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1989 年 2 月に発売された初代レガシィ(BC/BF 型)は、スバル 1000 で開発した水平対向エンジンとレオ－ネで

培ってきた 4WD 技術を進化させ、ハイパワーエンジンを得て、走りの質を格段に向上させた車である。 

初代レガシィは、こんにちのスバル乗用車ラインアップに共通するバランスに優れたシンメトリー4WD シャシー、

軽量・低重心・高出力の水平対向エンジンの組み合わせを実現し、その後 WRC で活躍するなど、一躍「走りの

スバル」イメージを創り上げる牽引車の役割を果たした。また、走りを楽しめるツーリングワゴンでブームを創成

し、スバルの車つくりの根幹を明確にした車でもあった。 

 

 

【開発の狙い】  

1968 年スバル 1000 で水平対向 FF 方式を開発したスバルは、その後 1972 年にレオ－ネへとモデルを進め、

その間に世界への輸出を進展させたことで、よりグローバルに通用する車が必要となっていた。一方、水平方

向のバランスの良さ、低重心がもたらす操安性の良さは、主にラリーフィールドで実証され、更に 4WD を得て、

その実力を示しつつあった。そして、世界のモータースポーツレベルに通用させる為、更なる総合性能の向上

が望まれる状況であった。 

このような観点から、レガシィは下記 3 点を主な狙いとして開発を行った。 

１． 世界に通用する、優れた基本性能、品質の実現 

２． ドライバーの意思に忠実で、信頼感のある高い運動性能と味のある走りの創造    

３． スバル固有の水平対向エンジンの完全新設計と高出力化、高速 4WD システムの完成。 

 

 

【車種構成とコンセプト】  

・ 車型はセダンとワゴンの２車型で、これに 1.8Ｌ SOHC、2.0L DOHC、2.0L DOHC ターボﾞの 3 種類のエンジン、

更に米国市場向けに専用の 2.2LSOHC エンジンを用意した。セダンには FF と 4WD、ワゴンは 4WD のみを展

開し、それぞれ 5 速マニュアルと 4 速電子制御オートマティックトランスミッションを組み合わせた。 

・ セダンは「ドライバーズカー」のコンセプトの下、「人と車の一体感のある走り」を目指し、エンジンでは燃焼効

率、ボディは曲げ及び捻り剛性、足回りは横剛性と十分なストロークの確保といった基礎からしっかり煮詰め

る事に集中し、「深みのある走り味」を目指した。 

・ ワゴンは当初からいわゆる「バン（荷室車）要件」を排除し、ゆったりとしたスペースユーティリティのある乗用

車の考えで、走りとユーティリティの両立を目指した。ワゴンらしさを演出するため、伸びやかなツーリングル

ーフ、３次曲面ガラスのグラスラウンドキャビン、ルーフレール等それまでの競合車が持ち合わせない上質で

活動的なイメージを創出した。 

 

 

以下、主力車種の 2.0Ｌ DOHC ターボ車を中心に技術説明を行う。 

 



①軽量、高剛性、低重心のハイパワー水平対向エンジンの開発 

・ 水平対向エンジンはエンジンルームのスペース制約上、ショートストロー

クにならざるを得ないが、その性質を利用し吹き抜けの良い高回転型高

馬力エンジンを生み出そうと考えた。 

・ 2.0Ｌエンジンでは 92×75mm の超々ビッグボア、ショートストロークとし、

大径ボアを利用しペントルーフ燃焼室、センタープラグを採用。各気筒に

４個の大径バルブを用いて、バルブ開口面積を拡大し、吸排気効率の大

幅な向上を図った。点火プラグは、イグニッションコイルを直接装着し、動

弁系は HＬＡ(油圧ラッシュアジャスター)付きで最も動弁剛性の高いエンド

ピポットタイプを用いる等で吹き上がり感の良さを狙った。 

・ ターボチャージャーは、過給圧を吸入管圧力、エンジン回転、スロットル開度、冷却水温、吸入空気量を総合

判断して電子制御コントロールし、レスポンスの向上を図った。 インタークーラーは、水冷式としてトランスミ

ッション背後に配置させ、空気通路を短くしてレスポンスの良さと大容量の冷却性能の両立を狙った。 

エンジン本体は、剛性向上を主に取り組み、アルミブロック本体についてはクローズデッキ化を行い、更に結合

剛性を高める為、フライホイールハウジングを一体化。クランクシャフトについては５ベアリング保持式とし、基

本的に高馬力時の振動、騒音抑制に対応した。 

 

②4WD システム 

・ レオーネ時代は 4WD の生まれからして悪路走破性を主力に考え、直結式のオンデマンド 4WD 方式を使用し

てきた。レガシィの目指す乗用 4WD としては、ハイパワーエンジンが生む高い駆動力を確実に四輪を通して

路面に伝え、安定したトラクション性能を発揮させる必要があり、ビスカス LSD 付き(ターボ MT 車)センターデ

フ仕様のフルタイム 4WD 方式を採用した。 

センターデフには信頼性の高いベベルギアを採用し、ビスカスカップリング式 LSD を組み合わせた。これによ

って、前後トルク配分は 50：50 であるが、前後輪に回転差が生じた場合に、その回転差に応じて自動的に適

切なトルク配分にコントロールされる優れたシステムが完成した。 

 

③水平対向４ＷＤシンメトリーシャシーの開発 

・ 縦置き水平対向エンジンを使った 4WD システムの特徴は、左右対称のレイアウトが実現でき、左右の車両

重量バランスがほぼ 50：50 となる。また、デフ前の重量オフセットが少なく、縦置トランスミッションがデフ後方

に位置しているため、パワーユニットの重心がデフ位置に近くなるため、ヨー慣性モーメントも小さい。この様

に基本的なレイアウトの良さが、後にＷＲＣで活躍する源となるが、レガシィのシャシー開発では、この良さを

最大限に生かし、高い操安性と乗心地の両立した「質の高い走り味」を目標とした。開発の初期段階から、テ

スト車を限られたテストコースだけでなく、世界各地の公道を実際に走り込んで操安性、乗心地のチューニン

グを繰り返した。 

 
 

 
スバルの 4WD 

 
その他の 4WD 



サスペンション 

シンメトリーでヨー慣性モーメントの小さいシャシーに高剛性のサスペンションを組み合わせ、小気味良い回頭

性を与える考えから、高い操縦性に必要な横剛性の得られるマクファーソンストラットを前後に採用した。さらに

フリクション低減や大ストロークの実現など、操縦性と乗心地を高い次元で両立させたことが特徴である。 

・ フロントは、Ｌ型ロアアームを用い、ステアリング系も含めて高い剛性、そして十分なホイールストロークを確

保。また、オフセットコイルスプリングの採用、ダンパー摺動部の材質やダンパーオイルの選定など徹底した

低フリクション化を図った。さらに、ロールセンターを低く設定し、適切なアライメント設定を追求。グリップを高

め、操舵応答性や限界性能を高めるとともに、安定感のある素直なロールフィーリングを実現した。 

・リヤサスペンションは、アクスルに対しやや後方にオフセットさせ、ストラットに対しほぼパラレルに配置したデ

ュアルラテラルリンクとトレーリングリンクで構成している。ストラットハウジングやディスクホイールなどで、徹

底的に剛性向上を図り、きわめてコントロール性の高い穏やかな限界性能を実現した。応答性が良いフロン

トの転舵に対する追従性向上の目的で、横力コンプライアンスステアによるトーコントロールを採用した。ま

た、フロントと同様に、ロングストロールと低フリクション、前後コンプライアンスの確保、サブフレームの採用

などにより、優れた接地性と重厚な乗り心地を実現している。 

特に、スプリングとダンパーのチューニングで

は、フロントとリヤのバランスを車種ごとに細か

く、最適に設定しており、ピッチングを抑え、ゆつ

たりとしたバウンシングによりショックを吸収し、

落ち着きのある乗り心地となるよう配慮した。 

これらステアリング系とサスペンションの組み合

わせにより、素直な操舵特性を実現し、従来の

4WD のイメージを払拭するリニアな回頭性を発

揮することとなった。また、例えリヤがブレークし

ても十分にコントローラブルという、スポーツ

4WD のあり方を示したとの評価を受けた。 
 

フロント 
 

リヤ 

 

制動装置と ABS 

・ ブレーキはペダルストロークの短縮と剛性感の向上、高速からの制動力の効きに重点を置き、容量の大き

なブレーキサイズと倍力装置を選定した。 

・ ターボ車にはフロント 15 インチ２ポット、リヤにドラムインディスクのベンチレーテッドディスクブレーキを採用。

パッドﾞには非石綿アスベストフリー材を使用し、環境にも留意した。 

・ ブレーキ配管は２系統クロス室内配管で、万一の際にも必要な制動力と安定性を保持し、石はね等からの

保護も考慮。より安全な設計とした。 

・ ABS は、最新の 4 センサー4 チャンネル、前輪独立、後輪左右同時セレクトロー制御方式で、制動時の方向

安定性と停止距離の両立を図った。4WD 車では、四輪が駆動系で結ばれているため、各車輪が互いに影響

しあい、極めて短時間の内に車輪ロックと解除を繰り返す状況では正確な車速検出が困難であった。しかし、

Gセンサーを追加する事により、速度演算機能を補足強化し、ビスカスカップリングもチューニングしてこの問

題を解決した。 

この ABS の市場への展開の際、作動時のペダルへのキックバックがブレーキ故障と受け取られるケースが発

生した。これは、キックバックのショックを低減するバルブを追加して対応したが、新しい機能に関し、ディーラー

等への教育が重要であると認識した一件であった。 

 

④高剛性ボディ 

・ 車体剛性は車両の振動騒音や乗り心地、建付精度、品質感等、広い範囲にわたって関わりが深いことが分

かっていた。レガシィはこれらの要件に加え、欧州における 200km/h レベルでの走行を想定し、走行時の振

動ピークをこの車速域外に追いやるとともに、操安性を向上させるため、サスペンションへの入力を受け止

める高剛性車体を開発した。 

・ 高剛性車体とするための主要な手法としては、主要構造部材の大断面化、結合部の強化、要所への大型

補剛材、溶接スポット点数の増加等を行った。 

・ ワゴンはリヤのバルクヘッドがなく、車体剛性面ではセダンに対し不利である。レガシィワゴンでは、リヤゲー

ト開口部に環状補剛構造を持たせ、ボックス断面を連結させるとともにリヤクォーター上部のサイドレール部

に大型リーンフォースメントを配して D ピラーとの結合を強化。レオーネに対し、約 30 ㎏の車重増で曲げ剛性

が 80％、捩り剛性も 30％と大きな剛性向上を実現した。 
 



【ワゴンブーム】   

  スバルは 1981 年に初めて 5 ナンバーのツーリングワ

ゴンを発売。以来、継続してモデル展開をしてきた。この

間、徐々に人気が高まり、1988 年時点では国内総販売

台数の 3 割を占める程になっていた。このため、レガシィ

ではツーリングワゴンの可能性を強く意識し、開発当初

よりバンを要件を一切念頭に置かず、乗用車の発展型

ワゴン専用車の開発に取り組んだ。 

  リアドアの開口部寸法要件や荷室寸法、荷重積載要

件を外し、一方、リヤオーバーハングを従来車に対して 

90mm 伸ばし、広いラゲッジスペースを確保するなどでデザイン自由度を大きくとった。伸びやかなルーフライ

ン、3 次曲面ガラスのラウンドキャビン、丸みを帯びたバックドア等に加え、ルーフレールで味付けをし、活動的

な小型上級車としての格調を確保した。また、ワゴンは全車 4WD 仕様とし、セダンと同様にサスペンション、ブ

レーキやその他のシャシー廻りは全て乗用車としてのチューニングを施した。 

ツーリングワゴンは、荷物を積めて、どこへでもストレスなく行けるパーソナルカーとして、狙い通りに好評を

獲得。半年後にターボ搭載車の GT ワゴンを加え、操縦する喜びもえられる走りのツーリングワゴンとして人気

が沸騰することになる。その後、レガシィ＝ワゴンの代名詞と云われるほどになった。 

下記に発売以来の台数経緯を示すが、特に２代目レガシィ(BG/BF 型)でワゴン人気が顕著に現れている。 
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※89～93 が初代レガシィ(BC/BF 型)、94～95 は二代目レガシィ(BD/BG 型) 

 

【モータースポーツへの挑戦】 

  従来からスバルは、ＦＦや４ＷＤの走破性の良さを活かして、モータースポーツ活動、特にラリー競技への参

加を積極的に行ってきた。このレガシィもモータースポーツでの活躍を念頭に置いて開発しており、発売に当た

って可能性を示すため、２つのモータースポーツ活動に取り組んだ。それは１０万㎞高速走行記録への挑戦で

あり、ＷＲＣ（世界ラリー選手権）への挑戦であった。 
 

①ＦＩＡ公認世界速度記録（１０万㎞）への挑戦 

レガシィの開発にあたっては、高性能化に加え、高い信頼

性の確保に取り組んできたが、これらを実証する意味合い

も含め、発売前に 10 万 km の世界速度記録に挑戦した。 

エンジン単体の十分な耐久テスト、駆動系全体を含む台

上パターン走行等、延べ 3000 時間にも及ぶ事前の耐久評

価を行い、さらにメンテナンス、ドライバー訓練等、綿密な

計画を立て米国アリゾナ州の ATC(アリゾナテストコース)

に臨んだ。速度記録への挑戦は 3 交代のチームを編成

し、1989 年 1 月 2 日にスタート。給油、タイヤ交換等のメン

テナンス時間も入れての連続走行速度記録であることか 
  



ら、各作業のスケジュールを綿密にたて、周回途中の車両状態もテレメーターで逐一把握しデータを取りなが

ら走行を行い、19 日後の１月 21 日に無事ゴールを迎えた。そして、3 週間弱の連続走行で１０万 km を走行し、

平均速度で 223.345km/h の世界新記録を作った。 

また、この間の膨大なデータと完走後の調査結果から、各システムに予想以上の磨耗等もなく、十分な信頼性

が確保されていることが確認された。 

 

②WRC への挑戦 

スバルは、レガシイ発売と同時に本格的に WRC（世界ラリ

ー選手権）への挑戦を開始した。WRC は、F-1 と同様に

FIA の世界選手権がかけられた最高峰のモータースポー

ツ競技である。平滑路面のサーキットを、競技専用車が純

粋にタイムを争う F-1 は、バーチャルワールドと言える。一

方、生産車ベースの競技車両が、様々な走行条件が想定

される公道上で争う WRC はリアルワールドの自動車競技

である。スバルは、生産車両の優秀性をアピールし、同時

に生産車両への技術的フィードバックが多く望めるカテゴ

リーがラリーであると判断した。 

レガシィの水平対向４ＷＤは、軽量、コンパクト、低重心で、良好なバランスと運動性能を与えるシンメトリーレイ

アウトであり、高い操縦性を与える高剛性ロングストロークサスペンションが特徴である。これは、ラリー競技に

適したレイアウトであり、他メーカーのラリーカーに対して潜在的にアドバンテージを持っていた。1989 年に活動

を開始して以来、車両が熟成されるに従って飛躍的に成績を伸ばしていき、ついに 1993 年に歴史的な WRC 初

勝利をあげることとなった。その後、同じシステムレイアウトを持つインプレッサに役を譲ったが、インプレッサが

1995、96、97 年と連続して WRC マニュファクチャラーズチャンピオンを獲得したのは記憶に新しい所である。 

  

【まとめ】 

レガシィは 1989 年に導入して以来、1993 年、98 年にフルモデルチェンジを積み上げ、こんにちを迎えている。

そして、スバル乗用車ラインアップのトップブランドとしての評価を定着させ、派生車種のランカスターを生み、6

気筒モデルも追加設定した。また、スバルはこの間にインプレッサ、フォレスターをラインアップにモデル追加し

たが、全ての車種を共通のシャシーレイアウトとし、シンメトリー水平対向 4WD システムを多方面で鍛え上げて

きた。 

スバルは、今後もアクティブドライビング、アクティブセーフティの思想のもと、走りを極めれば安全マージンを確

保できるとの信念を貫くつもりである。そして、運転の楽しさ、走る喜びと、安全をユーザーに提供していきたい、

と考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 


