
全日本ラリー選手権は
JAF（日本自動車連盟）が管轄する
日本一速いラリードライバー&
コ・ドライバーを決める選手権です
ここでは、独特なルールやマシンなど
まずは“ラリー”という競技についてご紹介します

 2017年全日本ラリー選手権レビュー
年間9戦で争われる国内最速を決める戦い
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　JAF全日本ラリー選手権は、1976 
年から78年まで開催された「JAF全日
本ベストラリースト選定戦」を前身に、
79年には「JAF全日本ラリードライバ
ー選手権」、 80年からは「JAF全日本
ラリー選手権」として開催されてきまし
た。今年で38年目を迎える、国内最高
峰のモータースポーツ選手権です。
　国内ラリーは、かつては時間に対する
正確さを競うスタイルでしたが、世界で
はスペシャルステージ（SS）と呼ばれ
る競技区間での速さを競う「SSラリー」
が主流となっていました。そこで日本で
も、2004 年に北海道で開催された

「WRCラリージャパン」を契機に、06
年からはWRCやAPRC（FIAアジア・
パシフィックラリー選手権。日本も開催

地域に含まれる）などと同じSSラリー
が開催されるようになりました。
　それと同時に、国内ラリー独自の規定
だった車両規定も、FIAが定める国際的
な車両規定に順ずるものへと変化。車両
の安全部品や乗員保護の規定など、国際
基準に則った車両となりました。また、
ラリー自体のルールも徐々に国際ルール
に合わせて整備され、現在はWRCとほ
ぼ同じ方式のラリーになっています。
　国内ラリーのトップカテゴリーは、市
販車に安全装備などを取り付けた「グル
ープＮ」に準じた「RN車両」で、スバ
ルWRX STIや三菱ランサーエボリュー
ションといったターボ4WDマシンです。
それ以外のクラスでは、FFやFR、コン
パクトカーから大排気量車、そして最近

ではハイブリッド車や電気自動車なども
参戦可能なクラスが誕生しています。車
両製作コストを抑えて、より安価にラリ
ーに参戦できるようにした「RPN車両」
の追加や、海外メーカーを中心としたラ
リー専用の車両「グループＲ」を日本国
内で走行可能にした「RR車両」なども
追加され、バラエティに富んだマシンが
しのぎを削っています。
　そんな今年の全日本ラリーは、昨年大
幅に変更されたクラス編成や使用タイヤ
規定などがそのまま引き継がれ、SS総
距離に応じた使用タイヤ本数などが一部
変更となりましたが、基本的には大幅な
変化はありません。今年も多くのトップ
ドライバーが参戦を表明しており、僅差
のバトルが繰り広げられることでしょう。

全日本ラリーの基礎知識
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JAF 全日本ラリー 選手権

JAF地方選手権 （北海道／東日本／ 中部・近畿／中四国／九州）
県シリーズジュニアシリーズ TGRラリーチャレンジ など

「ラリー」をひと言で言うと、一般の道路を封鎖
した複数の競技区間＝スペシャルステージ（SS）
を１台ずつタイムアタックし、その合計タイムで
勝敗を競うモータースポーツです。SSとSSの間は
一般の道路を使用する「リエゾン」と呼ばれ、法
定速度で一般車両と一緒に走行しつつ、あらかじ
め決められた時間までに移動していきます。
　全日本ラリー選手権は、基本的に土曜日と日曜
日の２日間を使って行われ（一部金曜日も実施す
るラリーもあります）、約20カ所に及ぶSSを順番
に走行します。ひとつのラリーにおけるSS総走行
距離は50〜200km、ラリー全体での総走行距離は

 “ラリー”ってどんな競技なの?

　全日本ラリー選手権では、各ラリーのクラス順位に応じて１〜８位ま
でにポイントが与えられ、全９戦を終えた段階で最も得点の高い選手が
チャンピオンとなります。ただし、シリーズ戦数が年間８戦以上の場合
は高得点順に７戦分、７戦以下の場合は全戦が有効となるため、2017
年は最大７戦分がカウントされます。
　得点は１位20点、２位15点、３位12点、４位10点、５位８点、６位
６点、７位４点、８位３点がクラスごとに与えられますが、これにSS
総距離と路面に応じた得点係数がラリーごとに掛けられます。
　さらに、デイごとのクラス１〜３位にはデイ別得点が与えられます。
たとえば優勝に加えて、デイ１のみで１位、デイ２のみで３位の場合、
20点＋３点＋１点＝24点となります。一方、デイ１でリタイアしたも
のの、デイ２で修理して復帰しデイ２のみの順位が２位の場合、０点＋
０点＋２点＝２点となります。選手権ポイントはJAFのモータースポー
ツホームページで公開されます。

クラス別得点（係数早見表）
順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
ポイント×1.0 20 15 12 10 8 6 4 3
ポイント×1.2 24 18 14.4 12 9.6 7.2 4.8 3.6
ポイント×1.5 30 22.5 18 15 12 9 6 4.5
ポイント×2.0 40 30 24 20 16 12 8 6

デイ別得点
順位 １位 ２位 ３位
得点 ３点 ２点 １点
※デイポイントは、クラスごとにドライバー／
コ・ドライバーに上記の点数が与えられる。
デイ別得点には得点係数はかからない。

得点係数
スペシャルステージの距離 ターマック グラベル
50〜100㎞未満 ×1.0 ×1.2
100〜150㎞未満 ×1.2 ×1.5
150㎞以上 ×1.5 ×2.0
※2017年日本ラリー選手権規定第６条３.により、選手権として
成立した場合は、いずれも係数は0.8となる。

300kmから1000kmとラリーの規模によって様々で
す。この、開催地域によって環境や路面、設定さ
れた走行距離が異なるところも、ラリーならでは
の特徴です。路面には未舗装路（グラベル）や舗
装路（ターマック）、雪や氷の路面（アイス、スノー）
などがあり、マシンセッティングやタイヤ選びも
重要になります。特にグラベルやアイス、スノー
といった場合はサーキットのように一定の路面で
はなく、天候や前走車の走り方によっても路面は
刻一刻と変化していくため、ドライバーはそれを
的確に判断しながら最速タイムを目指します。
　ラリーはサーキットのような周回路と違い異なる

場所を走行します。競技中の安全を確保するため、
ラリーでは「レッキ」と呼ばれる事前試走を各SS
２回ずつ行って、コースの形状や特徴を示す「ペー
スノート」を作り、本番では助手席のコ・ドライバ
ーが読み上げるペースノートを頼りにタイムアタッ
クを行います。
　なお、ラリーに出場するためには、ドライバー
／コ・ドライバーともJAFの競技ライセンス（国
内Ｂライセンス以上）が必要です。国際格式のラ
リーやWRCの場合は、参戦経験を積まなければ取
得できない、国際Ｃライセンス以上が必要となり
ます。

Q

 日本のラリーはどこで行われているの?Q

 どんなふうに勝敗が決まるの?Q

2017年全日本ラリー選手権 カレンダー
Rd. 日程 開催場所 路面 総走行距離
1 2/2〜5 群馬（嬬恋） スノー・アイス 400km

2 4/7〜9 佐賀 ターマック 350km

3 4/28〜30 愛媛 ターマック 250km

4 5/19〜21 福井 ターマック 400km

5 6/8〜11 群馬・長野 ターマック 350km

6 6/30〜7/2 北海道（洞爺） グラベル 350km

7 9/15〜17 北海道（十勝） グラベル 1000km

8 10/13〜15 岐阜 ターマック 420km

9 11/3〜5 愛知 ターマック 400km

※総走行距離はJAF申請のもの
※第７戦はアジア・パシフィックラリー選手権と併催

第7戦 十勝

第1戦／第5戦 群馬

第9戦 愛知

第8戦 岐阜

第2戦 佐賀
第3戦 愛媛

第4戦 福井

第6戦 洞爺

　全日本ラリー選手権は日本自動車連盟（JAF）登
録クラブ・団体が主催する国内格式のラリー競技です。
その下に全国５地区で開催される地方ラリー選手権
があり、それぞれに６〜９戦程度の選手権が置かれ
ています。さらにその下には都道府県レベルのラリ
ーシリーズやジュニアラリーシリーズなどが置かれ
るピラミッド構造となっています。現在、JAFの選

手権がかかっているラリーの大半は、世界ラリー選
手権などと同様のルールで、競技区間“スペシャル
ステージ”（SS）での速さを競う「SSラリー」です。
　2017年の全日本ラリー選手権は全９戦が行われま
す。今年は関東、北海道、中部で２戦ずつ、近畿、
四国、九州で１戦ずつの合計９戦が予定されています。
　ちなみに、2017年からトヨタ自動車が復帰した

ことで話題となっている世界ラリー選手権（WRC）
は、国際自動車連盟（FIA）が管轄する世界最高峰
のラリーです。1973年からスタートし、今年は年
間13戦が予定されています。ひとつのラリーは３
〜４日間をかけて戦われます。かつて日本でも
2004年から北海道でWRCが開催されていましたが、
2010年を最後に開催されていません。
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車両の修復やセッティング変更を行う場
所がサービスパークです。大きくダメー
ジを受けた車両をみるみるうちに修復し
ていく熟練メカニックの手際はまさに“プ
ロの仕事”。基本的には見学可能ですが、
勝負の場ですので、周囲には気をつけて。

サービスパーク4
全日本ラリー選手権では、１台ごとの出
走間隔は特別規則書に明記されない限り、
１分ごととされています。特別なことが
ない限り、スタート合図を出されてから
20秒以内にスタートできなければ、失
格となります。

スタート
スペシャルステージ（SS）は全開のタ
イムアタック区間です。ドライバーたち
が技量の限りを尽くして駆け抜ける様は
迫力満点。ステージのタイムはスタート
地点とフィニッシュ地点に設置された光
電管で、10分の1秒まで計測されます。

スペシャルステージ2
ラリー競技ではSSの走行時間以外のあ
らゆる行動が選手ごとに分単位で指定さ
れています。それをチェックするのが様
々な場所に設置されたタイムコントロー
ル（TC）です。選手はすべてのTCを必
ず通過しなければなりません。

タイムコントロール3

“マシンの整備等が禁止されている場所”
ですが、ほとんどの場合は１日の競技終
了後でラリーカーを保管しておく場所を
意味します。また、競技進行の時間調整、
車列調整のために設けられる場合もあり
ます。この時間調整は“リグループ”と
呼ばれています。

パルクフェルメ5
SSとSSをつなぐ区間はリエゾン（ロー
ドセクション）と呼ばれ、ラリーカーは
一般車と一緒に交通法規を守って移動し
なければなりません。自分のクルマで観
戦している場合には、ラリーカーとすれ
違ったりすることも。一般道とはいえ競
技中ですので応援にも気をつけましょう。

リエゾン6
ラリー競技全体を運営・管理する本部が
ヘッドクオーター（HQ）です。ラリー会
場近隣のホテルや公共施設などに設置さ
れることが多く、ギャラリーステージの
受付や、報道関係者の仕事場であるメデ
ィアセンターや記者会見場、様々な通達
やリザルトが掲示される場所でもあります。

ヘッドクオーター7

　ラリーは基本的に、一般公道を使用して開催され
ます。そのため、様々な設備や場所などが、開催地
周辺にラリー期間中だけ設置されます。
　ラリーの競技区間である「スペシャルステージ」は、
スタートとフィニッシュはもちろん、途中の走行状
況や緊急時の対応、競技中に関係者以外が入らない

　また、主催者やラリーに関係する企業、地元の飲
食店などが集まる「ラリーパーク」が置かれるラリ
ーもあります。地元自治体が実施する祭りなどと連
携するなど、地域の協力を得ることでラリーは開催
されているのです。

ようにするオフィシャルと呼ばれる人員が配置され、
ラリー期間中常に管理されています。ラリーカーの
整備などを行う「サービスパーク」、大会事務局が
置かれる「ヘッドクオーター」、車両を一時的に保
管するための「パルクフェルメ」などは、開催地周
辺の施設や駐車場などに設置されます。

ラリーに限らず、モータースポーツ観戦
には危険がともないます。主催者の指示
に従い、危険な場所には近づかないよう
にしましょう。また、指定された観戦エ
リア内であってもコースアウトやクラッ
シュの可能性もあります。走行中はなる
べくコースに背を向けずに、いつでも逃
げられる態勢でいることが必要です。

モータースポーツには
危険がともないます!!

 ラリーはどんな流れで行われているの?Q

1
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▼ タイヤ＆ホイール

タイヤは、グラベルラリーでは溝が刻まれ
たラリー専用タイヤが、ターマックラリー
では雨に対応すべく縦溝が刻まれた市販ス
ポーツラジアルタイヤが使用されます。ホ
イールはクラスごとに使用可能な最大サイ
ズが定められています。

▼ 安全装備

すべてのラリーカーには、アクシデントの際に対
応できるよう、三角停止板や消火器などを搭載す
ることが義務づけられています。救急救命講習な
どが、ラリーの開催前に行われることもあります。

▼ 駆動系
過酷な条件下で使
用されるラリーカ
ーの駆動系には大
きな負担がかかり
ます。そのため強
化クラッチや軽量
フライホイールへ
の交換も可能です。
ケースの改造なし
に装着できるLSD
やクロスミッショ
ンも利用できます。
RR車両は、前後操
作でギヤチェンジ
できるシーケンシ
ャルシフトです。

参加するクラスの車両規定にもよ
りますが、車検の範囲内であれば
車高の調整やウイングの装着も
OK。ただしWRCなどのように、オ
ーバーフェンダーやボディの大幅
な改造は禁止されています。

◀ コクピット
コクピットは、ドア内張の
素材置換、遮音材やリヤシ
ートなど不要な部分の排除
が可能です（RPN車両を除
く）。コ・ドライバー側には
ラリーの進行をサポートす
るラリーコンピュータや、最
近ではその機能を備えたス
マートフォンやタブレット
などを使用する選手も増え
ています。軽量ステアリン
グへの交換のほか、ダッシ
ュボードには防眩加工など、
ラリーカーならではの装備
も追加されています。

◀ エンジン
エンジンの改造は規則によ
り厳しく制限され、エンジ
ンを制御するコンピュータ
についてはノーマル置き換
えタイプであれば交換可能
であったり、交換禁止なク
ラスもあります。WRX STI
やランサーエボリューショ
ンなどのターボ車両は、FIA
規則と同様にパワーを制限
するための吸気リストリク
ターの装着が義務づけられ
ています。またラリーは公
道を走るため、マフラーの
音量規制などもあります。

ブレーキに関しては、
グラベルラリーとター
マックラリーで、タイ
ヤとホイールの変更に
伴い、ブレーキロータ
ーやキャリパーのサイ
ズも変わります。左足
ブレーキや激しいブレ
ーキングにより、ロー
ターが真っ赤に焼ける
様子が見られることも
あります。

◀ ブレーキ ◀ サスペンション
サスペンションは、ダ
ンパーやスプリングな
どはある程度自由に選
択できます。ターマッ
クとグラベルでは、車
高や必要なスペックの
違いなどから、まった
く別のセットを使用し
ています。ストリート
向けの車高調ではなく、
競技向けの強靭な製品
が使用されています。

◀ ロールケージ
アクシデントからクル
ーの安全を守るため、
すべてのラリーカーに
はロールケージの装着
が義務づけられていま
す。横転などの際にも
キャビン部分にダメー
ジを受けないようFIA
またはJAFの厳格な規
定に従って作られたも
ので、室内に張り巡ら
された鋼管の総延長は
数10ｍにも及びます。

国内のラリー車両の主な車両規定

RN車両 FIA/JAF公認車両をベースに作られるラリーカー。
FIA公認パーツを利用して性能を高めている。

RJ車両 JAF登録車両をベースに作られるラリーカー。RN車
両と改造範囲は近い、日本独自の車両規定。

RR車両 FIAのグループR公認パーツを組み込んだラリー専
用車両。シーケンシャルシフトなども装備できる。

RPN車両 2006年1月1日以降にJAF登録された車両をベース
としたラリーカー。改造範囲が狭く安価に製作可能。

AE車両 ハイブリッド車や電気自動車などをベースに作られ
るラリーカー。改造範囲はRPN車両に近い。

▼ スペアタイヤ

路面の状況が一定ではないラリーでは、走行中に
パンクしてしまうこともあります。そのため、ラ
リーカーには基本的に２本のスペアが積まれてい
ます。ラリー中にはクルー自ら交換を行います。

　ラリーは公道を使用して行われるモータースポー
ツです。スペシャルステージで0.1秒を争う選手た
ちのラリーカーには、ターマック（舗装路）やグラ
ベル（未舗装路）などあらゆる路面で速く走るため
のチューニングはもちろん、ボディ補強や万が一の
際の安全装備（消火器など）も施されています。
　荒れた路面で全開走行を続けるマシンには大きな
負担がかかります。高速で段差を乗り越えたり、時
には石を踏んだりしてダメージを受けることも少な
くありません。そのため、強靭なサスペンションの
ほか、エンジンやトランスミッションなどを守るア
ンダーガード、そして乗員を守るためのロールケー
ジや多点式シートベルトなどが装備されています。

　ターマックとグラベルの両方に参戦する選手は、。
１台で転用する場合、車高やサスペンション、ブレ
ーキなどの交換が必要です。選手権を追っている選
手の場合、専用マシンを使い分けることもあります。

 ラリーカーってどんなクルマ?Q
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JN3クラスは、1500ccまでのFFという最も身近なク
ルマが戦うクラスです。コンパクトで見切りがよく軽
量なボディは、高いスピードを維持したまま走行でき
ることから、ラリーによっては86＆BRZなどの排気
量が大きいマシンをも凌駕するタイムを刻むこともあ
ります。車種のバラエティも豊かで、ベテランからビ
ギナーまで様々なドライバーが集まる、玄人好みのク
ラスと言えるでしょう。

最も街乗りに近いクルマながら
クラスを超えたスピードを秘める

JN3

JN6クラスは、国内最高峰クラスとしてハイパワータ
ーボ4WDがしのぎを削るクラスです。具体的には、
WRC参戦時代からライバル対決を繰り広げてきたス
バルWRX STI vs 三菱ランサーエボリューションに
よる対決は、現在も繰り広げられています。豪快にね
じ伏せるような4WDターボはテクニックが要求され、
ドライバーも国内外で活躍したベテランが中心ですが、
最近では若手も少しずつ活躍してきています。

名実ともに国内ラリーの最高峰
WRX STIとランエボの戦いは健在

JN4クラスの参戦車両は、1500cc超2000cc以下であ
れば駆動方式を問わないとされています。実際の主力
車種は86＆BRZで、熟成が進んだFRマシンはターマ
ックのみならず、グラベルラリーでも参戦が増えてい
ます。ダイハツ・ブーンX4やシビック・タイプRとい
ったマシンも参戦しています。今年は同じ86＆BRZ
が中心のJN2クラスからクラスを移籍する選手もおり、
実力者も揃ってますます目が離せなくなってきました。

86＆BRZを中心として
グラベルもターマックも戦う

JN4

JN5クラスは、2500cc超の2WDのRN＆RJ車両とRR
車両が戦っています。2016年はトヨタ・ヴィッツ
GRMNターボ、プジョー208 GTi、MINI JCWなど
のハイパワーFFマシンが参戦。ターボ車は排気量×
1.7という係数がかかるため、いずれも2500cc超とな
っています。RR車両ではプジョー208 R2、シトロエ
ンDS3 R3-MAX、アバルト500ラリーR3T、GT86 
CS-R3などが参戦しています。

ポテンシャルの高いラリーRR車両に
ターボ2WD車両が挑む

JN5

JN2クラスは、改造範囲が狭くタイヤの銘柄、使用可
能本数などが少なめに設定されていることから、車両
製作コストやランニングコストが低いRPN車両が中
心のクラスです。主な参戦車両はやはり86＆BRZで
すが、ラリーによってはJN4クラスの86＆BRZを上
まわるタイムでフィニッシュすることもあります。
2016年から86＆BRZの後期型が発売され、ラリーで
の投入も楽しみな状態になってきました。

改造範囲やタイヤの規制が大きい
入門者向けクラスに実力者が集結

JN2

排気量1600cc以下の2WDのRPN車両と、ハイブリッ
ドや電気自動車などのAE車両が参戦できるのが、こ
のJN1クラスです。JN2クラス同様、製作コストが低
いため、2016年は多数の新型車両が登場。スズキ・
アルトワークスや日産マーチNISMO Sといったラリ
ー初参戦のクルマもお目見えしました。排気量が大き
なスイフトスポーツに多様なマシンが挑むという下克
上の構図は、今年も引き続き見ることができそうです。

1600ccコンパクトスポーツが活躍
ハイブリッドやEVの参戦にも期待

JN1

JN6 JN5 JN1

WRX STI
ランサー

MINIクロスオーバー

ヴィッツターボ
208 GTi

MINI
アバルト124

アバルトR3T
DS3 R3
208 R2
86 R3

フィエスタR2
ヴィッツR1

アクア
リーフ
MIRAI

2500cc JN4
86＆BRZ
ブーンX4

2000cc JN2
86＆BRZ

シビック（FD2）

1600cc

1500cc JN3
スイフトスポーツ

ノート
デミオ

ヴィッツ
マーチ

アルトワークス

ヴィッツ
フィット
デミオ
RX-8

駆動方式 4WDのみ 2WDのみ 2WD＆4WD

車両規定 RN＆RJ RR RPN AE

2017年 全日本ラリー選手権 クラス区分　ターボ車、NA車、4WD車、2WD車など、
様々な車両で参戦可能な全日本ラリー選手権
は、性能が均衡するマシン同士で戦えるよう
に「日本ラリー選手権規定」でクラス区分が
定められています。2017年のクラス区分は
2016年までとほぼ同様です。
　クラス区分は、排気量、駆動方式、車両規
定の３つの要素を組み合わせたものとなって
います。最高峰となるJN6クラスは4WD、
JN5クラスは2WDと駆動方式により二分され、
JN4クラスとJN3クラスは排気量によって分
けられました。また、JN2クラスとJN1クラ
スは最も改造範囲が狭くマシンのコストが安
価なRPN車両がまとめられ、JN1クラスに
はハイブリッドや電気自動車などのAE車両が、
駆動方式や車種を問わず組み込まれています。

　なかでもJN5クラスには、2500cc以上の
2WD車をベースとしたラリーカーのほかに、
FIAが定めるラリー専用車両「グループＲ」に、
国内で走行できるようにナンバーをつけたラ
リーRR車両（R1〜R3）が2016年から追加
されました。グループＲ車両は、WRCをは
じめ世界中のラリーで使われている入門車種
ながら、シーケンシャルシフトやボディ形状
の改造などが施された、生まれながらのラリ
ーカーです。昨年は、プジョー208 R2、ア
バルト500ラリーR3T、シトロエンDS3 R3-
MAX、GT86 CS-R3（トヨタ86ベース）と
いったラリーカーが参戦し、その迫力の走り
とサウンドが話題となりました。JN1クラス
にはAE車両が組み込まれています。今年も
新たな車種が参加する可能性もあります。

 どんなクルマがどんなクラスで走っているの?Q

JN6
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　ラリーはサーキットのような常設コースで開催されるわけではなく、ラリ
ー期間中だけその地域で行われる興行のようなものです。そのため、観戦が
可能かどうか、観戦できる場所はどこか、観戦できる施設がなく、観戦料金
はかかるのか、クルマで移動できるのか、公共交通機関で移動できるのかと
いった情報は、観戦者自身で探す必要があります。
　こういった観戦に関する情報はすべて、ラリーの公式ホームページで、「観
戦案内」や「ギャラリー情報」といったかたちで公開されています。
　観戦情報はおおむね１〜２カ月前から情報が公開されますので、各ラリー
の紹介ページにあるURLやQRコードを利用して、こまめに主催者からの情
報を確認してみてください。全日本ラリーの各主催者サイトは、JRCAのホ
ームページ（http://www.jrca.gr.jp）にリンクが張られています。

　サーキットレースでは、レースの前にピットなどで選手と触れ合ったり、
サインをもらったり記念撮影してもらえる時間や、マシンを近くで撮影す
ることができる時間などが設けられています。それに対して、ラリーでは
スペシャルステージに関しては勝手に中に入ったりできないようになって
いますが、マシンのメンテナンスやセッティング変更を行うサービスパー
クは基本的にオープンになっているラリーが数多くあります。
　ラリーは、朝にサービスパークからスタートして午前のスペシャルステ
ージを数回走行し、昼頃にサービスパークに戻ってラリーカーのメンテナ
ンスやセッティング変更を行いつつ、午後のスペシャルステージを走行し、
夕方にサービスパークに戻ってメンテナンスを行い１日が終了します。
　このサービスパークにいる時間帯であれば、選手に声をかけたり、マシ
ンを整備している様子を比較的自由に見ることが可能です。主催者がサー
ビスパーク内の移動を制限しているラリーもあります。サービスパーク内
は頻繁にラリーカーが移動しますので、小さなお子さんなどが勝手に移動
しないように配慮したり、道は端を歩くようにするなど、安全に十分に注
意し、ラリーの円滑な進行を妨げないようにしてください。
　レースなどと比べると自由でオープンな雰囲気があるのもラリーの魅力。
お気に入りの選手などを見つけて、積極的に声をかけてみてください。

　現在の全日本ラリーでは、９戦すべてで観戦可
能なギャラリーステージが設けられています。観
戦できるステージは大きく分けて、山の中などの
公道を閉鎖したステージと、観戦を主な目的とし
て用意された特設ステージがあります。
　公道を閉鎖したステージは、一般のクルマが走
行する場所をハイスピードで駆け抜けていく非日
常感を味わえることから、ラリーならではの迫力
を堪能できます。ただし、観戦場所までの移動や
観戦できるエリアや駐車場が限られるといった制
限もあり、場合によっては山道を歩く必要がある
など、衣服や持ち物の準備が必要です。
　一方、特設ステージはラリーパークやヘッドク

知って お き た い 全日本ラリー用語集
FIA/JAF公認車両 FIA/JAF公認を取得するために自動車メーカーがFIA/JAFに届け出た車両です。三菱ランサーエボリューションやスバルWRX STIなどはグループＮ車両として国際

格式ラリーにも参戦可能です。なお、国内で走る場合はグループＮに準じた「RN車両」となり、改造範囲なども若干異なります。

JAF登録車両 FIA公認は取得していないが、国内の各モータースポーツに参加する可能性があるため、自動車メーカーがJAFに届け出た車両です。2013年からはAPRCなどの地域
選手権に各国独自の公認車両（＝JAF登録車両）の参戦が認められるようになり、2014年はJAF登録車両の規定が緩和され、登録車両が一気に増えました。

ドライバーとコ・ドライバー
ラリーはふたりひと組で参加するモータースポーツです。コ・ドライバーとは日本語で言うところの「共同運転者」。コースの状態を記したペースノートを読み上げ
たり、道先案内やドライバーのスケジュール管理、メンタルのケアなど、ラリーに欠かせない存在と言えます。コ・ドライバーもJAFライセンスが必要で、ドライ
バーの体調不良などの際には、交替してステアリングを握ることも可能です。

ペースノートとレッキ
ドライバーはコ・ドライバーの読み上げるペースノートに従ってスペシャルステージを全開で駆け抜けます。ペースノートは主催者によって認められたコースの事
前試走（レッキ）で作成し、コーナーの曲率や道の上り下り、滑りやすい部分や注意ポイントなどの情報が書き込まれています。事前試走は基本的にひとつのSSに
つき２回用意されています。

アイテナリー
ラリーのスケジュールを表したものを「アイテナリー（行程表）」と呼びます。ラリーはSS通過タイム以外のすべてのスケジュールが事前に決められており、この
アイテナリーには先頭走者のタイムコントロール（チェックポイントのようなもの）通過目標時刻が記されています。すべての競技者はこのアイテナリーと、各自
に渡されるタイムカードを元に行動しなければなりません。

ラリーの開催が近くなると、ラリー主催者のウェブサイトには、観戦情報やチケット、駐車場などの案内が
掲載されます。最近ではFacebookなどのSNSでの情報発信もあります。

公道を使ったギャラリ
ーステージの多くは、
観戦のためのスペース
が用意されていますが、
レジャーシートやイス、
日除けなどがあると観
戦に便利です。

ラリーのために特別に
作られたSSは、観戦ス
ペースも考えられてい
ることが多く、より間
近で、迫力のある走り
を体感することができ
ます。

全日本ラリーには、ラリー開催前に選手やマシンと触れ合える「ラリーショー」や、選手の言葉を聞くこと
ができる「セレモニアルスタート＆フィニッシュ」、協賛企業や飲食店がブースを構える「ラリーパーク」な
どもあります。サービスはサーキットでいうピットのようなもの。見学も可能です。

オーター、サービスパークの近くに設けられるこ
とが多く、ラリー観戦初心者でも観戦しやすいギ
ャラリーステージです。SS距離はそれほど長く
なく、スタートからフィニッシュまで見ることが
できるラリーもあります。
　また、SS間を移動する「リエゾン」でも観戦
は可能です。ただし、ラリー期間中であっても移
動途中の道にクルマを停めたりすることは、開催
地の住民の方の生活を邪魔してしまったりして、
主催者の頑張りを無駄にしてしまうことにもなり
かねません。交通法規を守ることはもちろん、地
元の方々にもラリーを楽しんでもらえるように、
互いに配慮しながら観戦しましょう。

主催者のウェブサイト

ギャラリーステージ

特設ステージ

SNSの公式ページ

ラリーショー（北海道） サービス作業

セレモニアルスタート＆フィニッシュ ラリーパーク

 ラリーを観戦するにはどうしたらいいの?Q

 どんなところで観戦できるの?Q

 選手やマシンを間近で見られる場所はあるの?Q




