.2 ）ホイールの材質
金属材料であるならばホイールの材質は自由。
ホイールの付属品は、
コンプリートホイール最大幅を超えることなくボルト等で固定される場合に限
り認められる。
11.3 ）ホイールの固定
自由。ただし、固定がセンターナット１つによって行われる場合、赤または蛍光オレンジ色の安全ス
プリング、
あるいは同等の機能をもった他のシステムが車両の走行中に取り付けられていなければなら
ず、ホイール交換後も同様に設置されていなければならない。
11.4 ）エアジャッキ
圧搾気体の容器を除き、エアジャッキの搭載は自由。
第 12 条 安全装備、装置
安全に関するすべての項目は第４章“公認車両および登録車両に関する安全規定”に次の事項を加えて
適用する。
12.1 ）安全ベルト
安全ベルトのストラップは２本の肩部ストラップと１本の腰部ストラップおよび２本の脚部ストラ
ップの着用が義務付けられる。
安全ベルトはＦＩＡ基準 8853/98 に従い公認されたものを使用しなければならない。
安全ベルトはそれぞれのストラップが単独で車体に取り付けられていなければならない。
左右の腰ベ
ルトを同一公認番号の腰ベルトに限りそれぞれ２本まで用意することができ、
片側２本の腰ベルトを１
箇所の車体側取り付け点に取り付けてもよい。
12.2 ）後方視界用ミラー
第４章“公認車両および登録車両に関する安全規定”第 17 条「火災に対する防護」によりパーテー
ションウィンドウを隔壁化した場合、および 6.1.1）により防火壁を床から天井まで設置した場合、第
４章“公認車両および登録車両に関する安全規定”第７条「後方視界」に関わらず、室内ミラーを除去
すること、同等の機能を持つ他の機構へ変更することは認められる。ただし、後方視界を確保できなけ
ればならず、また、車体外部両側面に基本車両に設置されているものと同等以上の面積の室外ミラーを
設置しなければならない。
12.3 ）座席、ヘッドレスト
ドライバー頭部周辺にエネルギーを吸収する不燃材を詰めた補強部分を持つＦＩＡ公認競技用シー
ト（基準 8855-1999）を使用しなければならない。
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車両の前後方向の中心線を超えない限り、運転席位置を中央部へ移動することが認められる。
ヘッドレストはヘルメットをつけたドライバーの頭部が保持され、
加速時に後方へ動くようなもので
はなく、ロールオーバーバーとヘッドレストの間に挟まらないようになっていなければならない。ヘッ
ドレストの両側面の間隔は 400mm 以下で、最低 20mm のエネルギー吸収材が両側面に取り付けられてい
ることが推奨される。
12.4 ）ドアと運転席間の構成物
ドアと運転席間にはロールケージのサイドバーを除き機械構成部分が設置されていてはならない。
衝撃吸収装置、ニーパッド、給水用ボトルは機械構成部品とみなさない。
12.5 ）前（後）面防護構造
車両の前面に衝撃吸収構造体を設置する場合は、
フロントコンプリートホイール前端よりも前方のサ
イドレールに最小限の改造を施すことが許される。
3.4.6）
「前部隔壁の前方、後部隔壁の後方の車体構造」によるパイプフレーム構造を設置する場合、
以下に示す衝撃吸収構造体を設置しなければならない。
１）構造体を取り付ける部位
前部パイプフレームより前方とする。後部については義務付けない（任意）
。但し、取り付ける場
合は、後部パイプフレームより後方とする。
２）要求性能
車重 1500kg、車速 12m/s でフルラップ前面衝突したときの車体の平均減速度は 25Ｇを下回らなけ
ればならず、３ms 以上の間最大減速度 60Ｇを超えることがあってはならない。
３）動的衝撃試験
台車に衝撃吸収構造体単体を取り付け、動的試験を実施し、試験実施施設の責任者の署名のある証
明書の発行を受けなければならず、ＪＡＦへ当該証明書の写しを提出しなければならない。
12.6 ）側面防護構造
１）
国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第 258 条第 15 項 15.1 により認められたロールケージ構造
（第 258-4 図）を構成している場合を除き（ドア外板の板厚を増加する等の措置を施すことを推奨す
る）
、運転席側ドアの内部に衝撃吸収のため難燃性の衝撃吸収材を充填すること、および／または衝
撃吸収構造を施すこと。
２）ドライバー側ドアが基本車両と同一である場合、ドア内部の当初の衝撃吸収構造の削除は認められ
ず、第４章“公認車両と登録車両に関する安全規定”第６条「ロールケージ」で規定されるロールバ
ーと同一の材質、寸法の追加バーを施さなければならない。
３）ドアの材質を変更した場合は第４章“公認車両と登録車両に関する安全規定”第６条 6.3.3.5.2）
「前後方向の補強（側面防護のための）ドアバー」によるドアバーを追加設置しなければならない。
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なお、基本となるドアバーの形態とは第４章“公認車両と登録車両に関する安全規定”第６条第
4-13 図とし、第 4-14 図、第 4-15 図、第 4-16 図の形状はドアバーを追加した構造と見なされる。
ただし、ＪＡＦ／ＦＩＡ公認ロールケージでドアバーが構成されていない場合は、２）および当該
条項適用は必須とはされない。
３）席側ドアとロールケージの間に衝撃吸収装置を設置することが強く推奨される。
12.7 ）ドライバーの脱出時間
正常に着座したドライバーが緊急時に車室から脱出するときに、運転者側ドアより７秒以内に、助手
席側ドアより９秒以内に脱出できる構造でなければならない。
12.8 ）消火装置
第４章“公認車両および登録車両に関する安全規定”第５条 5.2）
「自動消火装置」に定められた自
動消火装置の装着が義務付けられる。

第 13 条 その他の要素
13.1 ）各種ガード、サポート類
ラジエターガード、タンクガードおよびサンプガードの設置は認められる。ただし、3.4.6）
「前部隔
壁の前方、後部隔壁の後方の車体構造」を満足すること。
材質は、マグネシウムを除き、自由。
13.2 ）ハンディウェイト取り付け装置
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ればならない。

35

別表１
第２条 2.1.2）
「制御機能の制限」による禁止項目の具体的事例
禁止されるシステム等
１

アンチロックブレーキシステム

２

トラクションコントロール

３

セミオートマチックおよびオートマチックギアボックス

４

動力作動式クラッチ

５

電動または自動調整のファイナルドライブディファレンシャルシステム（例えば、電子制御および／または外部ポンプ
等を持つ気圧式あるいは油圧式のスリップコントロールを備えたディファレンシャル等）

６

電動または自動調整のショックアブソーバー、サスペンションあるいは車高調整

７

四輪操舵

８

可動バラスト

９

エンジン以外のクローズドループ電子制御システム

１0

走行中に運転席からショックアブソーバー、サスペンションスプリングの調整を行う装置

１1

テレメトリーシステム

１2

スロットルペダルとエンジン間を機械的に直接連動させる方法以外のスロットルコントロールシステム

１3

アクティブサスペンション
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第 13 章 ＪＡＦフォーミュラ３０００（ＪＡＦ－Ｆ３０００）

第 1 条 規 定
1.1 ）規定の発行
ＪＡＦフォーミュラ 3000（JAF-F3000）車両の構造を規定する以下の技術規定はＪＡＦによって発行
される。
1.2 ）改定に関する公表日付
ＪＡＦは、毎年遅くとも 10 月にこれらの規定に関する改定内容を発表し、通常、翌年の１月１日か
ら施行する。
ただし、安全上の理由による改定は上記にかかわらず直ちに施行する。
1.3 ）規則の遵守
すべての JAF-F3000 車両は、
競技期間中いかなる時でも、
これら規則に合致していなければならない。
1.4 ）適合車両
本規定の以下の条項に合致した車両をいう。
1.5 ）測 定
すべての測定は、車両を平坦な水平面の上に静止させた状態で行われる。
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 JAF-F3000 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。
1.7 ）テクニカルパスポートとシャシー試験報告書
すべての競技参加者は、公式登録申請に基づき、ＪＡＦが競技参加者の個々の車両に対して発行す
るテクニカルパスポートを所持し、常に車両に付帯しておかなければならない。
さらに、全ての競技参加者はその車両について本規定第 15 条、第 16 条、および第 17 条で要求する
試験に関するシャシー試験報告書を所持していなければならず、それは当該シャシー製造者、あるいは
シャシー製造者の指定する販売代理店がサバイバルセルと共に提供しなければならない。
いかなる車両も、車両検査でテクニカルパスポートとシャシー試験報告書が有効でない場合、競技に
出場することは許されない。
第 2 条 車体と寸法
2.1 ）ホイールの中心線
ホイールの中心線とは、
いずれも床面に垂直に静止している車両のタイヤトレッドの中心を基準にし
てコンプリートホイールの相対的な側面の２つの垂線の中間をいう。
2.2 ）高さの測定
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すべての高さは基準となる面（以下、基準面）を基準として、そこから計測されるものとする。
2.3 ）全 幅

操舵輪を直進位置に向けた状態でのコンプリートホイールを含む車体の全幅は 2,000mm を超えては
ならない。
車体の全幅は、空気圧 1.4bar のタイヤを取り付けた状態で測定するものとする。
2.4 ）リアホイールの中心線より前方の幅
2.4.1 ）リアホイールの中心線とフロントホイールの中心線との間にある車体の幅は、1,600mm を超えては
ならない。

2.4.2 ）フロントホイールの中心線から前方にある車体の幅は、1,900mm を超えてはならない。
2.4.3 ）他の車両のタイヤに損傷を与えることを防ぐため、フロントホイール前方の車体側面先端部の頂点
および前端（フロント翼端部先端を構成する全ての部分を含む）は、少なくとも半径５mm の丸みを帯
びており、最低 10mm の厚さがなければならない。
車両中心線に対し、上面視で 60°未満の角度で後退している場合には、これらの領域にある車体の
一切の水平部分の前端部はこの要件に合致する必要は無い。
2.5 ）リアホイールの中心線より後方の幅
リアホイールの中心線から後方の車体の幅は、1,150mm を超えてはならない。
2.6 ）全 高
車体のいかなる部分も、基準面から 950mm を超えて位置してはならない。
2.7 ）フロント部分の車高
フロントホイール中心線の後方 330mm より前方に位置し、車両の中心線から 250mm を超えるところ

にあるある車体のすべての部分は、基準面より 50mm 以上 450mm 以下でなければならない。
2.8 ）リアホイール前方の高さ
2.8.1 ）平面に見て最大面積が 12,000mm2 の後方視界用のミラーを除き、フロントホイールの中心線より
330mm 以上後方、およびリアホイールの中心線より 330mm 以上前方にあり、基準面から高さ 600mm 以上
にある車体のいかなる部分も、車両の縦方向の中心線から 300mm 以上離れてはならない。
2.8.2 ）リアホイール中心線とリアホイール中心線より 800mm 前方に引いた線の間で、車両の中心線から
500mm を超える位置にある車体のいかなる部分も、
基準面から600mm を超える高さにあってはならない。
2.8.3 ）リアホイール中心線とリアホイール中心線より 400mm 前方に引いた線の間で、車両の中心線から
500mm を超える位置にある車体のいかなる部分も、
基準面から300mm を超える高さにあってはならない。
2.9 ）リアホイール間の車体
2.9.1 ）リアホイールの中心線とリアホイールの中心線より 330mm 前方の地点との間にある車体のいかなる
部分も、基準面から 600mm を超える高さにあってはならない。
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2.9.2 ）リアホイールの中心線とリアホイールの中心線より 150mm 後方の地点との間にある車体のいかなる
部分も、基準面から 450mm を超える高さにあってはならない。
2.10 ）リアホイールの中心線から後方の高さ
2.10.1 ）リアホイールの中心線から 150mm 以上後方にある車体のいかなる部分も、基準面から高さ 800mm
以上にあってはならない。
2.10.2 ）リアホイールの中心線から 150mm 以上後方で、基準面から高さ 300mm と 600mm の間にある車体で、

車両の中心線から 75mm 離れた地点と 555mm 離れた地点との間にあるいかなる部分も、車両を側面から
見た場合、基準面上方 300mm と 385mm の間で、リアホイール中心線後方 150mm と 500mm の間に位置す
る領域に収まっていなければならない。
この領域を側面から見たとき、その縦断面に１つを超えて閉鎖部分があってはならない。
2.10.3 ）リアホイールの中心線の 150mm 以上後方で、基準面から高さ 600mm と 800mm の間にある車体で、
車両の中心線から 75mm 離れた地点と 555mm 離れた地点との間にあるいかなる部分も、車両を側面から
見た場合、リアホイール中心線後方 150mm と 500mm の間に位置する領域に収まっていなければならな
い。
この領域を側面から見たとき、その縦断面に２つを超えて閉鎖部分があってはならない。
2.10.4 ）車両の走行中に、これらの領域の関係が変化する可能性が無いことを確実にするため、堅固な複
数の支持体を使用し、互いに架橋されなければならない。
2.10.5 ）折り目から 15mm を超えないガーニーフラップは許される。
ガーニーの曲げ角度は任意だが、角度にかかわらず基準面から高さ 800mm を超えてはならない。
2.11 ）フロントホイール周囲の車体
ブレーキの冷却ダクトを除き、平面に見て、車両の中心線から 400mm および 1,000mm の所にある２
本の縦方向の線と、
フロントコンプリートホイールの中心から前方 350mm および同ホイールの中心から
後方 600mm の所にある２本の横断線とによって形成される領域には、
いかなる車体の部分もあってはな
らない。
2.12 ）地面に面した車体部分
2.12.1 ）フロントホイールの中心線より 330mm 以上後方、およびリアホイールの中心線より 330mm 以上前
方にある、車両の下から見える懸架部分はいずれも、基準面とステップ面（2.12.6）に従い装着された
懸架部分を除く）のどちらかを形成するものとする。これは、見えている後方視界用ミラーのいかなる
部分ならびにサスペンションアーム・ブラケットにも適用されない。
2.12.2 ）さらに、すべての部品によって基準面上に形成される面は次の条件を満たさなければならない。
‐フロントホイールの 330mm 後方の地点からリアホイールの中心線まで継続する。
‐その幅は最小 300mm、最大 500mm とする。
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‐車両中心線を軸に左右対称とする。
2.12.3 ）フロントホイールの中心線より 330mm 以上後方、およびリアホイールの中心線より 330mm 以上前
方にある、車両の下から見える懸架部分はいずれも、均一で、重厚で、堅く、連続（2.12.6）に従い装
着された懸架部分を除く）していて、固定され（車体／シャシーに関していかなる遊びもないこと）
、
不浸透性の表面となっていなくてはならない。
基準面とステップ面で形成するこれらの面に完全に囲われた穴を設けることが認められる。ただし、
車両のいかなる部分も、その面を通して下から直接見ることができないことを条件とする。
2.12.4 ）製造上の問題および、すべての規定に準拠していなければいかなる設計も認められないという点
を考慮し、
フロントホイール中心線の 330mm 後方の地点とリアホイール中心線の間に位置する車体には
寸法公差が認められるものとする。
基準面で形成するすべての面に上下５mm の公差が認められる。また、車両の下から面が見えるかど
うかを確認するときには、左右に５mm の公差が認められる。
2.12.5 ）フロントホイールの中心線より 330mm 後方にある地点より後方にあり、車両の下から見ることが
でき、車両の中心線から 250mm 以上離れた所にあるすべての懸架部分は、基準面から高さ 20mm 以上に
なくてはならない。
2.12.6 ）サイドスカート
装着する場合、次の条件が付帯される。
ａ）関連するすべての規定に準拠していること。

ｂ）リアホイール中心線より、前方 330mm の地点とフロントホイール中心線後方 600mm の地点との間
の領域に形成されていること。
ｃ）基準面に対し、連続した垂直な面で形成されていること。

ｄ）車両中心線を軸として左右対称に取り付けること。
2.13 ）スキッドブロック
2.13.1 ）基準面上のすべての部品で形成される面の下に、各前面角部に半径 50mm（±２mm）の丸みをつけ
た状態で長方形のスキッドブロックを取り付けなければならない。スキッドブロックは複数でもよい。
ただし、
ａ）
スキッドブロックはフロントホイール中心線の 330mm 後方から縦方向にリアホイールの中心線に至
るものであること。
ｂ）比重が 1.3～1.45 の間で均質の材質で造られていること。
ｃ）幅は 300mm で公差は±２mm であること。
ｄ）厚さは 10mm で公差は±１mm であること。
ｅ）新しい場合は一定の厚さであること。
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ｆ）2.13.2)で認められている留め金具を固定する際に必要な穴や、下記ｇ）に指定されている穴以外
の穴や切り取りがあってはならない。
ｇ）第 13-1 図に示される位置に定間隔をとって７つの穴をあけること。

使用後の厚さの適合性は、次により検証される。
第 13-1 図に示される位置に設けられた直径 50mm の４つの穴とその前方の直径 80mm の２つの穴
のみを使って測定される。
ｈ）スキッドブロックは、ブロックと基準面上の部品で形成される面の間に空気を通さぬよう、車体の
中心線を軸として左右対称に取り付けること。
2.13.2 ）スキッドブロックを車両に取り付ける際に使用する留め金具は、次の条件を満たしていなければ
ならない。
ａ）留め金具は、最少 10 箇所。
ｂ）下から直接見たときの総面積は 40,000mm2 を超えてはならない。
ｃ）下から直接見たときの各部分の面積は 2,000mm2 を超えてはならない。
ｄ）底面全体が車両の下から直接見えるように取り付けること。
留め金具は底面と同一面あるいはそれより上方に設置されること。
2.13.3 ）ブロックの周囲の下端の縁を、斜角 30°、深さ８mm となるよう削ってもよいが、後縁は長さ 200mm
にわたり深さ８mm まで面取りすることができる。
2.14 ）オーバーハング
車両のいかなる部分もリアホイールの中心線より 600mm 以上後方に位置してはならず、
またフロント
ホイールの中心線より 1,200mm 以上前方に位置してはならない。
13.5）に従ったリアライトおよび 14.5.3）に従った衝撃吸収構造体を除き、車輌の縦方向の中心線
リアホイールの中心線より 500mm 以上後方にあってはな
から 555mm 以内にある車体のいかなる部分も、
らない。
車両の縦方向の中心線から 200mm 以上離れた所にある車体のいかなる部分も、
フロントホイールの中
心線より 900mm 以上前方にあってはならない。
オーバーハングの測定は、すべて基準面に対して平行に行われる。
2.15 ）空気力学的装置
車両の空気力学的性能に影響するいかなる部分も（9.4.6）で規定するホイールテザーを保護する目
的のみのため、単独で使用されている非構造のシュラウドを除く）
、
‐車体に関するすべての規定に準拠していなければならない。
‐車両の懸架部分全体に堅固に固定して取り付けられていなければならない
（一切の遊びがなく固定さ
れているものとする）
。
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‐ラバー等弾性のあるものを用いてはならず、剛体結合されていること。
‐懸架部分との連結において動きが一切ないものとする。
あらゆる状況においても、車両の懸架部分と地面との間に、何らかの装置あるいは構造体を有するこ
とは一切禁止される。
2.13）に規定されるスキッドブロックを除き、空気力学的影響を持つ構造部分および車体は、状況を
問わず基準面より下に位置してはならない。
2.16 ）車体上部
2.16.1 ）車両を側面から見て、リアホイールの中心線より 1,330mm 前方の垂直線と、基準面から高さ 550mm
の位置の水平線と、基準面から高さ 940mm の地点でこの垂直線と交わりリアホイール中心線の前方
330mm の地点でこの水平線と交わる斜線の３本で形成される三角形の領域全体には、2.16.3）に記述さ
れている開口部を除き、車体部分が存在しなければならない。
この三角形の部分の車体は、車両の中心線に対して対称であり、最初の斜線よりも 200mm 下の平行な
もう１本の斜線上のどの地点で測定しても必ず幅が 200mm 以上なければならない。
また、この２本の斜線に挟まれる部分の車体は、第２斜線上に幅 200mm の底辺を持つ水平面に形成さ
れる垂直な二等辺三角形よりも広くなければならない。
2.16.2 ）車両を側面から見て、その車体上部はリアホイールの中心線より 330mm 前方の垂直線と、基準面
から高さ 950mm の位置の水平線と、
基準面から高さ 650mm の地点でこの垂直線と交わりリアホイール中
心線の前方 1,030mm の地点でこの水平線と交わる斜線の３本で形成される三角形内にいかなる車体部
分も有してはならない。
2.16.3 ）サーキット上で停止した車両の撤去を速やかに行うため、主要ロールオーバー構造体には車両を

持ち上げるための断面 60mm×30mm のストラップが通せるような、確認が容易で遮るもののない開口部
を装備しなければならない。
吊り上げストラップあるいはテンプレートを通過させる際に、
それらが落下しないような構造である
こと。
2.17 ）車体の柔軟性
フロントホイール前方の車体部分は、垂直方向に 0.5kN の荷重を加えた時に、垂直方向の歪みが 5mm
を超えてはならない。この試験を行うときは、フロントホイール中心線の 700mm 前方、かつ車両の中心
線から 795mm の位置が中心となる直径 50mm のパッドを介し、長さ 300mm で幅 150mm のアダプターを通
して下方に荷重を加えるものとする。競技参加者はこのテストが必要と見なされた場合にアダプター

を提供しなければならない。
第 3 条 重 量
3.1 ）最低重量
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大会期間中、常に 670kg 未満であってはならない。
3.1.1 ）最低重量の検証にかかわる全ての搭載燃料は、車載の燃料ポンプにより排出されなければならない。
3.1.2 ）車載の燃料ポンプを使用することが出来ない場合は、全ての搭載燃料が排出されることが明らかで
あることを条件に、補助的な外部ポンプを一時的に接続して使用することができる。
3.2 ）バラスト
バラストは、
その取り付けを目的とした位置に取り外しに工具を必要とするような方法で固定される
ならば使用することは許される。
車両検査委員によって必要とみなされた場合に封印を施すことが可能
でなければならない。
3.3 ）レース中の追加
燃料、窒素と圧搾された空気を除き、いかなる物質もレース中車両に追加してはならない。
レース中に車両のいずれかの部品の交換が必要となった場合、新たに取り付ける交換部分の重量が

元の部分の重量を超えてはならない。
第 4 条 エンジン
4.1 ）エンジンの仕様
4.1.1 ）レシプロピストンによる４ストロークエンジンでなければならない。
4.1.2 ）エンジン容積は 3,400cm3 を超えてはならない。
4.1.3 ）すべてのエンジンは８気筒、バンク角 90°Ｖ型で、各シリンダーの正規断面形状は真円でなけれ
ばならない。
4.1.4 ）１シリンダーにつき４バルブを超えるエンジンは禁止される。
4.1.5 ）吸気および排気バルブは通常のポペットタイプで、コイルスプリングで制御されなければならない。

4.2 ）可変ジオメトリーシステム
4.2.1 ）可変ジオメトリー吸気システムは禁止される。
4.2.2 ）可変ジオメトリー排気システムは禁止される。
4.2.3 ）可変バルブタイミングおよび可変バルブリフト機構は禁止される。
4.3 ）過給装置
過給装置は禁止される。
4.4 ）エンジン回転数の制限
クランクシャフトの毎分あたりの許容最大回転数：10,300

ただし、オーバーテイクボタン使用時は、10,700 とする。
4.5 ）申請と承認
すべてのエンジンならびにエンジンコントロールユニットは、
それらを使用して初めて参加する競技
会の２ヶ月前までにＪＡＦに申請し、承認を受けなければならない。
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申請書式はＪＡＦから入手できる。
4.6 ）エンジンの吸気
4.6.1 ）エンジンの吸入空気や混合気の温度をその程度にかかわらず下げようとする目的や効果を有するあ
らゆる装置、方式、手順、構造または設計も禁止される。
4.7 ）エンジンの排気

排気システムには、すべての排気ガスが通過する、少なくとも１つの触媒装置を有していなければ
ならない。
触媒装置の詳細仕様はＪＡＦから入手できる。
4.8 ）テレメトリー
テレメトリー装置の使用は禁止される。
第 5 条 燃料システム
5.1 ）燃料タンク
5.1.1 ）燃料タンクは、ＦＩＡの FT5-1999 仕様に合致するか、またはそれを上回る単一の燃料ブラダーで
なければならない。
5.1.2 ）車載されるすべての燃料は、側面から見てエンジンの前面とドライバーの背中の間に貯蔵されてい
なくてはならない。さらに、いかなる燃料もドライバーの背中が座席と接触する最も高い点より 300mm
以上前方に貯蔵することはできない。ただし、最大で２Ｌの燃料をサバイバルセルの外側には貯蔵する
ことができるが、これはエンジンの通常の作動にのみ必要とされるもののみとする。
5.1.3 ）燃料は車両の縦方向軸から 400mm 以上離れた所に貯蔵してはならない。
5.1.4 ）すべての燃料ブラダーはＦＩＡに承認された製造者により製造されていなくてはならない。ＦＩＡ
の承認を得るために、
製造者はＦＩＡより承認される仕様に各自の製品が合致していることを証明しな
ければならない。
これらの製造者は承認された基準に合致しているタンクのみをその顧客に納品するこ
と。承認された製造者の一覧はＦＩＡから入手可能である。
5.1.5 ）すべての燃料ブラダーには製造者名、ブラダーの製造に際し適用された仕様および製造月日が記
載されていなければならない。
5.1.6 ）製造日から５年以上経過した燃料ブラダーを使用してはならない。ただし、製造者により点検され、
再認証を受ければ、さらに２年間の使用が認められる。
5.2 ）取り付けと配管
5.2.1 ）燃料タンクのすべての開口部は、ブラダーの内側に金属製または複合材質のボルトリングによって
接合されたハッチまたは取り付け具によって閉鎖されていなければならない。
ボルトの穴の縁は、ボルトリング、ハッチまたは取り付け部の端から５mm 以上離れていなければな
らない。
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すべてのハッチおよび取り付け具は、燃料タンクに付属のガスケットまたは“O”リングで密閉され
なければならない。
5.2.2 ）燃料タンクとエンジンの間にあるすべての燃料配管は、自動閉鎖・分離バルブを備えなければなら
ない。このバルブは、燃料タンクから燃料配管取り付け具を引き抜いたり、燃料配管取り付け具を破損
するのに必要な荷重の 50％以下の負荷で分離するものでなければならない。
5.2.3 ）燃料を収容する配管は、コクピットを通過してはならない。
5.2.4 ）すべての配管は、いかなる漏れが生じても、コクピット内に燃料が滞留しないように取り付けられ
ていなくてはならない。
5.2.5 ）すべての配管は、それが曲げられるものである場合、ネジ山のついたコネクターおよび摩擦と炎に
耐え得る外部網材を有していなくてはならない。
5.2.6 ）すべての燃料の配管は最大作動温度 135℃で、4.1MPa（41bar）の最低破裂圧力を有していなけれ
ばならない。
5.3 ）衝撃吸収構造体
燃料タンクは、衝撃吸収構造体で完全に包まれていなければならない。これはサバイバルセルの必須部
分であり、17.2.1）および 17.3）に規定されるテストで要求される荷重に耐えられなければならない。
5.4 ）燃料タンクの給油口
5.4.1 ）すべての車両は燃料タンク給油口と通気口を備えなければならない。これは結合されているか、シ
ングルユニットでなければならず、車両の両側もしくは片側に取り付けられていること（第３章第 3-1
図および第 3-1a 図に準拠する）
。
5.4.2 ）燃料タンクの給油口および通気口は、デッドマン機構の原理に合致した、基準の漏出防止ドライ
ブレイクカップリングを備えなければならず、開放状態のときに、いかなる保持装置も組み込んではな
らない。
5.4.3 ）燃料タンクの給油口および通気口は、車体より突き出してはならない。
5.4.4 ）燃料タンクの給油口および通気口が燃料タンクに直接取り付けられ、給油口および通気口が燃料タ
ンクの最上部に位置しない構造を有する場合、給油口および通気口にダクト（シュノーケル）を設ける
ことは禁止される。
5.4.5 ）燃料タンクの給油口、通気口およびブリーザーは、事故の際に破損しやすいような場所を避けて
取り付けられなくてはならない。
5.4.6 ）燃料タンクと外気とを結ぶブリーザーパイプは走行時に液体の漏れがないように設計されていなけ
ればならず、その排気口はコクピットの開口部より 250mm 以上離れていなくてはならない。
5.4.7 ）燃料タンク内と外気を連結しているすべての通気口またはブリーザーパイプは車体の外側に開口
していなければならず、逆流防止バルブを備え、車両が転倒したとき、または燃料補給中に燃料の漏出
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を防ぐ様に設計されていなくてはならない。
5.4.8 ）すべての車両には、燃料タンクから車両検査委員により燃料を取り出すことができる自動閉鎖コネク
ターを備えていなければならない。このコネクターはＦＩＡで認可されたタイプのものでなければならな
い。
コネクターの仕様、その装着ダイアグラムはＦＩＡテクニカルリスト№５に従うこと。
5.5 ）燃料補給
5.5.1 ）レース中のすべての燃料補給は、第３章 10.3.2）
「燃料補給タンク」に従った装置を使用しなけれ
ばならない。
5.5.2 ）レース中の燃料補給ホースには、車両に装着された基準の給油口と通気口に適合する基準の漏洩防
止カップリングを取り付けなければならない。
5.5.3 ）燃料補給を開始する前に、車両および給油装置は地面に電気的にアースされていなければならない。
5.5.4 ）補給タンクからカップリングまでの補給装置のすべての金属部分も同様にアースされていなければ
ならない。
5.5.5 ）大気温度より摂氏 10℃以上低い温度で燃料を車両へ搭載することは禁止される。
5.5.6 ）‐燃料の温度を大気温度より下げるための特別な装置の使用は、車載の如何を問わず禁止される。
‐車載の燃料供給配管系統に、燃料の温度を下げるための冷却装置を設けることができるが、その
冷却は外気の自然流による空冷式に限定される。
第 6 条 オイルとウォーターシステム
6.1 ）オイルタンクの位置
オイル貯蔵するすべてのタンクは、
車両を縦方向に見てフロントホイール軸とギアボックスケーシン
グの最後部との間に設置されなければならず、サバイバルセル両端（横方向）より外に位置してはなら
ない。
6.2 ）オイルシステムの縦方向の位置
オイルを収容する車両のすべての部分は、
リアコンプリートホイールの後方に設けられてはならない。
6.3 ）キャッチタンク
オープン方式のサンプブリーザーを含む潤滑系統の車両では、このブリーザーは、最少容積３Ｌのキ
ャッチタンク内に排出しなければならない。
6.4 ）オイルシステムの横方向の位置
オイルを収容するすべての部分は、車両の縦方向の中心線から 700mm 以上離れてはならない。
6.5 ）オイルおよび水の配管
6.5.1 ）水または潤滑油を収容する配管は、コクピットを通過してはならない。
6.5.2 ）すべての配管は、いかなる漏れが生じても、コクピット内に液が滞留しないように取り付けられて
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いなければならない。
6.5.3 ）油圧液配管の取り外し可能なコネクターは、コクピット内にあってはならない。
6.5.4 ）すべての潤滑油の配管は作動温度 135℃で 4.1MPa（41bar）の最低破裂圧力を有していなければな
らない。
6.5.5 ）急激な圧力変化を受けることのないすべての油圧液配管は、重力による負圧を利用する配管を除き、
スチール製コネクターを使用したときの最大作動温度は 204℃、アルミニウム製コネクターを使用した
ときは 135℃で、各々が最低破裂圧力 40.8MPa（408bar）を有していなければならない。
6.5.6 ）
急激な圧力変化のかかる油圧液の配管はすべて最大作動温度204℃で最低破裂圧力81.6MPa
（816bar）
を有さなければならない。
第 7 条 電気系統
7.1 ）エンジン始動補助装置
グリッド、ピットエリアにおいてエンジンを始動させるために、補助的な装置を一時的に車両に接続
して使用することができる。
7.2 ）データ集計装置
7.2.1 ）競技参加者は、競技の行われている全ての期間中、次のデータを集計しなければならない。
‐エンジン回転数
‐車両速度
‐変速ギア位置
7.2.2 ）7.2.1）の集計データをダウンロードできるようなコネクターを車体に設けなければならない。コ
ネクター仕様、コネクター位置、ダウンロードデータの情報はＪＡＦから入手できる。
7.2.3 ）全てのプラクティスセッションの途中および終了後ならびにレース終了後、7.2.1）で規定する集
計データが競技会技術委員によりダウンロードされる。また、競技会技術委員より集計データ（他の
全ての集計データを含む）の提出を求められた場合、競技参加者はこれを提出しなければならない。
7.3 ）ドライバー無線
無線装置は音声による通信のみ許される。
第 8 条 伝達装置
8.1 ）四輪駆動
四輪駆動車両は禁止される。
8.2 ）ディファレンシャル
ディファレンシャルの機構は機械式に限定される。
8.3 ）前進ギア
すべての車両は６段より多い前進ギアを有してはならない。
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8.4 ）後退ギア
すべての車両は競技期間中のいかなる場合においても、ドライバーが通常にコクピットに着座しエ
ンジンを作動した状態で選択し、使用できる後退ギアを装備していなくてはならない。
8.5 ）トラクションコントロール
トラクションコントロール機構の使用は禁止される。
8.6 ）車両速度リミッター
車両速度リミッターを作動させた時、天候にかかわらず常にリアライトが点滅すること。点滅の周波
数は、１Hz～２Hz を目処とし、車両が停止状態であっても、操作スイッチを起動した時には点滅する
こと。
第 9 条 サスペンションとステアリング
9.1 ）アクティブサスペンション
アクティブサスペンションの使用は禁止される。
9.2 ）クロームメッキ
鋼鉄サスペンションのクロームメッキは禁止される。
9.3 ）懸架・サスペンション
車両は懸架・サスペンションを装備しなければならない。
9.4 ）サスペンション部材
9.4.1 ）すべてのサスペンション部材は均質の金属材で造られていなくてはならない。
9.4.2 ）側部に衝撃を受けたときにサスペンション部分がサバイバルセルに侵入するのを防ぐため、２つの
インボードマウンティングの付いたすべてのフロントサスペンションコンポーネントの各部材が、
１つ
のリンクによりサバイバルセルにできるだけ近づけて接合されなければならない。
このリンクは最小直
径が 10mm の円形でなければならず、
すべてのスリップジョイントが、
ボルト締めまたはピン留めされ、
その径間の中心に位置しなければならない。
9.4.3 ）各サスペンション構成部品の個々の部材は、断面の縦横比（9.4.6）で規定するホイールテザーを
保護する目的のため、単独で使用されている非構造のシュラウドを含む）が 3.5：１以下で、しかも断
面の主軸に対して対称でなければならない。ただし、すべてのサスペンション構成部品は、内側および
外側アタッチメントに隣接しており、
関連する部材のアタッチメント間の合計距離に対して占める割合
が 25％以下であれば、断面の縦横比が 3.5：１を超えても、また、対称でなくてもよい。
測定はすべて、
関連する部材の内側アタッチメントと外側アタッチメントの間に引いた直線に対して
垂直に行うものとする。
9.4.4 ）すべてのサスペンション部材の断面の主軸は、車両の中心線に平行に測定したときに、基準面に対
して５°を超える角度（±迎角）がついていてはならない。
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9.4.5 ）サスペンション部材の非構造部分は車体とみなす。
9.4.6 ）車両との結合を保つすべてのサスペンション連結部が破損した際にホイールが車両から外れるの

を防ぐのを助けるために、車両の主要構造体と各ホイール／アップライトアッセンブリを、断面積が
110mm2 を上回る柔軟性のあるケーブルで連結しなければならない。それらのケーブルおよび取り付け部
も、事故が発生した際にホイールがドライバーの頭部に当たることがないように設計しなければならな
い。
各ケーブルの長さは、
サスペンションの正常な動作を妨げないために必要な長さを超えてはならない。

各ケーブルには、以下のそれぞれ別個の取り付け部を有していなければならない。
‐70kN の最低引っ張り強度に耐え得ること。
‐最小内径 15mm のケーブル端部の取り付け具に適合できること。
各ホイールにはＦＩＡ試験手順 03/07 にて試験を受けた際の性能に応じ、１本あるいは２本のケー
ブルを取り付けることができる。取り付けケーブルが１本の場合、それは試験手順 03/07 の 3.1.1 の
要件を超えるものでなければならず、２本の場合は、それぞれ 3.1.2 の要件を超えるものでなければ
ならない。
各ケーブルは、長さが最低 450mm で、7.5mm を上回るテザー曲がり角半径となる端部取り付け具を使
用しなければならない。
9.5 ）ステアリング
9.5.1 ）ステアリングはドライバーとホイールの間を機械的に連結するように構成されていなくてはならな
い。
9.5.2 ）四輪操舵は禁止される。
9.5.3 ）ステアリングホイール、ステアリングコラムおよびステアリングラックアッセンブリーは、衝突試
験に合格しなければならない。試験手順の詳細は 15.5）で説明される。
9.5.4 ）衝突試験に合格したステアリングホイール、ステアリングコラム、ステアリングラックアッセン
ブリーおよびクイックリリース機構、ステアリングメカニズムを変更、改造してはならない。
第 10 条 制動装置
10.1 ）分離回路
すべての車両は、
少なくとも２系統の同一ペダルによって操作される回路を有するブレーキを装備し
なければならない。このブレーキは１つの回路に漏れ、もしくは欠陥が生じた場合でもペダルは少なく
とも２つのホイールを制御できなければならない。システムは、ブレーキの１つの回路に欠陥が生じた
場合でもペダルがもう１つの回路でブレーキを制御できるよう設計されていなければならない。
ペダルによって操作されるブレーキ回路に、ブレーキペダル以外の操作で作用する機能、効果を設け
ることは、その手段（機械、電気、油圧、空気圧、およびその複合）にかかわらず禁止される。
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10.2 ）ブレーキディスク
すべてのブレーキディスクが新品時点でフロントについては最低 28.0mm、リアについては最低
25.0mm の厚さを有すること。
10.3 ）ブレーキキャリパー
10.3.1 ）すべてのブレーキキャリパーは、同質の金属材で造られていなくてはならない。
10.3.2 ）各ホイールに装着されるブレーキキャリパー・ピストンの数は４つまでとする。
10.4 ）エアダクト
フロントおよびリアのブレーキ周辺のエアダクトは、制動装置の一部分と見なされ下記を超えては
ならない。
‐ホイールの水平中心線上 160mm の位置にあって、地面と平行な面。
‐ホイールの水平中心線下 160mm の位置にあって、地面と平行な面。
‐前部リムの内側面に平行に車両の中心線に向かって 120mm 移動した面。
‐車両の側面から見た時、前方についてはタイヤの外縁、後方についてはホイールリムの外縁。

‐すべての計測はホイールを水平面に対し垂直位置に保ったままで行われなければならない。
10.5 ）液体冷却
ブレーキの液体冷却は禁止される。
10.6 ）ブレーキ圧の調整
アンチロックブレーキおよびパワーブレーキは禁止される。
第 11 条 ホイールとタイヤ
11.1）位 置
後部空力装置を取り外した車両を平面に見た場合、
ホイールは車体の外側に位置していなければなら
ない。
11.2 ）寸 法
11.2.1 ）コンプリートホイールの最大幅：18.0 インチ
コンプリートホイールの最大直径：26.5 インチ
ホイール本体の直径：13.0 インチ
11.2.2 ）これらの測定は車軸の高さで水平に行われる。
11.3 ）ホイールの材質
すべてのホイールは均質の金属材で造られていなくてはならない。
11.4 ）ホイールの数
ホイールの数は４本に限定される。
11.5 ）ホイールの付属品
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ホイールの付属品は 11.2）に規定される最大幅を超えること無く、ボルト等で堅固に固定されるこ

とを条件に設置することが許され、材質は均質の金属材とする。
なお、ホイールと一体構造でないホイールカバーは、ホイールの付属品とみなされる。
第 12 条 コクピット
12.1 ）コクピット開口部
12.1.1 ）コクピット開口部の寸法が適切であることを確認するため、第 13-2 図に示される型板が、サバイ
バルセルおよび車体に挿入されるものとする。
この試験を行うときは、ステアリングホイール、ステアリングコラム、シート、および 13.6.1）～
13.6.6）で必要とされるすべてのパッド（取り付け具を含む）は外してもよいが、次の条件が満たされ
ていなければならない。
‐型板は水平に保持し、
その下端が基準面から高さ 525mm の位置になるまで車両上方から垂直に下降さ
せること。
‐第 13-2 図に基づき、d-e 線上にある型板の縁端部は第 13-5 図の A-A 線より 1800mm 以上後ろに位置
すること。
コクピット入口の型板による測定もすべて（12.1.3）
、14.2.1）
、14.4.4）
、14.5.4）
、15.3）
、および
17.4）に示される場合）
、型板がこの位置に保持されている間に実施するものとする。
12.1.2 ）コクピット開口部最前端は、サバイバルセルの構造または一部分であったとしてもステアリング
ホイールの少なくとも 50mm 前方になくてはならない。
12.1.3 ）ドライバーは、ドアを開けたりステアリングホイール以外の部品を取り外さなくても乗降できな
ければならない。ドライバーは通常に着座すると進行方向に直面する様になっていなければならない。
また、
ドライバーのヘルメットの最後部がコクピット入口の型板の後端より 125mm 以上前になってはな
らない。
12.1.4 ）ドライバーは、すべての安全ベルトを締め、運転に必要な装備をつけ、通常に着座した状態から、
ステアリングホイールを取り外して、５秒以内で車両から脱出できなければならない。その後、ステア
リングホイールを取り付けることが、合計 10 秒以内でできなければならない。
ステアリングホイールが取り付けられた後は、操舵制御が維持されなければならない。
12.2 ）ステアリングホイール
12.2.1 ）ステアリングホイールはクイックリリースシステムを備えていなくてはならない。その方式は、
ステアリングホイールの後方のステアリングコラム上に設置された同心円状のフランジを引く方法に
よるものでなければならない。
12.2.2 ）ステアリングホイール（衝突試験に合格したステアリングホイールを除く）に切れ目があっては
ならず、連続的に繋がって構成されていなければならない。
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スイッチなどを装着する場合、それらが突起した形状（トグルスイッチの操作レバー等）であっては
ならない。
衝突試験に合格したステアリングホイールを改造、
加工することなく装着されたスイッチ、
メーター、
その他いずれの部品であっても、
ドライバーと対面するステアリングホイールリム全体で形成される平
面よりドライバーに近いところに位置してはならない。
12.3 ）内部断面
12.3.1 ）第 13-3 図に示す外部型板を、コクピットに挿入し、作動していない状態の最後部ペダルの正面か
ら 100mm 後方の地点まで垂直に通すことができるような垂直断面積がコクピット全体に確保されてい
なければならない。
この部分に侵入してもよいのは、ステアリングホイールおよび 13.6.7 ）で要求されるパッドのみで
ある。
12.3.2 ）第 13-3 図に示す内部型板を、コクピットに挿入し、作動していない状態の最後部ペダルの正面か
ら 100mm 後方の地点まで垂直に通すことができるような垂直断面積がコクピット全体に確保されてい
なければならない。
この部分に侵入してもよいのは、ステアリングホイールのみである。
12.3.3 ）安全ベルトを締め、ステアリングホイールを外した状態で、通常に着座したドライバーが両足を
同時に持ち上げられるようになっていなければならず、その際ドライバーの膝は、ステアリングホイー
ルの面を後方に向かって通過できなければならない。
この動作は車両のいかなる部分によっても妨げら
れてはならない。
12.4 ）ドライバーの足の位置
12.4.1 ）サバイバルセルは、燃料タンクの後方から、作動していない状態のペダルに載せているドライバ
ーの足より少なくとも 300mm 前方の地点まで延びていなければならない。
12.4.2 ）通常に着座し、作動していないペダルに載せたドライバーの足の裏は、フロントホイールの中心
線より前方にあってはならない。
第 13 条 安全装置
13.1 ）消火装置
13.1.1 ）すべての車両はコクピットとエンジンコンパートメントに散布される消火装置を備えなければな
らない。
13.1.2 ）ＦＩＡに特別に認可されたあらゆる AFFF、およびＦＩＡテクニカルリスト No.16 に記載された消
火システムの使用が許される。
13.1.3 ）消火剤の量は使用する AFFF の種類により変わってよい。種類別の最低容量はＦＩＡテクニカルリ
スト No.6 に従うこと。
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13.1.4 ）作動の際、10 秒以上 30 秒以内にわたって、消火装置は内容量の 95％を一定の圧力で放出しなけ
ればならない。
消火剤を収容した複数のコンテナが取り付けられていた場合は、
それらは同時に放出されなければな
らない。
13.1.5 ）各圧力容器には、圧力をチェックする機能が備わっていなければならない。これは、使用する AFFF
の種類により変わってよい。ＦＩＡテクニカルリスト No.6 に従うこと。
13.1.6 ）下記の情報が、消火剤が入っている各コンテナに記載されていなければならない。
ａ）消火剤の種類
ｂ）消火剤の重量または容量
ｃ）容器の日付が検査されなければならず、消火剤を充填した日付から２年を過ぎて使用してはならな
い。
13.1.7 ）消火装置のすべての部品はサバイバルセル内に置かれなければならず、すべての消火装置は耐火
性でなければならない。いかなる場合でも、容器の取り付けは減速度 25Ｇに耐え得るものでなければ
ならない。
13.1.8 ）車両の電気回路に故障が生じた場合に、消火装置全体を作動させることができるならば、放出起
動装置自体に動力源を有することが許される。
ドライバーが安全ベルトを装着し、ステアリングホイールをつけ運転席に着座した状態で、消火装置
の起動ができなければならない。
さらに、外部起動装置はサーキットブレーカースイッチに組み合わされていること。これは、最低直
径 50mm の赤く縁取られた白色の円形内に赤で“Ｅ”の文字を描いたマークで表示されなければならな
い。
13.1.9 ）装置はどのような状態であっても、たとえ車両が転倒した場合でも作動しなければならない。
13.1.10 ）消火ノズルは使用する消火剤に適したものを用い、ドライバーに直接向けられないよう取り付け
られていなくてはならない。
13.2 ）マスタースイッチ
13.2.1 ）ドライバーが、安全ベルトを装着し、ステアリングホイールをつけ運転席に着座した状態で操作
できる放電防止つきサーキットブレーカースイッチによって、点火装置、すべての燃料ポンプおよびリ
アライトへのすべての電気回路を遮断することができなければならない。
このスイッチはダッシュボード上に設けなくてはならず、
白い縁取りをした青の三角形の中に赤のス
パークを描いた標識で表示されていなくてはならない。
13.2.2 ）離れた場所からフックにより操作されることができ、水平ハンドルを持つ外部スイッチを設けな
くてはならない。
このスイッチは右側の主要ロールオーバー構造体の基部に設けられていなくてはなら
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ない。白い縁取りをした青の三角形の中に、赤いスパークを描いた 50mm 以上の大きさのマークではっ
きりと表示されていなくてはならない。
13.3 ）後方視界用ミラー
13.3.1 ）すべての車両には、ドライバーが後方および車両の両側を見ることができるよう、車両の両側に
各々１つ以上のミラーを装備しなければならない。
13.3.2 ）各ミラーの反射面の最小幅は 150mm で、少なくともそれが縦 50mm にわたり維持されていなくては
ならず、各コーナーの半径は 10mm を超えてはならない。
13.3.3 ）反射面のいかなる部分も車両の中心線から 250mm 以内にあってはならず、かつコクピット入口の
型板の後部から 750mm を超える位置にあってはならない。
13.3.4 ）ドライバーは、下記の指示に従った方法によって、車両の後ろに据えられたボード上に、任意に
表示される高さ 150mm 幅 100mm の文字や数字の識別を要求されるものとする。
高さ：地表から 400mm 以上 1,000mm 以下
幅 ：車両の中心線のいずれかの側で 2,000mm
位置：車両のリア車軸から 10m 後方
13.4 ）安全ベルト
２本の肩部ストラップ、１本の腰部ストラップ、および２本の脚部ストラップの装着が義務付けられ
る。これらのストラップは、車両に確実に固定され、ＦＩＡ基準 8853/98 に合致していなければならな
い。
13.5 ）リアライト
すべての車両には競技会中作動する赤色灯を装備しなければならない。
この赤色灯は；
‐ＦＩＡが特定したモデルであること。
‐車両の中心線に対し 90°の角度で後方に向けられていること。
‐後方から明確に認知できること。
‐車両の中心線から 100mm 以内に設置されていなければならない。
‐基準面より上方 300mm～375mm の位置に取り付けること。
‐リアホイール中心線からレンズ表面までを基準面に平行に計測するときに、
リアホイール中心線より
450mm 以上後ろに位置すること。
‐車両に正常に着座したドライバーによって点灯できるものでなくてはならない。

‐点灯させたとき、１Hz～２Hz（この間で任意の周波数）で常時点滅すること。
上記３つの測定はリアライト後面の中心で行われるものとする。
13.6 ）ヘッドレストおよび頭部の保護
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13.6.1 ）すべての車両には、ドライバーの頭部を保護するため下記の条件を満たすパッドを３箇所に装備
しなければならない。
‐１つのパーツとして取り外せるように配置させること。
‐ドライバーの頭部後方の水平な２つの留め具を用いて、はっきりとわかり、また工具を使わなくても
簡単に取り外しができる、前面角部の２つの固定具により置かれること。
前面各部の２つの固定具は、黄色による識別、あるいは矢印によりその所在が明確に表示されている
こと。
‐ＦＩＡが指定した材質 CONFOR form CF45(Blue)で造られていること。
‐適切な熱硬化性樹脂を使用する 60-240gsm の材質でできているカバーが付いていること。
‐事故による衝撃がドライバーの頭部に加わったときに、
ドライバーのヘルメットが最初に接触する場
所であること。
13.6.2 ）ドライバーの頭部を保護するパッドの１つはドライバーの後側に取り付けられ、少なくとも
40,000mm2 以上の領域にわたりその厚さが 75mm～90mm でなければならない。

ドライバーの快適性のみを目的として必要であれば、厚みが 10mm 以下の追加パッドをこのヘッドレ
ストに取り付けることが出来るが、13.6.1）で指定するパッドと同様の素材でできていることを条件
とする。
13.6.3 ）ドライバーの頭部を保護するもう２つのパッドは、ドライバーのヘルメットのちょうど両側に取
り付けなければならない。これらのパッドの上面は、その全長にわたり少なくともサバイバルセルと同
じ高さでなければならない。
各パッドは少なくとも 25,000mm2 の領域にわたり厚さ 75mm～90mm でなければならないが、上部内側
の端部には半径 10mm の丸みがあってもよい。これらの面積を計算するときは、厚さが 75mm を超える部
分や、
ドライバーが通常に着座した状態でヘルメットの最前部と後部パッドの前面との間に位置する部
分もすべて考慮するものとする（第 13-4 図の領域Ｂ）
。厚さは車両の中心線に対して垂直に測定するこ
と。
13.6.4 ）両側のパッドの前方、コクピットリムの両側にもパッドが取り付けられなければならない。これ
は、
斜め前方の衝撃を受けた場合にもドライバーの頭部を十分に保護できることを目的とするものであ
る。したがって、このパッドも他の３箇所のパッドと同じ材質でできていなければならない。
この場合、次の条件を満たさなければならない。
‐車両の中心線に対して対称に、かつ両側のパッドに続けて取り付けること。
‐全長にわたりその上面が少なくともサバイバルセルと同じ高さになること。
‐上部内側の端部は半径 10mm 以内の丸みをおびていること。
‐この２つのパッド間の距離が 360mm 以上となるような位置にあること。
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‐ドライバーの乗り心地の良さを損なわない範囲でできる限り実用的とすること。
13.6.5 ）上記のパッドはいずれも、事故発生時にドライバーの頭部が押し付けられるあらゆる方向を想定
し、万一フォームが完全に圧縮される部分があっても、ヘルメットが車両の構造部分に触れることがな
いように取り付けなければならない。
さらに、レスキュークルーのことを考え、上記のパッドはすべてＦＩＡ承認のシステムにより取り付
けなければならない。取り外し方法も明確にしておかなければならない。
13.6.6 ）ドライバーが通常に着座した状態で、車両の上から直接見たときに、上記のいずれかのパッドに
よってドライバーのヘルメットが見えなくなる部分があってはならない。
13.6.7 ）事故時の足のけがを最小限に抑えるため、ドライバーの足の両側や上にもパッドを取り付けなけ
ればならない。
これらの場所に取り付けるパッドは、次の条件を満たしていなければならない。
‐ＦＩＡが指定した材質 CONFOR form CF42(Pink)で造られていること。
‐全領域にわたり厚さが 25mm 以上であること。
‐第２ロール構造体試験を実行する地点の中心から後方 50mm の地点と、
第 13-4 図に示す作動していな
い状態の最後部ペダルの正面から 100mm 後方の地点までの間に位置する領域であること。
‐第 13-3 図の A-A 線より上の領域であること。
13.7 ）シートの取り付けおよび取り外し
13.7.1 ）事故によりドライバーが怪我をした場合に、座席ごと車両から救出できるようにするため、車両
にシートを取り付けるときはボルトを３本以上使用しないものとする。ボルトを使用する場合は、次の
指示に従わなければならない。
‐レスキュークルーがすぐにわかり、簡単に取り外せるようにすること。
‐垂直に取り付けること。
‐すべてのレスキュークルーに配付されている全チームに共通の工具で取り外しが可能であること。
‐ボルトは、黄色による識別、あるいは矢印によりその所在が明確に表示されていること。
13.7.2 ）シートには、ドライバーを安全に固定するためのベルトを取り付けることができ、ネックサポー
トの取り付けが可能なベルトガイドが装備されていなければならない。
‐ＦＩＡレスキューパック内に装備されている頭部安定化装置の受け側スロットの入口断面は、
黄色に
よる識別、あるいは矢印によりその所在が明確に表示されていること。
13.7.3 ）シートは、シートベルトのどの部分をも切断したりすることなく、取り外せなければならない。
上述の工具、ベルトガイドおよびネックサポートに関する詳細は、ＪＡＦより入手できる。
13.8 ）ドライバーが着用するヘッドおよびネックサポート
13.8.1 ）ＦＩＡテクニカルリスト No.29 に従ったものであること。
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13.8.2 ）ドライバーが通常に着座した状態において、いかなる車両の構造部分からも 25mm 未満であっては
ならない。
第 14 条 車両の構造
14.1 ）材 質
14.1.1 ）厚さ３mm に満たないマグネシウムシートの使用は禁止される。
14.1.2 ）
複合構造内におけるすべての繊維性強化材質の破損に至る歪みが 1.5％以下であってはならない。
14.1.3 ）サバイバルセルまたはノーズボックスの一切の修理は、製造者によって認可された修理工場で、
製造者の仕様書に従って行われなければならない。
14.1.4 ）テクニカルパスポートが完全に整うまでは、車両は別の競技で使用されてはならない。
14.2 ）ロール構造
14.2.1 ）すべての車両は、車両が転倒した場合にドライバーを防護する２つのロール構造体を備えなけれ
ばならない。
主要構造体は、コクピット入口の型板の後方 30mm の地点で、基準面の少なくとも 940mm 上方に位置
していなければならない。
第２構造体は、ステアリングホイールの前方で、いかなる地点においても、ステアリングホイールリ
ムの上端の前方 250mm 以内に位置していなければならない。
２つのロール構造体は、
ドライバーのヘルメットとステアリングホイールがそれぞれ常に構造体の最
上端を結ぶ線の少なくとも 70mm および 50mm 下に来るように、十分な高さがなければならない。
14.2.2 ）主要構造体は、16.2）に説明されている静荷重試験に合格しなければならない。
さらに、車両製造者は、縦部材を前方向に適用した場合と同じ荷重に耐えられることを明確に示す計
算結果を提供しなければならない。
14.2.3 ）第２構造体は、16.3）に説明されている静荷重試験に合格しなければならない。
14.2.4 ）
両ロール構造体は、
それらの最上端の50mm 下にある水平面を交差する垂直投影面で、
最小10,000mm2
の構造断面積を有していなければならない。
14.3 ）ドライバーの後部の構造体
サバイバルセルの部品は、ドライバーのすぐ背部にあり、コクピットを燃料タンクから隔離し、車両
の中心線から 150mm を超えない位置に取り付けられるが、
第 13-2 図に示す a-b-c-d-e 線より前方にあってはならない。
14.4 ）サバイバルセルの仕様
14.4.1 ）サバイバルセルはドライバー用に少なくとも 12.1）に規定する開口部を有していなければならな
い。サバイバルセルの他のすべての開口部は、機械構成要素を通す必要最小限の大きさでなければなら
ない。
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14.4.2 ）サバイバルセルの前には１つの衝撃吸収構造体を備えなければならない。この構造体はサバイバ
ルセルの一体構造である必要はないが、
サバイバルセルにしっかりと取り付けられていなければならな
い。
さらに、最先端から 50mm 後方の地点の水平投影面上で、最低でも 9,000mm2 の外部断面積を有してい
なければならない。
14.4.3 ）第 13-5 図について
コクピットの開口部の内部に対して直角に計測されるとき、B-B 線と C-C 線との間にあるサバイバル
セルの外部幅は、450mm 以上でなければならず、各側面が少なくとも 60mm コクピット開口部の幅より
大きくなければならない。これらの最小寸法は、高さにおいて少なくとも 350mm 以上が維持されていな
ければならない。
サバイバルセルの幅は、B-B 線の前方で先細りになることが許される。その場合、A-A 線で最小 300mm
となるまで線形率で逓減されなければならない。
A-A 線と B-B 線間のサバイバルセルの幅は、a-b の２本の線によって定義される幅よりも大きくなけ
ればならない。この最小幅は車両の中心線で対称をなし、B-B 線で少なくとも高さ 400mm 以上を維持し
ていなければならず、A-A 線で 275mm となるまで線形率で逓減されなければならない。サバイバルセル
の最小外部断面積を調べる場合は、B-B 線で半径 50mm および A-A 線で 25mm となるまで線形率で逓減さ
れなければならない。
A-A 線と B-B 線間のサバイバルセルの最低高は、当該部分の水平方向の中心線で必ずしも対称をなし
ている必要はないが、その幅全体に渡って維持されていなくてはならない。
B-B 線と C-C 線間のサバイバルセルの最低高は 550mm とする。
14.4.4 ）12.1.1）で説明されている試験を実施し、型板をその下端が基準面の上方に高さ 525mm の位置に
なるように設置したとき、サバイバルセルは、車両のどちら側から見てもどの部分も見えないような形
状でなければならない。
ドライバーのヘルメットの両側それぞれに位置するサバイバルセルの部品は、550mm 以上離れていて
はならない。また、側方の視界を良好に維持するために、ドライバーが通常に着席し、安全ベルトを締
めた状態で正面を向いた時、ドライバーの目は、サバイバルセルの側面より上に位置していなければな
らない。
14.4.5 ）側面からの衝撃を受けた際にドライバーを保護する性能を高めるために、サバイバルセルの側部
を想定した均一構造の平らな試験パネルを設計および構築し、
これを強度試験に合格させなければなら
ない。試験手順は 17.6）において説明される。
第 13-5 図に基づき、局部補強材とインサートのいずれかあるいは両方を除くサバイバルセルの部品
で、
14.4.3）
に示す最小幅と同じかそれより幅の広い部品はすべて
（丸みをおびている部分も含まれる）
、
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17.6）において試験を実施されるパネルと同じ仕様で造られなければならない。さらに、次の領域を覆
っていなければならない。
‐A-A 線のところで、少なくとも 250mm の高さより開始され、
‐B-B 線のところで、少なくとも高さが 400mm となるまで線形率で逓減し、さらにその高さでサバイバ
ルセルの後部にまで維持され、
‐B-B 線とサバイバルセルの後部との間では基準面上 100mm 以上の領域。
14.4.6 ）どのサバイバルセルも競技会技術委員によって容易に識別できるようにするために、製造される
全てのサバイバルセルには、いかなる時でも検証が可能となるＦＩＡが承認した自動計測装置（トラン
スポンダー）を恒久的に組み込まなくてはならない。
14.5 ）サバイバルセルの安全要件
14.5.1 ）サバイバルセルおよび前部衝撃吸収構造体は、車両の中心線に対して直角に固定された垂直障壁
への衝突試験に合格しなければならない。試験手順は 15.2）において説明される。
14.5.2 ）サバイバルセルのどちら側でも、前部ロール構造体と後部ロール構造体の間には衝撃吸収構造体
を取り付けなければならない。衝撃吸収構造体は各ロール構造体にしっかりと固定すること。衝撃吸収
構造体の目的は、側面からの衝撃を受けた際にドライバーを保護することにある。ドライバーの着座位
置付近で側面強度試験を実行し、その目的が確実に果たされることを確認しなければならない。試験手
順は、17.2.2）において説明される。
サバイバルセルとこれらの衝撃吸収構造体の１つを、
衝突試験に合格するように設計しなければなら
ない。衝突試験の手順は、15.3）において説明される。これらの衝撃吸収構造体が車両の中心線に対し
て対称となるように設計されていない、または取り付けられていない場合は、それぞれの衝撃吸収構

造体が衝突試験に合格するように設計しなければならない。
14.5.3 ）衝撃吸収構造体１つを、その最後端面領域の中心が基準面上方 300mm（±5mm）で、その最後部が
リアホイール中心線の後方 575mm 以上の位置にあり、かつ車両の中心線に対して対称となるように、
ギアボックスの後方に取り付けなければならない。
さらに、衝撃吸収構造体の最後端面は、幅 100mm 以上の長方形で、この幅は少なくとも 130mm の高

さにわたって維持されなければならず、最後端面からリアホイール中心線の間では、これら領域の寸
法を減少させてはならない。
また、車両の下から見える衝撃吸収構造体あるいはギアボックスのいかなる部分も最後端面の下端
より高い位置にあってはならない。
衝撃吸収構造体の各角部には半径 10mm 以下の丸みをつけることが出来る。
この衝撃構造体は衝突試験に合格するように設計され、
使用時に想定される温度の影響をあまり受け
ない材質で構成されなければならない。試験手順は 15.4）において説明される。
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14.5.4 ）サバイバルセルは、下記の５種類の静荷重試験をそれぞれ受けなければならない。
１）燃料タンクの中心を通過する垂直面に対する試験
２）内部の取り付け具を中心に旋回したときに、最前部のフロントホイールテザーの外端がサバイバル
セルと接触する最後部の地点を通過する垂直面に対する試験
３）コクピット入口の型板の後端の前方 375mm の位置の垂直面に対する試験
４）燃料タンクの底部に対する試験
５）コクピットの開口部の両側に対する試験
試験手順は 17.2）～17.4）において説明される。
14.5.5）前部衝撃吸収構造体のサバイバルセルへの取り付け部に対する試験として、静側面荷重試験が行わ
れなければならない。試験手順は 17.5）において説明される。
第 15 条 衝突試験
15.1 ）すべての衝突試験に適用される条件

15.1.1 ）すべての試験は、ＦＩＡ試験手順 01/00 に従って、ＦＩＡ テクニカルデリゲートの立ち会いの
もと、ＦＩＡテクニカルデリゲートが承認した測定機器を使って実行されなければならない。

15.1.2 ）試験を受けた構造体に大規模な改造が施された場合には、再試験を実施しそれに合格しなければ
ならない。
15.1.3 ）基準のサバイバルセルは衝突試験実施前に、14.2）
、14.5.4）
、14.5.5）に記載されるすべての静
荷重試験に合格しなければならない。
15.2 ）前部の試験
試験の結果に影響を及ぼす可能性のある材質でできたすべての部品は、試験構造体に取り付けられ
なければならない。エンジン取り付け点で台車に確実に固定するものとするが、これにより衝撃強度が
増すことがないように取り付けられる。
燃料タンクは水で満たされた上、取り付けられなければならない。
最低 75kg の重量のダミーが、13.4）で説明されている安全ベルトを締めた状態で取り付けられなけ
ればならない。ただし、安全ベルトを外した状態では、ダミーはコクピット内で前方向に自由に移動で
きるようにしておかなくてはならない。
13.1）に定められる消火装置も取り付けられていなければならない。
この試験の目的上、台車と試供構造体の総重量は 780kg とし、衝撃速度は 15.0m/s とする。

試験構造体の抵抗は、衝撃を受けている間は、以下の通りでなければならない。
‐最初の 150mm の変形を起こす間の平均減速度は 10Ｇを超えないこと。
‐台車の平均減速度は 40Ｇを超えないこと。

‐最初の 60kJ のエナジー吸収を起こすピーク減速度は 20Ｇを超えない。
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‐ダミーの胸部に与えられる減速ピークが累積３ms を超える間 60Ｇを超えないこと。
さらに、サバイバルセル、安全ベルトまたは消火装置の取り付け部に、何ら損傷があってはならな
い。
この試験は、17.2）～17.4）で説明されている試験を受けるサバイバルセルと、17.5）に説明され
ている試験を受けるものと同一の前部衝撃吸収構造体に対して、実行されなければならない。
15.3 ）側面の試験
試験の結果に影響を及ぼす可能性の大きい部品はすべて、
地面にしっかりと固定された試供構造体に
取り付け、重量 780kg の固形物質を 10m/s の速度でそれに投射することとする。
試験に使用する物体は次の条件を満たさなければならない。
‐ＦＩＡ指定のインパクターアセンブリをＦＩＡの指示通りに取り付けること。
‐コクピット開口部の型板の後端の前方 500mm の地点および基準面から高さ 300mm（±25mm）の位置で
構造体に中心部分が当るような配置にすること。
試験中、衝突させる物体がいかなる軸においても回転することは許されないが、試験対象となる部品
の衝撃抵抗を強化することがなければ、サバイバルセルを支えることは許される。衝撃の軸は車両の
中心線に対して垂直、地面に対して平行でなければならない。

試験構造体の抵抗は、衝撃を受けている間は、以下の通りでなければならない。
‐衝撃の方向で測定した物体の平均減速度は 20Ｇを超えないこと。
‐４つのインパクターセグメントのいずれか１つに適用する力は累積３ms を超える間 80kN を超えない
こと。
‐４つのインパクターセグメントそれぞれに吸収されるエネルギーは総エネルギー吸収の 15％～35％
の範囲であること。
また、構造的な損傷はすべて衝撃吸収構造体内に収まらなくてはならない。
この試験は、17.2）～17.4）で説明される試験を受けるサバイバルセルで実施するものとする。
15.4 ）後部の試験
エンジンの背面の後方に取り付けられる部品で、
試験の結果に影響を及ぼす可能性の大きい部品はす
べて試供構造体に取り付けられなければならない。構造体にサスペンション部材を取り付ける場合は、
必ず試験用として取り付けなければならない。構造体とギアボックスは地面にしっかりと固定し、重量
780kg の固形物体を 11m/s の速度でそれに投射することとする。
試験に使用する物体は、平らで、寸法が幅 450mm 高さ 550mm でなければならない。すべての端部は半
径 10mm の丸みを帯びていてもよい。この下端部は車両の基準面と同じ高さにし、車両の中心線に対し
て垂直に 90°の角度で構造体に衝突するように配置しなければならない。
試験中、衝突させる物体がいかなる軸においても回転することは許されないが、試験対象となる部品
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の衝撃抵抗を強化することがなければ、衝突構造体を支えることは許される。

試験構造体の抵抗は、衝撃を受けている間は、以下の通りでなければならない。
‐最初の 225mm の変型を起こすピーク減速度は 20Ｇを超えないこと。
‐最大減速度は、累積 15ms を超える間 20Ｇを超えないこと。これは、衝撃方向でのみ測定されるもの
とする。
さらに、構造的な損傷はすべてリアホイール中心線の後方の領域に収まらなくてはならない。

この試験は、17.7）で説明されている試験対象となった後部衝撃吸収構造体について実施されるも
のとする。
15.5 ）ステアリングコラムの試験
9.5.3）で触れられている部品が、試験構造体に取り付けられていなければならない。試験結果に影
響を及ぼす可能性のある材質の部品もまた、取り付けられていなければならない。試験構造体は地面に
固定されていなければならず、８kg の重量の固形物体を７m/s の速度でそれに投射することとする。
この試験に使用される物体は直径 165mm の半球形のものでなければならない。
試験では半球体の中心が、
ステアリングコラムの主要部と同じ軸に沿ったステアリングホイールの中
心で、構造体に衝突しなければならない。
試験中、衝突させる物体がいかなる軸においても回転することは許されないが、試験対象となる部品
の衝撃抵抗を強化することがなければ、試供構造体を支えることは許される。
試供構造体の抵抗は、衝突時に、物体の減速限度が累積３ms 以上で 80Ｇを超えない程度のものでな
ければならない。これは衝突方向でのみ測定されるものとする。
試験後、実際の変形はすべてステアリングコラム内に収まるものとし、ステアリングホイールのクイ
ックリリース機構が正常に機能しなければならない。
第 16 条 ロール構造体の試験
16.1 ）両ロール構造体の試験に適用される条件
16.1.1 ）３mm 厚のゴムを荷重パッドとロール構造体の間に使用することが許される。

16.1.2 ）両方の最高荷重の負荷は３分未満で、10 秒間維持されなければならない。
16.1.3 ）荷重変形は、荷重軸に沿って計測して、50mm 以下でなければならず、構造的欠陥は、垂直に測定
してロールオーバー構造体の頂点より下で 100mm までに制限される。
16.1.4 ）試験を受けた構造体に大規模な改造が施された場合には、改造部分にさらに試験を受けることが
求められる。
16.2 ）主要ロール構造体
横方向の 50kN、縦方向の 60kN（後方方向）
、垂直方向の 90kN に相当する荷重が、荷重軸に垂直に固
定された直径 200mm の平坦な堅いパッドを通して、構造体の頂上部に加えられなければならない。
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この試験の間ロール構造体は、その下部を平面に支えられ、エンジン取り付け部を通じて固定され、
17.2）
に記述された静荷重試験パッドのいずれかにより側面をくさび止めされたサバイバルセルに取り
付けられていなければならない。
16.3 ）第２ロール構造体
垂直方向の 75kN の荷重が、荷重軸に垂直に固定された直径 100mm の平坦な堅いパッドを通して、構
造体の頂上部に加えられなければならない。
試験中、ロール構造体は、平らな水平面に固定されたサバイバルセルに取り付けられなければならな
い。
第 17 条 静荷重試験
17.1 ）すべての静的試験に適用される条件
17.1.1 ）下記のすべての試験は、15.2）で説明されている衝突試験を受けるサバイバルセル上で実施され
なければならない。
17.1.2 ）ＦＩＡあるいはＪＡＦは、製造者によって生産された他のいかなるシャシーに対しても、任意に、
17.2）
、17.3）および 17.4）の静荷重試験を実施することができる。
こうした試験は、当該項目で言及されている荷重の 80％で実施されることとし、試験の間（3.0mm

を超える歪みがある場合）、内部表面にわたる歪みは、当該項目の試験において最大荷重の 80％にて発
生した歪みの 120％を超過してはならない。
17.1.3 ）歪みと変形は、円形の荷重パッドの中心および、長方形のパッドの上部で計測されることとする。
17.1.4 ）すべての最大荷重は３分未満、ボールジョイント継手を介して、パッド部の中心に加えられ、そ
れは最低 30 秒間持続しなければならない。
17.1.5 ）17.2）
、17.3）および 17.4）に説明される試験では、荷重を除いて１分経過してからの塑性変形
は、1.0mm（17.3）では 0.5mm）未満でなければならない。
17.1.6 ）すべての試験は、ＦＩＡテクニカルデリゲートの承認した測定器を使用して実施されなければな
らない。
17.1.7 ）すべての荷重パッドの端部は最大半径３mm の丸みをもたせることができ、３mm 厚のゴムを荷重パ
ッドと試供構造体の間に置くことが許される。
17.1.8 ）試験を受けた構造体に大規模な改造が施された場合には、改造部分に対する再試験を実施しそれ

に合格しなければならない。
17.1.9 ）重量が、15.2）、15.3）に記述されている衝突試験を受けるものから、５％を超えて異なる場合、
さらに前部および側方衝突試験とロール構造体試験が行われなければならない。
17.2 ）サバイバルセルの側面の試験
17.2.1 ）14.5.4）に記述されている試験１では、サバイバルセルの両側面の最も外側に対して、サバイバ
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ルセルの形状に一致する長さ 100mm 高さ 300mm のパッドを、
その下端をサバイバルセルの最下部に合わ
せて、設置しなければならない。
水平横方向の 25.0kN の一定荷重が加えられるとき、サバイバルセルの内部または外部表面に構造的
欠陥が生じてはならない。
17.2.2 ）14.5.4）に記述されている試験２では、サバイバルセルの形状に一致する直径 200mm のパッドを
サバイバルセルの両側の最外側面に対して設置しなければならない。
パッド部の中心が上記の面および、構造体の高さの中間点を通過していなければならない。
水平横方向の 30.0kN の一定荷重が加えられるとき、サバイバルセルの内部または外部表面に構造的
欠陥が生じてはならず、歪みの総計が 15mm を超えてはならない。
17.2.3 ）14.5.4）に記述されている試験３では、サバイバルセルの両側の最外側面に対して、サバイバル
セルの形状に一致する直径 200mm のパッドを設置しなければならない。
パッド部の中心が上記の面およ
び、構造体の高さの中間点を通過していなければならない。
水平横方向の 30.0kN の一定荷重が加えられるとき、サバイバルセルの内部または外部表面に構造的
欠陥が生じてはならず、歪みの総計が 15mm を超えてはならない。
17.3 ）燃料タンクの床部の試験
直径 200mm のパッドが燃料タンク床部の中心に置かれ、垂直上方に 12.5kN の荷重が加えられる。
荷重が加えられている間、
サバイバルのセルの内部または外部表面に構造的欠陥が生じてはならない。
17.4 ）コクピットリムの試験
直径 100mm の２つのパッドを、その上端をコクピット側面の最高点と同じ高さにし、その中心をコク
ピット開口部の型板の後端より 200mm 前方に位置するように、
コクピットリムの両側に取り付けなけれ
ばならない。
水平横方向の 10.0kN の一定荷重が 90°の角度で車両の中心線に加えられる間、サバイバルセルの内
部または外部表面に構造的欠陥が生じてはならず、歪みの総計が 20mm を超えてはならない。
17.5 ）ノーズ部のプッシュオフ試験
試験中は、サバイバルセルは平坦な面に設置され、試験対象となる取り付け部の強度を増すことのな
い方法により、堅固に固定されていなければならない。
フロントホイールの車軸から 550mm 離れた地点で、17.2.1）の横方向の試験で使用されるものと同一
のパッドを使用して、衝撃吸収構造体の片側に水平横方向の 40.0kN の一定荷重を加えることとする。
パッド部の中心は上記の面および、構造体の高さの中間点を通過していなければならない。30 秒間
荷重を加えた後に、構造体または、構造体とサバイバルセルの取り付け部に欠陥が生じていてはならな
い。
17.6 ）側面貫通試験
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17.6.1 ）この試験は、ＦＩＡ試験手順 02/00 に従って、ＦＩＡテクニカルデリゲートの立ち会いのもと、
ＦＩＡテクニカルデリゲートが承認した測定機器を使って実行されなければならない。
17.6.2 ）試験パネルの寸法は 500mm×500mm でなければならない。堅い円錐台を２mm（±１mm）／秒の速
度で、変位が 150mm を超えるまで、この試験パネルの中心に貫通させるものとする。
最初の 100mm の変位が生じている間、荷重は 150kN、エネルギー吸収は 6,000Ｊを超えていなければ
ならない。これらの要件が満たされるまでに、取り付け具や縁が破損してはならない。

17.7 ）後部衝撃吸収構造体プッシュオフ試験
17.7.1 ）試験中は、ギアボックスと後部衝撃吸収構造体は水平な面にしっかりと固定されていなければな
らない。試験対象となる取り付け部の強度を増すことのない方法により、堅固に固定されていなけれ
ばならない。
17.7.2 ）40kN の一定の横向き水平荷重が 17.2.1）のサバイバルセルの側方試験で使用されたものと同じ
パッドを使用し、リアホイール軸から後方 400mm の点で衝撃吸収構造体の片側に加えることとする。
パッド部分の中央は、当該部分の衝撃吸収構造体の高さの中心を通らなければならない。
水平荷重を 30 秒加えた後、衝撃吸収構造体とギアボックスの取り付け部に一切の構造的欠陥が生じ
てはならない。
第 18 条 燃 料
18.1 ）燃 料
供給された燃料には何も加えてはならない。
18.2 ）空 気
燃料に混入することができる酸化剤は空気に限る。
第 19 条 車載テレビカメラ
19.1 ）車載テレビカメラシステム搭載の有無にかかわらず、最低重量（3.1）参照）を満たさなければなら
ない。
19.2 ）車載テレビカメラシステムは、車体寸法規制の対象とはならない。
19.3 ）車両（主要ロール構造体を含む）への取り付けは、指定された場所、治具、方法、寸度に限定され
る。
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第 13－１図：スキッドブロックの寸法

第 13－２図：コクピット入口の型板
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第 13－３図：コクピット横断面型板

第 13－４図：コクピットのパッド

第 13－５図：サバイバルセルの寸法
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