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1. F1 とは 

車と呼ぶより‘マシン’と呼ばれる F1. 量産車とは違っ

てレースのために製作された車だ。 それで各チーム

は 0.001 秒の記録を短縮するために新技術を次から

次と開発していく。 今から 80 年前の 1930 年代に最高

時速 300km を越える車が開発されたことからみると F1

マシンに適用された技術はすでに半世紀の先を進ん

でいる。 

 
Fig.1 2010 年 F1 グランプリ 

ブリヂストンモータースポーツ・カレンダーより 

 

モータースポーツはレーサーの技量を競うと共に、技

術を競う競技である。 レーサーの技量は練習と訓練

で上達するが、マシンの技術は研究を重ねる他はない

のである。 0.001 秒差で勝負が分かれるため、各メー

カは微細な部分を改善するために最先端技術を開発

している。 

 

 

 

F1 マシンと一般の車とはすでに大きい差を持つ。 

1950 年、アルファロメオ 158 は 425 馬力を出した。 当

時には強力なエンジンをサポートできるタイヤや運転

技術が足りなかったため 50%の出力だけを使っていた。 

また、メルセデス ベンツの W196 は５０年が経った最

近になって導入された直噴射方式のエンジンを使って

いた。 以後グラウンド エフェクト(車体が地に密着でき

るようにする技術を利用したウイングを付け始めた。 

マシンが走行する時できる渦巻を効果的に利用する

技術である。 最近、燃費のための軽量化で適用し始

めたアルミニウム車体も 1970 年代 F1 で先に使われた

技術である。 

 
Fig. 2 F1 タイヤ/2010 F1 規定によれば選手 1 人にドライタイヤ 11 セット、イ

ントミディエイトタイヤ 4 セット、ウェットタイヤ 3 セットが支給される。 

ｆ１オフィシャルサイトより 
 

2010 年 F1 マシンは平均 750 馬力、8 気筒のエンジン

を使う。 また、マシン後尾の空気の流れを早くすること

によってダウンフォースを増加させるディフューザーを

装着して 2 秒以上の記録を短縮した。 2009 シーズン 

ワールド チャンピオン ジェンソン・バトンはダブル デ

ィフューザーを装着してシーズンチャンピオンになった。 

今年はすべてのマシンがダブル ディフューザーを装
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着している。 だが、2011 年からは全てのチームの同

意によりダブル ディフューザーを使わないことにした。 

マクラーレンが導入したエフ・ダクト(F-duct)は車体の

表面に流れている空気に変化を与えることによって直

線走路で約 3～4km/ｈの速度向上効果ができた。 だ

が、この技術も 2011 年には禁止される。 

 

2. Bridgestone - 世界 1 位のタイヤ企業 

ブリヂストンは世界最大のタイヤおよびゴム製品製造

企業である。ブリヂストンは売り上げの約 80%を占める

タイヤをはじめゴム関連製品、スポーツ用品など多様

なゴム関連製品を開発、生産して全世界 150 ヶ国で販

売している。 

ブリヂストンは 1931 年創業者石橋正二郎が設立した。 

世界的な企業として育てるという抱負を持っていたた

め、設立時から会社の名前を英語で作った。 設立者

本人の姓の石橋(石橋-Stone Bridge)を一般人が簡単

に呼び、覚えられるようにブリヂストン(Bridgestone)で

企業の名前を定めた。 

ブリヂストンは設立された後、短期間で日本最大のタ

イヤ企業に跳躍した。 日本自動車市場の成長と共に

世界的なタイヤ企業として成長することができた。 

1988 年には米国 2 位のタイヤメーカのファイアストーン

(Firestone)を当時 26 億ドルに取得して、世界最大タイ

ヤ企業として発足できる基盤を固めた。 

米国で発行されるタイヤ専門誌‘タイヤビジネス(Tire 

Business)’が集計した 2009 年全世界タイヤ業者販売

順位(2008 年売上額基準)によれば、ブリヂストンは

2008 年売り上げ(タイヤ部門) 254 億ドルを記録し、世

界 1 位のタイヤ企業の座を守ることができた。 

 

 
fig.3 世界タイヤ市場シェア 2008 年 

*ブリヂストンホームページより 

 

3. F1 に唯一タイヤを供給するブリヂストン 

そのブリヂストンは 1999 年 F1 のワンメイクタイヤサプラ

イヤーとして選ばれ、マシンに最適なタイヤを開発し続

けた。 以後、13年間 F1 用タイヤを作ったノウハウを土

台に F1 マシン用タイヤ POTENZA を出した。 

 

4. F1 のタイヤ 

F1 タイヤは三つの種類に分けられる。 ‘ドライタイヤ’

は乾いた路面で使う。 

2009年からは1998年から義務的に使われたグルーブ

タイヤ(溝つきタイヤ)の代わりに表面に溝がないドライ

タイヤの使用がまた許された。 一般的に溝がない場

合、接地力が 20%程度向上する。 ドライタイヤは材料

の成分により HARD、MEDIUM、SOFT、SUPERSOFT

の四種類のタイヤがある。 景気状況と天気などにより

使いわけることにたる。ドライタイヤは 80～10０℃で最

高の性能を発揮する。 試合前にタイヤをウォーミング

アップするのもこの温度に合わせるためである。 



3 

                
fig.4 ドライタイヤ 

*ｆ１オフィシャルサイトより 

 

ぬれた路面で使う‘ウェットタイヤ’は水にあたると粘り

がでるような特性を持っている。 35 度～55 度が最適

の温度であるこのタイヤは時速 300km で走行する際、

4 つのタイヤで１秒当たり 61 リットルの水を噴出する。 

そして 、‘インターミディエイトタイヤ’は水が溜まって

はないが、トラックがぬれた状態の時使う。 時速

300km で走行時、毎秒当たり 34 リットルの水を噴出す

る。 ‘ウェットタイヤ’と‘インターミディエイトタイヤ’は

表面の溝が水を排出する役割をする。 

 
Fig.5 ウェットタイヤ 

*ｆ１オフィシャルサイトより 

 

 
          fig.6 インターミディエイトタイヤ 

*ｆ１オフィシャルサイトより 

 

2010 年ブリヂストンは 4 万 4 千個のタイヤを供給する。 

金額で換算すれば 2 百億円を越える金額である。 莫

大な金額を注ぎ込みながらも積極的であるには理由

がある。 F1 にタイヤを初めて供給する 1999 年時ブリ

ヂストンの認知度はヨーロッパの５大国で１3～１4%程

度しかなかった。 だが、最近のブリヂストン認知度は３

5%まで向上され、売り上げも伸びつづけている。 また、

F1 タイヤを開発しながら得たノウハウが自社製品の競

争力にも繋がっている。 
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5.ブリヂストン F1 タイヤの進化 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 
 Fig.7 ブリヂストン F1 タイヤの変化 

＊ブリヂストンホームページより 

ブリヂストンのタイヤ技術は徹底的に企業秘密とされ

ている。  

今年 F1 に供給されるタイヤは全てブリヂストン東京小

平工場で生産され、飛行機で運ばれる。 また、レース

に使われた後にも全て回収し、自社工場で廃棄する。 

さらにレース中に裂けたりしたタイヤの破片までも全部

回収される。 タイヤの破片を分析すればコンパウンド

と呼ばれる成分を分析できるためである。 

 

1997 年のドライ用リアタイヤ。 

サイズ：315/45R13。 

1997 年まではスリックタイヤが使用

されていた。 

1998 年のドライ用リアタイヤ。 

サイズ：325/45R13。 

スリックタイヤの全面禁止は劇的

なレギュレーション変更だった。

1998 年のドライ用フロントタイヤ。 

サイズ：265/55R13。 

3 本溝のフロントタイヤは１年で姿

を消した。 

ウ ェ ッ ト 用 浅 溝 リ ア タ イ ヤ

WF03B。 

サイズ：325/45R13。 

1997～1998 年に使用された。 

ウェット用深溝リアタイヤ

WF01。 

サイズ：325/45R13。 

1997～1999 年に使用された。 

ウェット用フロントタイヤ

WF95。 

サイズ：265/55R13。 

2003 年、ウェット用タイヤはレ

ギュレーション上１パタンのみ

な

エクストリーム・ウェット用フ

ロントタイヤ WF53。 

サイズ：245/55R13。 

2003 年途中から使用が認められ

た。 


