
 

 
 
 

日本初のＷＲＣ「ラリー・ジャパン2004」 

スバルワールドラリーチーム参戦記 

 

眞下 義明（スバルテクニカインターナショナル（株））   

 
 

 

 

 

 

1．ＷＲＣの概要 

Ｆ－１と並びモータースポーツ選手権の最高峰として知ら

れる世界ラリー選手権（ＷＲＣ）の日本大会が，2004年9月，

北海道・帯広周辺で開催された．ヨーロッパを中心に，南北

アメリカ大陸，オセアニア地域，そして日本の各国で，年16

戦がスケジュールされるＷＲＣは，マニュファクチャラー（自

動車製造メーカー）選手権とドライバー選手権の両タイトル

がかけられており，自動車メーカーを代表する「ワークスチ

ーム」が威信をかけ，それぞれ2台ずつの最新鋭マシンとトッ

プドライバーを揃えて参戦している．市販車をベースとした

ワールドラリーカーはＦ－１よりも身近な存在で，競技の舞

台が公道ということもあるため，開催地域では幅広いファン

層をもっている．2004年の場合は，日本のスバルをはじめ，

2003年のマニュファクチャラータイトルを獲得したシトロエ

ン（フランス），そして2004年から新型プジョー307ＷＲＣを

デビューさせたプジョー（フランス），そして英国からはフ

ォードモーターカンパニーがＷＲＣにシリーズエントリーし

た．日本の三菱自動車も開幕戦のラリー・モンテカルロに新

開発のランサーＷＲＣをデビューさせたが，ラリー・ジャ

パンを待たずして活動を休止．このほか，近年では韓国の

ヒュンダイやチェコ共和国のシュコダがそれぞれワークス参

戦していた．この 3社は2005年以降（ヒュンダイは2007年か

ら）のフル参戦を目指している． 

日本では，かつて日産やトヨタ，マツダもこのＷＲＣに参

戦していた経緯を持つが，これまで日本でＷＲＣイベントが

開催されたことはなく，2001 年に国際格式で開催した「ラリ

ー北海道」が 2002 年にはアジア･パシフィックラリー選手権

イベントに昇格し，その実績を買われて2004年から世界ラリ

ー選手権のひとつとして開催されることとなった． 

 

2．スバルチームの概要 

富士重工業の独自技術として1970年代から取り組んでいた

水平対向エンジンと四輪駆動システムを組み合わせた乗用車

の開発を強力に推進し，さらに独自性を世にアピールする場

として，スバルは80年代初頭から本格的に国際ラリーに参戦

し始めている．当初は過酷なラリーとして知られるサファリ

ラリーを中心に活動していたが，1990 年からは、英国に本拠

地を定め，ＷＲＣにシリーズ本格参戦するようになった．特

にスポーツＡＷＤ（四輪駆動）セダンであるインプレッサを

ＷＲＣ参戦の主力車種として据えてからは好成績を残し，活

躍している．そして1995年からの3年間には，マニュファク

チャラーチャンピオンを連続して獲得．それ以来，今日に至

るまでトップチームとして君臨し，1995 年（コリン・マクレ

ー），2001年（リチャード・バーンズ），2003年（ペター・

ソルベルグ） にはドライバーチャンピオンも獲得している．  

 

Fig.1  日本初のＷＲＣ開催，世界トップの走りが眼前に！ 

 

3．2004年シーズンの経緯 

2003 年のＷＲＣドライバーチャンピオンであるペター・ソル

ベルグ（ノルウェー）をエースに，新進気鋭のミッコ･ヒルボ

ネン（フィンランド）をセカンドドライバーに加えた「フレ

ッシュ」な布陣で2004年シーズンを迎えたスバルワールドラ

リーチーム（ＳＷＲＴ）は，3月のＷＲＣ第3戦ラリー・メキ

シコに新型のワールドラリーカー「インプレッサＷＲＣ 

2004」を投入した．元Ｆ１設計者であるエド・ウッドをチー

フデザイナーとして開発したこのマシンは，Ｖ字型にラジエ

ターをマウントするなど革新的なアイディアを盛り込んでお

り，ＥＪ20 型水平対向ターボエンジンも新たに開発した集中

エンジン制御システムによってより効率的にマネジメントさ

れ，前年モデルから大幅に戦闘力が向上している．デビュー

戦のメキシコでは，コントロールライン直前のバッテリー上

 



 

 
 
 

がりを起因として後退したため優勝こそ逃したが，ステージ

ベストタイムを連発し，一時13位まで落とした順位を4位に

まで押し上げてフィニッシュ．他のトップコンテンダーたち

もこのマシンの実力には大いに注目した．そして次戦のニュ

ージーランドでソルベルグは，この雪辱を晴らすかのように

鮮やかな優勝を飾る． 

しかし，トップドライバーと最速マシンと聞こえの高いイ

ンプレッサＷＲＣ 2004の組み合わせは，不運やケアレスミス

などで，その後辛苦をなめることに．トルコやアルゼンチン

では，ウォータースプラッシュに突入すると水圧で新開発の

ラジエターを壊すというトラブルに見舞われ，また，ディフ

エンディングチャンピオンのソルベルグにも焦りが生じ，ア

ルゼンチン，フィンランド，ドイツの 3 連戦はリタイヤに終

わっている．特にドイツでは，激しいクラッシュに見舞われ，

ソルベルグとＳＷＲＴは運に見放されたかのような状態にな

った． 

 

4．開花の転機となったラリー･ジャパン 

別名「ハリウッド」と呼ばれるソルベルグは，天性のエン

ターテイナーであり，多くの声援を浴びるとそれをエネルギ

ーに換え，ひときわパフォーマンスを発揮する．そしてラリ

ー・ジャパン以降続くグラベル（未舗装）3連戦は，ソルベル

グが最も得意とするイベント．滑りやすいグラベルコースで

は，「ソルベルグ走法」と呼ばれるロスの少ないドライビン

グで，抜群の安定感と速さを見せる． 

 

Fig.2  ソルベルグ選手（左）とヒルボネン選手 

 

ドイツで味わった恐怖心の持続が心配されたソルベルグであ

ったが，クラッシュから 2 週間後の 8 月末に来日したころに

はすっかり振り切った様子．そして，普段は静かにゆったり

と時間が流れる帯広の町に，次第に多くの観客が集まりだし

た．通常のラリーウィークは，週の初めにレッキと呼ばれる2

回のコース下見走行を行い，ドライバークルーはこの間にペ

ースノート（路面や地形の特徴，コーナーの難易度などを記

した競技攻略メモ）を作成する．木曜日の日中はシェイクダ

ウンと呼ばれるテスト走行が予定されている．ウィークデー

のこの日にも，コースサイドやリエゾン（移動区間）では観

客や地元住民たちがラリーカーに手を振り，盛んにカメラの

シャッターを切っていたようだ．そして，イベントの開幕を

告げるセレモニアルスタートが木曜日の夜，帯広市内で行わ

れた．このセレモニーには 5 万人の観客が詰めかけ，世界チ

ャンピオンのソルベルグ，そして SWRT に熱い声援を送った．

この熱狂的な歓迎がソルベルグのスイッチをオンにしたよう

だ． 

 

Fig.3  早朝のセレモニアルスタートに集まったファン 

 

台風一過の9月3日，抜けるような晴天に恵まれ，3日間の

日程が組まれたラリー･ジャパンの初日がスタートした．道幅

の狭い北海道の林道は，ツイスティ，スムース，そしてルー

ズと様々な路面をもち，場所によっては200ｋｍ／ｈを超える

高速ステージが用意され，昼でも暗い森の中のステージもあ

った．この特徴はソルベルグのドライビングスタイルにマッ

チしたものと予想されていたものの，初のＷＲＣイベントゆ

えに，他のトップドライバー同様ソルベルグにとっても初体

験に変わりなかった．しかし，最初のスペシャルステージ（競

技区間）でソルベルグは2位以降を10秒も引き離す大量リー

ドを稼ぐと，次のステージでもベストタイムを連続奪取．そ

の後は少し慎重なスタイルに変更するものの，初日だけで 13

秒近い差をつけた．  

 

Fig.4  北海道ならではの森林のステージも設けられた 

 

 



 

 
 
 

5．スバルのラリー活動は経営資源そのもの 

自動車メーカーにとって，モータースポーツ活動はマーケ

ティングニーズによるものであったり，新技術の信頼性向上

のための実験の場，または基礎技術の醸成の場，あるいは人

材確保のための認知活動などとして活用されるものである．

しかし，スバルの場合は多少違っている．インプレッサをは

じめ．レガシィ，フォレスターといったスバル主力乗用車の

すべてが，低重心の水平対向エンジンを搭載したシンメトリ

カル（左右対称）ＡＷＤシステムを採用している．このレイ

アウトは，ラリーカーにも最適のものとされるため，ラリー

カーの性能を追及していくことはスバル乗用車の改良・改善

に直結している．従ってＷＲＣ活動は，マーケティング的に

も技術的にもスバルにとって不可欠なのである．しかも，世

界を転戦するＷＲＣは，グローバル企業であるスバルにとっ

ては好都合で，世界各国に配置してある現地ディストリビュ

ーターとの共通言語としてもＷＲＣ活動は有意義だ．そうい

う企業の特性は，竹中恭ニ代表取締役社長をはじめとする多

くの経営陣，幹部社員，海外ディストリビューター，国内販

売網マネジメントクラスが大挙して帯広に集まったことでも

わかるだろう． 

 

Fig.5  天然のスタンドから声援するギャラリー 

 

彼らの期待を背に，沿道を埋め尽くした 21 万人もの観客（3

日間のべ人数・主催者発表）の声援を浴びたソルベルグは，2

日目以降も快進撃を続けた．2 日目終了時には，リードを 1

分 9 秒に拡大．そして最終日も他を寄せ付けることなく，パ

ーフェクトな走りで優勝を勝ち取った．セカンドドライバー

のヒルボネンも，途中ギアボックスのトラブルなどでピンチ

となったが，コース上でマシンを応急処置してそれを切り抜

け，総合 7 位でゴール．スバルとしては，この上ない好成績

で初のＷＲＣラリー･ジャパンを終えた． 

所用により帯広から帰京していた竹中社長は，予定を変更

して最終日に帯広にとって返し，優勝者としてポディウム（表

彰台）に上ったソルベルグとともに優勝の美酒に酔ったので

あった． 

 

Fig.6  選手と共に美酒に酔う竹中社長（富士重工業） 

 

 6．新井敏弘もグループN部門で優勝 

ＷＲＣラリー･ジャパンは，ワークスチームとワールドラリー

カーによって総合優勝が競われたが，改造範囲が厳しく制限

された競技車両による「グループＮ」部門も設定され，ここ

ではグループＮカーで2002年からプロダクションカー世界ラ

リー選手権（ＰＣＷＲＣ）に挑戦し続ける日本の新井敏弘が

優勝を果たした．新井は2003年のＰＣＷＲＣランキング2位

で，2004 年も世界戦を転戦している日本のトップドライバー

のひとり．新井の駆るインプレッサＷＲＸ ＳＴｉもソルベ

ルグのマシン同様，初日から一度もラリーリーダーのポジシ

ョンを明け渡すことなく，完全勝利を果たした．そして，2

位には鎌田卓麻，3位もディーン・ヘリッジ（オーストラリア）

と，インプレッサ勢がグループＮ部門の表彰台を独占．初め

てのＷＲＣ、ラリー・ジャパンは，ここでもスバルの独壇場

となったのである． 

 

 

Fig.7  グループＮで優勝した新井選手の走り 

 

なお，ラリー･ジャパンの主催者は，ラリー期間中の競技の

安全性を確認する先行車（ゼロカー）のドライバーに，過去4

度のＷＲＣドライバーチャンピオンで2003年までＳＷＲＴに

在籍したトミ・マキネン（フィンランド）を招聘．日本でも

馴染み深いスーパースターの雄姿に，沿道のファンは沸いた．



 

 
 
 

そのマキネンが使用したゼロカーは，2005 年のＰＣＷＲＣで

活躍が予測されているインプレッサＷＲＸ ＳＴｉ ｓｐｅ

ｃ ＣのグループＮ仕様車であった． 

 

Fig.8  コースの安全性を確認するゼロカ-と 

トミ・マキネン氏 

 

7．ラリー・ジャパンを振り返って 

ラリー･ジャパンを制したソルベルグは，それまでの不振がま

るで嘘であるかのように完全復調．ジャパンに続くグレート

ブリテンでは，ライバルであるシトロエンのセバスチャン・

ローブとの大接戦を制して連勝．そしてグラベル 3 連戦の最

終ラウンドであるイタリア・サルジニア戦も勝利して勢いを

取り戻した．この結果，ソルベルグの2004年通年成績は，シ

リーズチャンピオンこそローブに譲るものの，5勝を挙げてシ

リーズ 2 位に．速さの尺度であるステージベストタイム獲得

数では，96 回と他の追従を許さない断トツのトップを記録し

た．また，サルジニアでソルベルグが優勝したことで，スバ

ルのＷＲＣ通算優勝回数は44回となり，日本車として過去最

多となった． 

国内初開催となったラリー･ジャパンは，質的にも興行的にも

大成功だったといえる．のべ21万人の観客は，初めて見る世

界のスタードライバー達のスーパーテクニックを目の当たり

にし，Ｆ１とは異なる感激を覚えたことと思う．条件が一定

のサーキットレースとは異なり，刻々と変化する路面状況や

周辺環境に対応し，突然のリスクを巧みに交わすラリードラ

イバーの走りは，まさに驚異的である．そしてそこには，汗

と涙のドラマが待っており，ゲームセット後の感動は，他の

スポーツにもまったく引けを取らない． 

 

Fig.9  ギャラリーと喜びを分かち合うソルベルグ選手 

 

このラリー･ジャパンを通じ，ラリー文化が日本に定着し，

Jリーガーを目指す少年サッカー選手のように，いつしか日本

の子供たちがワールドラリーチャンピオンを目指す時代が来

ることを祈念したい．また，スバルはラリー文化の日本代表

プレーヤーとして，このスポーツの発展に寄与できれば幸い

と考えている． 
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