
全日本ラリー選手権は、日本自動車連盟（JAF）が統括する
日本最高峰のモータースポーツ選手権のひとつです
2016年は、全国８都道府県を舞台に９戦が開催されます
ここでは、今シーズンの見どころや注目ポイントを紹介しましょう

2 0 1 6 年 全 日 本 ラ リ ー レ ビ ュ ー

    アスファルト＆グラベル、ふたつの路面を走り抜く

全国９戦、６クラスによる激闘が今年も幕を開ける!

国内最速の称号は誰の手に!?
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　アスファルトのワインディングロード
や深い森の中を駆け抜ける未舗装路など
の一般公道を舞台に、普段通勤やレジャ
ーに使っているクルマと同じようなラリ
ーカーが、目の前を信じられないスピー
ドで駆け抜けていく──それが“ラリー”
という競技です。その国内最高峰となる
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、今年で37年にわたって
開催されている国内トップレベルのモー
タースポーツ選手権です。
　全日本ラリー選手権は、かつては速さ
だけではなく時間に対する正確さを競う

競技スタイルでしたが、2004年に日
本で初開催されたWRC「ラリージャパ
ン」を契機に、06年からはWRCや
APRCなど世界各地で開催されている
ラリーと同じようにスペシャルステージ
（SS）で速さを競う「SSラリー」に刷
新されました。同時に車両規定も、02
年までは国内独自の規定でしたが、ラリ
ージャパンが開催される前年の03年に
はFIAのグループＮに準じた車両規定に
一新。昨年からはグループＲに準じた
「RR車両」が導入されるなど、世界基
準との融合が図られてきました。
　その一方で、国内で販売されている市
販車がラリーに出場するために必要な
JAF登録車両規定が昨年改訂されたこ
とにより、これまでラリーに出場するこ

とができなかった生産台数が少ない限定
車も、ラリーに出場できるようになりま
した。
　そして今年、全日本ラリーは新たな変
革を迎えました。そのひとつが、クラス
区分の再編成です。全日本ラリーは排気
量や車両規定によって６クラスに分けら
れていますが、今シーズンはそれぞれの
クラスの区分規定が見直され、クラスに
よって車種が変わることで新たな戦いが
展開されることでしょう。
　さらに、ターマックラリーに使用でき
るタイヤの規定が大幅に変わったために、
これまでの戦いがさらに激しくなること
も予想されます。進化を続ける全日本ラ
リー、激戦が予想される今シーズンの新
たな戦いに、ぜひご期待ください。
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JN3クラスは下限の排気量が撤廃され、シンプルに
1500ccまでの2WD車両となりました。2016年は、
2014年にこのクラスでチャンピオンを獲得している天
野智之がヴィッツRSで凱旋。昨年王者の岡田孝一のマ
ツダ・デミオと再び相見えます。それ以外にも、昨年
までJN1クラスで活躍したRX-8がJN3クラスへ編入さ
れ、ターマックイベントでは脅威となるかもしれません。
トヨタ・ヴィッツ、ホンダ・フィット、デミオ15MBや
ロードスターなどもこのクラスとなり、群雄割拠の様
相を呈することになりそうです。

小型・軽量なホットハッチに
ロータリー＆軽自動車が宣戦布告！

JN3class

　全日本ラリー選手権のクラス区分は「日本ラリー選手権規定」で決め
られています。この規定は毎年発行されていますが、2016年のクラス
区分が大きく変更され、クラス区分はこれまでよりシンプルにまとめら
れました。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、純粋な速さもJN6〜1へと大
まかに並べ替えられた格好です。JN5クラスにはラリー専用車両とも言
えるRR車両（ベースはFIA R1〜R3）が、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全日本ラリーに登場しそうです。

1 新型車やラリー専用車両が本格的に参入
2016年は新たな全日本ラリーの歴史の始まり

クラス区分と主な参戦車両

全 日 本 ラリー 選 手 権 ガ イダ ン ス
ラリー観戦を120%楽しむために 早わかり

JN6クラスは国内最高峰クラスとして、長らくライバ
ル対決を繰り広げてきたスバルWRX STIvs三菱ラン
サーエボリューションによる対決。しかし、スバルが
最新のVAB型WRX STIで快進撃を見せた2015年から、
戦況は大きく様変わりしました。2016年からは4WD
限定となったことで、MINI JCWクロスオーバーも
JN6クラスへ組み込まれるなど、２強以外のマシンの
参戦の可能性も広がってきています。昨シーズンを席
巻したVABが勝るか、熟成極まるランエボ勢が巻き
返すか、今年も２強対決から目が離せません。

最高峰クラスは4WD限定
最新のスバル vs 完熟の三菱の戦い

JN6class

新生JN4クラスの参戦車両は、1500cc超2000cc以下
の車両へと再編成されました。主力車種は86/BRZ。
排気量的には1600ccのホンダ・シビックタイプRや
三菱ミラージュ、1800ccのホンダ・インテグラタイ
プRなどが対象ですが、今年から製造終了後10年を越
えた車両は参戦不可となったため、事実上86/BRZの
ワンメイク状態となりそうな勢いです。2000ccのFR
ながら、ワンメイクレース、タイムアタックなどで爆
発的人気を集め、年々安定感とスピードを増している
86/BRZ。その速さをラリー会場で確かめてください。

実質86/BRZのワンメイククラス
新たな挑戦者の参戦も!?

JN4class

2016年のJN5クラスは、2500cc超の2WDのRN／RJ
車両とRR車両で構成されます。トヨタ86＆スバル
BRZが対象外となり、製造終了から10年を経過した
車両が参加不可能となったため、クラスの主役はトヨ
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となります。また、
RR車両もアバルト500ラリーR3Tに加えて、プジョ
ー208 R2、シトロエンDS3 R3-MAXなどが参戦予定。
戦闘力が高いRR車両とターボFFがどのような戦いを
見せるのか、注目です。

ターボFFとFIAグループRによる
2WD車両の頂点を決めるバトル

JN5class

2016年のJN2クラスは、昨年までのJN4クラスとまっ
たく同じ規定となっています。排気量区分は1600〜
2000ccで、改造範囲が非常に狭く、新しい車両に限
定されるRPN車両が対象となっています。そのことから、
参戦コストは比較的安くなっています。また、タイヤ
規定の変更によりひとつのラリーでの使用本数が６本
に制限されたことがどのように影響するかにも注目です。
JN2クラスも86＆BRZが主力車種ですが、FD2型シビ
ックタイプRなども参戦可能となっており、まだまだ
新しい車種の登場にも期待がふくらみます。

低コスト、ロースピードがコンセプト
改造範囲が狭く身近な車両多数

JN2class

新しいJN1クラスは旧JN2クラスのRPN車両＋AE車
両という組み合わせ。まだまだ台数は少ないAE車両で
すが、すでに電気自動車の日産リーフ、燃料電池車の
トヨタMIRAIなどが参戦した実績があり、今季からは
TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジでハイブ
リッドのトヨタ・アクアのクラスが新設されることから、
アクアの参戦も増えてくるかもしれません。本命は
1600ccのスイフトスポーツですが、パワーだけでは勝
てないのがラリー。1500ccのデミオ、フィット、マー
チ、そしてAE車両による下克上にも期待しましょう。

最も排気量の小さい入門クラス
ハイブリッドやEV車両も対象に

JN1class
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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

　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、ピラミッド構造となってい
ます。現在はほとんどのラリーが競技
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。
　また、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）が必要となります。

　2016年の全日本ラリー選手権は、2015年と
同じく４月から11月にかけて全９戦が予定さ
れており、それぞれに特徴をもった、その地方
ならではの個性豊かなラウンドが設定されてい
ます。
　今シーズンは北海道で２戦、東北で１戦、関
東で１戦、中部で２戦、近畿で１戦、四国で１
戦、九州で１戦が行われます。2015年と同じ
くグラベル３戦、タ
ーマック６戦という
構成で、選手が得意
とする路面やマシン
の特性の違いなどに
より、タイトル争い
に大きな影響が現れ
ると予想されます。

第7戦 十勝

第4戦 福島

第6戦 群馬

第9戦 愛知

第8戦 岐阜

第1戦 佐賀
第2戦 愛媛

第3戦 福井

第5戦 洞爺

2 “全日本ラリー選手権”は
国内最高峰のラリー競技！

日本のラリーのヒエラルキー

　全日本ラリー選手権に出場するラリーカーは、今
年から排気量と駆動方式、改造範囲（車両規定）に
よって新たな６クラスに再分類されました。
　トップカテゴリーであるJN6は、グループＮ車両
規則に近いRN／RJ車両の4WD。三菱ランサーと
スバルWRX STI、MINIクロスオーバーなどが鎬を
削る最高峰クラスです。JN5は2500cc以上の2WD
のRN／RJ車両、そしてRR車両の戦い。プジョー
208やMINI、ヴィッツGRMNターボなどのターボ
FFと、FIA規定のR1〜R3が競います。JN4は
2500cc以下の2WD＆4WDのRN／RJ車両となり、
旧JN5の86＆BRZが主力車種になります。JN3は
昨年と変わらず1500cc以下の2WDのRN／RJ車両

ですが、排気量の下限がなくなったことでJN1から
マツダRX-8が移動。勢力図が変わるかもしれません。
　JN2とJN1はそれぞれ旧JN4、JN2から名称が変
更されました。改造範囲の狭いRPN車両に加えて、
JN1はAE車両とも戦うことになります。

6 排気量、駆動方式、車両規定により
新たな車種が年々増加中

車両規定

3 文字どおり全国各地を転戦
開催地と時期が変更に

開催スケジュール

5 Ｓタイヤの使用を禁止
市販スポーツラジアルへ

タイヤ規定の変更

　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
全戦が有効となります。ポイントは2015

4 ポイントテーブルが一新
１位は20点、８位は３点に

ポイント制度

ポイント表（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

得点係数
SS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

デイポイント表
順位 １位 ２位 ３位
ポイント ３点 ２点 １点

※デイポイントはイベント係数に関係なく、
クラスごとに上記の点数が与えられる。

※やむをえない理由で競技が
短縮された場合は、終了した
SS総距離が30km以上かつ
審査委員会が適当と認めた場
合に成立。係数は0.8となる。

年までは10-８-６-５-４-３-２-１点でしたが、
2016年からは20-15-12-10-８-６-４-３点
へと変更となりました。これに、SS総距
離と路面に応じた得点係数が掛けられます。
さらに、デイごとにクラス１〜３位に与え
られるデイポイント制が採り入れられ、得
点獲得のチャンスも増えています。

　2016年最大の焦点はタイヤ規定の変更です。ターマックラリー
でのタイヤが複数の縦溝を有するタイヤに制限され、これまで主流
だったＳタイヤが使用禁止となりました。また、RPN／AE車両（JN2、
JN1クラス）はラベリング／グレーディング対応タイヤに制限。使
用可能本数は８本（RPN／AEは６本）となりました。背景には、
公道での雨天時の安全性、参戦コストの抑制などがあります。選手
ごとの使用タイヤに注目してみても面白いでしょう。

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。
現在の国内最高峰クラスのメインの車両。

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、日本独自の規定。

RR車両 FIAグループRと呼ばれるラリー専用車両。改造範
囲はレーシングカー並み。日本のナンバーが必要。

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。改造範囲は非常に狭い。

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R3T
DS3 R3
208 R2

アクア
リーフ
MIRAI

2500cc JN4
86＆BRZ
ブーンX4

2000cc JN2
86＆BRZ

シビックタイプR

1600cc スイフトスポーツ
デミオ

ヴィッツ
アルトワークス

1500cc JN3
ヴィッツ
フィット
デミオ
RX-8

4WD 2WD 2WD
4WD

RN／RJ RR RPN AE
車両規定

▼2016年 全日本ラリー選手権 クラス区分

「縦溝を２本以上有す
る市販スポーツラジア
ルタイヤ」の例。ひと
くちに言ってもこのよ
うにタイヤの性格やト
レッドパターンは大き
く異なります。
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　たくさんのマシンが一斉にスタート
するサーキットレースと違い、ラリー
は複数の競技区間（スペシャルステー
ジ＝SS）を１台ずつタイムアタックし、
その積算タイムで勝敗を争います。
SSとSSの間は、一般の道路を一般の
交通とともに移動します。これは「リ
エゾン」と呼ばれ、ラリー競技の特徴
のひとつです。SSは基本的に立ち入
りが禁止されており、観客は主催者に
よって定められたギャラリーエリアか
リエゾン（ロードセクション）あるい
はサービスパークで観戦することにな
ります。

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”。基本的には見学することも可能
ですが、周囲にはサービスパークに出入
りするラリーカーがいますので注意！

サービスパーク4

“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。

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。SSのタイム
は0.1秒まで計測され、すべてのSSの合
計タイム＋ペナルティタイムにより、勝
敗が決定されます。

パルクフェルメ5

スタート1

Illustration/Atsushi Arino

3

7

4

1

2

6

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。

スペシャルステージ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
すべてを尽くして駆け抜ける様子は迫力
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
で計測されます。

スペシャルステージ2

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、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が設置され
たり、様々な通達やステージのリザルト
が掲示される場所でもあります。

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

ヘッドクオーター7

7
ラリーの流れ

競技区間のスペシャルステージでのタイムと
移動区間のリエゾンを走行しながら進行
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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・ドライバーは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、ドライバーのスケジュール管理やメンタルのケアを行なうなど、欠かせない存在と言えます。また、コ・ドライバーもライセン
スが必要で、場合によってはドライバーと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。

アイテナリー ラリーのスケジュールです。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。全競技車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。

 タイヤ＆ホイール

現在、全日本ラリー選手権ではダンロップ
とヨコハマが代表的なタイヤサプライヤー
と言えるでしょう。タイヤはホイールの適
正適合範囲に含まれるサイズの装着が認め
られています。ホイールは各クラスごとに
使用可能な最大サイズが定められています。

 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、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 F I A 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
にもおよびます。

 サスペンション＆ブレーキ
サスペンションは
取付部分の改造な
しに装着できるも
のであれば自由に
選択できます。舗
装路／未舗装路で
は別のセットを使
用し、タイヤとホ
イールの変更に伴
いブレーキロータ
ーのサイズも変わ
り、舗装路／未舗
装路では車高など
も異なります。

 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。そのためク
ラッチディスク、
クラッチカバー、
フライホイールな
どの交換が可能と
されており、強化
品や軽量品を装着
できます。ケース
の改造なしに装着
できるLSDやクロ
スミッションも装
着可能です。

 コクピット
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（一
部JN2とJN1を除く）。コ・
ドライバー側にはラリーコ
ンピュータが装着され、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、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
換可能となっています。ま
た、ターボ車両はグループ
Ｎ同様、吸気リストリクタ
ーの装着が義務づけられて
います（一部JN2とJN1を除
く）。

　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、マシンは強靭なサスペン
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、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るの
です。

8
ラリーカーの改造範囲

速く走るためのチューニングに加え
高い安全性を備えたスペシャルマシン

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。マフラー交換が可能な車両規定もあ
りますが、主催者側で音量を規制することも増えています。

外観上の変更点はそれほど多くなく、フェンダーの拡幅など
改造車検などが必要な改造は認められていません。夜間走行
時には法律の範囲内で補助灯の追加なども認められています。
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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ラリ
ーカーがコースアウトしたりクラッシュした
部品が飛んでくる可能性もあります。走行中
はなるべくコースに背を向けたりせず、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!!!

CAUTION

主催者のホームページは
ラリーを楽しむ情報が満載4

観戦場所や料金、チケットの先行販売、日程などの
観戦情報はイベントのひと月ほど前から各サイトで
公開されます。

　どの全日本ラリーも地域や地元自治体とのつながりを大切にしており、お祭り
やほかのイベントと同日開催のところも多くあります。宿泊やグルメ、ラリーの
進行に関わる情報、ギャラリーステージの情報などはすべて、主催者の公式ウェ
ブサイトから入手できますので、まずはウェブサイトをチェックしてみましょう。
　ラリーの観戦中も、ウェブサ
イトには役立つ情報がたくさん
あります。多くのラリーではウ
ェブサイトでSS速報タイムを
公開しています。ラリーカーの
走りは目の前に来た時しか見る
ことができませんが、目の前に
来るまで、そして走り去った後
も戦い続けている選手たちのバ
トルは、速報タイムを追いかけ
ていくことで分かります。
　また、スタート順が記載され
たスタートリストやラリーの遅
延などの情報も公式ウェブサイ
トで公開されています。いつで
も見られるようブックマークし
ておきましょう。

ラリー観戦はSSだけじゃない
リエゾンこそシャッターチャンス！5

　ギャラリーステージは、安全
のために道路よりも高い場所や
少し離れた場所に設けられるこ
とが多くなっています。そのた
め、近くで写真を撮りたいと思
っても、なかなか難しいもので
す。一方、移動区間であるロー
ドセクション＝リエゾンは、ラ
リーカーも一般の交通に混じっ
て走るため、その土地ならでは
の風景を見つけることができれ
ばシャッターチャンスも広がり
ます。リエゾンのルートは主催
者のウェブサイトにあるラリー
ルートを参照したり、ファンが
まとめた情報もあります。もち
ろん、一般道ですので交通ルー
ルはしっかりと守りましょう。

時間調整のために選手が休憩することもあります。驚
異的なスピードで走るマシンとのどかな風景のなか
のマシン、どちらもラリーならではの光景です。

リエゾンで市街地を通過するラリー
カー。季節感やその土地の雰囲気を
写せるのもレースにはない魅力です。

　2016年の全日本ラリー選手権はグラベル（未舗装路）３戦、ターマック（舗
装路）６戦で構成されています。ラリーカーのダイナミックな動きを楽しむなら
グラベルラリー、ドライバーの繊細なドライビングテクニックを観るならターマ
ックラリーがオススメです。ただし、スペシャルステージ区間では自由に観戦す
ることはできません。ラリーによってその数は異なりますが、観客の安全を考慮
した観戦エリア＝ギャラリーステージが設けられています。ギャラリーステージ
の情報は主催者のウェブサイトの「観戦情報ページ」から入手することができま

す。選手が走るタイミング
はラリーのスケジュールを
表す「アイテナリー」で知
ることができます。これら
の情報も主催者のウェブサ
イトから事前に入手して、
観戦プランを検討してみま
しょう。ギャラリーステー
ジはラリーによっては有料
チケットや事前受付が必要
になる場合も。また、同乗
走行やラリーカー以外のマ
シンのデモランなどが見ら
れるイベントもあります。

多くのラリーにはギャラリーステージが設けられており、間
近で走りを眺めることができます。レースやダートトライ
アルなどのデモランが行われることも。

観戦エリアの情報を得て
スケジュールを立てよう2

ラリー観戦の醍醐味は観光とグルメ
各地のうまいものを食べ尽くそう3

　せっかく全国各地で開催されて
いるのですから、その土地ならで
はのおいしいものや歴史的な名所
も観戦プランに組み込みましょう。
24ページからの観戦ガイドで各
ラリーの“名物”を紹介していま
す。最近はラリー期間中に自身で
も走行を楽しめる「オートテスト」
なども増えてきています。

ラリー会場には地元グルメの出店が出店すること
も多くあります。観戦の合間を見て、ぜひその土
地ならではの味も堪能してください。

2015年から導入されたオートテス
トは、安全装備なしで誰でも参加
できる競技。嬬恋と北海道で実際
に開催され、好評を博しました。

　モータースポーツの楽しみ
は、自分のお気に入りの選手
やラリーカーを応援すること。
たとえば出身地が同じ選手や、
マイカーと同じラリーカーな
どが分かれば、それだけでも
全日本ラリーがグッと身近な
ものになるはずです。興味が
湧いたらその選手の過去の戦
績なども調べてみましょう。
34ページからの選手名鑑に
は主要な選手のプロフィール
が掲載されています。ぜひチ
ェックしてください。

ラリーの選手はとにかく皆気さくな人ばかり。会場でサ
インや記念撮影を頼んでみましょう。ラリーによっては

“ラリーショー”というサイン会／撮影会もあります。

お気に入りの選手と
ラリーカーを見つけよう！1

大自然を舞台に行われる
ラリーは、レースと比べて
観戦の自由度が大幅UP！
ここでは、観戦エリア情報や
チケット情報の入手方法、
観戦の楽しみ方をご紹介します

ラ リ ー 観 戦 の コ ツ を 知 っ て 観 戦 旅 行 を よ り 楽 し く !

これだけは知っておきたい

ラリー観戦準備    カ条5


