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あなたもモータースポーツ始めてみませんか！ 
 
 

原島 清隆（日本自動車連盟） 

 

モータースポーツと言って思い出

すのは何でしょうか。Ｆ１グランプリ、パ

リ～ダカールラリー、ル・マン２４時間

やインディ５００マイルレースくらいなら

モータースポーツにあまり詳しくない

人でも知っているのではないでしょう

か。現代の科学工業技術の粋を集め

て作られた自動車を道具として、スピ

ードとドライビングテクニックの限界に

挑戦するモータースポーツはクルマ

社会の文化であり華と言えます。男の

子なら（最近では女の子でも）一度は

レーサーに憧れたことはあると思いま

すが、たとえば、Ｆ１レーサーになるの

は現実には夢のまた夢でしょう。しか

し、Ｆ１レーサーは無理としても、手軽

に、しかも安全にモータースポーツを

楽しむことはできるのです。 

たとえば、球技と一口で言っても

「野球」「サッカー」「バレーボール」と

いうように沢山の種類があるように、

モータースポーツにもいくつかの種

類があります。もっともポピュラーなの

がサーキットで行われるレースでしょ

う。ちょっと危険な匂いのする、華や

かなモータースポーツです。また、山

岳路や道なき道を疾走するラリーも、

ＷＲＣやパリ～ダカでご存知の方も多

いと思います。しかし、あまり知られて

いないのですが日本でもっとも多くの

モータースポーツマンが楽しんでい

るのが、実は「ジムカーナ」という競技

なのです。 

ジムカーナは、平地で行うスキー

のアルペン競技のようなもので、舗装

された広い駐車場などにパイロンで

設定されたコース（図１参照）を競技

車両が１台づつ走行し、その所要時

間で順位を競う競技です。一方、非

舗装路面で行うものをダートトライア

ルと言います。ＪＡＦではこれらの競技

を総称してスピード行事とも呼んでい

ます。 

ちなみに２００１年の１年間に行わ

れたＪＡＦ公認競技会の開催数を見る

と、レースが１２７大会、ラリーが１２５

大会、ダートトライアルが３４６大会の

ところ、ジムカーナは５０１大会開催さ

れています。単純に計算しても、毎週

日曜日に全国で１０大会づつ開催さ

れたということになります（ちなみに、Ｊ

ＡＦ公認のジムカーナコースは全国に

５５ヶ所）。参加台数で見ると、レース

が延べ９９９８台（１大会平均７９台）、

ラリーが延べ３９３５台（１大会平均３１

台）、ダートトライアルが延べ２１９３９

台（１大会平均８０台）のところ、ジムカ

ーナは延べ２７８３２台（１大会平均７４

台）となっています。ＪＡＦ公認競技会

以外の練習会や走行会の参加者を

加えれば、この数はもっと大きくなる

はずです。これらの開催数や参加台

数は、不況や趣味の多様化などの影

響もあってか、１９９２年頃をピーク（合

計大会数１３５０大会、合計参加台数

１１５０００台）として減少を続けていま

したが、ここ１～２年になり底打ちの状

態を見せています。理由としては、トヨ

タのＦ１参戦や、国際ラリーの国内開

催、佐藤琢磨選手や増岡浩選手など

昨年筆者が参加した関越ｽﾎﾟｰﾂﾗ
ﾝﾄﾞでの練習会でのｺｰｽﾚｲｱｳﾄ。比
較的覚えやすいｺｰｽﾚｲｱｳﾄであ
る。ｺﾞｰﾙ直前の最後のﾊﾟｲﾛﾝは、
ｼﾞﾑｶｰﾅ特有の「ｻｲﾄﾞﾀｰﾝ（ｻｲﾄﾞﾌﾞ
ﾚｰｷを引いて後輪をﾛｯｸさせ小回
りする）」ができないと、大幅にﾀｲﾑ
をﾛｽする。 

「関越」とならんで関東のパイロンジム
カーナのメッカ、千葉県の「浅間台」で
の一コマ。 

 

昨年の全日本ジムカーナ選手権最終
戦「筑波コース１０００」での一コマ 
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の日本人選手の海外での活躍などに

より、ふたたびモータースポーツに注

目が集まってきたのではないかと考え

られています。 

さて、ジムカーナは戦後日本に進

駐した米軍の兵隊たちが基地の中で

始めたのが次第に日本各地に広まっ

ていったと言われています。１９６２年

に日本初の本格的サーキットである

鈴鹿サーキットが完成し、翌１９６３年

には第１回日本グランプリ自動車レー

スが開催され日本でもレースができる

環境が出来上がりましたが、まだそれ

ほど大会数のなかった頃は、レーシン

グドライバーもレースのない時はジム

カーナやラリーなどに出場していたよ

うです。ＪＡＦの統計を見ると、ＪＡＦが

国内モータースポーツの統括を開始

した年の翌年（１９６４年）にはスピード

行事というくくりで４件公認競技会が

開催された記録がありますが、当時の

スピード行事はヒルクライム（山道を駆

け上がる競技）なども一緒にカウントし

ていたようです。以後着実に開催数

が増え、前述のような開催数になった

というわけです。 

ＪＡＦは、１９７９年にこれらのスピー

ド行事の開催方法や参加資格、車両

規定等を定めた「スピード行事に関す

る指導要項」を制定し、それまで主催

者が自主的に開催していたスピード

行事の開催要領を一定の基準にまと

めています。また、１９８７年からは、会

場となるコースの安全基準と公認規

定を制定し、競技のより一層の安全

性の向上を図っています。競技面で

は、１９８０年から、全日本ジムカーナ

選手権が始まっています。さらにその

翌年からダートトライアルの全日本選

手権も始まっています。いずれも最初

は年に１度の大会で各地の選抜戦の

上位入賞者が年末の全日本選手権

大会に一同に会し、日頃培ったテク

ニックを披露するという図式で行われ

ていましたが、ダートトライアルは１９８

９年から、ジムカーナは１９９２年から

全国をラウンドして行うシリーズ戦に

変わっています。 

◎ジムカーナの魅力 

多くのモータースポーツマン（ある

いはウーマン）たちが楽しんでいるジ

ムカーナの魅力とは一体どのようなも

のなのでしょうか。 

○ 車両にかかる費用は基本的にゼロ 

これまで、レースに出場するにはレ

ース専用の車両を用意しなければな

りませんでしたが、２０００年からナン

バー付車両によるレース（通称：Ｎゼ

ロレース）が始まり、日常の足として使

用している車両でレースができるよう

になり、憧れのレースがより身近にな

りました。しかし、安全性の確保や過

当競争防止の観点から車種を限定し

たワンメイクレースで行われているた

め、参加希望者は出場したいＮゼロ

レースの車両を購入しなければなりま

せん。今年あたりから中古車も出まわ

ってきているようですが、それでも中

古のＮゼロ車両を購入するための

費用がかかってしまいます。 

しかし、ジムカーナでは極端に言

えば、ナンバーの付いた車両であ

ればなんでもＯＫです。公認競技会

ともなれば、普通は一般的なスポー

ツタイプの乗用車で出場すると思い

ますが、たとえばジムカーナ練習会

などでは、ワンボックスで出場してい

る参加者なども結構見かけます。ま

た、ダートトライアルで義務付けされ

ているロールバーも取り付ける必要

はありません（オープンカーを除く）。

服装も、レーシングスーツを用意で

きればベストですが、長袖、長ズボ

ン、それに運転に適したシューズと

グローブ、あと２輪用または４輪用の

ヘルメットがあればＯＫです。さらに、

１台で数人が参加することも可能で

競技開始前のドライバーズブリーフィングの風
景。ブリーフィングで、主催者から旗信号の説明
や走行上の注意などの説明を受ける。ブリーフ
ィングが終了すると、コースがオープンされ、慣
熟歩行に移る。 

 

図２ 昨年の全日本ジムカーナ最終戦のコースレイアウト 

 筑波サーキットコース１０００で行われた昨年の全日本ジムカーナ選手権最終戦のコースレイアウ

ト。このようにジムカーナは、ミニサーキットや自動車教習場などでも行われている。広大な舗装路

面にパイロンでコースを設定するジムカーナを「パイロンジムカーナ」、ミニサーキットなどのコース

を使用するジムカーナを「コースジムカーナ」などと俗に呼んでいる。 
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す。そうすれば、会場までの往復の交

通費も２分の１、３分の１となってさら

にお得です。 

車さえあれば楽しむことができる。

それがジムカーナなのです。 

○ 車両に対するダメージが少ない 

ダートトライアルやラリーは未舗

装路面を疾走するので、サスペン

ションや車体に負担がかかりますし、

車体下面を打つ場合もあるのでア

ンダーガードで保護したりしますが、

フラットな路面で行うジムカーナで

はその心配もありません。しかもコ

ースのレイアウト上せいぜいシフト

アップしても３速を使うか使わない

か程度の比較的低速で競技する

ので、この点でも安全といえます。

たまに、ライン取りを失敗してパイロ

ンに接することもありますが、ほとん

ど目に付かない傷程度ですみます。

言うまでもなく、レースのように混走

しないので、他車とのクラッシュもあ

りません。 

○ スポーツドライビングの基礎を安全

に習得できる 

 以上のようにジムカーナは手軽に

しかも安全に楽しむことのできるモ

ータースポーツでありながら、走りこ

んでゆくに従い、スポーツドライビ

ングの基礎を知らず知らずのうちに

習得することができます。さらに、ど

うしたら自分の思うとおりにクルマを

走らせることができるか、ライバルよ

りも速く走ることができるか、研究し

ながら走れば、上達の速度も増す

に違いありません。 

○ ストレス解消にもってこい 

しかしなんと言っても、ジムカー

ナの魅力は車を思いきり走らせる

爽快感でしょう。現在はほとんどの

国民がクルマを運転する時代にな

りましたが、運転するクルマの性能

を１００％出して走ることなど一般道

では当然ありえません。それが、ジ

ムカーナであれば、合法的に１０

０％出し切って走らせることができ

るのです。そして、最近のスポーツ

タイプの車両であればその加速力

や制動力の高さ、さらにタイヤのグ

リップ力の高さにきっと驚くでしょう。

また逆にそのような高性能のクルマ

でも、いったんスピンするとタイヤが

ぜんぜんグリップしないという感覚

は、やはり実際に全開で走って体

験してみないとわからないものです。

こうした限界走行を体験することに

より、一般道で飛ばすことの危険を

改めて認識することができ、結果と

して安全運転意識の涵養にもつな

がるのです。ジムカーナにはこうし

た一面も持っているのです。 

◎ ジムカーナをやってみよう 

ＪＡＦのＢライセンスを取得していき

なりＪＡＦ公認のジムカーナ競技に出

場することも十分可能ですが、まずは、

練習会に参加してみるのが無難でし

ょう。練習会も全国各地で行われてい

ます。情報は「プレイドライブ誌」や

「オートスポーツ誌」などのモータース

ポーツ専門誌に掲載されています。

練習会なら１日でおよそ１０回前後走

ることができます。 

一方、公認競技会だと通常２回の

走行しかありませんが、公認競技会に

はそれなりの緊張感やうまく走れたと

きの充実感などは、練習会の比では

ありません。しかし、やはり、最初はど

んどん走りこむことに重点を置きましょ

う。練習会も公認競技会も１日のイベ

ントの流れは似ているので（練習会に

は車両検査はない）、その流れに慣

れたら、いよいよ公認競技会にチャレ

ンジしてください。 

公認競技会に出場するには、ＪＡＦ

の国内Ｂライセンスが必要ですが、全

国各地で行われている講習会（約２

時間の座学のみ）を受講することで取

得することができます。Ｂライセンス講

習会のスケジュールはＪＡＦ会員に送

られてくる「ＪＡＦメイト誌」またはＪＡＦの

ホームページにも掲載しています。ラ

イセンスを取得すると、追ってＪＡＦか

ら「ＪＡＦモータースポーツ誌」が毎月

送られてきます。そこに、ジムカーナ

をはじめとするすべてのＪＡＦ公認競

技会の開催スケジュールが載ってい

るのでその中から適当な競技会を見

つけて申込んでください。特に初心

者向けの競技会については、ページ

を改めて毎月特集しています。 

このほか、ＪＡＦのモータースポーツ

についてはホームページで詳しく紹

介していますので、是非そちらにもア

ク セ ス し て み て く だ さ い

（http://www.jaf.or.jp/msports/）。 

さあ、教室での研究に疲れたらジム

カーナで思いっきりいい汗を流してく

ださい。心も体もリフレッシュすること

請け合いです！ 

以 上 

 

 

表彰台に立ったときの気分は最高。誰もが
夢見る瞬間だ。 

通常、競技は、車両の改造限度や排気
量、駆動方式等により沢山のクラスに分かれ
て行われる。参加者の少ないクラスなら、ひ
ょっとしていきなり「表彰台」があり得るかも。
このように上位に入賞すると主催者からさま
ざまな趣向を凝らした賞典が授与される。 

 

http://www.jaf.or.jp/msports/

