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ＥＶモータースポーツの動向 

 

進士 守（ニッサンモータースポーツインターナショナル（株）） 

 

 

 

 

 

 

 

１．まえがき 

 昨今の環境問題から電気自動車（Ｅlectric Ｖehicle：ＥＶ）

が注目されるようになり久しい。弊社日産自動車でも量産１

００％電気自動車であるリーフの販売を昨年末より開始し、

今後、全世界へと販売を拡大していく。 
電気自動車は地球温暖化の要因である温室効果ガス（二酸

化炭素）を全く排出しない環境対応技術としてその有効性が

一般に浸透していると考えている。しかしながら従来の内燃

機関に代わる動力源としての電気モーターにも大きな可能性

があり、走行性能の面でも大きな可能性を秘めている。 

特に昨今のモーターショーでは電気自動車がショーカーと

して各社のメインアピールカーとなる時代の様変わりを実感

している。 

また電気自動車とは広い意味で定義されることがある。 

１、 充電式バッテリーを電力源とする 

２、 バッテリーとｴﾝｼﾞﾝ発電機を電力源とする 

 ハイブリッドといわれるｴﾝｼﾞﾝとモーターの両方を車載 

３、 燃料電池を電力源とする 

充電式バッテリーを燃料電池に置き換えたものが燃料電池

車両である。このように電力源から分類すると幅広いバリ

エーションがあり、駆動源としての電気モーターとｴﾝｼﾞﾝの

ハイブリッドカーまで、その種類は多岐にわたる。 

 

上記に関しては広く各方面から報告、発表があり、本論では

充電式バッテリーを１００％電力源とした電気モーターによ

り駆動する電気自動車ＥＶの今後のモータースポーツ活用の

方向性について報告する。 

 

2．電気自動車とは 

 まず最初に電気自動車とはどういうものか改めてその理解

を深めてみたい。 
化石燃料車両と大きく異なるのは以下の 2 点である。 
１） 内燃機関に代わり電気モーターが駆動源である。 
２） 化石燃料に代わり充電式バッテリーがエネルギー源であ

る。 
 

まず、内燃機関に対する電気モーターの特徴を以下に考えて

みた。 
電気モーターに対応するイメージとは、 
１） 静か 
２） くさくない 
３） きれい、汚れない 
４） スムーズ 
技術的には以下の特徴を有している 
１） エネルギー回生機能 
２） 高応答、高精度の出力トルク制御 
３） コンパクトでレイアウトが容易 
 
次に充電式バッテリーの特性は以下に集約される 
１） 化石燃料と比べ、重く大きなスペースが必要。 
２） 充電に時間がかかる。 
 最新の急速充電を使えば充電時間は３０分程度であるが、

レースのピットストップでの数十秒と比べると非常に時間が

かかる。 
３） 走行中もエネルギーの出入りが可能である。 
このエネルギー回生能力が今後の大きな可能性を有している。 
現時点ではＥＶモータースポーツとしてカテゴリーは未だ確

立しておらず、まだ手探り状態でその姿を模索している最中

である。 
このような電気モーターとバッテリーでモータースポーツと

してどう発展していくのか？ 
 

3．ＥＶ走行性能に対する技術的可能性 
電気モーターの特性を生かし車両運動性能を大幅に高めるこ

とが可能である。 
電気モーターを比較すれば従来の内燃機関は出力トルクの精

密な制御が苦手であると同時に回転数制御は更に不得手であ

る。 
この電気モーターの制御性を車両 4 輪それぞれに適用するこ

とにより車両挙動を飛躍的に改善することが可能となる。 
弊社リーフにおいても基本的なトルク特性の改善が行われて

いる。ドライバーのアクセル操作に対してそのまま電気モー
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ターの出力トルクを発生させると、急激なトルク立ち上がり

にドライブシャフト捩れに起因する強いがくがく振動が強く

発生する。この問題解決と同時に内燃機関よりトルク応答性

を生かしたトルクの出力特性の制御による滑らかかつ違和感

の無いトルク発生のチューニングを施している。その運転性

は好評と聞いている。この技術を基本として更に 4 輪の挙動

を駆動力だけでなく回生による制動力まで制御することによ

り飛躍的に車両性能を上げる可能性を秘めている。 

 

また、これまでの大パワーによる速さよりもエネルギー効

率を高めることにより車両トータルで速くする方向が重要

である。 
省エネルギーだけでなく、タイヤ、ブレーキなど負担軽減

につながりあらゆる面でのメリットが生まれる。 
さらに自動車メーカーである以上、モータースポーツでの

環境対策も当然必須であり、継続的な活動が求められる。 
このような背景をより生かすことがＥＶモータースポーツ

の今後の方向性と考えている。 
究極のレーシングカーは 4 輪独立モーターによる 4 輪速統

合制御であることは明らかで、実際に欧州メーカーによる

テストカーが試作されその開発が行われ、近い将来の販売

計画がリリースされている。ここにＥＶモータースポーツ

のひとつの可能性がある。 
 

 

4 輪モーター例 <Mercedes Benz SLS AMG E-CELL> 
 

4．各社のＥＶモータースポーツへの取り組み 
自動車メーカー各社によるＥＶモータースポーツへの取り

組みを紹介する。 
AUDI R8 E-Tron  
AUDI を代表するスポーツカーＲ８を 4 輪独立モーターに

よるＥＶ化 230kW 4500Nm 42kWh 

 
Mercedes Benz SLS AMG E-Cell 
AUDI と同様のコンセプトで SLS を 4 輪独立モーター化。 
スーパーカーであるＳＬＳ並みの性能。 
392kW 880Nm 48kWh 

  
Citroen  Survolt 
Peugeot Peugeot EX1 
250kW 480Nm  

 
BMW Mini EV Race 
Mini をＥＶ化。150kW 220Nm35kWh 
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Tesla Roadster 
215kW 400Nm 53kWh 

 
EV バギー  
パイクスピーク タイムトライアル参加車両 

 

 
５．今後の課題 

 電気自動車の最大の課題は電力源としてのバッテリーであ

る。ご存知の通り、現在の充電能力によるエネルギー密度は

化石燃料であるガソリンとは比べようもなく低い。 
 弊社日産リーフでは２００ｋｇ以上のバッテリーを積んで

24ｋＷｈの電力量である。 
EV モータースポーツとしての課題のひとつは車載バッテリ

ー容量による短い航続距離である。またその充電時間により

レースイベントに大きな制約が存在している。 
モーターは構造上容易に複数化できることから、高出力化に

大きな障害はないが、バッテリーの大きさや重さから電力量

の大幅な増加には課題が多い。この為、車体の軽量化要求は

更に高まっている。 同時に回生によるエネルギーリカバー

能力を有していることで速く走ると同時に回生により航続距

離を伸ばすという要素がモータースポーツの重要要素となる

と思われる。今後の環境対策として非常に有効な技術であり、

エネルギー回生を生かした運転技術がドライバーに求められ

る。 
 
モータースポーツに対する時代の要求も変化しつつあると考

えており、限られたエネルギー量で速く走り、効率的にエネ

ルギーを消費するかの競争が求められていると考えている。 
速さを競う中でも無駄なエネルギー消費はいけないことであ

り、エネルギー回生による効率的なエネルギーマネージメン

トが必要とされる時代が近づいており、フォーミュラ１のＫ

ＥＲＳシステムはその代表例である。 
また、モータースポーツとしてドライバーの能力での競争と

する為にドライバーズエイドの禁止や規則による性能均衡化

が必要とされる。各カテゴリーにおいてトラクションコント

ロールやＡＢＳなどが禁止されており、ｴﾝｼﾞﾝ出力性能制限と

してのｴﾝｼﾞﾝ回転数制限やｴﾝｼﾞﾝ吸入空気量制限（エアリスト

リクタ）が広く使用されている。ＥＶをモータースポーツに

適用すると電子制御の寄与が格段に大きくなり、車両の色々

な性能を大きく左右する。この性能均衡化に対する新しいＥ

Ｖへの新規則整備が求められる。 
 
これからのＥＶモータースポーツは 2局化すると思われる。 

Ａ，4 輪モーターによる高出力、タイムトライアル 
 正に自動車メーカーの技術開発領域として市販とモーター

スポーツの両立する車両開発が期待される。技術開発の余

地があると同時に大きな資金が必要とされる分野と想定さ

れる。 
 
Ｂ，ＥＶを広める親しみやすい参加型イベント 
 市販ＥＶを生かしたＥＶ拡大の支援活動 
 簡単な構造から自動車メーカー以外の参入も容易に思われ

る。 
 こちらの発展、拡大が今後のポイントと考える。 
 
最近、サーキットで実際にＥＶでのレースが行われている。

しかしながら必ずしも一般の好評価が得られていない事実が

ある。 
それはＥＶレースは下記の面で物足りないという。 
１） ｴﾝｼﾞﾝの爆音 
２） オイルの焼ける匂い 
３） 暴力的なイメージ 
私も長年このレース業界にいるので体感的には納得できる面

がある。しかしこのイメージはレースのもつ反社会的、暴力

的な非日常空間の演出と繋がるような将来は許されない廃棄

すべきイメージになっていくかもしれない。サーキットでの

排気音量規制が厳しくなる昨今であり、サーキットではなく
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とも室内や市街中心部での活動など静かにできることがモー

タースポーツの活動範囲を広めることになり、次第にその概

念も変わりつつあると考えている。モータースポーツが今後

必要とされる社会性ではないかと考えられる。 
 
 これまで述べたＥＶモータースポーツは遠い将来の可能性

ではなく、ごく近い将来その第一歩を踏み出すときが来てい

る。 
弊社日産自動車はゼロエミッションでのリーダーをモット

ーに、近くＥＶモータースポーツとして具体的な提案をする

ことを楽しみにしている。 
 

6．日産リーフNISMO RC について 
2011 年 4 月 20 日のニューヨークＡＵＴＯショーで日産自

動車（株）から日産リーフＮＩＳＭＯ ＲＣを発表した。 
この車両は“ＥＶでのドライビングプレジャーを訴求する

“をコンセプトに従来に無い都市部でのモータースポーツ等

の活躍の場の拡大を視野に開発された。 
レースカーとしての究極の速さよりも誰でも運転できる楽

しさの為に、基本となるＥＶユニットは量産リーフのものを

使いコストと同時に安全性、信頼性を高いレベルで満たして、

沢山の人に運転して頂くことを期待している。 
これまでのモータースポーツは限られた規則の中で誰が一

番速く走るかを目標としてきた。ＥＶの場合はその規則を新

たに決めることから課題であり、電気の場合は１ﾚｰｽでの総使

用電力量を厳密に規則化可能であるので、真にエネルギー利

用効率の競争ができるのではないかと期待している。 
 
本車両は国内で開発テストを行うと同時に世界各地でデモ

走行、試乗を行い今後の本格活動に向けた準備を進めている。 
これまでの走行コースを列挙すると 
日産テストコース 
筑波サーキット 
富士スピードウエイ 
袖ヶ浦フォレストレースウエイ 
フランス ルマンサルテサーキット 
英国 グッドウッドフェスティバル 
   Cholmondeley ページェント 
ポルトガル エストリルサーキット 
米国 ミッドオハイオサーキット 
今後も欧州、北米、中国などでの走行を予定している。 
上記デモ走行、試乗を通じて操作が簡単、音が静か、暴力

的なイメージがないことが女性に好感触を持っていただけた

ことはモータースポーツとして新たな発見であった。 
ＥＶの将来のあり方を皆さんと一緒に考えていける機会と

なれば幸いである。 
 

 

 デモ走行 （グッドウッド フェスティバル） 

 

デモ走行 （ルマン サルテサーキット） 

 
デモ走行 （エストリルサーキット） 

 

日産 リーフＮＩＳＭＯ ＲＣ 車両構造 

Tubular sub-frame

Carbon monocoque 

Battery
Inverter

Motor/Gearbox


