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INFORMATION
FROM ●ＪＡＦからの公示・お知らせ

国内競技規則（4－15）の一部改正 ［公示No.2007ー060］

国内競技規則4－15「競技参加者、競技運転者、同乗者およびピット要員の誓約文への署名」を下記のとおり一部改正し、2008年1月
1日から適用することとしましたのでお知らせします。
なお、本年に開催する競技会についても、これから参加申込書の印刷を行う場合は、改正後の新しい誓約文を印刷することを推奨し

ます。
改正2007年2月9日
施行2008年1月1日

4－15 競技参加者、競技運転者、同乗者およびピット要員の
誓約文への署名

1）競技会の参加者および運転者、同乗者およびピット要員はそ
れぞれ競技参加にあたり、次の誓約文に署名しなければなら
ない。
「私は、本大会特別規則をはじめ国際モータースポーツ競技
規則、国内競技規則など本競技に関わるモータースポーツ競
技諸規則を承認し遵守いたします。また、運転者は参加種目
について標準能力を持ち、参加車両についてもコースまたは
スピードに対して適性があり、競争が可能であることを申告
いたします。
私は、モータースポーツが危険性を伴う競技であることを
十分認識の上、自己の責任において誠実かつ適切に競技を遂
行するとともに、本競技に関連して万一事故が発生し、私や

第1条 目 的

社団法人日本自動車連盟（以下「JAF」という。）は、JAFの制定
する2007年（以下「当該年」という。）の各選手権規定に基づき認
定された当該種目の上位入賞者に対し、下記に従い賞典を授与す
る。

第2条 対象とする競技の種目、部門、クラス

以下の通りとする。
1.レース競技（以下「レース」という。）
当該年の日本レース選手権規定第3条による各部門
2.ラリー競技（以下「ラリー」という。）
当該年の日本ラリー選手権規定第7条および第14条による各ク
ラスのドライバー、ナビゲーター

下線部：「2006年JAFモータースポーツ賞典規定」との相違箇所
2007年3月29日制定施行

私の関係者が被害を被ることがあっても、社団法人日本自動
車連盟（JAF）をはじめ競技関係者（団体および個人）の
方々に対していかなる責任も追及することはいたしません。
以上、誓約いたします。」

2）本規則8－7の3）項に定める競技運転者は、次の様式の誓約
文に署名しなければならない。
「私は本大会において自動車の正常な操縦に支障を招くよう
な身体の障害がある場合は、この旨を日本自動車連盟に申告
し、身体障害者に対する競技運転者許可証を交付されていな
ければ、競技に参加することはできないということを承知し
ております。」

3）（略）
以　上

3.ジムカーナ競技（以下「ジムカーナ」という。）
当該年の日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第12条
による各部門各クラス
4.ダートトライアル競技（以下「ダートトライアル」という。）
当該年の日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定第12条
による各部門各クラス
5.カート競技（以下「カート」という。）
当該年の日本カート選手権規定第3条による各部門

第3条 賞典の内容
下表の通りとする。

2007年JAFモータースポーツ賞典規定 ［公示No.2007ー061］
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2007年3月29日制定
2008年1月1日施行

※下線部分：2007年選手権規定からの変更点

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。）のラリー競技会において優秀な成績を
収めたドライバーおよびナビゲーター（ラリー競技開催規定に
定めるスペシャルステージラリーにおいてはコ・ドライバー。
以下総称して「ナビゲーター」という。）の栄誉をたたえるため、
これを認定する日本ラリー選手権規定を制定する。

第2条 日本ラリー選手権の区分
本選手権は次の通り区分し、それぞれにドライバー部門およ
びナビゲーター部門を設ける。
・全日本ラリー選手権（以下「全日本選手権」という。なお、
英語表記はJapanese Rally Championshipとする。）
・地方ラリー選手権（以下「地方選手権」という。）

第3条 タイトル
JAFは、国内競技規則とその付則、ラリー競技開催規定および
本規定に基づいて組織し、開催されるラリー競技会のうちから、
第2条に基づき次の2タイトルを付す。
ただし、競技会終了後、選手権競技としての要件を満たさな
かったと判断した場合、JAFは当該競技会のタイトルを取り消す
場合がある。
1．全日本選手権として申請された国内格式以上の競技会のうち
から、3戦以上10戦以内を「全日本ラリー選手権競技会」とし
て認定する。
2．各地域から地方選手権として申請された準国内格式以上の競
技会のうちから3戦以上10戦以内を当該地域の「地方ラリー選
手権競技会」として認定する。

第4条 選手権競技および選手権シリーズの成立
1．全クラスが選手権として成立しなかった場合、または参加出
走台数が全クラス合計で10台に満たなかった場合、その競技
会は選手権としては成立しない。
2．1クラスあたりの参加出走台数が5台に満たなかった場合、そ
のクラスは選手権としては成立しない。ただし参加出走は認
められ、第9条または第16条に従った得点が与えられる。
3．選手権として成立した競技会が3戦に満たなかった場合、選
手権シリーズは成立しない。

第２章 全日本選手権

第5条 競技形式および走行距離
1．競技形式はラリー競技開催規定に定めるスペシャルステージ
ラリーとする。ただし、JAFが特に認めた場合はこの限りで
はない。
2．スペシャルステージの総走行距離は50km以上設定されてい
ること。
3．やむを得ない理由により競技が短縮された場合において、そ
れまでに終了したスペシャルステージの総距離が30kmを超え
ており、かつ競技会審査委員会が適当と認めた場合、当該競
技会は選手権として成立したものとする。

第6条 参加車両
1．参加できる車両は、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RN車両またはRJ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。

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2（JN-2）：気筒容積が1400cc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
2．選手権タイトルのかかった競技会は、上記1．のすべてのク
ラスを設定しなければならない。

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は出来ない。

第9条 得点基準および選手権順位の決定
1．得点基準
1）総合得点
選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよび
ナビゲーターに対し、競技結果成績の総合順位に従って下記
の表による得点を与える。

2）クラス別得点
選手権として成立した各競技で完走したドライバーおよび
ナビゲーターに対し、競技結果成績に基づき、第7条に定める
クラス別の順位に従って下記の表による得点を与える。
ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合
において、隣接する上位クラスが成立しているときは、その
クラスは当該車両を含んだ順位に基づいて得点が与えられる
ものとする。

3）得点係数
総合得点、クラス別得点とも、実際に行われたスペシャ
ルステージの総距離に従って以下の係数を乗じる。なお、
小数点以下の得点も全て生かすものとする。
50km未満：0.8
50km以上150km未満：1
150km以上：1.2

2．選手権順位の決定
1）選手権として成立した競技会数が8戦以上の場合は高得点
順に7戦を、7戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。

2）上記1）に従って各競技者の総合得点を合計し、その合計
得点が多い順に総合選手権順位を決定する。JAFは、この
総合選手権順位において第1位となったものを、総合選手権
者として認定する。

3）上記1）に従って各競技者のクラス別得点を合計し、その
合計得点が多い順にクラス別選手権順位を決定する。JAF

2008年日本ラリー選手権規定 ［公示No.2007ー066］

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位

得点 20点 15点 12点 10点 8点 6点 4点 3点 2点 1点

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位

得点 20点 15点 12点 10点 8点 6点 4点 3点 2点 1点
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は、このクラス別選手権順位において第1位となったものを、
クラス選手権者として認定する。

4）上記2）または3）において、総合得点またはクラス別得点
の合計が複数の競技者について同一となった場合は、上位
得点の獲得回数が多い順に順位を決定する。

5）上記4）によっても順位が決まらない場合は、当該競技者
が得たすべての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順
に順位を決定する。

6）上記5）によっても順位が決まらない場合は、下記の通り
とする。

（1）1位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会
の総出走台数または各クラスにおける出走台数の多い順、
次に当該年に全日本選手権競技に出場した回数の多い順に
順位を決定する。

（2）上記（1）以外の場合は、同順位として認定する。ただ
し、下位の者の順位は繰り上げない。

第10条 カーナンバー（競技番号）および出走順
1．各競技会において使用するカーナンバー（競技番号）は、ド
ライバーの技量に従って下記の通り割り当てられる。
1）カーナンバー「1」から「6」まで
（1）選手権シリーズのうち初めの3戦（選手権競技会数が5戦
以下の場合は初めの2戦）については、前年の総合選手権順
位の上位者から順に割り当てられる。

（2）選手権シリーズのうち4戦目以降（選手権競技会数が5戦
以下の場合は3戦目以降）については、当該年におけるその
時点での総合選手権順位の上位者から順に割り当てられる。

（3）前年の総合選手権順位認定者の参加が6人に満たない場
合、空き番号はカーナンバー「7」以降の取り扱いに準じて
割り当てられる。

2）カーナンバー「7」以降は、クラスにかかわらず、オーガ
ナイザーが過去の実績を勘案し、上位成績を収めるであろ
うと思われる順に番号を割り当てるものとする。

2．競技車両の出走順は次の通りとする。
1）競技開始時点ではカーナンバー「1」から順に出走する。
ただし、オーガナイザーが必要と判断し競技会審査委員会
が承認した場合は、一部車両のスタート順を入れ替えてス
タートリストを発行することができる。

2）レグ等の再スタートでは、その時点までの総合順位の上位
者から順に出走する。ただし、オーガナイザーが必要と判
断し競技会審査委員会が承認した場合は、上記の順によら
ない出走順を与えることができる。

3）観客対応等の観点から、競技の一部区間について、特別な
出走順とすることが必要であるとオーガナイザーが判断し
た場合は、特別規則書に明記することによりこれを採用す
ることができる。

3．カーナンバーを「1」から順に与えることができない場合
（国際競技と併催する場合等）においても、全日本選手権対
象車両のカーナンバーおよび出走順は上記1．および2．の
方法を準用して割り当てられるものとする。

第11条 競技会事務局の設置
全日本選手権競技会を開催するオーガナイザーは、競技会特別
規則書に記載された参加受付日から競技会終了までの間事務局を
設置し、かつ担当の事務局員1名以上を常駐させなければならない。

第３章 地方選手権

第12条 走行距離
1．総走行距離は100km以上とする。ただし、ラリー競技開催規
定に定めるスペシャルステージラリーにおいてスペシャルス
テージの総走行距離が30km以上の場合はこの限りではない。

2．やむを得ない理由により競技が短縮された場合において、競
技会審査委員会が適当と認めたときは、当該競技会は選手権
として成立したものとする。

第13条 参加車両
参加できる車両は、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RN車両またはRJ車両とする。
ただし、2002年JAF国内競技車両規則第3編ラリー車両規定に従っ
て製作された車両（RB車両）で、下記のすべての条件を満たした
ものについては、地方選手権への参加を認める。
1．2002年12月31日以前に運輸支局等に初度登録された車両で
あること。
2．FIA公認車両またはJAF登録車両であること。FIA公認車両と
JAF登録車両の両方の資格を有する場合は、JAF登録車両とし
て取り扱う。
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3
章改造規定に従っていること。

第14条 クラス区分
参加車両は気筒容積に基づき下記1．または2．のいずれかの方
法によりクラス区分される。
1．全日本選手権と同クラス区分
2．開催地域別に任意に設定されるクラス区分：
次の1）～3）の要件すべてを満たすことにより、クラス区分
を任意に設定することができる。ただし、1）～3）の要件の
いずれかでも満たすことができない場合は、上記1．の全日本
選手権と同一クラス区分とする。
1）クラス区分は、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章一般規定第5条に基づき、最大4区分以内
とすること。

2）当該地域の地方選手権を構成するオーガナイザーすべての
同意を得ること。

3）上記1）および2）について、当該年の前年の11月15日ま
でにJAFに申請すること。

第15条 参加資格
1．地方選手権に出場するものは、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。
2．地方選手権の地域区分は、下記の5地区に分割する。

JAF北海道ラリー選手権：北海道
JAF東日本ラリー選手権：青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、

新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、
埼玉、東京、神奈川、千葉

JAF中部・近畿ラリー選手権：静岡、富山、石川、福井、岐阜、愛
知、三重、大阪、兵庫、滋賀、京都、
奈良、和歌山

JAF中四国ラリー選手権：岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、
徳島、高知、愛媛

JAF九州ラリー選手権：福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿
児島、沖縄

3．各地方選手権は原則として、上記に区分された当該地区内に
すべての行程が設定されなければならない。

第16条 得点基準および選手権順位の決定
1．得点基準
選手権として成立した各競技会で完走したドライバーおよ
びナビゲーターに対し、競技結果成績により、第14条に従っ
て設定されたクラスごとに、下記の表による得点を与える。
ただし、不成立となったクラスの車両が参加出走した場合
において、隣接する上位クラスが成立しているときは、その
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クラスは当該車両を含んだ順位に基づいて得点が与えられる
ものとする。

2．選手権順位の決定
1）選手権として成立した競技会が7戦以上の場合は高得点順
に6戦を、6戦以下の場合は全戦を得点合計の対象とする。

2）上記1）に従って各競技者の得点を合計し、その合計得点
が多い順にクラス別の選手権順位を決定する。JAFは、こ
の選手権順位において第1位となったものを、当該地区にお
ける各クラスの選手権者として認定する。

3）上記2）において、得点の合計が複数の競技者について同
一となった場合は、上位得点の獲得回数が多い順に順位を
決定する。

4）上記3）によっても順位が決まらない場合は、当該競技者
が得たすべての得点のうち、上位得点の獲得回数が多い順
に順位を決定する。

5）上記4）によっても順位が決まらない場合は、下記の通り
とする。

（1）1位が複数存在する場合は、上位得点を獲得した競技会
の各クラスにおける出走台数の多い順、次に当該年に当該
クラスの地方選手権競技会に出場した回数の多い順に順位
を決定する。

（2）上記（1）以外の場合は、同順位として認定する。ただ
し、下位の者の順位は繰り上げない。

第４章 一般規定

第17条 ブリーフィング
すべての乗員および競技参加者は、必ずブリーフィングに出席
し、かつ出席表に署名しなければならない。

第18条 保険
1．オーガナイザーは保険に関し、ラリー競技開催規定第6条に
定める措置を講じること。
2．オーガナイザーは上記1．の保険に加え、当該競技会の参加
者に対してラリー競技に有効な傷害保険を付保すること。た
だし、参加者自身がラリー競技に有効な傷害保険（または共
済）に加入しており、かつその事実が書面等の確実な手段に
よって証明される場合はこの限りではない。

第19条 参加申し込み者に対する参加拒否
オーガナイザーは国内競技規則により、参加者に対して理由を
示すことなく参加を拒否することが出来るが、この場合3日以内に
当該理由を付してJAFに報告しなければならない。

第20条 選手権競技の延期、中止、非開催
1．オーガナイザーは、選手権競技会の延期、または開催不能の
場合、その開催予定日の2ヵ月前までに、JAFにその理由を付
して届け出を行い承認を受けたうえ、必要な公示を行わなけ
ればならない。
2．正当な理由なく、認定された選手権競技会を延期もしくは中
止した場合、または当該競技会を開催しなかった場合、その
オーガナイザーに対しては、翌年の選手権競技の開催を認め
ない。
またJAFは、組織許可申請以前の開催中止であっても、規則違
反とみなし、罰則を適用することがある。

第21条 競技規則違反
1．道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）または
国内競技車両規則に起因する失格を決定された競技者は、当
該年の全得点が無効となる場合がある。
2．オーガナイザーに規則違反または著しい競技運営の不備があ
ったとJAFが判断した場合、そのオーガナイザーに対しては、
翌年の選手権競技の開催を認めない。

第22条 オブザーバーの派遣
1．JAFは、選手権競技会の運営状況を確認するため、必要に応
じてオブザーバーを派遣し、その報告に基づき必要な措置を
講じることができる。
2．翌年に新たな全日本選手権競技会（申請時点で当該年の全日
本選手権カレンダーに登録されていない競技会）の開催を計
画しているオーガナイザーは、カレンダー申請前に候補競技
会（原則として地方選手権競技会であること）の運営状況に
ついてオブザーバーによる確認を受けていなければならない。

第5章 規則の施行

第23条 本規定の特例
やむを得ない事情により、本選手権規定を適用できない場合は、
JAFにおいて、その処置を決定する。

第24条 本規定の施行
本規定は、2008年1月1日から施行する。 以上

2007年3月29日制定
※下線部分：2007年規定からの変更箇所

第１章　総則

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。）のジムカーナ／ダートトライアル競技
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
認定する日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定を制定す
る。
日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技は「FIAの国際モ
ータースポーツ競技規則および同付則、JAF国内競技規則および同
付則（本選手権規定、全日本選手権は同選手権統一規則およびス
ピード行事競技開催規定を含む）ならびに当該選手権競技会特別

規則」に従って開催される。

第1条　選手権の種別および区分
1．日本ジムカーナ選手権
1）全日本ジムカーナ選手権
2）地方ジムカーナ選手権
地方選手権区分は国内スポーツカレンダー登録規定の行
政区画による。
ただし、JAFの承認を得て、隣接する行政区画にあるス
ピード行事公認コースで開催することができる。（例：関東
地方選手権を中部地方で開催する場合。近畿地方選手権を
中部地方で開催する場合。）

2．日本ダートトライアル選手権
1）全日本ダートトライアル選手権

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位

得点 20点 15点 12点 10点 8点 6点 4点 3点 2点 1点

2008年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定 ［公示No.2007ー067］
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INFORMATION
FROM ●ＪＡＦからの公示・お知らせ

2008年JAF国内競技車両規則の制定（概要） ［公示No.2007ー098］

* 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）

3．10.3.2）「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　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25G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）
0.6）仕　様
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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。

0.5.2 ）自動消火装置
0. 5.1）～3） （略）
0. .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。

0. .－　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。

0. .－　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。

0. .5）～7） （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）

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。

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。
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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。

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。
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。

第4－9図

第4－10図

第4－11図
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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4－15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4－17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
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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（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。

第4－20図
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4－21図

第4－22図

第4－23図
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第4－31図

第4－32図

第4－33図

第4－34図

第4－35図

第4－36図

第4－37図

第4－24図

第4－25図

第4－26図

第4－27図

第4－28図

第4－29図

第4－30図
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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：

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4－40図

第4－41図

第4－42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4－43図

第4－44図

第4－45図

第4－46図

車両公認・登録時期 最低限の構成

2002年12月31日以前 第4－39図
またはその左右対称

2003年1月1日～
2005年12月31日

第4－40図
またはその左右対称

2006年1月1日～
2007年12月31日

第4－41図
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
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第4－47図

第4－48図

第4－49図

第4－50図

第4－51図

第4－52図

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4－54図

第4－55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
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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60�、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120�、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120�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。120�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
60�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4－56図

第4－57図

第4－58図

第4－59図

第4－60図

第4－61図

第4－62図

第4－63図
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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：

※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。

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。

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）

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40�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。

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。

材　質 最小引張強度 最小寸法（mm） 用　途

冷間引抜
継ぎ目無し
純炭素鋼

350N/

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
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ラリー競技会組織に関する公認基準の表

［※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2kmを超えてはな
らない。

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　参加車両
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JAF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

d）リアホイールの中心線より、前方330mmの地点と前方最
大1205mmの地点との間の領域に形成されていること。
e）2.4.1）に基づく最大幅地点とその地点から車両中心線に向
かって内側の領域に形成されていること。いかなる場合でも
2.4.1）を満足すること。
f）すべての構成部分は基準面より20mm以上の高さにあること。

g）当該懸架部分とステップ平面の間に空気を通す構造であっ
てはならない。
h）車両中心線を軸として左右対称に取り付けること。

2.13 ） （略）
（以下略）

以上

ラリー競技開催規定の一部改正 ［公示No.2007ー104］

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 ［公示No.2007ー105］

国際 国内 準国内 地方 クローズド

競技会開催資格

1

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

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

初めて準国内競技を開
催するオーガナイザー
は、組織許可申請前5
年以内に地方格式のラ
リー競技会を3回以上
単独開催した実績を有
する加盟団体以上およ
び加盟クラブ以上であ
ること。（※注1参照）

加盟クラブ以上または
加盟団体以上として登
録後3年以上更新登録
（初年度登録を含む）が
行われており過去にク
ローズドのラリーを3
回以上開催した実績を
有していること。（※注
2参照）

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。）

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

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。

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。

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。

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。

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。

参加台数 60台以下（※注4参照） 30台以下
総走行距離（※注3参照） 制限しない 500km以下 200km以下
スペシャルステージの総距離 制限しない 50km以下（※注5参照）10km以下（※注6参照）

参加条件

国際ラリー競技に有効
な競技運転者許可証の
所持者2名以上を要す
る。

国内競技運転者許可証AまたはBもしくは国際ラ
リー競技に有効な競技運転者許可証の所持者2
名以上を要する。

国内競技運転者許可証
AまたはBの所持者2名
以上を要する。

開催クラブの所属員で、
国内競技運転者許可証
B所持者またはそのク
ラブが認めた者2名以
上を要する。

5km以下（※注7参照）
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第1条～第5条　（略）

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。

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

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。

第14条～第23条　（略）

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。

以　上

第1条　特別規則書
1．～2） （略）
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
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

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 ［公示No.2007ー106］

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

ラリー競技開催規定付則：スペシャルステージラリー開催規定の一部改正［公示No.2007ー107］

2008年日本ラリー選手権規定の一部改正 ［公示No.2007ー108］
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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。

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。

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1－3図
 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60 、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120 、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1－4図 第1－5図 第1－6図

第1－7図 第1－8図 第1－9図

第1－10図 第1－11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1－13図 第1－14図 第1－15図 第1－16図

第1－17図 第1－18図

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 ［公示No.2007ー109］
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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。

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。

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。

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：
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

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

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。

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

スピード行事競技開催規定の一部改正 ［公示No.2007ー110］

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 ［公示No.2007ー111］

（47ページに続きます）
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2008年国内競技車両規則の誤記訂正について ［公示No.2008−006］

　標記について、第3編スピード車両規定第6章スピードSC車
両規定および第7章スピードD車両規定に誤記がありましたので、
下記の通り訂正してお詫びいたします。
記
1．第6章スピードSC車両規定
誤）
第1条　安全規定
1．4）ロールケージ
　すべての車両に6点式以上のロールケージの装着を義務付け
る。ロールケージの取付については、第1編レース車両規定第4
章「公認車両および登録車両に関する安全規定」に従うこと。
ただし、ジムカーナ競技には同規定6．3．3．5．2）の運転席
側ドアバーは適用されない。
　　　　　　　　　　　　↓
正）
第1条　安全規定
1．4）ロールケージ
　すべての車両に6点式以上のロールケージの装着を義務付け
る。ロールケージの取付については、2007年または当該年の
第1編レース車両規定第4章「公認車両および登録車両に関する
安全規定」に従うこと。ただし、ジムカーナ競技には同規定の
運転席側ドアバーは適用されない。

以　上

2．第7章スピードD車両規定
誤）
第1条　安全規定
1．2）ロールケージ
　すべての車両に6点式以上のロールケージの装着が義務付け
られる。（ただし、単座席、2座席レーシングカーを除く）。ロ
ールケージの取付については、第1編レース車両規定第4章「公
認車両および登録車両に関する安全規定」に従うこと。アルミ
製ロールバーの使用は許されない。
　　　　　　　　　　　　↓
正）
すべての車両に6点式以上のロールケージの装着が義務付けら
れる。（ただし、単座席、2座席レーシングカーを除く）。ロー
ルケージの取付については、2007年または当該年の第1編レー
ス車両規定第4章「公認車両および登録車両に関する安全規定」
に従うこと。アルミ製ロールバーの使用は許されない。

以　上

仮ライセンスの色について ［公示No.2008−007］

　仮ライセンス（紙製）の色については、環境保護の観点から、今後毎年変更することを止め、２００７年のカラーで継続することとしまし
たのでお知らせします。
　つきましては、競技会におけるライセンス確認時に十分ご注意いただきますようお願いいたします。
　本ライセンス（プラスチック製）については、毎年色を変更いたします。

国内スポーツカレンダー登録規定の一部改正 ［公示No.2008−008］

２００８年１月１日改正施行
※下線部分：改正箇所

第１条　　（略）　

第２条　登録の方法
１．（略）
（登録申請締切日）
１）〜２）（略）
　
 

３）ＪＡＦが制定した選手権競技
　（１）全日本および地方レース選手権…前年の９月１５日まで
　（２）全日本および地方ラリー選手権…前年の９月１５日まで
　（３）全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権

・・・・・・・前年の７月１５日まで
　（４）地方ジムカーナ／ダートトライアル選手権

・・・・・・・前年の９月１５日まで
４）以下　（略）

以上

　公示2007-148「２００７年ＪＡＦ地方選手権表彰式一覧表」でお知らせしました中国地区の開催日時が間違っておりました。
　正しくは２月３日（日）１１：３０です。お詫びして訂正いたします。

お詫びと訂正
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2008年JAF地方ラリー選手権のクラス区分について ［公示No.2008−009］

　2008年日本ラリー選手権規定第14条に基づき、2008年地方
ラリー選手権クラス区分について、下記の通りお知らせいたし
ます。

1．北海道ラリー選手権
　クラス区分：
　A−ABクラス：気筒容積が3000cc以下の車両
　A−Cクラス：気筒容積が3000ccを超える車両

2．東日本ラリー選手権
　クラス区分：
　BC−Aクラス：気筒容積が1600cc以下の車両
　BC−Bクラス：気筒容積が1600ccを超え3000cc以下の車両
　BC−Cクラス：気筒容積が3000ccを超える車両

3．中部／近畿ラリー選手権
　クラス区分：
　DE−Aクラス：気筒容積が1500cc以下の車両
　DE−Bクラス：気筒容積が1500ccを超え3000cc以下の車両
　DE−Cクラス：気筒容積が3000ccを超える車両

4．九州ラリー選手権
　クラス区分：
　H−Aクラス：気筒容積が1500cc以下の車両
　H−Bクラス：気筒容積が1500ccを超え3000cc以下の車両
　H−Cクラス：気筒容積が3000ccを超える車両

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）適用規定の誤記訂正について ［公示No.2008−010］

　標記について、5．最低重量に誤記がありましたので、下記
の通り訂正してお詫びいたします。

記
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。

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。

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1−3図
　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、補強板を必ずし
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
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り付け板は、 板 しで、 ボ ィシ ルに
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。

　※統一解釈：取り外し可能な部材がロールケージの構造とし
て用いられる場合、使用される取り外し可能な
連結金具は、第3編スピード車両規定第3章スピ
ードN車両規定第1条「安全規定」1．4）「ロー
ルバー」13）に従うこと。

　　第1−4図　　　　　　第1−5図　　　　　第1−6図

　　第1−7図　　　　　　第1−8図　　　　　第1−9図

　　第1−10図　　　　　 第1−11図　　　　  第1−12図

　　第1−13図　　　　　第1−14図

　　第1−15図　　　　　第1−16図　　　　  第1−17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。

5．最低重量：
　　カタログに記載された車両重量から当該車両の燃料タンク
容量に比重0．74を乗じた値（小数点以下切り捨て）を減じ、
これに安全装備（ロールケージ等）の重量として35kgを加え
た値とする。
　　同一車両型式に複数の車両重量が設定されている場合は、
その最小値を当該車両の車両重量として適用する。また、同
一車両型式に過給器付と過給器なしの両仕様が存在する場合
は、各々に設定されている車両重量の最小値を適用する。
　重量計測の条件は次の通り取り扱う。
　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

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誤記訂正について ［公示No.2008−011］

　標記について、第2条参加車両に誤記がありましたので、下
記の通り訂正してお詫びいたします。

記
第1条　（略）

第2条　参加車両
　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車両または当該年の日本ラリー選手
権規定付則に合致したRF車両

　以下　（略）

以　上

（ロールバーはバルクヘッド
を貫通していない。）
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ラリー競技開催規定付則：スペシャルステージラリー開催規定の誤記訂正について ［公示No.2008−012］

　標記について、第2条参加車両に誤記がありましたので、下
記の通り訂正してお詫びいたします。

記
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車両または当該年の日本ラリー選手
権規定付則に合致したRF車両

　以下　（略）

以　上

2008年以降のRB車両の取扱いについて（再公示） ［公示No.2008−013］

　RB車両（2002年ラリー車両規定に従って製作したラリー車
両）によるラリー競技会への参加は、2008年以降、下記に従っ
て認められることとなっていますので、改めてお知らせいたし
ます。
　なお、RB車両が参加する競技会については、JAFスポーツカ
レンダー登録申請書ならびにJAF公認競技会組織許可申請書に
「RB」の車両記号を記入してください。

　参加が認められる条件（下記条件をすべて満たしていること）
1．2002年12月31日以前に運輸支局等に初度登録された車両
であること。
2．FIA／JAF公認車両またはJAF登録車両であること。
3．地方選手権競技会に参加する場合は、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、　RN／RJ規定に従
うこと。（レべリング）
4．選手権以外の競技会については、オーガナイザーが特別規
則書に規定することにより、改造範囲をさらに制限すること
ができる。
5．安全に関わる項目の変更または追加が指示された場合は、

これに従うこと。　　

2009年2008年参加する競技会

不可不可全日本選手権

不可可

2002年登録まで
公認・登録車両
レべリングあり
（追加安全項目）

地方選手権

可

2002年登録まで
公認・登録車両
（追加安全項目）

可

2002年登録まで
公認・登録車両
（追加安全項目）

選手権以外

2008年全日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権統一規則 ［公示No.2008−014］

※下線部分：変更箇所
2008年1月1日施行

第1章　大会告知
第1条　　競技会特別事項
　本選手権競技会のオーガナイザーは当該競技会の特別規則に
本統一規則第1章の各項目を明記すること。
　また、特別規則の内容は本統一規則の内容に相反したり、ま
た重複しないこと。

○競技会の定義および組織
　　2008年JAF全日本［ジムカーナ／ダートトライアル］選手
権第　戦「［競技会の名称］」は、社団法人日本自動車連盟
（以下「JAF」という）の公認のもとに国際自動車連盟（FIA）
の国際モータースポーツ競技規則とその付則、それに準拠し
たJAFの国内競技規則とその付則、2008年日本ジムカーナ／
ダートトライアル選手権規定、2008年全日本ジムカーナ／
ダートトライアル選手権統一規則、スピード行事競技開催規
定および本競技会特別規則に従い国内競技として開催される。
○競技会の名称

　　2008年JAF全日本［ジムカーナ／ダートトライアル］選手
権第　戦
　「［競技会の名称］」
○競技種目
　［ジムカーナ／ダートトライアル］
○競技の格式
　JAF公認：国内競技、JAF公認番号　　年　　　号
○開催日程
　2008年　　月　　日（　）〜　　月　　日（　）　 日間
○競技会開催場所（コース公認№　　−［Ⅰ／Ⅱ］−　　　）
　名　称　：
　所在地　：
　担当者名：
　ＴＥＬ　：
　ＦＡＸ　：
○オーガナイザー等
　オーガナイザーの名称：
　代表者名　　　　　　：
　所在地　　　　　　　：〒
　ＴＥＬ　　　　　　　：




