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先行予約受付中！

お 求 め 方 法 ─

お買い求めは 、お 近くの 書 店、または下 記まで

■パソコンから

支払い方法・送料について

http://www.sun-a.com

ご注文金額が1000円以上の場合は、送料無料

■お電話で

03-5357-8802
受注センター（平日10:00〜17:30）

送料無料！

定価：980円＋税

>>

■クレジットカード払いの場合

手数料：無料／送料：一回200円
■代金引換払いの場合

手数料：300円／送料：一回200円

株式会社 三栄
〒160-8461
東京都新宿区新宿6-27-30
新宿イーストサイドスクエア 7F
TEL：03-6897-4611（平日10：00〜17：30）

父親がイギリス人でロンドン生まれ︒でも母親
の祖国がタイなので︑８歳でレースを始めたとき
から︑ずっとタイ人としてレース活動をしてきた︒
タイには毎年帰っているし親戚もたくさんいるか
ら︑僕にとってタイ国籍でレース活動することは︑
とても自然な選択だった︒
昨年Ｆ２では選手権３位を獲得したけど︑僕よ
り上位にいたジョージ︵・ラッセル︶やランド
︵・ノリス︶はＦ１への切符を手にしようとして
いたし︑そのほかのシートも夏休み前にほぼ埋ま
っていたから︑フォーミュラＥへ挑戦することを
決めた︒もちろんハッピーな気持ちじゃなかった
けど︑モータースポーツというのは自分の力だけ
ではどうしようもないことがあることはわかって
いたから焦りはなかった︒そのあとダニエル︵・
リカルド︶がレッドブルからルノーへ移籍するこ
とになって状況が変わったんだ︒ずっとＦ１を目
指してやってきたから︑フォーミュラＥを断って
Ｆ１へ行くことに迷いはなかった︒
ここまでの自分の走りに関しては︑概ね満足し
ている︒正直もう少しＦ１のスピードに慣れるの
に時間がかかると思っていたから︑２戦目のバー
レーンＧＰでポイントを取れるなんて想像してい
なかった︒３戦目の中国ＧＰではフリー走行でミ
スしてクルマを壊してしまって︑ピットレーンか
らスタートすることになってしまったけど︑レー
スでは良い走りができたと思う︒前半戦︑ここま
での最高のレースだった︒今後の課題は予選での
一発の速さ︒そのためには︑エンジニアへもっと
正確にフィードバックしなければならない︒
中国ＧＰではタイ人初のＦ１ドライバーである
プリンス・ビラの功績を称えて︑特別なヘルメッ
トをかぶった︒９月のシンガポールＧＰでも用意
︵モナコＧＰ決勝前に収録︶ f

する予定だ︒もちろん中国ＧＰとは違うバージョ
ンだよ︒
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Text/Masahiro Owari Photo/Reb Bull

ALEXANDER ALBON

1996年３月23日生まれ。イギリス出身。イギリス人の父とタイ人の母を持ち、1950年代のビラ王子以来、ふたり目のタイ国籍F1ドライバー。2008年にレッドブル・ジュニアチームに抜
擢されるが12年に成績低迷で外れる。16年GP3でチームメイトのシャルル・ルクレールに次ぐ２位。昨年はFIA F2で３位。今季フォーミュラＥに出場予定だったが急遽F1参戦を果たした。

アレクサンダー・アルボン

2012年のレッドブル・ジュニアチーム時代にはダニール・クビアトや
カルロス・サインツが在籍し、参戦したフォーミュラ・ルノー2.0では
ピエール・ガスリーやエステバン・オコンなどが戦っていた
ライバルに先を越されたが、ついに彼らと同じ頂点の舞台へと上り詰めた

知 り た い デ ィ テ ー ル 、こ こ に あ り 。
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臨時増刊

2019スーパーGT公式ガイドブック
好評発売中！定価1111円＋税

GT500全ドライバー
「俺のマストアイテム」大調査！

お求めは
コチラから

2019シーズンのみどころ
GT500マシン解剖＆開発陣に聞く
[エース座談会] 山本尚貴 × 平川 亮 × 松田次生
GT300新車ギャラリー [マクラーレン／アストンマーティン／プリウス]
全44チーム紹介
サーキットガイド etc.
※内容は変更になる場合があります

（送料無料）

お求め方法
お買い求めは、お近くの書店または下記まで

支払い方法・送料について

■パソコンから

ご注文金額が1000円以上の場合は、送料無料

https://www.sun-a.com

■クレジットカード払いの場合

■お電話で

03-5357-8802
受注センター（平日10:00〜17:30）

手数料：無料／送料：一回200円
■代金引換払いの場合

手数料：300円／送料：一回200円

株式会社三栄 販売部
〒160-8461
東京都新宿区新宿6-27-30
新宿イーストサイドスクエア 7F
TEL：03-6897-4611（平日10：00〜17：30）

今︑ＧＴ５００最年長︒周りの同じ世代のドラ
イバーがみんな引退して︑いなくなってしまった
ことを意識しなくはないですよ︒でも︑そういう
年代だからというのではなく︑僕は 代の時も

てもう︵実質︶ 年目ですけど︑現場のスタッフ

スーパーフォーミュラの方はチーム監督を始め

と︑そういう感じではないんですけど︒

ライバーと監督と︑何か切り替えているかという

にはいかない﹂という気持ちで頑張れました︒ド

るので︑最後はドライバーとしても﹁負けるわけ

とがありがたいですね︒その頑張りが分かってい

きてくれたというか︑キッチリ実行してくれたこ

勢に関してまで︒それに対して︑みんながついて

事の進め方や考え方︑気持ちの部分︑取り組む姿

レースの戦い方はもちろんですけど︑工場での仕

て︑結構細かいことまで言わせてもらいました︒

んです︒でも僕がＧＴでも監督をやることになっ

いる人間は同じ︒現場の体制としてはほぼ同じな

今年︑チームは新体制と言われますが︑やって

ひとつ出たかなと︑ダブルで嬉しかったですね︒

事をしているので︑みんなで頑張っている成果が

ーズンはＧＴも監督としてチームを作っていく仕

﹁勝った時の喜び﹂はもちろんありますし︑今シ

と両方でした︒ドライバーとして︑いつもどおり

第２戦富士での優勝は嬉しさと︑ホッとしたの

の自信が揺らぐことはありませんでした︒

その原因は分かっていますし︑ドライバーとして

世界にない﹂と︒去年は勝てませんでしたけど︑

きました︒
﹁勝てなきゃ︑自分の存在意義はこの

代の時も︑常に﹁勝てなきゃ終わりだ﹂と思って

20

こそが僕が求めているチーム︒それを求めてきま

たちで考えて色々やってくれるんですよね︒それ

ありません︒最近は少しでも良くなるように自分

たちの仕事は申し分ないですし︑まったく不満は

10

30

したし︑ＧＴでもそうしたいと思っています︒ f
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Text/Yumiko Kaijima Photo/Masahide Kamio

YUJI TACHIK AWA

1975年７月５日生まれ。神奈川県出身。JGTC〜SUPER GTには1996年に初参戦、99年からレギュラーに。2001、05、13年とGT500王座に就く。今季第２戦富士で19度目の優勝。ト
ップフォーミュラでも長く活躍し、10年にセルモインギングのスーパーバイザー就任、翌11年から監督。15年より３年連続で王者を輩出した。今季からGT500ではセルモのエース兼総監督。

立川祐路

GT500を長年牽引してきたベテラン勢が次々と引退し
今は監督として指揮を執るなか、立川祐路は今も現役第一線で活躍中だ
彼もトップフォーミュラでは監督を務めるようになって長いが
今季はGT500でも選手兼任でチームを率いるという、新たな重責を担っている

8

生誕50周年記念特集

３世代の R に通ずる伝統
Photos/Hidenobu Tanaka, Shimpei Suzuki, NISSAN
Special Thanks/NISSAN, NISMO, Prince Garage Katori, R-Factory

9

こんなことが許される車は︑日本でＧＴ︲Ｒだけ︒

前口上

日産はデビュー戦のＪ ＡＦ︲ＧＰにあ

ードトップ仕様が投入されエースドラ

勝利を重ねていった︒途中で２ドアハ

し︑同じ宿命︑すなわち﹁勝つＧＴ︲

３世代のＧＴ︲Ｒには同じ志を感じる

れるかもしれない︒しかし本誌はこの

Text/Joe Kojima(Racing on) Photo/Hidenobu Tanaka
Special Thanks/Hiroshi Tanaka

たって﹁きょう注目のスカイライン︑

イバー陣が開発に参画し︑ラップタイ

Ｒ﹂を背負っていたと思っている︒２

令和時代の一発目は昭和 年デビュ
グランプリに初陣﹂なるキャッチコピ

ムはみるみる向上していった︒

ったから︑負ける気がしていなかった

タ︵１６００ＧＴ︶くらいしかいなか

べき相手は排気量が２割も少ないトヨ

Ｒの関連号や特集本を刊行し︑あの

ない自動車誌がきっとハコスカＧＴ︲

ストはない︒この 周年の折︑少なく

うになる︒しかしこの号にあの 勝リ

年のこれはトップ入線のトヨタがペナ

本誌も８年前のハコスカＧＴ︲Ｒ特集

手︒戦闘力と新鮮味の維持が必死に図

られてはいるが︑日進月歩の世界でこ

れはいかんともしがたい︒そんな環境

下で踏ん張るＲ にも光を当てたい︒

そういうわけで︑今号は 年の月日

をまたぐ三世代分を一冊に集約した特

集となった︒こんなことが許され︑実

る車は日本でＧＴ︲Ｒだけだ︒こんな

現できるコンテンツを山ほどもってい
回は公平な視点と本誌独自の基準で

ずは半世紀前の回顧から始めよう︒ f

ＧＴ︲Ｒの何がそんなに特別か？ ま

特別﹂という声に異論はないだろう︒

たとえファンでなくとも﹁ＧＴ︲Ｒは

名で人気な日本車はほかにないのだ︒

に歴史があり実績を誇り︑こんなに有

号︵ ４４４︶では掲載している︒今

12
〝真実の〟リストを作成した︵Ｐ 〜︶
︒

は歴代諸先輩方とは別格で異質と思わ

代だ︒スカイラインの名が取れたＲ

を第二世代とした︒現行Ｒ は第三世

リを第一世代とし︑Ｒ ・Ｒ ・Ｒ

そしてこのハコスカと後継のケンメ

32

生まれて 年ではない︒スカＧと呼ば

も﹁Ｒ﹂はつかない︒しかしあの瞬間︑

ルティで降格となったうえでの︑本当

35

ーで今年 周年というあの車が主役︒
日産のＧＴ︲Ｒ︒
ーを謳って朝刊各紙に大々的な全段広

日産はこれを車名に掲げ︑長く一大ブ

のだろう︒しかしこの一戦が実は薄氷

勝リストも載ることだろう︒かくいう

スカイラインが凡百のセダンとは別物

の意味での薄氷ぶりだった︒当日のス

50

００７年デビューのＲ はもう 年選

かつてはいすゞ・ベレットやＦＣサ

そうしてハコスカＧＴ︲Ｒは﹁栄光

告を打ち︑あのスカＧ伝説の後継車が

の 勝﹂という触れ込みで語られるよ

ランドとして高め育ててきた︒

の勝利だったことはよく知られている︒

マクラーレンＦ１にもその名があった︒

れポルシェを鈴鹿でブチ抜いて伝説と

後年のＲ も薄氷の勝利だったが︑

であることが日本中に知れわたり︑以

ピードや走りでは負けていた︒

69

何をもって 年か︒スカイラインが

なったあのスカイライン︵Ｓ 型︶に

後スカイラインはスポーツサルーンで

史実がどうなったか︑それは分からな

あのまま敗北を喫していたら以後の

レースに勝てる︑四角いスポーツセ

い︒ただ結果としてデビューウインは

あることを宿命づけられた︒
ダンとしてＧＴ︲Ｒは生まれた︒発売

達成され︑以後あれよあれよと大小の

33

35

32

32

50

は１９６９年︒そこからの 年である︒

No.

54

50

晴れの舞台を迎えると喧伝した︒倒す

バンナ︑セリカにもあった名称だし︑

50
34
35
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35

50

50

50
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A

PGC10
KPGC10
KPGC110

初代PGC10は69年のJAF-GP
が初陣。トップでゴールしたト
ヨタ1600GTがニッサンの抗議
により走路妨害で降格し、
GT-R
が初優勝を飾る。

年度

GT-R市販車の動向

国内主要レースにおけるGT-Rの記録

ライバルの動向

1969

２月 スカイラインGT-R
（PGC10型）
を発売

５月３日
６月29日
７月27日
８月31日
10月10日
11月３日
11月３日

JAFグランプリ：篠原孝道がGT-R
（PGC10型）
のデビューウイン
富士300㎞ゴールデン第２戦：黒沢元治が優勝
全日本富士1000㎞：長村瑞臣／篠原孝道が優勝
富士300㎞ゴールデン第３戦：長村瑞臣が優勝
日本グランプリ：寺西孝利が優勝
全日本鈴鹿自動車レース：都平健二が優勝
富士300㎞ゴールデン第４戦：千代間由親が優勝

トヨタ1600GTがトップでゴー
ルするもペナルティで降格

１月18日
３月８日
４月５日
４月12日
５月３日
５月24日
６月７日
７月12日
７月26日
８月23日
10月10日
11月３日

全日本鈴鹿300㎞レース：高橋国光が優勝
全日本鈴鹿自動車レース：高橋国光が優勝
全日本鈴鹿500㎞レース：箕輪真治が優勝
レース・ド・ニッポン：黒沢元治／砂子義一が優勝
JAFグランプリ：黒沢元治が優勝
全日本鈴鹿1000㎞レース：久保田洋史／箕輪真治が優勝
富士300マイルレース：長谷見昌弘が優勝
全日本ドライバー選手権 筑波大会：高橋国光が優勝
全日本富士1000㎞レース：砂子義一／長谷見昌弘が優勝
全日本鈴鹿12時間自動車レース：高橋国光／都平健二が優勝
日本オールスターレース：杉崎直司が優勝
全日本鈴鹿自動車レース：高橋国光が優勝

５月 マツダがカペラ（S122A
型）を発売

1

1970
2

10月 ハードトップ
（KPGC10型）
を発売

1971

3

1972

1973

１月10日 全日本鈴鹿300キロレース：長谷見昌弘が優勝
３月７日 全日本鈴鹿自動車レース：KPGC10型がレースデビュー。
黒沢元治が優勝
４月11日 レース・ド・ニッポン：歳森康師／星野一義が優勝
５月３日 日本グランプリ：高橋国光が優勝
６月６日 富士グラン300マイルレース：黒沢元治が優勝
８月15日 富士500キロスピードレース：マツダに敗れる
９月５日 富士インター200マイルレース：久保田洋史が優勝
10月10日 富士マスターズ250キロレース：黒沢元治が優勝

マツダ カペラがレースデビュー
９月 マツダがサバンナ（S102
型）を発売
マツダ カペラが初優勝（寺田陽
次郎）
マツダ サバンナがレースデビュ
ー

３月20日
６月４日
９月３日
10月10日

５月３日 日本グランプリでマツ
ダが表彰台独占

富士300キロスピードレース：高橋国光が優勝
富士グラン300マイルレース：高橋国光が優勝
富士インター200マイルレース：北野元が優勝
富士マスターズ250キロレース：このレースでワークスチーム撤退

１月 ハードトップ2000GT-R
（KPGC110型）
を発売
２代目GT-RのKPGC110は C
ボディが大きく重いためレー
ス参戦は開発段階から考えら
れていなかったため、ショー
展示用が一台製作されたのみ。

ニッサンがハコスカGT-Rの
50 勝目と公表しているのは、
72年３月の富士300キロス
ピードレースにおける高橋国
B
光の雨中での勝利。
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PGC10 / KPGC10 / KPGC110 / BNR32 / BCNR33 / BNR34 / R35

主要レースの優勝記録で振り返る

GT-R、勝利の系譜

BNR32

初代PGC10型から現代のR35型まで脈々と受け継がれた
レーシングテクノロジーでファンを魅了し続ける日本発の名車
その進化はモータースポーツで刻まれた多くの勝利に裏打ちされており
ライバルの追随を許さない伝説も生み出してきた
ここでは歴代市販車と主要レースでの勝利を大年表で振り返る
Photos/Shimpei Suzuki, NISSAN, SAN-EI

4

年度

GT-R市販車の動向

国内主要レースにおけるGT-Rの記録

ライバルの動向

1989

８月 スカイラインGT-R
（BNR32型）
を発売

1990

２月 GT-Rニスモを発売

３月18日
５月20日
７月１日
８月19日
９月30日
11月11日

JTC第１戦：星野一義／鈴木利男がBNR32型のデビューウイン
JTC第２戦：星野一義／鈴木利男が優勝
JTC第３戦：長谷見昌弘／A.オロフソンが優勝
JTC第４戦：星野一義／鈴木利男が優勝
JTC第５戦：星野一義／鈴木利男が優勝
JTC第６戦：星野一義／鈴木利男が優勝
チームインパルの星野一義がJTCのタイトルを獲得

フォードはシエラ RS500、ト
ヨタはスープラで参戦
トヨタはこの年限りで撤退
９月 ホンダがNSX（NA1型）を
発売

５月19日
７月７日
８月18日
９月19日
10月13日
11月10日

JTC第１戦：星野一義／鈴木利男が優勝
JTC第２戦：長谷見昌弘／A.オロフソンが優勝
JTC第３戦：長谷見昌弘／A.オロフソンが優勝
JTC第４戦：星野一義／鈴木利男が優勝
JTC第５戦：長谷見昌弘／A.オロフソンが優勝
JTC第６戦：星野一義／鈴木利男が優勝
ハセミモータースポーツの長谷見昌弘がJTCのタイトルを獲得

フォードはこの年限りで撤退

３月15日
４月26日
５月17日
７月５日
８月９日
８月23日
９月20日
11月８日

JTC第１戦：長谷見昌弘／福山英朗が優勝
JTC第２戦：A.オロフソン／木下隆之が優勝
JTC第３戦：星野一義／影山正彦が優勝
JTC第４戦：清水和夫／T.クリステンセンが優勝
JTC第５戦：長谷見昌弘／福山英朗が優勝
JTC第６戦：星野一義／影山正彦が優勝
JTC第７戦：星野一義／影山正彦が優勝
JTC第８戦：Aオロフソン／木下隆之が優勝
ハセミモータースポーツの長谷見昌弘がJTCのタイトルを獲得

11月 ホンダがNSXタイプRを
発売

２月 マイナーチェンジモデルを発売
２月 Ｖスペック、Ｖスペック N1を発売

３月14日
３月28日
４月25日
５月16日
５月30日
７月４日
８月８日
８月22日
９月19日
10月10日
10月17日
10月31日

JTC第１戦：星野一義／影山正彦が優勝
JGTC第１戦：影山正彦が優勝
JTC第２戦：高橋国光／土屋圭市が優勝
JTC第３戦：羽根幸浩／萩原修が優勝
JGTC第３戦：影山正彦が優勝
JTC第４戦：長谷見昌弘／福山英朗が優勝
JTC第５戦：星野一義／影山正彦が優勝
JTC第６戦：鈴木利男／飯田章が優勝
JTC第７戦：星野一義／影山正彦が優勝
JTC：星野一義／影山正彦が優勝
JGTC第８戦：影山正彦が優勝
JTC第９戦：横島久／T.クリステンセンが優勝
チームインパルの影山正彦がJTCのタイトルを獲得
グループAによるJTCはGT-Rが29連勝を飾って終焉

５月 トヨタがスープラ
（JZA80
型）を発売

２月 ＶスペックⅡを発売

５月１日 JGTC第１戦：影山正彦が優勝
６月12日 JGTC第２戦：長谷見昌弘が優勝
JGTCで影山正彦がドライバーズチャンピオン、
ホシノレーシングがチームチャンピオン獲得

16年ぶりのGT-R復活
となったR32は爆発的
な人気でブームを巻き
起こす。JTCではグル
ープA仕様が無敵の29
連勝を誇った。

1991

７月 N1仕様を発売
８月 マイナーチェンジモデルを発売

1992

1993

5

1994

D

トヨタ スープラは2JZ-GTEエ
ンジン搭載車でJGTCに参戦

※JTC=全日本ツーリングカー選手権、JGTC=全日本GT選手権
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BCNR33
BNR34

※JTC=全日本ツーリングカー選手権、JGTC=全日本GT選手権

年度

GT-R市販車の動向

国内主要レースにおけるGT-Rの記録

ライバルの動向

1995

１月 スカイラインGT-R
（BCNR33型）
を発売
１月 Ｖスペック、Ｖスペック N1を発売

４月２日 JGTC第１戦：BCNR33型がレースデビュー
４月２日 JGTC第１戦：影山正彦
（BNR32型）
が優勝
８月13日 JGTC第４戦：長谷見昌弘
（BCNR33型）
が優勝
JGTCで影山正彦が２年連続ドライバーズチャンピオンを獲得

トヨタ スープラは搭載エンジン
を3S-GTEに変更

1996

１月 マイナーチェンジモデルを発売
１月 Ｖスペック、Ｖスペック N1を発売
５月 LMリミテッド、ＶスペックLMリミテッドを発売

８月11日 JGTC第４戦：星野一義／影山正彦が優勝
11月17日 NICOS CUP GT オールスター戦：長谷見昌弘／田中哲也が優勝

ホンダ NSXがJGTCに参戦を
開始
マクラーレンF1 GTRがJGTC
に参戦し両タイトルを獲得

1997

２月 マイナーチェンジモデルを発売
２月 Ｖスペック、Ｖスペック N1を発売

３月30日 JGTC第１戦：鈴木亜久里／E.コマスが優勝
11月16日 NICOS CUP GT オールスター戦：鈴木亜久里／E.コマスが優勝

トヨタ スープラが６戦中５勝
トヨタがドライバーズ、チーム
の両タイトル獲得

1998

１月 オーテックバージョンを発売

３月22日 JGTC第１戦：E.コマス／影山正美が優勝
６月28日 JGTC第３戦：E.コマス／影山正美が優勝
JGTCでE.コマス／影山正美がドライバーズチャンピオン、
NISMOがチームチャンピオン獲得

6

7

E

R33GT-Rは95年に市販モデルを発
売。JGTCでは98年までの４年間で
ドライバーズタイトル２回、チーム
タイトル１回を獲得。

1999

３月21日 JGTC第１戦：BNR34型がレースデビュー
７月11日 JGTC第４戦：E.コマス／本山哲が優勝
JGTCでE.コマスがドライバーズチャンピオン

１月 スカイラインGT-R
（BNR34型）
を発売
１月 Ｖスペック、Ｖスペック N1を発売

2000 10月 マイナーチェンジモデルを発売
10月 ＶスペックⅡ、ＶスペックⅡ N1を発売

2001

５月 Ｍスペックを発売

トヨタがチームタイトルを獲得

４月２日 JGTC第１戦：E.コマス／影山正美が優勝
６月25日 JAPAN GT FESTIVAL in MALAYSIA：片山右京／M.クルムが優勝
10月１日 JGTC第６戦：星野一義／本山哲が優勝

ホンダがドライバーズ、チーム
の両タイトル獲得

８月５日 JGTC第４戦：M.クルム／田中哲也が優勝
JGTCでニスモがチームチャンピオン獲得

トヨタがドライバーズタイトル
を獲得

2002 ２月 VスペックⅡニュル、Mスペック ニュルを発売

ホンダがチームタイトルを獲得

８月 GT-R
（BCNR33型）
の生産を終了

2003
3

8

５月４日 JGTC第２戦：影山正美／R.ライアンが優勝
７月13日 JGTC第４戦：B.トレルイエ／井出有治が優勝
11月16日 JGTC第８戦：B.トレルイエ／井出有治が優勝
JGTCで本山哲／M.クルムがドライバーズチャンピオン、
NISMOがチームチャンピオン獲得
GT-RでのJGTC参戦を終了

レース参戦を見据えた市販モデルの開発と進化
日本のモータースポーツを勝利で支え続ける

F

99年にデビューしたR34GT-R。参戦最終年とな
った03年にはダブルタイトルを獲得。翌04年か
ら07年まではフェアレディZでの参戦となる。

R35
年度

GT-R市販車の動向

主要レースにおけるGT-Rの記録

ライバルの動向

2004

（フェアレディZでJGTCに参戦）

2005

（フェアレディZでJGTCに参戦）

トヨタがドライバーズタイトル
を獲得

2006

（フェアレディZでJGTCに参戦）

トヨタがレクサスSC430で参
戦を開始
レクサスがドライバーズ、チー
ムの両タイトル獲得

（フェアレディZでJGTCに参戦）

ホンダがドライバーズ、チーム
の両タイトル獲得

2007

12月 GT-R
（R35型）
を発売

9

14

年度

GT-R市販車の動向

2008 12月 一部仕様を変更して発売
G

R34まで続いたスカ
イラインシリーズと
は一線を画す GT-R
のR35。
SUPER GT
に 08 年から投入さ
れて、勝利を刻み続
けている。

2009 ２月 SpecVを発売
12月 一部仕様を変更して発売

2010

11月 マイナーチェンジモデル
（11年モデル）
を発売

国内主要レースにおけるGT-Rの記録

ライバルの動向

３月16日
３月16日
４月13日
６月22日
８月24日
９月14日
10月19日
11月９日

SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER

GT第１戦：R35型がレースデビュー
GT第１戦：本山哲／B.トレルイエが優勝
GT第２戦：本山哲／B.トレルイエが優勝
GT第４戦：J.P.デ・オリベイラ／荒聖治が優勝
GT第６戦：松田次生／S.フィリップが優勝
GT第７戦：R.クインタレッリ／横溝直輝が優勝
GT第８戦：本山哲／B.トレルイエが優勝
GT第９戦：松田次生／S.フィリップが優勝
GTで本山哲／B.トレルイエがドライバーズチャンピオン獲得

レクサスがチームタイトルを獲
得

３月22日
５月４日
６月21日
７月26日

SUPER
SUPER
SUPER
SUPER

GT第１戦：J.P.デ・オリベイラ／荒聖治が優勝
GT第３戦：本山哲／B.トレルイエが優勝
GT第４戦：R.クインタレッリ／安田裕信が優勝
GT第５戦：本山哲／B.トレルイエが優勝

レクサスがドライバーズ、チー
ムの両タイトル獲得

３月21日 SUPER GT第１戦：J.P.デ・オリベイラ／安田裕信が優勝
６月20日 SUPER GT第４戦：R.クインタレッリ／松田次生が優勝

ホンダ HSV-010GTがSUPER
GTに参戦
ホンダがドライバーズ、チーム
の両タイトル獲得

2011
５月１日
５月22日
７月31日
10月２日
10月16日

10

11月 12年モデルを発売

SUPER GT第２戦：本山哲／B.トレルイエが優勝
SUPER GT第１戦：松田次生／J.P.デ・オリベイラが優勝
SUPER GT第４戦：柳田真孝／R.クインタレッリが優勝
SUPER GT第７戦：本山哲／B.トレルイエが優勝
SUPER GT第８戦：本山哲／B.トレルイエが優勝
SUPER GTで柳田真孝／R.クインタレッリがドライバーズチャンピオン、
MOLAがチームチャンピオン獲得

2012

11月 13年モデルを発売

SUPER GTのGT300クラスにFIA GT3仕様のGT-Rが参戦開始
８月19日 SUPER GT第５戦：柳田真孝／R.クインタレッリが優勝
９月９日 SUPER GT第６戦：松田次生／J.P.デ・オリベイラが優勝
９月30日 SUPER GT第７戦：柳田真孝／R.クインタレッリが優勝
SUPER GTで柳田真孝／R.クインタレッリがドライバーズチャンピオン、
MOLAがチームチャンピオンを２年連続で獲得

2013

７月 スペシャルエディションを発売
12月 マイナーチェンジモデル
（14年モデル）
を発売

６月16日 SUPER GT第３戦：松田次生／J.P.デ・オリベイラが優勝

レクサスがドライバーズ、チー
ムの両タイトル獲得

2014

２月 GT-R NISMOを発売
11月 15年モデルを発売

５月４日 SUPER GT第２戦：安田裕信／J.P.デ・オリベイラが優勝
６月１日 SUPER GT第３戦：松田次生／R.クインタレッリが優勝
11月16日 SUPER GT第８戦：松田次生／R.クインタレッリが優勝
SUPER GTで松田次生／R.クインタレッリがドライバーズチャンピオン、
NISMOがチームチャンピオン獲得

レクサス RC FがSUPER GT
に参戦
ホンダ NSX CONCEPT-GTが
SUPER GTに参戦

2015

５月３日
６月21日
８月９日
11月１日

11

２月 45th Anniversaryを発売

H

SUPER GT第２戦：松田次生／R.クインタレッリが優勝
SUPER GT第３戦：本山哲／柳田真孝が優勝
SUPER GT第４戦：佐々木大樹／M.クルムが優勝
SUPER GT第７戦：松田次生／R.クインタレッリが優勝
SUPER GTで松田次生／R.クインタレッリがドライバーズチャンピオン、
R35は、11〜12年、14〜15年とも
NISMOがチームチャンピオンを２年連続獲得
に２年連続でSUPER GTのダブル
SUPER GT第１戦：松田次生／R.クインタレッリが優勝
タイトルを獲得。だが、16年以降は
SUPER GT第２戦：松田次生／R.クインタレッリが優勝
タイトルから遠ざかっている。
SUPER GT第４戦：佐々木大樹／柳田真孝が優勝
レクサスがドライバーズ、チー
SUPER GT第３戦：佐々木大樹／柳田真孝が優勝
ムの両タイトル獲得

2016

７月 17年モデルを発売
８月 GT-R NISMO 17年モデルを発売
８月 Track edition engineered by nismoを発売

４月10日
５月４日
７月24日
11月12日

2017

11月 18年モデルを発売

11月12日 SUPER GT第８戦：松田次生／R.クインタレッリが優勝

12

２月 ホンダがNSXを発売
レクサス LC500がSUPER GT
に参戦
ホンダ NSX-GTがSUPER GT
に参戦
レクサスがドライバーズ、チー
ムの両タイトル獲得

2018
12月 GT-R50 by Italdesignの受注を開始

2019

５月４日 SUPER GT：松田次生／R.クインタレッリが優勝

４月 20年モデルを発表
（６月発売予定）
４月 GT-R 50th Anniversaryを発表
（６月発売予定）
４月 GT-R NISMO
（20年モデル）
を発表
（５月先行予約）

ホンダがドライバーズ、チーム
の両タイトル獲得

13

※2019年５月中旬時点

12年にFIA GT3仕様のGT-R NISMO GT3を
発売し、SUPER GTのGT300クラスにも参戦
を開始。19年は６台が参戦している。

15

１９６９年５月３日︑午後０時 分︒

26

快晴の富士スピードウェイ︒いま︑１

時間余の熱戦の末︑カーナンバー ︑

アイボリーに濃紺のボンネットを持つ

トヨタ１６００ＧＴが真っ先にチェッ

カードフラッグを受けた︒勝たなけれ

ばいけなかった﹁初陣﹂スカイライン

ＧＴ︲Ｒは︑カーナンバー ︑銀色に

青いボンネットとストライプを配した

１台が︑１周前のメインストレートを

テール・トゥ・ノーズで駆け抜けてい

ったものの︑結局抜けぬまま︑最後は

39

09

再検証

Ｒのデビュー戦
1969年５月３日JAF-GP／クラブマンTS

繰り上がり優勝の真実
ハコスカGT-Rとトヨタ1600GTの戦いは最後まで緊迫した接近戦が続き
後世に語り継がれる名レースとなった
しかし、 GT-R の記念すべき１勝目は いわくつき の結果を生んだ
勝負の前評判と背景を振り返るとともに、その結果の真実に迫る
Text&Data/Shinji Hayashi Photos/SAN-EI

16

キャリアカーで FISCO （富士スピードウェイ）に運び込まれた
GT-Rは全部で８台。PMC・SとSCCNからは５台が参戦した。

逆に１秒 もの﹁大差﹂をつけられて

２番手でフィニッシュした︒そのすぐ

背後に１台ずつのＧＴ︲Ｒと１６００

ＧＴがいたが︑この２台はともにチー

ムメイトを勝たせるべくブロックにま

わる役目を終えた周回遅れ車だった︒

ＧＴ︲Ｒは負けたのだ︒その瞬間︑

この日ＦＩＳＣＯを埋めた７万５００

０人の観客からは︑どよめきの声と溜

息とが溢れ出た︒

暫定表彰台の一番高いところに︑カ

ーナンバー を駆った高橋晴邦が立っ

った﹂と 年後のインタビューで高橋

﹁表彰台で聞いた拍手と歓声は最高だ

などなかった︒

んばかりの拍手が沸き起こった︒罵声

て右手を挙げると︑観客席からは割れ

26

晴邦は言った︒

﹁優勝するなんて考えてもいなかった︒

だってＧＴ︲Ｒと１６００ＧＴではク

ルマが全然違うもの︒もっと早く追い

つかれていても不思議じゃなかった︒

ＧＴ︲Ｒのドライバーたちはまだそれ

を乗りこなしていないようだったから︑

終盤になって〝これは勝てるかもしれ

ない〟と思い始めた︒残り１周ちょっ

との最終コーナー手前で真後ろにつか

れたけれども︑わざとタイミングをず

らして向こうの加速が鈍るように仕向

けた︒おかげで直線後半までスリップ

ストリームに入られないですみ︑ミラ

ーで後方を確認しながら︑ＧＴ︲Ｒが

右に出ようとしたので右にラインを振

り︑そうしたら今度は左に出ようとし

たので左にラインを変えた︒真横に並

ばれてもいない︒直線でスピード差の

17

19

33

あるクルマで勝とうと思えば︑コーナ
リングテクニックや心理作戦を含んだ
駆け引きで勝負するしかない︒なのに︑
あれを走路妨害だと言われては⁝⁝﹂
レース終了直後︑７番ポスト︵直線
後半部︶のコースマーシャルから管制
室に
﹁カーナンバー に走路妨害あり﹂

果ではカーナンバー にペナルティ１

後３時前になってようやく出た暫定結

との報告が入った︒審議は長引き︑午

26

萩原裕が繰り上がった︒すると今度は

のＪ ＡＦ本部内における大会審査委員
結局トヨタからの抗議は却下され︑

会まで持ち越された︒

ースポーツクラブの古参選手である高

走路妨害があった﹂との抗議が提出さ

ンバー の篠原は︑本誌４４４号での

た︒繰り上がって﹁優勝﹂したカーナ

スカイラインＧＴ︲Ｒの優勝が決まっ

ーナンバー に対してカーナンバー

橋利昭︶から﹁トップ走行中だったカ

トヨタ側︵ＴＭＳＣ＝トヨタ・モータ

カイラインＧＴ︲Ｒを駆る篠原孝道と

クラス優勝︶︑総合優勝と２位にはス

周減算が科され︵それでも総合３位／

26

および のスカイラインＧＴ︲Ｒから

26

れた︒最終結果が出ないまま︑３日後

インタビューでこう述べている︒
﹁当日の私の車両はオーバーヒートの
兆候を抱え︑レース中盤まで常に水温
上昇を気にしながら抑えて走る状態だ
った︒前に行きたかったがペースを上
げられない︒ところが先行した仲間が
ことごとく潰れ︑無理の利かなかった
私が︑結果的にトップグループに残る
展開となった﹂
篠原孝道はこの時 歳︒日産系ディ
ーラーでセールスマンをしながらフェ
アレディを購入してレース活動をする
ＳＣＣＮ︵ニッサン・スポーツカーク
ラブ︶所属のクラブマンレーサーだっ
た︒この後 年 月の富士ツーリスト

時 歳︒ＴＭＳＣに所属する大学生だ

成績を残した︒対する高橋晴邦はこの

までフェアレディ２４０Ｚを駆って好

烈なトップ争いをした末に優勝して開

﹁ワークス﹂ブルーバードＳＳＳと熾

元治や都平健二という猛者に操られた

ークスの５ℓトヨタ７のテストに合流

眼︑今回のＪ ＡＦ︲ＧＰ後には自工ワ
本ドライバー選手権ＴⅠ部門のチャン

し︑ 月の日本ＧＰメインにも参戦す

った前年 年にカローラを駆って全日
ピオンとなるや︑トヨタ自販ワークス

がけてまっしぐらという状況︒Ｊ ＡＦ

るなど︑まさに次期トヨタのエースめ
に富士左回り４・３㎞コースで行なわ

︲ＧＰ時点において︑レーサーとして

入りを果たして︑半月前︵４月 日︶

10
れた第 回全日本クラブマンでは黒沢

20

スタート前にグリッド上で行なわれたドライバーズミーティング
の様子。この後大活躍する萩原、篠原（右端から）の姿も見える。

73

22

33

︲Ｒで総合優勝を遂げる︒その後 年

スタート直後の30度バンク。１速のギ
ヤ比が高くスタートの 鈍い GT-Rは
トヨタ勢４台の先行を許す。GT-Rは
PPの㊳藤田がなんとか５番手を死守。

38
予選からGT Rと1600GTの白熱した戦いが展開され、グリッドの１〜３列
目をその２車が独占。GT R有利と思われたもののスタートでは一転……。

39

トロフィーでは長村瑞臣と組んでＧＴ

10

68

11

69

40

ＧＴ︲Ｒが負けた瞬間︑７万５０００人の観客からは
どよめきの声と溜息とが溢れ出た

JAFグランプリ
（クラブマンTS）
1969年５月３日／富士スピードウェイ
（６㎞×30周=180㎞） 参加40台・出走33台・完走17台 4-3-4グリッド左上位
Pos. Class Pos. No.
Driver
Car Name
Chassis
Engine
Cyl.
1
TS-Ⅳ
1
39
篠原孝道
スカイラインGT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
2
TS-Ⅳ
2
36
萩原裕
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
3
TS-Ⅲ
1
26
高橋晴邦
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
4
TS-Ⅳ
3
38
藤田皓二
スカイラインGT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
5
TS-Ⅳ
4
33
狩野英夫
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
6
TS-Ⅱ
1
11
桑原彰
トヨタカローラスプリンター トヨタKE15
トヨタK
L4
7
TS-Ⅲ
2
21
高梨忠義
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
8
TS-Ⅱ
2
12
成島弘
トヨタカローラスプリンター トヨタKE15
トヨタK
L4
9
TS-Ⅲ
3
31
米村太刀夫
ベレット1600GT
いすゞPR90
いすゞG160
L4
10 TS-Ⅲ
4
23
宮口茂樹
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
11 TS-Ⅱ
3
2
佐藤文康
モーリス・ミニ・クーパーS
BMC ADO15
BMC A
L4
12 TS-Ⅱ
4
9
岡田鉄哉
トヨタカローラ
トヨタKE10
トヨタK
L4
13 TS-Ⅱ
5
14
森勝丸
ダットサンブルーバード
ニッサン510
ニッサン
L4
14 TS-Ⅱ
6
16
須永諄
コンテッサ1300クーペ
日野LPD300
日野GR100
L4
15 TS-Ⅱ
7
15
星野薫
トヨタカローラ
トヨタKE10
トヨタK
L4
16 TS-Ⅱ
8
10
玉川亜美
トヨタカローラスプリンター トヨタKE15
トヨタK
L4
17 TS-Ⅲ
5
22
長倉靖彦
ベレット1600GT
いすゞPR91
いすゞG161
L4
TS-Ⅲ
25
舘宗一
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
TS-Ⅲ
28
石井和雄
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
TS-Ⅳ
43
大橋繁光
スカイラインGT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
TS-Ⅲ
24
綿引義誠
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
TS-Ⅱ
5
新井隆頼
トヨタカローラ
トヨタKE10
トヨタK
L4
TS-Ⅳ
40
長村瑞臣
スカイラインGT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
TS-Ⅲ
17
清水弘
ベレット1600GT
いすゞPR91
いすゞG161
L4
TS-Ⅲ
30
種田繁弥
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
TS-Ⅳ
35
千代間由親
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
TS-Ⅲ
27
中野雅晴
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
TS-Ⅲ
20
藤田直広
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
TS-Ⅳ
37
R.L.レイガン スカイラインGT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
TS-Ⅱ
3
上原清
トヨタカローラ
トヨタKE15
トヨタK
L4
TS-Ⅲ
18
溝口隆
ダットサンブルーバード
ニッサンP510
ニッサンL16
L4
TS-Ⅲ
19
川幡幹男
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
TS-Ⅱ
6
増沢照夫
トヨタカローラ
トヨタKE10
トヨタK
L4

11:00スタート 晴れ／ドライ
cc
Laps
Time
1989
30
1:08'56"33
1989
30
1:09'15"54
1587 30-1
1:08'55"14
1989
29
1:08'57"63
1989
29
1:09'36"98
1077
29
1:10'03"16
1587
29
1:10'20"22
1077
28 アクシデント
1579
28
1:10'45"59
1587
27
1:09'32"76
1275
27
1:09'37"73
1077
27
1:09'45"20
1296
27
1:10'11"92
1251
27
1:10'18"01
1077
27
1:10'19"78
1077
26
1584
20
1:09'34"42
1587 20-1
1:09'57"08
1587
15 オーバーヒート
1989
15
1587
15
1077
15
1989
15
1584 16-1
1587
14
1989
14
1587
11
エンジン
1587
8
1989
7 オーバーヒート
1077
6
1595
4
1587
4
1077
4

Qfy.Time Grid
2'15"58
8
2'14"91
5
2'14"91
4
2'13"42
1
2'21"37
14
2'20"37
13
2'24"16
18
2'23"76
16
2'21"62
15
2'26"97
19
2'30"49 22
2'37"14 32
2'33"27 29
2'35"70
31
2'35"21 30
2'31"31 25
2'30"53 23
2'15"46
6
2'15"47
7
2'16"13
9
2'16"46
11
2'44"33 34
2'14"66
3
2'24"16
17
2'30"87 24
2'16"58
12
2'16"21 10
2'31"43 26
2'13"73
2
2'38"42 33
2'31"50 27
2'28"09 20
2'32"78 28

・優勝スピード: 156.705km/h
・ペナルティ: No.26は走路妨害により１周減算、No.25とNo.17はフライングスタートにより１分加算
・クラス分け: Ⅰは1000cc以下、Ⅱは1001〜1300cc、Ⅲは1301〜1600cc、Ⅳは1601cc以上

の腕の差︑勢いの差があったことは否

の先行を許したのには︑いくつかの原

Ｒが大事なデビュー戦で１６００ＧＴ

最大の原因は３月後半になって発表

定できない︒

最新の２ℓ６気筒スカイラインＧＴ

された特別規則書に明記されていたツ

因があった︒

︲Ｒの活動もはや４年目となる１・６

ーリングカー／ＧＴカーレースのドラ

＊

ℓ４気筒トヨタ１６００ＧＴ︵当初は

イバー参加制限だ︒簡単に言えば︑過

＊

トヨタＲＴＸという呼称で試作プロト

去の日本ＧＰで好成績を残している者

＊

タイプ扱い︶とではそもそもクルマ自

は出られないことになっていた︒日産

︵および旧プリンス系︶ワークスドラ

イバーはこれまでの活躍のせいで︑今

67

回ＧＴ︲Ｒに乗れないのだ︒逆にトヨ

タ陣営は 年日本ＧＰ欠場や速いクル

マを持っていなかったおかげで︑有望

な若手選手たちが多数控えていた︒

日産陣営はワークスドライバーでは

なくユーザードライバーをＧＴ︲Ｒに

乗せるべく︑ＰＭＣ・Ｓ︵プリンスモ

ータリストクラブ・スポーツ︶やＳＣ

27

ＣＮに所属して活躍する選手を対象に

26

オーディションを急遽催した︒日産広

報部から推薦された７名が３月 〜

日に富士へ集められ︑すでに２月から

テスト走行を始めているＧＴ︲Ｒに乗

19

って走り込みを実施︒１週間後の４月

13

２〜３日には５名に絞り込んでの再テ

ストまで行ない︑タイムは全員２分

〜 秒台で並んだという︒しかし︑ワ

ークスドライバーは 秒台コンスタン

トなので伸びしろはまだあり︑さらな

る詰めが必要そうではあった︒レース

開催は１カ月後だ︒対するトヨタ１６

００ＧＴのベストタイムは２分 秒前

後だから︑タイム的にはすでに凌駕し

ていたことになる︒しかしそれは油断

でもあった︒

15

11

14

体の性能が違った︒それなのにＧＴ︲

周回遅れの㉕舘1600GTが㊴篠原GT-Rを抑え（写真左）トップの㉖高橋1600GTを逃せば、やはりトラブルで後退していた㊳藤田GT-Rが
㉖高橋を抑えて（同右）２番手㊴篠原の追撃を援護するという「トヨタvsニッサン」の激しい戦いとなっていった。

決戦の日は憲法記念日の土曜日︒そ
の週末︑ＴＳ︵特殊ツーリングカー︶
レースの予選が始まると︑コース上に
は４クラス総勢 台が入り乱れての走
に変えるのは簡単ではなかったろう︒
ーの技量を心配していたにもかかわら

りであった︒クルマに対するドライバ

２番手フィニッシュでも
﹁クラス優勝﹂
しかしそれは許されない事態だった

行となった︒ＧＴ︲Ｒだけの貸し切り
午前 時に 台が一斉にスタートす

91

集中テストならば理想ラインが走れて

40

分 秒 ︶を筆頭にロバート・レイガ

Ｒ勢はポールシッターの藤田皓二︵２

も︑予選ではそうはいかない︒ＧＴ︲

ットにも先行されてしまう有り様︒す

拝したばかりか︑速いカローラやベレ

Ｒ勢はトヨタ１６００ＧＴ勢の後塵を

るや︑１〜２列目にいたはずのＧＴ︲

いないことを考えた場合には︑スター

イバーがレース経験をそれほど積んで

り戻せると考えていた︒しかし︑ドラ

プもすればスタートの遅れは充分に取

ずスタートは１回きりであり︑数ラッ

ン︑長村瑞臣が２〜３位を奪うも︑４

う見通しを立てる必要があったのであ

ると緊張が焦りに変わり︑レース序盤

位にはトヨタの高橋晴邦が２分 秒

一方︑レース序盤を優位に進めた４

トの良し悪しがその後のレース展開に

００回転台でトルクの谷がある高回転
型のピーキーなエンジンで︑高回転を
保って走らせるテクニックが必要だっ

る︒
︵中略︶せっかく選抜されてファ

にしてスピンやトラブルに見舞われる

原ＧＴ︲Ｒと︑各車が 秒台までに連

・信秀︶トヨタ︑石井和雄トヨタ︑篠

で食い込み︑萩原ＧＴ︲Ｒ︑舘宗一
︵現

14

またパワフルなＳ エンジンは５０

なる接近戦となった︒

15

20

た︒ＧＴ︲Ｒで走り慣れていないアマ

台のトヨタ勢も中野雅晴と石井が 周

対して︑精神的に大きく影響するとい

33

ＧＴ︲Ｒが続出する事態となる︒

11

と数度のピットインの後は首位を行く

目までにリタイア︑舘もコースアウト

ーザードライバーたちが︑それぞれに

クトリー車による出場を喜んでいたユ

ＧＴ︲Ｒ陣営の青地康雄監督はのち

せられなかったことは申し訳なく︑残

考えると︑気持ち良く勝利を味合わさ

一生懸命トレーニングしていたことを

にこう書いている︒
﹃最大の問題点は

念でもあった︒﹄
︵﹃初代スカイライン

高橋の援護役にまわった︒

トランスミッションのギヤ比選定の誤

てるというほど単純なものではない︒

がれば盛り上がるほど︑急遽ＧＴ︲Ｒ

日産陣営やそのファンたちが盛り上

を知っている︒そしてこの日を最後に︑

いた者ならば︑誰が真の勝者だったか

しかしその日︑富士スピードウェイに

は皆こわばっていたと証言する者も多

こそ面白かった︒

なかった時代︒レースは不公平だから

F

42

チュア選手たちにとっては走り方を急

ＧＴ︲Ｒ戦闘力向上の軌跡﹄青地康雄
著・グランプリ出版／ 年刊より︶
大の全面段告が載った︒曰く﹃きょう

公式結果のうえではスカイラインＧ

に乗れることになったユーザードライ

ワークストヨタ１６００ＧＴはサーキ

Ｔ︲Ｒはデビュー戦を勝利で終えた︒

バーたちへのプレッシャーも高まって

ットから去っていった︒

年後のようなＢｏ Ｐシステムなど
い︒レースは︑速いクルマなら必ず勝

ッドにいたＧＴ︲Ｒドライバーの表情

いった︒スタート前︑パドックやグリ

という自信満々たるものだった︒

その真意は
﹁圧勝する様を見てくれ！﹂

人間の心が勝敗を分かつ︒

決勝当日︑全国紙の朝刊に１ページ

96

注目のスカイライン︑ＧＰに初陣﹄と︒

仮表彰式の壇上でひとり優勝を喜ぶ高橋と憮然たる態度の２位篠原と３位萩原。このおよそ２時間
後に発表された暫定結果に記されていたのは高橋の ペナルティ１周減算 による３位降格だった。

50

15

互いに進路を変えながら巧みに相手を牽制し合う㉖高橋1600GTと㊴篠原
GT-R 。テール・トゥ・ノーズの緊迫した攻防が続き、最終盤にGT-Rが
1600GTの背後に肉薄すると高橋は直線で右に左にマシンを振って篠原の
追撃を振り切った。しかしその行為に 走路妨害 の嫌疑がかけられる。

13

真実の行方── 走路妨害 を巡る戦いの決着
優勝したトヨタ高橋に対して科された 走路妨害 のペナルティ
不可解なその判定に対し、高橋およびトヨタ側は控訴
審議は後日に先送りされ、決着したのは３日後だった
Text/Shinji Hayashi Photos/SAN-EI

１時過ぎに終わったTSレースの暫

走路妨害の報告を発した７番ポストを

では）アンパイアが正常かどうか、判

定結果が出たのは、それから２時間半

構成する３名のうち２名が SCCN の

定は正常かどうかを裁定しようにも、

も経った２時45分のことだった。遅

クラブ員だったことで、下衆の勘繰り

これでは証言も証拠もあったものでは

れた理由は、優勝したはずの高橋晴邦

（？）は一層増すこととなった。ニッ

ありません。私は、私の権限で３日間

トヨタに対して７番ポストから挙げら

サンが力づくでGT-Rを勝たそうとし

裁定を遅らせました。私は小さいエン

れた「直線コース後半での走路妨害」

たのではないか、と。競技長はもちろ

ジンの車で、名だたるスカＧに勝った

による１周減算ペナルティが妥当か否

んこの説を否定したのだが。

レースリーダーの高橋晴邦に、３日間

かの審議によるもの。すると今度は

今大会で審査委員長を務めた塩沢進

だけ勝利を渡すことにしたのです。そ

TMSCから３時10分に「高橋トヨタ

午は日本Can-Amやストックカーレー

して最終記録は、スカＧの勝ちとして

に対して２台のGT-Rが走路妨害した」
、 スを主催したNAC
（日本オートクラブ）

今日に及んでいるのです』
（塩澤進午

さらに３時29分に「高橋に対して度

の代表者だが、40 年後の著書にこう

著
『日本のモーターレース創造の軌跡』

々行なわれた周回遅れ車による妨害は

記している。
『
（コース委員長も副競技

ネコ・パブリッシング／09年刊より）
。

判定されず、最終周突入時の首位争い

長も競技長も SCCN 所属という事態

粋な計らいに拍手を送りたい。 F

の高橋の行為だけが走路妨害と判定さ
れるのは不平等であり、不当に処遇さ
れている」として大会特別規則書第
45 条に則った抗議文も続けて提出さ
れた。その後コントロールタワー内の
一室で大会審査委員会が延々と続けら
れ、夜８時35分、グランドスタンド
にあるプレスルームで塩沢進午審査委
員長による記者会見にて、慎重を期す
べき点があるので３日後の６日にJAF
本部で行なわれる再度の大会審査委員
会に持ち越す旨の発表があった。これ
らの詳細な経緯は、姉妹誌『日本の名
レース100選』
vol.033のP61に詳しい。
そして、トヨタ側からの抗議は結局２
件とも却下された。
本大会の競技長は SCCN 会長の田
原源一郎であり、対して TMSC 会長
の多賀弘明は競技運営委員会10名の
うちのひとりにすぎなかった。そして

前を走る㉖高橋1600GTの 走路妨害
とされた直線走行中の写真
（上）
。その判
定を下したのは直線後半の
「７番ポスト」
のオフィシャルだった
（左）
。この判定を
不服として高橋サイドは即刻控訴し、正
式結果は後日に持ち越されたものの、５
月６日に篠原の優勝が確定した。

21
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1972年の富士GC第４戦マスターズ
250 ㎞。黒沢元治が駆るハコスカ
GT Rは従野孝司、片山義美のマツダ
・サバンナRX3勢とともに予選で１
分59秒台のタイムをマーク。バンク
のある富士６㎞フルコースで、２分
を切ったのはこれが初めてだった。

２分切り の知恵と技
ハードトップが辿り着いたハコスカの限界点
ハコスカGT Rは新たなボディを得て大きな進化を果たした
しかし最強ライバル、マツダ・ロータリーの追い上げは急
日産はなりふり構わぬチューンナップ攻勢で迎え撃ち
開発ドライバーも務めていた黒沢元治の手によって
ついに富士で、２分を切るラップタイムをマークするに至る
Text/Makoto Ogushi Photos/NISSAN, SAN-EI

23

スとは１９７２年 月に富士スピード

ですよ﹂と黒沢元治は言う︒あのレー

言ってみれば黒沢スペシャルだったん

出たとき僕が乗っていたＧＴ︲Ｒは︑

﹁あのレースの予選で︑あのタイムが

イングの角度からダンパーからすべて

テストを重ねてバネはもちろんリヤウ

にしたバネを全部持ってこいと言って︑

﹁コッペイには今までのテストでボツ

ぶこともある︒

を試し直しました﹂
その結果仕上がったのが︑
冒頭の
〝黒

ＧＴ︲Ｒ︵以下ＧＴ︲Ｒ︶がサバンナ
いけれど︑
︵富士の︶どこのコーナー

ムは計れなかったので正確には言えな

沢スペシャル〟であった︒

ＲＸ３︵以下ＲＸ３︶と文字どおりの
でもＧＴ︲Ｒの方が速かったんです︒

ーリング・チャンピオンレースのこと︒

格闘を繰り広げた伝説のレースである︒
マツダは︑最終コーナーを立ち上がる

﹁当時は今みたいにセクター別のタイ

年にデビュー以来︑無敵のツーリ

言うまでもなくスカイライン２０００

５０㎞のサポートレース︑スーパーツ

ウェイで開催された富士マスターズ２

10

に劣勢となり︑剣が峰に立っていた︒

搭載したＲＸ３に対しＧＴ︲Ｒは徐々

ルな２ローターロータリーエンジンを

回りコンパクトで軽いボディにパワフ

陣で迎えていた︒ＧＴ︲Ｒよりもひと

きたＧＴ︲Ｒは︑このレースを背水の

ングカーとして国内レースに君臨して

ります︒そしてバンクから横山コーナ

ションのせいなのか同じスピードにな

吹けきってしまうからなのかサスペン

状態でバンクに入ると︑ロータリーが

抜かれてしまいます︒それで抜かれた

づいてきて︑ピットの最後のあたりで

を見ているとストレートでどんどん近

まではＧＴ︲Ｒより遅い︒でもミラー

沢は親しみを込めて﹁コッペイ﹂と呼

年上︑日産では先輩に当たる古平を黒

の開発ドライバーを務めていた︒１歳

櫻井の全面的な信頼を得て︑ＧＴ︲Ｒ

黒沢の〝パートナー〟である︒黒沢は

櫻井眞一郎の直下で実験開発を進めた

ニッサン合併後はＧＴ︲Ｒの開発主管︑

とプリンス自動車の契約ドライバーで

黒沢の言う古平とは古平勝︑もとも

て備えました﹂

古平と富士へ行って何度もテストをし

ない︒なんとかしようということで︑

始めていて︑今のままでは勝てそうも

でももうＧＴ︲Ｒはロータリーに負け

スから引退するんだと聞いていました︒

﹁あのレースを最後にＧＴ︲Ｒはレー

69

４ドアでデビューした初代GT-Rは無敵のツーリングカーとなったが、
台
頭するライバルを迎え撃つため、ハンドリングの改善が急務だった。

アルミは使わないし高張力鋼板もなかった時代
スチールボディで剛性を出して軽量化するには
ホイールベースを縮めなければいけなかった
ことになる︒何周回ってもまったく同

ど︑最終コーナーを立ち上がると同じ

は少し引き離すこともできます︒だけ

前で走って︑最終コーナーを出るまで

ーンとかわせる︒後はずっとこっちが

いていき︑横山コーナーの入口でスポ

ーへ向かう︑通称須走落としで追いつ

ットワークの点では優位にあった︒し

ッドアクスルであったＲＸ３に対しフ

Ｔ︲Ｒは︑リヤサスペンションがリジ

ーリングアーム独立懸架形式であるＧ

ある︒リヤサスペンションがセミトレ

繰り広げたかが偲ばれるエピソードで

かに拮抗し︑サーキットの上で死闘を

ジンのＧＴ︲Ｒに対し︑ＲＸ３はレシ

かし排気量１９８９㏄ 直列６気筒エン
当時︑ＧＴ︲ＲとＲＸ３の実力がい

じなんです﹂

ハードトップ化し、ショートホイールベースと
なったGT-Rはリヤが安定。
デビュー戦となった
71年の鈴鹿では黒沢がクラス優勝を飾る。

24

クルマの挙動を的確に表現できるドライバーとして、開発責任者・櫻井眞一郎の絶大なる信頼を得ていた黒沢。ハコスカGT-Rレース仕様の開発にも初期から関わり、多くの走行テストをこなした。

トスピード︒でも︑できてしまったボ

せんでした︒問題はとにかくストレー

ダに対して速くて大きな課題はありま

とでした︒コーナーでは最初からマツ

面投影面積がマツダに対して大きいこ

﹁ＧＴ︲Ｒにとって一番の問題は︑前

を完膚なきまでに打ちのめしていた︒

２︲３フィニッシュを飾り︑ＧＴ︲Ｒ

月の日本グランプリではＲＸ３が１︲

牙城を崩し始めたのだった︒事実︑５

ワーを武器に攻めかかり︑ＧＴ︲Ｒの

となるロータリーエンジンのピークパ

プロ換算２２９２㏄︵ＦＩＡ換算率２︶

ではなくて︑ボクだけしか乗れないク

それまでの〝みんなが乗れる〟クルマ

あのレースでタイムが出たクルマは︑

すごく神経を使うクルマになりました︒

ダメという︑ステアリング操作にもの

くしたりしたらクルマが暴れちゃって

ソーイングしたりしたり切れ角を大き

くなります︒その結果︑ちょっとでも

も大きくなってドライバビリティは悪

接地性は上がるんだけれどもロール角

た︒柔らかいバネにすると︑タイヤの

結果的に１段階柔らかいバネにしまし

で使わなかったバネも含めて試して︑

っていられなくなった︒そこでそれま

イムが出るクルマになっていました︒

ディを小さくするわけにはいかないし︑

すでに熟成の域に達していたＧＴ︲

あのレースで︵ＧＴ︲Ｒのワークス活

ルマ︑乗りにくいんだけれども︑ある

ＲでなんとかＲＸ３の追撃を防ごうと︑

動は︶終わってしまったので︑結局あ

車両規則もあるから思い切って形を変

黒沢は古平とともにテストを重ね黒沢

のクルマには結局ボク以外の誰も乗り

種ピンポイントで綺麗に走らせるとタ

スペシャルを仕立ててレースに臨んだ︒

ませんでした﹂

えるということもできません﹂

そして公式予選で１分 秒 を記録し
てポールポジションを獲得した従野孝

性を上げるという︑ＧＴ︲Ｒの利点を

黒沢は︑リヤサスペンションの接地

35

司に次ぐ１分 秒 を記録した︒ＧＴ

59

ラップタイムを記録したのはこれが初

︲Ｒが富士のフルコースで２分を切る

リの︑窮余の策︑最後の手段であった︒

抗したのだ︒ギリギリと言えばギリギ

少しでも伸ばすという形でＲＸ３に対

もＧＴ︲Ｒにとっても︑当時のハコ型
ツーリングカーにとって富士フルコー

ＧＴ︲Ｒ︵ＰＧＣ 型︶は︑ 年２
﹁ワークスマシンは︐ボクだけが乗れ

月に発売された︒排気量２０００㏄ Ｄ

69

ＯＨＣ直列６気筒Ｓ 型エンジンを搭

10
たのではダメ︒当時のワークスドライ

スの２分切りは驚異的なことだった︒

ハードトップで大きく進化

めてのこと︒そもそもＲＸ３にとって

70

ンパーはある程度妥協したものになっ

プしていったので︑バネレートとかダ

の３人が乗れるような車にセットアッ

バー︑つまり高橋国光︑北野元︑黒沢

としては必ずしも完成度は高くなかっ

敵の進撃を開始した︒しかし競技車両

ツーリングカーレースに出走すると無

ーとして飛び抜けた動力性能を発揮し︑

載したＧＴ︲Ｒはハコ型ツーリングカ

20
ていました︒でももうそんなことは言

25

59

たと黒沢は言う︒

った︒剛性の低いボディで長いストレ

です︒それでも他メーカーに比べれば

ドアだとリヤのドア︑センターピラー

縮めなければいけなかったんです︒４

から後の剛性を出すのは難しいけれど
飛び込むのはさぞかし大変だっただろ

ＧＴ︲Ｒの開発陣はそれで満足するわ

をセットアップしてもウイングを立て

い感じでした︒いくらサスペンション

なったけど︑車体が追いついていかな

て剛性が高くなかった︒足回りは良く

ら考えると最初の４ドアボディは決し

Ｔ︲Ｒを作ったんでしょう︒でも今か

た︒クルマの開発をした櫻井さんのチ

が︑リヤがナーバスになって問題でし

ングしながら入って行くコーナーの方

アピンの入口というところ︑ブレーキ

Ｓ字の切り返し︑１００Ｒの入口︑ヘ

よりも︑横山コーナーのアプローチ︑

も全開で入っていけるんです︒バンク

今のようにアルミを使うわけでもない

スを詰めてＨＴを作ったんでしょう︒

量化︑高剛性化しようとホイールベー

﹁桜井さんはスカイラインをさらに軽

階進化を果たした︒

いて︑ＧＴ︲ＲはＫＰＧＣ 型へ一段

ドアハードトップ︵ＨＴ︶ボディを用

月︑マイナーチェンジで追加された２

ホイールベースを ㎜ 縮め︑全長も

すから剛性が出しやすいんですね﹂

ＨＴならばセンターピラー＝ボディで

に進んでいたと思います﹂

どうしようもないクルマでした︒櫻井

うと問うと黒沢は意外な感想を語る︒

けにはいかなかったのだろう︒ 年

剛性がないうえリジッドアクスルで︑
さんもそれがよくわかっていて︑より

﹁ 度バンクは︑案外どんなクルマで

ても︑フロントに対してリヤが勝手に

ームばかりは責められないんです︒当

し高張力鋼板もなかった時代︑単なる

㎜ 短くなってコンパクトかつ高剛性

70

他車に対しては無敵だったとはいえ︑

ダイナミクスの高いクルマを目指しＧ

動いてしまうんです﹂

時はタイヤが急激に進化している時代

スチールのボディで剛性を出しながら

当時の主戦場であった富士スピード

でどんどん入力が高くなっていました
ウェイは︑メインストレートの先に

となったボディを得たレース仕様ＫＰ

ＧＣ は黒沢の予想以上のパフォーマ

平は器用だったので︑特殊工具も部品

してＡピラーが曲がってしまった︒古

まず走らせたところ︑ヘアピンで横転

約ドライバーだった先輩の横山さんが

す︒ところが︑プリンス時代からの契

さんで古平を連れて富士へ行ったんで

﹁シェイクダウンしようと僕と横山
︵達︶

ンスを示した︒

10

70
軽量化するためにはホイールベースを

10

65

30

から︑ボディはついていけなくて当然
度バンクがある超高速サーキットであ

10

﹁魔の 度バンク﹂と呼ばれた難所に

ニッサンの荻窪︑村山の部隊は技術的

運命の分岐点は1972年５月の日本グランプリ。予選から優位を示したマツダ勢が決
勝でも1-2-3フィニッシュ。大一番での敗北でGT-Rの退潮は明白になった。

ートを駆け抜けトップスピードのまま

30

﹁先代のＳ スカイラインはボディの

（上）ハードトップ化でさらに勝ち星を重ねたハコスカGT-Rは、1971
年日本グランプリで圧勝。
（下）
しかし、徐々にロータリーの足音が。同
年富士マスターズ250㎞では片山のカペラがフロントロウに並ぶ。

30

54

26

ワークス最後の出走となった
1972年富士マスターズ250㎞で、
スタート直前の黒沢と日産のスタ
ッフたち。ロータリー勢に勝つべ
く、
執念の作り込みでGT-Rを仕上
げていた。

運良く割れなかったフロントスクリー

もない状態の現場でそれを起こして︑
﹁最初のＳ は︑上の方はパワーがあ

たと黒沢は言う︒

状態なのに︑４ドアより２秒くらい速

それでボクが走りました︒でもそんな

らいでまた走れる状態にまで直して︑

ンをガムテープでくっつけて２時間く

ークスドライバーが乗れなかったので︑

ースでは︑Ｊ ＡＦの競技規定で我々ワ

ませんでした︒ＧＴ︲Ｒのデビューレ

ンなので︑下の方は全然トルクがあり

ったけど基本が昔のレーシングエンジ

もやって熟成した結果４︑５秒タイム

ークラブ︶所属の２軍︑アマチュアチ

当時ＳＣＣＮ︵ニッサン・スポーツカ

かったんです︒４ドアは当初２分 秒︑

20

ームが出場したんですが︑彼らは高回

秒くらいから走り始めて︑何レース

15

が上がって 秒くらいで走っていたと

16

良くなったとは感じなかったけれども

らかでした︒スタビリティはそれほど

なのに２秒速い︵ＨＴ化の︶効果は明

いのことを考えていたんですが︑それ

らいのタイムが出ればいいかな︑くら

ウンで︑ある程度仕上がった４ドアく

きです︒ぼくらの頭では︑シェイクダ

秒で４秒近く遅かった︒ボディの剛

ていたのに対しアマチュアは 秒とか

けど︑ぼくらが２分 秒くらいで走っ

それほど大きなタイム差は出ないんだ

あるエンジンならプロもアマチュアも

でタイムが出せないんです︒トルクが

転でエンジンをうまく使い切れないの

12

れは相当戦闘力あるなと喜びました︒

まで行けるようになったからです︒こ

て︑コーナーへのアプローチも結構奥

コーナリングスピードが圧倒的に違っ

をうまくつないで使えなかったことが

ただろうけど︑何より高回転エンジン

イバビリティも悪いということもあっ

性がなくてスタビリティも低くてドラ

その後︑開発熟成が進みＳ のパフ

原因でした﹂

18

15

すぐコッペイが電話で櫻井さんに報せ

19

ォーマンスは急激に上がっていった︒

20

年 月の日本グランプリ︵黒沢︑高
10

ックス ＰＨＨツインチョークキャブ

れた︒ＧＴ︲Ｒ発売当初︑標準はソレ

エンジン︑ＧＲ８型をベースに開発さ

るＲ３８０が搭載していたレーシング

ジンはスポーツプロトタイプカーであ

﹁キャブからインジェクションに代わ

向上したという︒

エンジンのドライバビリティは劇的に

ューエルインジェクションが投入され︑

は不出場︶時にはルーカスの機械式フ

橋︑北野らはツーリングカーレースに

69

て︑櫻井さんも大喜びしてね﹂

限界まで攻めたＳ
20

ＧＴ︲Ｒが搭載していたＳ 型エン

20

いたが︑実はレースでは扱いづらかっ

時の市販エンジンとしては群を抜いて

７０馬力だったという︒最高出力は当

ークスカーの出力は１６０馬力から１

レター３連装という仕様で︑初期のワ

ようになったんです︒最終的には２６

あります︒パワーよりもトルクが出る

ン︑と出るようになったという記憶が

とにかくトルクの出方が変わって︑グ

ったときは︑当然パワーも増えたけど

40

０馬力くらいまで出ていました︒ただ︑
最後のワークスマシンのエンジンは︑
見た目は市販車のままだったけど︑中
身はもうほとんどＲ３８０のエンジン
そのものでした︒間違いなくコンロッ
ドはチタンになっていました︒エンジ
ンの回転数は︑ずっと８５００までと

最後のエンジンは︑見た目は市販車のままだが
中身はほぼＲ３８０のエンジンそのものだった

で回しましたよ︒よく壊れずに回った

2'12"84

黒沢元治

*GC10ワークス初参戦
1970年10月９日

日本オールスター

2'05"85

高橋国光

*GC10最速タイム
1970年10月23日

ハードトップ初テスト

2'05"06

黒沢元治／横山達
1971年４月25日

富士300キロスピード

2'07"30

久保田洋史
1971年５月２日

日本グランプリ

2'02"25

高橋国光
1971年６月６日

富士グラン300マイル

2'04"49

黒沢元治
1971年９月５日

富士インター200マイル

2'03"84

北野元
1971年10月10日

富士マスターズ250キロ

2'01"62

高橋国光
1972年３月20日

富士300キロスピード

2'00"41

高橋国光
1972年６月４日

富士グラン300マイル

2'00"50

黒沢元治
1972年10月10日

富士マスターズ250キロ

1'59"70

黒沢元治

Ｓ 型は振動の多いエンジンだった
という︒ 年 月に発売されたフェア
12

レディＺにはＳ 型エンジンを搭載し

69

ℓエンジンを約２６０馬力までパワー

当初約１６０馬力強だった自然吸気２

激に進化していく時代だったとはいえ︑

進める必要があった︒自動車技術が急

げるとともにこの振動問題への対策を

エンジン開発陣は動力性能を引き上

ンジンだったんです﹂

が生じました︒それほど振動が多いエ

ブラケットが割れてしまうという問題

ジンの振動でミッションハウジングの

さの問題もあったんだろうけど︑エン

﹁４３２では︑プロペラシャフトの長

かったからだ︒

ジンの振動問題をなかなか解決できな

活躍を見せなかった︒というのもエン

レースフィールドではＧＴ︲Ｒほどの

たＺ４３２がラインナップされたが︑

20

アップするのはよほどの仕事だっただ

死闘となった最終決戦、マ
ツダのダブルエース、片山＆
従野の脱落で黒沢は優位にレ
ースを進めたが、周回遅れの
武智俊憲に追突されてリタイ
アに終わる。
1972年
富士マスターズ250㎞でのハ
コスカGT-R最終スペック
（写
真は長谷見昌弘車）
。
オーバー
フェンダーがギリギリまで大
型化され、S20 エンジンは
260馬力ものパワーを絞り出
していた。

いうことで使ってきたんですが︑最後
できちゃうともう他にはやりようがな
よね︒多分ワークスカーの１台か２台

富士300キロ

1
2

の方はマツダに対抗するため︑ここま
い︑ということでエンジンを回せるだ
だけ︑相当にバランスをとって振動の

1969年６月28日

GT-R最速タイム

すね﹂

け回してしまえということになりまし

レース名

3
4

少ないエンジンにしていたってことで

日付

20

ろう︒それでもＲＸ３のロータリーエ

29

ドライバー

た︒結局壊れなかったけど１万回転ま

GT-R 富士スピードウェイ
（右回り6㎞）ラップタイム変遷

ンジンに対しては劣勢となり︑最後の
最後︑壊れてしまうのを覚悟でそれま
で踏み込まなかった回転数までレブを
上げたというのだから凄絶な戦いであ
る︒富士６㎞フルコース２分切りのタ
イムは︑こうして絞り出されたパフォ
ーマンスの結果だったのだ︒

社会問題対応で退場へ
黒沢が予選で１分 秒 を叩き出し
59

70

た 年 月の富士マスターズ２５０㎞
10

ので︑もうレース活動はできないとい

そっちの方の開発予算が必要になった

ったく記憶に残っていないという︒

ト開発の一環だった模様で︑黒沢もま

クルマで︑約２年半のうちに 数秒も

レースで︑２分を切った︒基本が同じ

はマツダに体当たりされて負けたあの

発ドライバーを務めていて︑本当にや

どんタイムが上がっていきました︒開

のレーシングカーみたいになってどん

ーが出るとともにトルクが出て︑本当

ディの剛性が上がってエンジンもパワ

と︑黒沢は特別な時代︑特別な状況

したのかもしれませんね﹂

ともあってこれだけ短期間に高性能化

きてライバルができて刺激になったこ

い話です︒マツダのロータリーが出て

速くなったんだから今では考えられな

ップしてしまいました﹂

を搭載したＧＴ︲Ｒを富士スピードウ

りがいのあるクルマでした︒最初は２

ワークスチームはＳ 型に換えて排気
量２４００㏄ Ｌ 型ＳＯＨＣエンジン

20

実はレースから１カ月後の 月 日︑

ェイに運び込みテスト走行を行なって

で戦った日々の追憶を締めくくった︒
︵文中敬称略︶

分 秒︑ 秒から始まって︑ＨＴはシ

10

いる︒しかしこれはレースを考えたテ

ェイクダウンで２分 秒くらい︑最後
10

27

﹁ＧＴ︲Ｒは︑２ドアＨＴになってボ

約２年半のうちに10数秒も速くなった
ライバルができて刺激になったことも
短期間での高性能化につながった
15

24

ストではなく外国向けのスポーツキッ

F

14

11

うことでレーシングカーの開発はスト

問題や排ガス規制の問題が出てきて︑

予算が使えたんですが︑衝突安全性の

大きな問題がなかったからレースにも

カーとして取り組まなければいけない

たという話があるように︑自動車メー

車生産の︶ラインを何日か止めちゃっ

ホモロゲーションを取るために︵量産

なりました︒それ以前は︑櫻井さんが

ース活動は︶続けない︑ということに

﹁ＧＴ︲Ｒはこれで終わり︑もう︵レ

レース活動は打ち切られた︒

を最後に︑ワークスによるＧＴ︲Ｒの

72

最終決戦後の11月27日に富士
スピードウェイで黒沢、
北野、
長
谷見、都平健二の４名のワーク
スドライバーがテスト走行。ハ
コスカGT-Rのボンネット下に
はS20型ではなくL24型エンジ
ンが搭載されていた。海外向け
スポーツキット開発、特にキャ
ブレターのダクト関係のデータ
収集のため という名目で、結
局この仕様がレース実戦に登場
することはなかった。

30

輝く赤い R の秘密
GT-RをGT-Rたらしめる象徴のエンブレム
それは日産レース活動の栄光と伝統、技術を凝縮している
小さくともそのシンボルであるエンブレムの秘密に迫る
Text/Racing on
Photos/NISSAN, Takahiro Kudo（SAN-EI）

今年、フェアレディZとともに生誕50周年を迎え

定します。大きくデザインを変更した案も検討しま

た日産GT-R。Ｒ32の登場以降、日産が世界に誇る

すが、結果的には伝統を継承したデザインに落ち着

GTとして知られている。

くように思います。

「GT-RのエンブレムはハコスカではGTの部分が赤

私はR34GT-Rから担当しましたが、R34のエン

でしたが、ケンメリの時からはRの部分が赤になり

ブレムでは金属の塊から削り出したような質感を求

ました」
。このエンブレムについて説明してくれた

めました。GT-Rは日産の技術やレースでの栄光を

のが現在のデザイン担当である山本奈男樹さんだ。

象徴する存在、その思いをエンブレムに込めます。

ハコスカに続いたケンメリGT-Rはレース出場を

GT-RはGTとＲの３文字の組み合わせでデザイン

しない幻のGT-Rだった。次にGT-Rが登場したのが

されています。どちらが目立ち過ぎてもダメですし、

R32。実はケンメリから継承されているのがGT-R

そのバランスが難しい。また、GT-Rのエンブレムは、

のＲ部分が赤になっていることだ。

スカイラインの特徴でもある丸いテールランプのそ

R32〜R34のエンブレムより、R35のエンブレ

SUPER GT500の23号車マシンカラーリング
デザインも山本さんたちの担当。毎年末のモデ
ルチェンジからデザインが開始され、体制発表
会でお披露目される。

ばにあってGT-Rの存在感を示します。

ムが目立つようなイメージがある、と話を振ると山

2001年の東京モーターショーに出品したGT-R

本さんからこんな回答が返された。

CONCEPTは、R35につなげるデザインコンセプ

「R35GT-RではＲの文字の中を谷折りにしています。 トの提案です。その後、R35 の市販まで存在感を
内側をブラスト加工してザラザラにし、赤い透明な

追求しデザイン検討を重ねました。市販までもずっ

樹脂を組み込みました。この方法は光を乱反射させ

と検討を重ね、エンブレムも大きく手が入りました。

るので、光がどこから当たってもＲ文字が赤く光る

50周年記念のGT-R 50 by Italdesignも金の縁取

のです。それがＲ文字の目立つ理由でしょう」

りで、Ｒ内の赤もさらにビビッドになっています。

ところでGT-Rのエンブレムはずっと同じように

GT-Rの開発ではエンブレムを装着すると、魂を

見えていたが、デザインは流用だったのだろうか。

吹き込んだような、そんな達成感を感じますね」

「デザインは各世代ごとに違います。エンブレムは

山本さんはそのほかにも、R35GT-R GT3のエン

世代ごとにデザイン検討が行なわれています。最初

ブレムデザインも担当している。

はスケッチやCGで多くのアイデアを検討します。

GT-Rの象徴であるエンブレムの誕生について、

最後は実物のプロトタイプを制作し、デザインを決

ファンは開発陣の熱意を感じられただろうか。 F

1

4

5

2

3

6

7

山本奈男樹
1992年日産自動車入社。GT-R
はR34から担当。2005年GT-R
CONCEPTのエンブレム等、プ
ロダクション／コンセプトカー
エンブレムをデザイン。2013
年よりグローバルデザイン本部
ビジュアル・アイデンテティマ
ネージメントグループに在籍。

歴代GT-Rエンブレムの変遷。 ハコスカ
（KPGC10）
リヤとフロントグリルのエンブレム。
ケンメリ
（KPGC110）
、 R33、 R34、 GT-Rプロト、
R35、 GT-R 50 by Italdesign。ページ上段の
大きなエンブレムはR32のものだ。
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GT-R激闘の５戦
ハコスカ世代が選ぶ、後世の
「R」
に伝えたいレース集

1

1972年５月３日

1969年のJAF-GP、そのデビューウインからGT-Rは伝説になった──
同時期、GT-Rとともに一喜一憂した ハコファン の林信次が選んだ
ハコスカGT-R にまつわる重要局面の
「激闘の５戦」
をお届けしよう

日本グランプリ│TS-b

Text&Data/Shinji Hayashi Photos/SAN-EI

GT-Rデビュー戦からちょうど３年。トヨタ
1600GT の姿はもはやなく、しかし入れ替わ
って今度は３年前には国内サーキットに影も形
もなかったマツダロータリー勢がGT-Rの前に
立ちはだかった。15台のGT-Rvs13台のロー
タリー。マツダの秘策はサバンナのボディにカ
ペラ用 12A エンジンを搭載した「サバンナ
RX3」
。
輸出仕様で日本ではまだ売られていない。
つい１カ月前に重量 820 ㎏で公認を取得し、
10% 減まで可能な規則ぎりぎりの軽量化を施
しての臨戦だ。ワークス体制「MMS」という
名称にて片山義美（黄）
、従野孝司（赤）
、寺田
陽次郎（青）がこれを駆る。さらに武智俊憲は
カペラ（緑）
、増田建基は10Aエンジンのサバ
ンナ（黒）という布陣。
一方のGT-Rは１カ月半前の富士GC開幕戦
で通算50勝目を挙げたばかりで、もはや完熟
の域にある。1971年春にハードトップ化／ホ
イールベース短縮化で戦闘力向上が図られたも
のの、今大会の車検時の重量はロータリー勢よ
り100㎏も重い。それでもオーバーフェンダー

予選で唯一マツダ勢に割って入った③国光GT-Rが１列目に並ぶ。逆向き（左回り）グリッドが新鮮。

形状をスムーズに改良するなど、少しでも性能
アップを狙う。ワークスカーは白基調のボディ
に色違いのボンネット＆ルーフという出で立ち

レースはスタートしてすぐロータリー勢４台

ッセイトレーシング代表や、後に鈴木亜久里

で、高橋国光（青）
、北野元（緑）
、長谷見昌弘

が編隊を組んで先行。GT-Rでは国光だけが必

（赤）が必勝を期す。久保田洋史や杉崎直司ら

死に食い下がり、６周目には従野を抜いて４位

結局レースは片山と武智が接近したまま1-2

のマシンにもワークスと同じくルーカス燃料噴

へ。すると寺田がブロックにまわり、その間に

勝利を達成、15秒ほど離された従野が２秒差

射が装着された。

片山と武智は予選を上まわる31秒台にペース

で国光を抑え切り、表彰台はロータリー勢独占

戦いの舞台は富士の左回り4.3㎞コース。30

アップして逃げにかかる。国光GT-Rが絶妙な

で閉幕した。４位国光から10秒遅れて北野と

度バンクは使わない。当日のメインレースは

コーナリングでロータリーを抜いてもストレー

長谷見が５〜６位。実は今大会はクラス分けが

F2級のフォーミュラレースだが、大観衆のお

トに入るやあっという間に抜き返されてしまう

通常とは違い、レシプロ換算2.3ℓ（573㏄×

目当てはむしろふたつの TS レースだった。

ことの繰り返し。スタンドで戦況に見入る観客

２ローター×係数２）の RX3 やカペラはⅡク

1600cc を境に二分されたそれは、昼過ぎの

は、これまで見たことがないGT-Rの苦闘ぶり

ラス、２ℓのGT-RはⅠクラスとしての参戦で

TS-aではトヨタ（セリカやレビン／トレノ）vs

に言葉を失った。このレースはテレビでも放映

あり、
GT-Rは４〜６位でもクラス優勝
（〜３位）

ニッサン（エクセレント）が盛り上がり、スタ

され、富士に行けなかったファンも見届けるこ

ではあった。とはいえ、これまでのロータリー

ート時に１〜２列目で多重事故が発生、巻き込

とができた。国光の悲壮な戦いぶりは、逆にい

勢との戦いぶりからすれば、やはり「惨敗」と

まれた国光は脚に軽傷を負う。そして午後１時

つしか観客の感動を呼び起こすこととなる。素

言うしかなかった。GT-Rが全力を出し切って

半のTS-bが「GT-R vsロータリー」だ。前日の

人目にもロータリー勢の優勢は明らかなのに、

もロータリー勢、特に新型 RX3 にはまったく

予選でマツダ勢の優勢、つまりGT-R勢の劣勢

それに必死に挑み続ける国光。その後方では北

歯が立たなかった。コース特性がGT-R向きで

が感じられた。4-3-4グリッドの１列目は片山

野＆長谷見GT-Rと増田サバンナが競り合い、

はなかったという言い方もできなくはなかった

RX3、国光GT-R、武智カペラ、従野RX3。１

久保田GT-Rと岡本安弘カペラも抜きつ抜かれ

が、これほど差を見せつけられたことはかつて

分32秒の伯仲した攻防とはいえ、北野と長谷

つの状況。下位ではヘアピンで伊東和夫GT-R

なかった。しかもグランプリという大舞台での

見のGT-Rは33秒台で２列目にとどまり、寺田

と窪田貢ロータリークーペが激突して後者が転

敗戦は、GT-Rの天下がそろそろ終わりかけて

RX3にも先んじられた。

倒するなど荒れ模様。ちなみに、この伊東はニ

いることを観客に知らしめることとなった。F

F1を支援するエスポグループを率いた人物。

32

GT-R エース格の高橋国光
（32歳）とそのマシン。予
選アタックを前に新品タイ
ヤを装着する
（中央）
。車検
時にスチール製のホイール
を装着し計量に及んだRX3
勢。決勝時はマグネシウム
製のそれに換えて挑み、15
〜 20 ㎏減を実現する力の
入れようを見せた。

トップを快走する片山、武智のマツダ２台の後方で、㉖寺田と㉕従野のRX3が国光GT-Rを ハサミ撃ち（写真上）
。
その一方で⑤北野と⑥長谷見GT-Rが②増田のサバンナを ブロック する逆襲に。結果はマツダの圧勝に終わる。

日本グランプリ
（TS-b）
1972年５月３日／富士スピードウェイ
（4.3㎞×20周=86.0㎞） 参加30台・出走28台・完走23台 4-3-4グリッド右上位 13：25スタート 晴れ／ドライ
Pos. Class Pos. No.
Driver
Car Name
Chassis
Engine
Cyl.
cc
Laps
Time
1
Ⅱ
1
24
片山義美
マツダサバンナRX3
マツダS124A
マツダ12A
2r
1146r
20
31'06"47
2
Ⅱ
2
23
武智俊憲
マツダカペラロータリー
マツダS122A
マツダ12A
2r
1146r
20
31'06"60
3
Ⅱ
3
25
従野孝司
マツダサバンナRX3
マツダS124A
マツダ12A
2r
1146r
20
31'19"38
4
Ⅰ
1
3
高橋国光
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
31'21"22
5
Ⅰ
2
5
北野元
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
31'30"90
6
Ⅰ
3
6
長谷見昌弘
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
31'31"37
7
Ⅰ
4
10
久保田洋史
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
31'57"30
8
Ⅱ
4
27
岡本安弘
マツダカペラロータリー
マツダS122A
マツダ12A
2r
1146r
20
31'57"84
9
Ⅱ
5
28
田中俊夫
マツダカペラロータリー
マツダS122A
マツダ12A
2r
1146r
20
32'16"46
10 Ⅰ
5
9
杉崎直司
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
32'23"27
11 Ⅰ
6
22
釜塚誠
マツダサバンナ
マツダS102A
マツダ10A
2r
982r
19
31'10"54
12 Ⅰ
7
21
宮口茂樹
マツダサバンナ
マツダS102A
マツダ10A
2r
982r
19
31'29"38
13 Ⅰ
8
17
正谷栄邦
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
19
31'29"95
14 Ⅰ
9
18
窪寺泰昌
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
19
31'37"44
15 Ⅰ 10
14
田中博
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
19
32'13"64
16 Ⅰ 11
8
越田祐司
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
19
33'26"84
17 Ⅰ 12
15
飯村幹夫
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
18
31'07"67
18 Ⅰ 13
20
今野久
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
18
31'26"94
19 Ⅰ 14
16
篠田嘉次
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
18
31'43"15
20 Ⅱ
6
31
赤池卓
マツダカペラロータリー
マツダS122A
マツダ12A
2r
1146r
18
32'26"89
21 Ⅱ
7
26
寺田陽次郎
マツダサバンナRX3
マツダS124A
マツダ12A
2r
1146r
18-1
31'23"32
22 Ⅰ 15
2
増田建基
マツダサバンナ
マツダS102A
マツダ10A
2r
982r
17
ファンベルト
23 Ⅰ 16
1
木本正広
ファミリアロータリークーペ
マツダM10A
マツダ10A
2r
982r
15
32'11"30
Ⅰ
19
窪田貢
ファミリアロータリークーペ
マツダM10A
マツダ10A
2r
982r
10
アクシデント
Ⅰ
7
伊東和夫
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
10-1
DNF
Ⅰ
12
川島春男
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
8
タイヤ・パンク
Ⅱ
30
山本高士
マツダカペラロータリー
マツダS122A
マツダ12A
2r
1146r
7
オーバーヒート
Ⅰ
11
河原伸光
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
0
燃料系統
・優勝スピード：165.875km/h
・クラス分け：Ⅰは1601〜2000cc、Ⅱは2001cc以上
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Qfy.Time
1'31"92
1'32"48
1'32"66
1'32"22
1'33"25
1'33"46
1'35"98
1'36"06
1'35"61
1'36"82
1'40"68
1'38"00
1'38"06
1'38"74
1'43"52
1'40"50
1'41"65
1'43"73
1'47"06
1'37"12
1'32"75
1'33"53
1'47"79
1'42"28
1'41"53
1'39"94
1'36"85
1'37"88

Grid
1
3
4
2
6
7
10
11
9
12
21
16
17
18
25
20
23
26
27
14
5
8
28
24
22
19
13
15

予選で４台のGT-Rがフロントロウを独占したものの、
１速ギヤを高めにセットしていたためスタートが鈍り、
真っ先にバンクに飛び込んだのは㊻片山だった。

何度も順位を入れ替えながらレースをリードしたGT-R
勢。しかし 国光がバーストにより後退、レース復帰
後は援護役にまわり、 黒沢→ 都平の順でゴール。

2

1970年５月３日

JAFグランプリ│ツーリング・カー

1969〜70年とヨーロッパのツーリングカー

権はこの６台に絞られたかたちだ。

レースやニュルブルクリンク84時間（マラソ

決勝のスタートではGT-R勢がやや出遅れ、

ン・デ・ラ・ルート）等を主戦場としていたマ

30度バンク飛び込みは片山がトップ。しかし

ツダ・ファミリアロータリークーペは「なぜ日

100Rで国光が首位を奪い、１周目は国光＋片

本のレースに出ないのだ。GT-Rに勝てないか

山＋都平＋武智＋黒沢＋箕輪の順。２周目ヘア

らか」という挑発的な声に反応し、69年11月

ピンでは国光＋都平＋黒沢＋片山と変わり、

の鈴鹿戦から国内レースにも参戦し始めた。そ

GT-R勢がチームプレイを見せる。もともとナ

してワークスGT-Rと初対戦するのが今大会だ。

ロートレッドなロータリークーペは派手なオー

GT-Rは高橋国光、黒沢元治、都平健二のワ

バーフェンダー内にブリヂストンの試作幅広タ

ークスに加えて、若手プライベーターとして心

イヤを履き、不慣れな30度バンクでも果敢に

境著しい箕輪真治が練習中に自分のエンジン

攻め、GT-R勢に食い下がる。

レース前の公式練習中のエンジントラブルによりファ
クトリーのスペアマシンを与えられるという幸運に恵
まれた 箕輪は予選２位、決勝４位と大健闘を見せた。

（キャブ仕様）を壊してしまった結果、燃料噴

しかし片山は４周目に左後輪のパンクでピッ

を改めたか猛ダッシュ、国光と都平をかわす。

射仕様のワークスカーが貸与されることに。予

トイン。タイヤ交換後、１周遅れで黒沢＋国光

抜かれた国光も片山に応戦。ふたりは周回遅れ

選ではこの４台が2分07〜08秒台で１列目を

＋都平と武智＋箕輪の間に戻り、武智の援護役

なので順位には無関係だが両者の速さ比べにフ

独占。一方、広島から遠征のマツダ勢もペリフ

にまわる。そして10周目のヘアピンで、今度

ァンも喝采。黒沢＋国光＋片山、そして都平＋

ェラルポート仕様のロータリークーペに乗った

は国光GT-Rが右後輪のパンクに見舞われ、２

武智がチェッカーを受けた。GT-R勢から見れ

片山義美と武智俊憲が２分08〜09秒台で２列

周遅れでコースに戻ると、黒沢＋都平の背後に

ば「ロータリーもよく頑張ったじゃないか」と

目につける。７位以下は４秒以上離され、勝負

つけ、武智＋片山の前方に。すると片山は作戦

いったところ。

F

JAFグランプリ
（ツーリング・カー）
1970年５月３日／富士スピードウェイ
（６㎞×20周=120㎞） 参加56台・出走37台・完走26台 4-3-4グリッド左上位 11：30スタート 晴れ／ドライ
Pos. Class Pos. No.
Driver
Car Name
Chassis
Engine
Cyl.
cc
Laps
1
Ⅳ
1
58
黒沢元治
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
2
Ⅳ
2
59
都平健二
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
3
Ⅳ
3
47
武智俊憲
ファミリアロータリクーペ
マツダM10A
マツダ10A
2r
982r
20
4
Ⅳ
4
56
箕輪真治
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
5
Ⅳ
5
50
石原徳彦
ファミリアロータリクーペ
マツダM10A
マツダ10A
2r
982r
20
6
Ⅳ
6
51
加茂進
ファミリアロータリクーペ
マツダM10A
マツダ10A
2r
982r
20
7
Ⅳ
7
46
片山義美
ファミリアロータリクーペ
マツダM10A
マツダ10A
2r
982r
19
8
Ⅳ
8
55
久保田洋史
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
19
9
Ⅳ
9
48
寺田陽次郎
ファミリアロータリクーペ
マツダM10A
マツダ10A
2r
982r
19
10 Ⅱ
1
14
見崎清志
トヨタパブリカSL
トヨタKP31S
トヨタ3K
L4
1166
19
11 Ⅱ
２
９
高橋利昭
トヨタパブリカSL
トヨタKP31S
トヨタ3K
L4
1166
19
21 Ⅳ 11
57
高橋国光
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
18
25 Ⅳ 12
54
杉崎直司
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
16
Ⅳ
52
友末正徳
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
6
Ⅳ
53
正谷栄邦
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
1

Time
43'25"58

Qfy.Time
2'07"47
2'08"14
2'09"72
2'07"98
2'15"45
2'15"91
2'08"38
2'14"65
2'18"00
2'19"22
2'19"61
2'08"16
2'13"35
2'18"43
2'19"94

Grid
1
3
6
2
9
10
5
8
11
17
18
4
7
13
19

・優勝スピード：165.798km/h
・クラス分け：Ⅰは1000cc以下、Ⅱは1001〜1300cc、Ⅲは1301〜1600cc、Ⅳは1601cc以上
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ハコスカGT-R優勝の 全記録
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

1969

1970

1971

1972

1973

Date
５月３日
６月29日
７月27日
８月10日
８月24日
８月31日
９月21日
10月10日
10月19日
11月３日
11月３日
12月14日
１月15日
１月18日
２月22日
３月８日
３月15日
３月22日
４月５日
４月12日
５月３日
５月17日
５月24日
６月７日
６月28日
７月５日
７月12日
７月19日
７月26日
８月23日
８月23日
９月６日
９月27日
10月10日
11月3日
11月3日
11月15日
１月10日
３月７日
３月21日
４月11日
４月25日
５月３日
5月16日
5月23日
〃
６月６日
７月18日
７月18日
８月22日
９月５日
９月24日
10月10日
３月20日
５月３日
６月４日
９月３日
10月１日
10月22日
１月28日
３月４日
４月８日
４月22日
５月13日
７月29日
８月19日
11月４日

Course
富士６km
富士６km
富士4.3km
富士６km
富士６km
富士６km
富士4.3km
富士６km
富士６km
鈴鹿６km
富士６km
富士4.3km
富士4.3km
鈴鹿６km
鈴鹿3.6km
鈴鹿６km
富士4.3km
富士4.3km
鈴鹿６km
富士６km
富士６km
富士4.3km
鈴鹿６km
富士６km
筑波２km
北海道2.55km
筑波２km
富士4.3km
富士4.3km
鈴鹿６km
富士4.3km
富士６km
富士4.3km
富士６km
富士６km
鈴鹿６km
富士4.3km
鈴鹿６km
鈴鹿６km
富士4.3km
富士６km
富士６km
富士６km
富士4.3km
富士６km
〃
富士６km
筑波２km
富士６km
鈴鹿６km
富士６km
富士６km
富士６km
富士６km
富士4.3km
富士６km
富士６km
富士4.3km
富士4.3km
富士4.3km
富士4.3km
富士4.3km
富士4.3km
富士4.3km
富士６km
富士4.3km
富士６km

── 50勝ではなく、本当は67勝だった!?

Event
JAFグランプリ
富士300kmゴールデン第２戦
全日本富士1000km
NETスピードカップ
ニッサンサンデーレース
富士300kmゴールデン第３戦
第12回全日本ストッカーレース
日本グランプリ
第４回富士ツーリストトロフィー
全日本鈴鹿自動車レース
富士300kmゴールデン第３戦
富士100kmロード第６戦
富士フレッシュマンレース第１戦
全日本鈴鹿300kmレース
東京クラブ連合レース第１戦
全日本鈴鹿自動車レース
富士フレッシュマンレース第２戦
ストッカー富士300
鈴鹿500kmレース
レース・ド・ニッポン
JAFグランプリ
富士フレッシュマンレース第３戦
鈴鹿1000kmレース
富士300マイルレース
第12回クラブマンレース
北海道スピードウェイオープニングレース
全日本選手権第４戦
ニッサンサンデーレース
富士1000kmレース
鈴鹿12時間レース
富士フレッシュマンレース第４戦
富士インター200マイルレース
富士フレッシュマンレース第５戦
日本オールスターレース
富士ツーリストトロフィー
全日本鈴鹿自動車レース
富士フレッシュマンレース第６戦
全日本鈴鹿300キロレース
全日本鈴鹿自動車レース
ストッカー富士300kmレース
レース・ド・ニッポン
富士300キロスピード
日本グランプリ
富士フレッシュマンレース第３戦
ニッサンオールスターレースⅠ
〃
富士グラン300マイルレース
ストッカー筑波100km
ニッサンオールスターレースⅠ
鈴鹿グレート20ドライバーズレース
富士インター200マイルレース
ニッサンオールスターレースⅠ
富士マスターズ250キロレース
富士300キロスピード
日本グランプリ
富士グラン300マイルレース
富士インター200マイルレース
ヤング・ニッポン
富士1000kmレース
富士フレッシュマンレース第１戦
富士フレッシュマンレース第２戦
レース・ド・ニッポン
富士フレッシュマンレース第３戦
富士フレッシュマンレース第４戦
富士1000kmレース
富士フレッシュマンレース第５戦
第８回富士ツーリストトロフィー・パンナム500

Race
TS
セダン
1000km
グリーンカップ
ツーリングカー
セダン
全日本選手権
ツーリングカー
TT
全日本Ⅱ
セダン
100km
MAXI
全日本Ⅱ
TⅡ
全日本Ⅱ
MAXI
全日本Ⅱ
500km
6時間
ツーリングカー
MAXI
1000km
100マイルB
Ⅱ
スポーツマン
ツーリングカーⅡ
第2
1000km
12時間
MAXI
100マイルB
MAXI
シルバースターB
TT
全日本Ⅱ
MAXI
全日本Ⅱ
全日本Ⅱ
全日本T
6時間
TC-B
ツーリングカーb
MAXI
スカイライン
ファクトリーチャレンジ
TC-B
全日本Ⅱ
スカイライン／フェアレディ
ゴールデン
TC-B
スカイライン／フェアレディ
TC-B
スーパーT
ツーリングカーb
スーパーT
スーパーT
第２
1000km
アマチュアb
アマチュアb
６時間
アマチュアb
アマチュアb
1000km
アマチュアb
500マイル

Class
Ⅳ
Ⅲ
TSⅢ
GⅡ
Ⅳ
Ⅲ
TⅡ
Ⅳ
Ⅳ
T
Ⅲ
TSⅡ
TS
T

Pos. Class Pos.
優勝
優勝
優勝
優勝
６
優勝
優勝
優勝
優勝
優勝
優勝
優勝
３
優勝
優勝
優勝
優勝
優勝
優勝
優勝
優勝
優勝
５
優勝
２
優勝
３
優勝
優勝
T
４
優勝
TS
優勝
優勝
T
優勝
優勝
TⅡ
５
優勝
TSⅢ
２
優勝
Ⅳ
優勝
優勝
TS
２
優勝
TⅡ
２
優勝
Ⅲ
優勝
優勝
TSⅣ
優勝
優勝
TS
４
優勝
優勝
Ⅲ
３
優勝
TSⅢ
２
優勝
TⅡ
２
優勝
TS
優勝
優勝
Ⅲ
優勝
優勝
TS
３
優勝
Ⅱ
優勝
優勝
Ⅳ
優勝
優勝
T
優勝
優勝
TS
優勝
優勝
TS
２
優勝
T
５
優勝
Ⅱ
優勝
優勝
TSⅢ
３
優勝
Ⅱ
優勝
優勝
優勝
Ⅱ
優勝
優勝
優勝
スカイライン ５
優勝
Ⅱ
優勝
優勝
T
優勝
優勝
スカイライン ２
優勝
TS
７
優勝
Ⅱ
優勝
優勝
スカイライン ４
優勝
Ⅱ
優勝
優勝
c
優勝
優勝
Ⅰ
４
優勝
c
優勝
優勝
c
優勝
優勝
Ⅲ
３
優勝
TSⅢ
12
優勝
Ⅱ
６
優勝
Ⅱ
５
優勝
TSⅡ
６
優勝
Ⅱ
７
優勝
Ⅱ
７
優勝
TS3
５
優勝
Ⅱ
８
優勝
C
６
優勝

Driver
篠原孝道
黒沢元治
長村瑞臣／篠原孝道
都平健二
千代間由親
長村瑞臣
都平健二
寺西孝利
長村瑞臣／篠原孝道
都平健二
千代間由親
長村瑞臣
久保田洋史
高橋国光
本橋明泰
高橋国光
久保田洋史
高橋国光
箕輪真治
黒沢元治／砂子義一
黒沢元治
塩谷俊介
久保田洋史／箕輪真治
長谷見昌弘
星野一義
須田祐弘
高橋国光
久保田洋史
砂子義一／長谷見昌弘
高橋国光／都平健二
久保田洋史
杉崎直司
久保田洋史
杉崎直司
北野元／長谷見昌弘
高橋国光
久保田洋史
長谷見昌弘
黒沢元治
長谷見昌弘
歳森康師／星野一義
久保田洋史
高橋国光
正谷栄邦
河原伸光
黒沢元治
黒沢元治
長谷見昌弘
久保田洋史
黒沢元治
久保田洋史
杉崎直司
黒沢元治
高橋国光
高橋国光
高橋国光
北野元
久保田洋史
窪寺泰昌／飯村幹夫
貞方康男
田中博
窪寺泰昌／久保田洋史
田中博
田中博
正谷栄邦／久保田洋史
窪寺泰昌
窪寺泰昌／久保田洋史

w
w

w
w
w

w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w

w
w
w
w
w

Laps
30
20
190
20
20
20
24
20
133
23
16
23
12
32
12
24
12
25
78
157
20
12
166
25
40
56
50
25
233
235
12
25
12
25
133
24
12
50
24
25
158
25
15
12
20
5
15
70
20
19
25
20
20
12
20
20
20
159
12
12
206
12
12
136
12
130

＊新人戦は除外。TS車両のレースのみ。非改造レースは除外。
ハコスカGT-R（PGC10およびKPGC10）は1969年５月の
JAF-GPから75年７月の富士1000㎞の間の113大会に、のべ
497台が参戦している（70年日本オールスターのような予選の
み出場も含む。ただし、富士フレッシュマンのBIGI部門のよう
な完全新人向けレースやノーマルカーレースは除外）
。
スペース
の都合により、ここでは優勝だけを列記する。表中の71年３月
以降はいずれもハードトップのKPGC10による勝利。クラス分
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けの方法が大会ごとに異なることが多い点にも要注意。69年富
士1000㎞や72年日本GPのようにライバル車に負けていてもク
ラスが違うので「クラス優勝」している例もある。71年のニッ
サンオールスターのように事実上GT-Rのワンメイク状態のよう
な場合も、フェアレディとの混走の時もあるため、ここではカ
ウントする。
「w」はワークス参戦の意。69年８月の鈴鹿12時
間でプライベーターがクラス４位だった時点で連勝は途絶えて

いて、その後も同様な例は少なくない。巷間伝わる50連勝云々
は日産の社内報や 7 7 年春刊行の写真集『 S P I R I T O F
SKYLINE』
（大日本企画刊）内の記述がその後ひとり歩きした
ためと思われる。同書にはSAN-EI提供の写真が多数掲載され
ているようだが、フィルムが本来あるべき場所に返却されなか
ったようで、今世紀に入り『日本の名レース100選』を編集す
る際、肝心のスカイライン写真が極端に少なく苦労した。
（林）

3

1969年10月10日

ライバル不在と言っても過言ではなかったが、
13台のGT-R
が参戦し、そのうちの６台がトップ争いを展開。抜きつ抜
かれつを繰り返しながら、最後は超僅差でゴール。優勝は
㊴寺西、２位に㊳歳森、３位に㊵鈴木が入った。

日本グランプリ│ツーリングカー

時は遡って1969年秋のGP。メ

鈴木は横一線に並んでの写真判定フ

インレースのR382vs５ℓトヨタ７

ィニッシュとなる。４位ロバート・

の激闘があまりにも有名だ。前座

レイガン以下、長村瑞臣、千代間由

TSレースのドライバー参加制限は
撤廃され、ニッサン大森ワークスの

親と５月JAF-GPデビュー時の選手
たちが自分たちのキャブ仕様車で続

面々６名が参戦（予選順に寺西孝利、 き、プライベーターも含めて上位８
鈴木誠一、田村三夫、歳森康師、須
田祐弘、辻本征一郎）
、彼らのGT-R
にはルーカス燃料噴射が備わり、レ
ースでも上位をランデブー走行。こ

位までをGT-Rが独占した。
JAF-GPでGT-R勢を苦しめたワ
ークストヨタ1600GTはすでに活
動を中止していたから、GT-Rの競

のうち辻本は右前輪が外れ、須田は

争相手は今や皆無だった。総合９位

パンク、田村は最終周にミッション

（ ク ラ ス 優 勝 ）藤 田 直 広 ト ヨ タ

不調に見舞われたが、寺西＋歳森＋

1600GTは人気漫画家・赤塚不二夫

がオーナーである「チームZENY」
からの参戦。いすゞベレット、ミニ
クーパー、カローラ、サニー1000
等が連なる小排気量クラスも面白い。

日本グランプリ
（ツーリングカー）
1969年10月10日／富士スピードウェイ
（６㎞×20周=120㎞） 参加55台・出走37台・完走30台 4-3-4グリッド左上位 9：00スタート 晴れ／ドライ
Pos. Class Pos. No.
Driver
Car Name
Chassis
Engine
Cyl.
cc
Laps
1
Ⅳ
1
39
寺西孝利
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
2
Ⅳ
2
38
歳森康師
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
3
Ⅳ
3
40
鈴木誠一
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
4
Ⅳ
4
45
R.レイガン
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
5
Ⅳ
5
36
長村瑞臣
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
6
Ⅳ
6
41
田村三夫
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
7
Ⅳ
7
46
千代間由親
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
8
Ⅳ
8
48
久保田洋史
スカイライン2000GT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
9
Ⅲ
1
25
藤田直広
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
1587
20
10 Ⅲ
2
20
下山平治
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
1587
20

Time
45'26"01
45'26"01
45'26"19
45'27"74
45'33"79
45'36"53
45'44"76
45'57"40
46'44"85
47'09"49

Qfy.Time
2'10"08
2'12"08
2'11"08
2'14"48
2'17"10
2'11"49
2'14"35
2'16"97
2'18"59
2'20"20

Grid
1
4
2
8
12
3
7
11
13
14

・優勝スピード：158.384km/h
・クラス分け：Ⅰは1000cc以下、Ⅱは1001〜1300cc、Ⅲは1301〜1600cc、Ⅳは1601cc以上
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1971年12月12日

第６回富士ツーリストトロフィーレース│TT

シーズン掉尾を飾る恒例のTTは
６㎞フルコースを133周（800㎞）
する長丁場で、各車２名コンビで戦
い抜く。予選はなく、排気量の大き

アクシデントやトラブルにより両雄が消え、
代わって 激
闘 を見せたのが⑮加茂／増田組のサバンナと⑥久保田
／杉崎組のGT-Rだった。１周目の 横山コーナー で⑫
カペラと接触、大クラッシュした国光の②GT-R（右）
。

い順に整列するル・マン式スタート。
ここで勝てば50勝達成となること
から日産は撮影隊を送り込んでいた。
11時過ぎ、マシンに駆け寄った
北野元が間違えて隣の高橋国光車に
乗り込もうとして混乱する場面もあ
ったが特に大きな出遅れはなく、
69台が大群となって30度バンクへ
と向かった。と、ここでハプニング
発生。国光GT-RがＳ字入口で１台
のカペラを抜こうとしてぶつかり、
コースアウト→リタイア。久しぶり
参戦の砂子義一／須田祐弘と北野／

長谷見昌弘のGT-Rも30周もしない
うちにトラブルで遅れ、ロータリー
勢が上位３位までを占める意外な展
開に。しかし片山義美／従野孝司と
寺田陽次郎／岡本安弘のカペラ２台
もレース中盤過ぎになってリタイア。
PMC・Sの若手コンビ、久保田洋
史／杉崎直司GT-R優勝かと思われ
た終盤129周終了時、残り４周とい
うところで右前サスが壊れてピット
イン、修理再走に手間取るその間隙
を縫って増田建基／加茂進サバンナ
が勝ってしまう番狂わせとなる。F

第６回富士ツーリストトロフィーレース
（TT）
1971年12月12日／富士スピードウェイ
（６㎞×133周=798㎞） 参加70台・出走69台・完走42台 ル・マン式グリッド 11：10スタート 晴れ／ドライ
Pos. Class Pos. No.
Driver
Car Name
Chassis
Engine
Cyl.
cc
Laps
1
Ⅲ
1
15
加茂進／増田建基
マツダサバンナ
マツダS102A
マツダ10A
2r
982r
133
2
Ⅲ
2
6
久保田洋史／ 杉崎直司
スカイラインHT GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
130
3
Ⅲ
3
10
岩淵武一／神谷東一郎
スカイラインGT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
130
4
Ⅲ
4
7
塩谷俊介／大石秀夫
スカイラインHT GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
126
5
Ⅱ
1
32
岡本大陸／高野芳丸
トヨタ1600GT
トヨタRT55
トヨタ9R
L4
1587
125
6
Ⅲ
5
17
伊東和夫／清水省一
スカイラインGT-R
ニッサンPGC10
ニッサンS20
L6
1989
123
7
Ⅱ
2
31
小平公重／石井義輔
ベレット
いすゞPR91W
いすゞG161W
L4
1584
123
8
Ⅱ
3
29
大木彰夫／宮崎順
トーニチカローラクーペ
トヨタTE25
トヨタT
L4
1498
122
9
Ⅰ
1
47
鈴木八須男／片桐昌夫
サニークーペ
ニッサンKB110
ニッサンA12
L4
1300
120
10 Ⅰ
2
38
寺西孝利／鈴木誠一
サニー1200クーペ
ニッサンKB110
ニッサンA12
L4
1298
119

Time
5:06'08"88

エンジン

Qfy.Time
──
──
──
──
──
──
──
──
──
──

Grid
13
5
9
6
30
15
29
27
44
36

・優勝スピード：156.359km/h
・クラス分け：Ⅰは1300cc以下、Ⅱは1301〜1600cc、Ⅲは1601cc以上。予選はなし
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レース中、
⑮黒沢GT-Rと㉚武智
RX3 は何度も接触を繰り返し、
最後はＳ字の切り返しで武智が
黒沢に追突するかたちでクラッ
シュ、両者リタイアに終わる。
GT-Rvsロータリー最後の戦いはマツダが表彰
台を独占。優勝は伏兵㉜増田のカペラだった。
野呂山の主 増田は2011年に他界した。

5

２列目からスタートした㉛岡本
RX3と⑯長谷見GT-Rの争いも
激化。しかしその後、長谷見は
エンジントラブルに泣き、岡本
は２位表彰台と明暗が分かれた。

1972年10月10日

富士マスターズ250キロ│スーパーツーリング

人気沸騰中の富士GCシリーズ、その前座戦

かつてニッサンR380とポルシェ・カレラ６が

「スーパーツーリング」は GT-Rvs ロータリー

記録したタイムを同じ２ℓの今度はTSマシン

の争いが１戦ごとに激化し、メインレースにも

がたった５年後にマークするに至った。ライバ

劣らぬ注目を集めていた。

ルの存在が技術進歩を促したとも言える。

９月開催の前戦では北野元と都平健二がチー

スタートでロータリー勢がリード。１周終了、

ムプレイを発揮し、従野孝司 RX3（木の実≒

黒沢がスリップストリームを使って必死に食ら

カペラのみ。武智 RX3 が援護にまわるが、時

片山マツダから参加）を辛うじて降したが、今

いつく。そして２周目のＳ字切り返しで最初の

に土煙を蹴立てながら見事に凌ぐ黒沢GT-Rが

回はその借りを返すべく広島マツダワークスが

異常事態。武智のテールに黒沢が接触し、コー

先行して優勢気味に戦う。
20周レースの15周目、

必勝態勢で参戦。片山義美、武智俊憲、従野孝

ス上で真横を向いた武智車に黒沢が再度激突、

スリップを使い合ってGT-Rに再度追いついた

司、岡本安弘が RX3 、増田建基がカペラとい

右ドアが大きく凹んだ武智はピットに駆け込む

２台のロータリー、そしてまたしてもＳ字切り

う5台体制を敷いた。一方、ワークスGT-Rは

と応急修理し、トップグループが来るタイミン

返しで、今度は武智RX3が黒沢GT-Rのテール

今回が最後の１戦と決め、それを勝利で締めく

グでコース復帰する。この間、片山が４周目Ｓ

に追突、両車もつれ合ってコースアウトして転

くるべく、特に足回りのセッティングを煮詰め

字でイグナイター故障によりストップ、従野も

倒。ドライバーは無事だったが険悪なムードに

直し、黒沢元治と長谷見昌弘で対抗する。その

７周目100Rで左後輪バーストによりクラッシ

陥った。終わってみれば増田カペラが優勝、岡

結果、予選では従野、黒沢、片山の３台がつい

ュ。長谷見と岡本は第２集団で競り合い中。こ

本と寺田陽次郎カペラが続き、マツダロータリ

に２分の壁を破り、１分59秒台に突入した。

うなるとマツダで優勝の可能性があるのは増田

ーが表彰台を独占する結果になった。

F

富士マスターズ250キロ
（スーパーツーリング）
1972年10月10日／富士スピードウェイ
（６㎞×20周=120㎞） 参加28台・出走26台・完走22台 4-3-4グリッド左上位 12：10スタート 晴れ／ドライ
Pos. Class Pos. No.
Driver
Car Name
Chassis
Engine
Cyl.
cc
Laps
Time
1
Tc
1
32
増田建基
マツダカペラロータリー
マツダS122A
マツダ12A
2r
1146r
20
41'10"98
2
Tc
2
31
岡本安弘
マツダサバンナRX3
マツダS124A
マツダ12A
2r
1146r
20
41'23"10
3
Tc
3
24
寺田陽次郎
マツダカペラ
マツダS122A
マツダ12A
2r
1146r
20
41'26"92
4
Tb
1
8
久木留博之
トヨタスプリンタートレノ
トヨタTE27
トヨタ2T-G
L4
1588
20
42'07"30
5
Tb
2
10
藤田直広
トヨタセリカ1600GT
トヨタTA22
トヨタ2T-G
L4
1588
20
42'07"37
6
Tb
3
9
蟹江光正
トヨタスプリンタートレノ
トヨタTE27
トヨタ2T-G
L4
1588
20
42'07"82
7
Tc
4
21
久保田洋史
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
20
42'07"83
8
Tc
5
34
宮口茂樹
マツダサバンナRX3
マツダS124A
マツダ12A
2r
1146r
20
42'08"25
9
Tc
6
27
福田真志
マツダサバンナRX3
マツダS124A
マツダ12A
2r
1146r
20
42'43"42
10 Tc
7
26
守部雅徳
マツダサバンナRX3
マツダS124A
マツダ12A
2r
1146r
20
42'43"97
14 Tc
9
22
飯村幹夫
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
18
42'19"94
15 Tc 10
23
窪寺泰昌
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
18
42'51"80
16 Tc 11
17
正谷栄邦
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
15
ミッション
17 Tc 12
20
杉崎直司
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
15 インジェクション
18 Tc 13
15
黒沢元治
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
14
アクシデント
Tc
16
長谷見昌弘
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
8
エンジン
ns Tc
18
越田祐司
スカイラインHT2000GT-R
ニッサンKPGC10
ニッサンS20
L6
1989
・優勝スピード：174.829km/h
・クラス分け：Tbは1301〜1600cc、Tcは1601cc以上

37

Qfy.Time
2'00"75
2'02"06
2'02"53
2'03"26
2'04"55
2'03"53
2'05"04
2'04"83
2'06"81
2'04"69
2'12"99
2'09"87
2'06"92
2'06"64
1'59"70
2'00"94
2'12"03

Grid
5
7
8
9
12
10
15
14
17
13
23
20
18
16
2
6
22

Text/Ring Archives
Photos/Hidenobu Tanaka, Shimpei Suzuki, NISSAN, SAN-EI

そのド迫力のボディスタイルと周囲からの期待とは裏腹に
ケンメリはレースでの活躍を想定せずに生まれたクルマだった
もしロータリー勢との勝負が続いていたなら︑どうなっていたか
夢想は尽きないが︑戦わなかったからこそ︑得られたものもある

戦わずして栄光の伝説をつないだケンメリ

あなたが
狼なら
怖くない⁉
ケンメリ現役当時に宣
伝用として撮影された
レース仕様（プロトタ
イプ）と高橋国光のツ
ーショット。現実にケ
ンメリGT-Rがレース
を走ることはなかった。

38

１９７２年 月 日に開幕した第
19

ていなかったが︑先代︵３代目Ｃ ︶

一般レースファンにはまだ知らされ

たちはその時考えもしなかった︒

ことになるとは︑当のＧＴ︲Ｒファン

なかったと後に関係者たちが証言する

の実走テストもしなければ参戦予定も

ョー展示モデルであって︑レース向け

に見えた︒しかし︑それがあくまでシ

った狼﹂どころか︑まさに狼そのもの

よりはるかに勇ましく︑
﹁羊の皮を被

ィスクブレーキなど︑先代デビュー時

やスポイラー︑ちらりと見える全輪デ

グタイヤを履いたオーバーフェンダー

イメージモデルなのだった︒レーシン

来に発売されるだろうＧＴ︲Ｒの先行

カラーリングを持ったこれこそが近未

濃紺に黄色いアクセントという精悍な

にＧＴ︲Ｒは含まれていなかったから︑

が展示された︒この時点で新型市販車

Ｃ１１０︶スカイラインのレース仕様

前に発表されたばかりの新型︵４代目

回東京モーターショーに︑つい１カ月

23

は︑２週間前 月 日の〝死闘〟富士

ＧＴ︲Ｒの栄光に満ちたワークス活動

10

ス対策部門へと異動となる︒過熱しす

の年限りでレース部門から離れ︑排ガ

ータリー陣営の山本紘監督はともにこ

れ︑ＧＴ︲Ｒ陣営の青地康雄監督とロ

たり激突事故がメディアでも問題視さ

上で繰り広げられた両陣営による体当

てすでに幕引きがされていた︒コース

マスターズ２５０キロでの敗戦をもっ

10

ぎた行状の責任を取る形で監督の座を

39

10

10

（右）1972年東京モーターシ
ョーでお披露目された レー
ス仕様 。この時点で、ケンメ
リGT-Rはわずか200台弱の
生産しかできない運命にあっ
た。
（下）
ハコスカに比べ、大
きく重くなったケンメリ。打
倒ロータリーは夢物語でしか
なかったか。

退かされたとも言え︑
﹁喧嘩両成敗﹂

ベストセラーカーとなった︒純プリン
コマーシャルソングやＴシャツもバカ

ス時代の硬派路線からの転換により︑

新型ＧＴ︲Ｒ︵ＫＰＧＣ１１０︶は

売れし︑社会現象となった︒ブルーバ

との声もあった︒
年１月にハードトップボディのみで

ード コロナよりひと回り大きな﹁フ
ァミリーセダン﹂なスカイラインが一

発売開始となった︒世の中ではマスキ
ー法に代表される排ガス対策が各自動

般大衆に受け入れられたのだった︒

両雄︑もし戦わば ⁝⁝

車メーカーにとって急務となっていて︑
スポーツ志向や高性能化はタブー視さ
れた︒Ｓ エンジンへのサーマルリア

年にＭＭＳと名乗ったマツダのワ

出しただけで４代目スカイラインのＧ

か３カ月後︑公称１９７台を世に送り

諦めたとされる︒そして発売からわず

との両立が難しく︑排気規制の適合は

状態︵９８０㎏ ︶で公認を取ったＲＸ

能だった︒ 年春に輸出用として軽量

ツダを軸にワークスに準じた活動が可

広島ワークス不在でも︑神戸の片山マ

ークスは 年には参戦しなかったが︑

クター採用も検討されたが︑出力性能

Ｔ︲Ｒは生産中止となる︒

72

20

では 年末まで不可だったのはＪ ＡＦ

ェラルポートが日本国内ＴＳ車両規定

2007年に日産名車再生クラブの手によって レース仕様 はレ
ストアされ、現在はサーキット走行も可能となっている。

全幅は ㎜ 広く１６９５㎜ に︑ホイー

て全長は１３０㎜ 長く４４６０㎜ に︑

新型ＧＴ︲Ｒは先代ハコスカと比べ

性能とあってユーザーが急増する︒後

Ｔ﹂として市販開始となり︑廉価で高

３が秋以降日本国内でも﹁サバンナＧ

ータースポーツ業界は昔からメーカー

の監督たる難波靖治だった︒日本のモ

その技術委員長の座にあったのは日産

スポーツ委員会の裁定によるものだが︑

72

73

に新型ＲＸ︲７が登場するのは 年と

72

vs

73

大型化の傾向にあった︒どの車も︑新

ろフェアレディ２４０Ｚだった︒ちな

３ (=
サバンナＧＴ の) 天下が続く︒ラ
イバルはもはやＧＴ︲Ｒではなくむし

先のことであり︑それまでの間はＲＸ

やく国際規定にて国内でも走れるよう

った時点で︑ペリのロータリーはよう

年秋にハコスカＧＴ Ｒ- 撤退とケン
メリＧＴ︲Ｒの実戦投入がないと決ま

の政治力バランスで成り立っている︒

ルベースは ㎜ 長く２６１０㎜ に︑重

型になるたびにレース向けとは正反対

みにハコスカＧＴ︲Ｒと同基準でＲＸ

になった︒
ンジニアたちが開発時点でそれを認識

しても勝てるわけがなかった︒当のエ

実が判明する︒

けですでに通算 勝を超えるという事

て数えてみると︑ 〜 年の３年間だ

Ｓ ではなくＬ あるいはＨ エン

30
ンとメリーのスカイライン﹂
︵別称︑

もっとも４代目＝ケンメリこと﹁ケ

ていたためと言われる︒

クス・キャブレターが１９７台分余っ

エンジン用の高価なミクニ・ソレッ

らＧＴ︲Ｒが発売されたのは︑先代Ｓ

内シーズンからペリフェラルポートが

は変わりそうもないが︑それは 年国

興味が湧くテーマだ︒マツダ勢の優位

繰り広げていたか想像するのは︑実に

たらロータリー勢とどのような戦いを

クス・フル体制でレースに登場してい

戦していた久保田洋史や杉崎直司も乗

Ｃ・Ｓ所属のプライベーターながら善

歳森康師らが駆ったに違いない︒ＰＭ

大森ワークスの成長株たる星野一義や

平健二といった追浜ワークスの面々や︑

は高橋国光・北野元・長谷見昌弘・都

容認するならば︑ケンメリＧＴ︲Ｒ勢

装も考慮し︑それをＧＴ︲Ｒファンが

ジン︵新規則でＤＯＨＣ化も可能︶換

24

量は ㎏ 重く１１４５㎏ になった︒ス

の状況となっていく︒大きく重くなっ

３︵Ｓ１２４Ａ︶の通算勝利数を改め

していたから︑レース用車両の開発も

72

ったはずだ︒

年︑もしケンメリＧＴ︲Ｒがワー

74

解禁されたことも小さくない︒ペリフ

されなかった︒それでも年が明けてか

72

50
愛のスカイライン︶自体は大ヒットし︑

73

20

73

カイラインに限らず︑あらゆる車種が

た新型ＧＴ︲Ｒが 年シーズンに参戦

40

30

45

78

73

20

40

ハコスカGT-Rレース仕様の最終仕様を彷彿と
させる大型オーバーフェンダーやチンスポイラ
ー、フロントマスクなど、当時のツーリングカ
ーの定石が散りばめられたケンメリGT-R レー
ス仕様 。普段は座間記念庫に収蔵されている。

レース仕様車を蘇らせた
現存KPGC110
今記事の写真に登場しているKPGC110は、日
産の社内活性化を目指して2006年にスタートした
「日産名車再生サークル」がレストアし、07年のニ
スモフェスティバルで披露した車両だ。レストアの
ベースとなったのは72年のモーターショーで展示
されたGT-Rコンセプトそのもので、その後は座間
記念庫に収蔵されていた車両。厚木の日産テクニカ
ルセンター（NTC）のメンバーを中心に総勢100
人超からなる「日産名車再生サークル」は、それま
で自走したことのなかったこの車両を５カ月かけて
レストア。ノーマル部品も多かった展示車両をホン
モノのレース車両として蘇らせた。35年の年月を
超えて、
当時ファンが夢見ていたケンメリGT-Rの レ
ース仕様 が初めて姿を現したのである。

41

フェラル仕様でなくともＧＴ︲Ｒと互

俊憲・従野孝司・増田建基なら︑ペリ

対するマツダ勢は︑片山義美・武智

なぜなら 年代半ば︑黒沢が２輪から

唐無稽な妄想話とは実は言い切れない︒

ツダにとって最強の仇役だったが︑荒

年初頭にニッサンを退社した黒沢元

ここにひとり︑面白い存在がある︒

岡本安弘と寺田陽次郎が控える︒

角に戦える︒援軍としてオート東京の

合格したという証言があるのだ︒マツ

マツダの鈴鹿オーディションを受けて

をチーフとする日産大森在籍当時に︑

４輪に転向して間もない頃︑鈴木誠一

60

辞し︑独立初年度の 年は田中弘率い

なる関係を築いたうえで大メーカーを

るべく︑ブリヂストンタイヤとの緊密

２０００選手権という新しい潮流に乗

いたが︑富士ＧＣシリーズ／全日本Ｆ

男としてテクニシャンぶりを発揮して

治だ︒日産追浜ワークスもうひとりの

る︵ 年に実現︶︒もし 年初頭時点

へ抜擢される機会を模索することとな

そのまま日産に留まり︑大森から追浜

しかない時代であり︑結果的に黒沢は

ルや東南アジア向けの初代ファミリア

ことで︑レース用車両としてはキャロ

ダがまだロータリー車に着手する前の

73

もしニッサン退社時点で︑マツダ陣営

るヒーローズレーシングから参戦した︒

ン﹂
﹁打倒・国光＆北野﹂
﹁打倒・難波

一倍勝利に貪欲な黒沢が﹁打倒ニッサ

で広島から声がかかっていれば︑ひと

73

に行っていたらどうだったろう︒件の

68

体制﹂を心に秘めてサーキット上にロ

73

年富士マスターズ２５０キロではマ
72

1973年１月に富士で催された高橋国光、
長谷見昌弘、
都平健二によるケンメリGT-R
試乗企画。当時のオートスポーツ誌ではレース参加への期待が語られていた。

42

状況に片山義美・田中健二郎・小嶋松

がないとは言えない︒もっとも︑その

ータリービートを撒き散らした可能性

来てくれたおかげで︑実戦歴皆無のケ

オイルショックが絶妙なタイミングで

されなかった︒穿った言い方をすれば︑

ＧＴ︲Ｒに﹁勝ったり負けたり﹂は許

名車として退場することができたとも

久あたりが﹁待った！﹂の声をかけた
レースの歴史は﹁ｉｆ﹂だらけだ︒
言える︒よって先代ハコスカＧＴ︲Ｒ

ンメリＧＴ︲Ｒは稀少価値の高い幻の

ケンメリＧＴ︲Ｒが実戦に登場してい
が築いた 勝余の栄光を汚すこともな

可能性も高いが︒

たなら︒ＲＸ３のペリフェラルポート
ョックが来ていなかったなら︒ 年６

が許されていなかったなら︒オイルシ
ス向きではなくなっていたケンメリＧ

く済んだ︒生まれた時点ですでにレー

50

月２ 日 の 惨 事 が 起 こ ら な か っ た な ら
ら離れず 年近くもこうして語り継が

Ｔ︲Ｒなのに︑それでも人々の脳裏か
50

れるとは︑悲運なＧＴ︲Ｒどころか︑

2610mm
トレッド
（F／R）

1395／1375mm
車両重量

1145kg
エンジン型式

S20
エンジン形式

直列６気筒 DOHC24バルブ
排気量

1989cc

ボア×ストローク

82.0×62.8mm
圧縮比

9.5

最高出力

160ps／7,000rpm

最大トルク

18.0kgm／5,600rpm

トランスミッション

５速MT

サスペンション
（F／R）

ストラット／セミトレーリングアーム
ブレーキ

ディスク

タイヤサイズ

175HR14

何とも幸せな﹁狼の皮を被った羊﹂で

ホイールベース

態を迎えていた可能性は高い︒

4460×1695×1380mm

はないか︒

度バンクは流血と炎上に汚される事

⁝⁝︒しかしやはりどこかの時点で︑

74

全長×全幅×全高

﹁圧倒的強さ﹂が宿命づけられていた

43

30

スカイラインHT 2000GT R
KPGC110 主要諸元
（市販車）

F

稀少価値の高い幻の車として
退場したケンメリGT-Rは
ハコスカGT-Rが築いた
50勝余の栄光を汚すことなく済んだ

最強グループAマシン、BNR32の始まりと終焉

積み重ねた全勝の研鑽
グループAのために生まれ、グループAで最強となったBNR32型GT-R
４シーズン29戦29勝という偉業を成し遂げた数あるR32のうち
初年度、最終年度に活動した貴重な２台を今回、撮影することが叶った
Text/Racing on Photos/Hidenobu Tanaka, Shimpei Suzuki, SAN-EI
Special Thanks/Hiroshi Tanaka, Takashi Katori
（Prince Garage Katori）

1990
CALSONIC SKYLINE

44

1993
BP OIL TRAMPIO GT-R

45

２０１７年末︑本誌は２号連続で全
日本ツーリングカー選手権︵Ｊ ＴＣ︶︑
つまりグループＡにスポットを当て
﹃Ａ
伝説﹄という特集を組んだ︒その２号
目︑締めくくりとして︑日産がグルー
プＡのレーシングフィールドに投入し
た最終兵器︑ＢＮＲ スカイラインＧ
No.

も撮影が許された︒ 年から 年まで

香取代表から連絡をいただき︑こちら

オーナー︑プリンスガレージかとりの

号を手に入れたと前述のテストカーの

ループＡのＧＴ︲Ｒ︑ＢＰトランピオ

半の間にもう１台︑こちらも貴重なグ

イラインなのだ︒カルソニックはもう

献上したのが︑このカルソニックスカ

のＪＴＣ１勝目を西日本サーキットで

ションを見事に達成︒Ｒ ＧＴ︲Ｒで

そんななか︑この青き１台はそのミッ

の勝利は課せられた至上命題であった︒

ある︒だからこそ︑デビューレースで

目指して開発された画期的なマシンで

取り車になるなどの経緯を経たのち︑

イを受けて参戦︒さらにその後︑部品

ＧＴ選手権︵ＪＧＴＣ︶にモディファ

一線から退いたあと︑ 年には全日本

な仕様だ︒この個体はグループＡの第

ポークが採用されたため︑非常にレア

その後のレースではホワイトの５本ス

年の開幕戦でしか装着されておらず︑

れた２号機︵シルバーのアクシア︶が

号機︵ピューミニ︶と 年から投入さ

Ｒは 〜 年まで主に活躍していた初

トーヨータイヤが走らせていたＧＴ︲

した車両そのものではない︒そもそも

今回撮影した個体はその最終戦で勝利

象深いだろう︒だがまず断っておくと︑

ーＴＥＣで勝利した車両というのが印

ＡによるＪＴＣの最終戦︑ 年インタ

デビューレースでの勝利という
至上命題を見事達成したのが
このカルソニックスカイラインだ
プリンスガレージかとりの香取代表が

BPオイルトランピオ号は93年こそスペアカーと
なっていたマシンだが、92年には鈴鹿戦で急遽実
戦投入され、見事優勝を飾っている。

１台のＧＴ︲Ｒで最終的には２位とな
２台を見比べてみる。グループA終了後
に参戦したカテゴリーの名残なのか、エ
アジャッキのチャックの位置が違ってい
たり、カルソニックには本来とは別の位
置に牽引フックが取り付けられていた跡
があるが大きな違いはなさそうだ。

存在するが︑最終戦優勝車はこの２台

さにその１台である︒さらにこの１年

た︒今回︑取材と撮影が叶ったのはま

向から断念した経緯があったと説明し

が不完全である﹂というオーナーの意

取材を﹁個体の検証︑そしてレストア

ンドでデビューウインを飾った車両の

１９９０年のＪＴＣ開幕戦西日本ラウ

機会に恵まれたのだが︑その文中には

れた貴重な元テストカーを撮り下ろす

その際︑カルソニックカラーに彩ら

２をぜひご覧ください︶
︒

Ｔ︲Ｒを取り上げている︵本誌 ４９

32

入手︒元の 年開幕戦仕様に〝戻す〟

今回取り上げた個体は90年JTC開幕戦西日本ラ
ウンド優勝車。カルソニックは２位以下を全車周
回遅れにし、R32はデビューウインを果たした。

戦 勝という偉大な記録を残したＲ

りのオーナーに感謝をしつつ︑それぞ

たとない機会を与えていただいたふた

台ということも言えよう︒そんな︑ま

１周差︑３位のシエラを２周遅れにす

ントラブルで苦しむなか快走︒２位に

るリーボックスカイラインがミッショ

にとっては﹁始まりと終わり﹂の２

れの個体に迫っていきたいと思う︒

る独走劇で１勝をマークした︒

それまでフォード・シエラと対峙して

ソニック号で特徴のひとつといえるの

そんな 年ＪＴＣ開幕戦仕様のカル

ＢＮＲ 型スカイラインＧＴ︲Ｒは︑
いたＨＲ 型スカイラインＧＴＳ︲Ｒ

がゴールドワイヤーメッシュのＢＢＳ
90

知られ︑コジマＫＥ００９のオーナー

在はプリンス＆スカイライン愛好家と

レストア作業が行なわれた︒そして現

年にもＡＸＩＡスカイラインとして

台目の方なのだ︒しかしこの初号機︑

ペアカーとして使われていたという１

目の方であり︑今回の個体は 年︑ス

戦ったＢＰオイルトランピオ号だ︒Ｂ

行中にクラッシュを喫したことで急遽

４戦鈴鹿ラウンドだ︒金曜日の練習走

実戦歴がある︒それは同年のＪＴＣ第
Ｐオイルトランピオといえばグループ

そしてもう１台︒ 年のシリーズを

でもある田中裕司氏が所有している︒

93

93

32

の後継車であり︑市販車の商品企画段

91

93

製ホイールだろう︒このホイールは

92

90

90

階からグループＡでの外国車勢撃破を

92

29

94

93

90

32

31

90

32 29

46

47

（写真上）No.492で取り上げたデビュー前のテストカー。オーナーの入手時から93年仕様のカル
ソニックカラーだったという１台。
（下）日産ヘリテージコレクションに保管されている車両。

この個体が投入され︑ウエットとなっ

たレースで快走︒清水和夫／トム・ク

リステンセン組が１勝をマークした︒

その後︑この初号機は現在︑東京都

町田市にある﹁ビーレーシング﹂とい

うＧＴ︲Ｒのチューニングを得意とす

るショップに売却され︑筑波サーキッ

トで行なわれていたＧＴ︲Ｒのワンメ

イクレースに参加︒優勝を飾るなど活

躍した︒その後︑他オーナーなどの手

に渡るなどしたのち︑某オークション

への出品を通じて香取代表が昨年手に

入れた︒購入直後はビーレーシングカ

ラーの黒のままであったが︑昨年ＢＰ

トランピオのイエローへと復元︒現在

は長野県岡谷市のプリンス＆スカイラ

3
5

1
4

2

意匠で取り外されたと思われるGT-Rエンブレムの有無
などはあるが、リヤビューも大きな相違点はない。
この
２台が同じBBSのゴールドワイヤーメッシュのホイールを履
いているというのはなんたる偶然だろうか。 90年カルソニ
ック車と93年BPオイルトランピオ車の大きな違いはココ。
チ
ームオリジナルのモディファイでリヤエンドに設置されたオ
イルクーラー。デファレンシャルやミッション、エンジンオ
イルのクーラーなどが集約されている。

このBPオイルトランピオ号はグループA仕様のエンジンが残っているレアな１台だ
インミュウジアムに展示されている︒

このＢＰオイルトランピオ号で注目

すべきはやはりエンジン︒現存する多

くのグループＡ ＧＴ︲Ｒでは実戦時

に搭載されていたＲＥＩＮＩＫ︵日産

工機︶製のエンジンが返却され︑別の

ＲＢ ＤＥＴＴに載せ換えられている

90

か︑エンジンレスの状態でいることも

ある︒今回撮影した 年のカルソニッ

ク号もエンジンは載せ換えられていた

が︑この個体はグループＡ仕様がその

49

まま載っている︒これはかなりレアな

例だと言えるだろう︒

BPオイルトランピオ号がオークシ
ョンに出品されていたときの画像
である
（現オーナー提供）
。神奈川
県のショップ「ビーレーシング」
がGT-Rレースに出場していたと
きのままとなっており、
購入後、
現
オーナーが復元した。

26

グループAラストレース
ということもあり、富士ス
ピードウェイは満員御礼。
公式発表で９万人以上がサ
ーキットに押し寄せた。
勝負の分かれ目となったピ
ット。BPオイルトランピオ
は最後のピット作業を行な
う。 ポールのカルソニッ
クはスタート時から白煙を
上げ早々にリタイア。 優
勝賞金ボードを手にする横
島／クリステンセン組。
1
2
3

レポート│1993年

4

全日本ツーリングカー選手権 第８戦 インターTEC

BPオイルトランピオが有終の美を飾る
1985年に幕を開けたグループA規定マシン

同じくしてアクシデントにより赤旗中断、レー

その後の２ヒート目ではトップに立つもタイ

による全日本ツーリングカー選手権（JTC）が

スは２ヒート制に。この時点でピットを終えて

ヤの消耗などによりペースが上がらず、あと７

93年のインターTECを持って幕を閉じようと

いたのはBPオイルトランピオのみ。他車は２

秒というところまでその時２番手につけていた

していた。このラストレースでポールポジショ

ヒート目で２回ピットを行なうのに対しBPオ

日鉱共石に迫られるも、それも彼らの自滅によ

ンを獲得したのは星野一義／影山正彦組のカル

イルトランピオは１回で済むため、大きなマー

って決着。見事グループAラストレースをBP

ソニック。２番手には鈴木利男／飯田章組の日

ジンを持って２ヒート目に臨めることになった。 オイルトランピオが制したのだった。

鉱共石が続くという結果になった。
迎えた決勝ではポールのカルソニック、さら
に高橋国光／土屋圭市組の STP タイサンと次
々にGT-Rがリタイアを喫するなか、トップに
立ったのは日鉱共石。２番手には横島久／トム
・クリステンセン組のBPオイルトランピオが
つけ、それを追う展開となっていた。
26周を過ぎたところでレースが動く。BPオ
イルトランピオが１コーナーでコースオフ。そ
の影響からかペースが上がらず、31周目にピ
ットインを余儀なくされた。そのピットと時を

決勝結果
1993年10月31日 富士スピードウェイ 4.470㎞×
（30+79）
周=487.230㎞ 決勝出走28台 完走20台 晴れ／ドライ
順位 No.
車名
ドライバー
タイヤ タイム
（リタイア原因） 周回
1
11
BPオイル・トランピオGT-R
横島 久／トム・クリステンセン
TY
2:56'17"099
109
2
8
FET SPORTS GT-R
見崎清志／長坂尚樹
BS
2:56'27"716
109
3
55
日鉱共石SKYLINE GP-1 プラス
鈴木利男／飯田 章
BS
2:56'29"970
109
4
87
HKS SKYLINE
羽根幸浩／萩原 修
YH
2:57'05"262
109
5
1
ユニシアジェックススカイライン 長谷見昌弘／福山英朗
DL
2:57'17"800
109
R
12
カルソニックスカイライン
星野一義／影山正彦
BS
オイル漏れ
5
R
2
STP タイサン GT-R
高橋国光／土屋圭市
YH
5
※GT-R勢のリザルトのみを抜粋して掲載。
・R=リタイア
・タイヤ：BS=ブリヂストン、DL=ダンロップ、TY=トーヨー、YH=ヨコハマ
・事故により赤旗中断、30周+79周の合計タイムによる２パート制レースとなる。当初の予定は112周
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日本にあるべき大切な宝を
守ってくれてありがとうと
オーナーには感謝するばかりだ

ら変えてしまうようなモディファイが

って 〜 年までの４シーズン︑ＢＮ

いう︑開発時の最大の努力と技術によ

ーションモデルの市販車を生み出すと

もちろんＢＰオイルトランピオ以外

シーズン終了まで行なわれなかったの

もあった︒だがＲ ＧＴ︲Ｒを根本か

のチームもグループＡ ＧＴ︲Ｒの弱

は︑やはりＢＮＲ が初期から発揮す

いてはごくわずかな違いのみである︒

カルソニックの初年度車︑そしてＢ
点を見抜き︑レギュレーション違反ス

進化の少ない理由

Ｐオイルトランピオを見比べてみても︑

Ｒ は最強のままでいられたのだ︵そ

93

車両だということもあるが︑リヤにオ

のルーツが主に 年まで活躍していた

前述のとおりＢＰオイルトランピオ

ヂストン︑ダンロップ︑トーヨー︑ヨ

を行なった車両もあった︑そしてブリ

技術を生かして自らエンジンチューン

ったと聞くし︑ＨＫＳのように自社の

レスレの改良を加えていたところもあ

きいが︑自動車メーカーが本気を出し

の時代が長く続いてしまったことも大

・シエラという最大の敵が消え︑１強

物と言えるだろう︒もちろんフォード

ることができていたポテンシャルの賜

ングカー選手権︵ＪＴＣＣ︶が始まり︑

リングカーによる新生・全日本ツーリ

すると２ℓ４ドアセダンのニューツー

かはまた別の話︶
︒

れがシリーズのために良かったかどう

年にグループＡでのＪＴＣが終了

イルクーラーが設置されているなど︑

て︑グループＡのためだけにエボリュ

93

大きな違いは特に見受けられない︒

90

32

コハマによるタイヤコンペティション

51

32

32

チーム独自の細かなモディファイを除

真後ろから見てみるとBPオイルトランピオ号のリヤの
オイルクーラー以外にもバンパー形状に違いが見受け
られる。カルソニック号のリヤバンパー下部が若干ス
カートのような形状に現個体ではなっていた。

91

BPオイルトランピオ号には本物のグループA実
戦機が搭載される。
ステアリングなど若干異
なる部分も見受けられるが基本は当時そのままの
コクピットやロールケージ。 インパネにはE-TS
のコントローラー、デフ、ミッションといったオ
イルクーラーのスイッチ、グラベルなどにハマっ
た際、
脱出するため4WDヘ切り替えるスイッチな
どが並ぶ。 メーターパネルにはオリジナルのタ
コメーターが残る。 助手席側ドア付近のコンピ
ューターにはAXIAスカイライン時の名残が。

1

2
3

5
4

6

52

まり問われることのない車両となって

造が可能で︑つまり市販車の性能があ

フォルムを纏いながらも広い範囲で改

う︑いわゆるＧＴマシンはＧＴ︲Ｒの

へと移り変わってゆく︒ＪＧＴＣを戦

ハコ車レースの潮流は徐々にＪＧＴＣ

管され︑なおかつ今後も手放すことが

が︑元の姿に復元されたのち大切に保

を作ったうちの２台のグループＡ車両

例も少なくないという︒だがその伝説

日本を離れて海外へ売却されてしまう

シンのみならずストリートカーでさえ

中古車の価格も高騰し︑レーシングマ

最後のトップカテゴリー︑それがグル

Ｔ︲Ｒ本来の力を発揮して活躍できた

幸せなグループＡＧＴ︲Ｒなのかもし

を過ごしている︒この２台はもっとも

なさそうな日本のオーナーの元で余生

れないと思いつつ︑日本にあるべき大
切な宝を守ってくれてありがとうとオ

デビュー 年余が経った今でも︑全
戦全勝伝説が語りつがれ︑神格化され

ーナーには感謝するばかりだ︒

f

3

1
2

いった︒ＢＮＲ ︑いやＧＴ︲ＲがＧ

エンジンはREINIKへ返却され
たため、グループA仕様ではない
RB26が収まる。
ホモロゲー
トされたロールケージが張り巡ら
される室内。メーターはJGTCに
参戦した際の名残なのか、90年当
時とは異なるデジタルメーターが
装着されていた。

ープＡだったとも言えるだろう︒

32

るＢＮＲ ︒元号が変わった現在では

30

32

伝説はまだ終わらない
BNR32はいかにしてグループAから
JGTC仕様へ変貌を遂げたか
グループAによるレースが幕を閉じ活躍の場を失ったR32GT-Rは
姿を大きく変え、94年から本格的スタートした全日本GT選手権へ居場所を求めた
ここではグループA仕様からJGTC仕様へ、華麗に転身したR32の詳細に迫る
Text/Akihiko Ouchi Photos/SAN-EI

54

93年いっぱいで終了が決まっていた
JTC。これによって行き場のなくな
るR32 GT-Rに活躍の場を与えるこ
ともJGTC設立の意義であった。

ープＡ仕様のＲ ＧＴ︲Ｒをベースと

その前年となる 年︑プレシリーズと

９９４年から正式にスタートするが︑

Ｔ規定へ移行するル・マン 時間の流

Ｃ規定から市販スーパーカーによるＧ

をどうするかという問題と︑グループ

で︑代わりにＧＴ仕様のＲ ＧＴ︲Ｒ

プロジェクトが終了したばかりの岡寛

担当したのは専従していたグループＣ

してＧＴ仕様に仕立てたモデルだった︒

両︵特に人気のあったＲ ＧＴ︲Ｒ︶

して試験的に１年の先行開催がなされ

れを参考に日本でもＧＴカーレースの

全日本ＧＴ選手権︵ＪＧＴＣ︶は１

ている︒カルソニックＧＴ︲Ｒに乗る

を手掛けることになったといういきさ
日本ツーリングカー選手権︵Ｊ ＴＣ︶

ことになったわけだが︑ＪＧＴＣの発

のプレシーズンが試験的に開催される

コスト︑チューナーレベル﹂を念頭に

在しなかったため︑加治が伝えた﹁省

岡はとにかくＧＴカーそのものが存

こうした状況を受け 年にＪＧＴＣ
の陰に隠れ︑その存在をほとんど知ら

足に向け活動を行なっていた︑のちの

ンを獲得しているが︑この時点では全

れない状況だった︒
当時︑日本国内で人気を集めていた

要点は簡潔でチューナーレベルでの

がなく︑グループＡ ＧＴ︲Ｒの公表

いうような具体的なクラス分けの概念

の中核メンバー︑加治次郎が車両の準
ＳＰＣ︶とグループＡ規定のＪＴＣと

参加が可能なレースとすること︑コス

性能値が６００ｐｓ ＋α だったことか

カテゴリーはグループＣ規定の全日本

いうふたつのシリーズだったがＪＳＰ

トを抑えること︑参戦車両の性能を近

ら︑これを下回りながらもそこそのパ

う︒当時はＧＴ５００︑ＧＴ３００と

Ｃは 年︑ＪＴＣは 年限りでシリー

似したものに設定することなどで︑こ

ワー︑また性能を揃えるためにエアリ
ングカーに規定を代え︑ＪＴＣＣとし

ＪＴＣはグループＡから２ℓツーリ

ズの終了が決まっていた︒

93

て新たにスタートすることになってい

これが 年シーズンのチャンピオン

プル車両を製作することになった︒

93

カー︑カルソニックＧＴ︲Ｒで︑グル

ンジンパワーを設定したという︒ちな

となど︑こうしたあたりを考慮してエ

ストリクターの装着が確定していたこ

れを受けた日産が 年用に１台のサン

備を日産に打診していた︒

94
スポーツプロトタイプカー選手権︵Ｊ

要求に沿った車両開発を行なったとい

置き︑ある程度の性能を想定しながら︑

32

24

ＧＴアソシエイション
︵ 年正式設立︶

つだった︒

発足が真剣に検討されていた︒

32

影山正彦が全勝しシリーズチャンピオ

32

93

93

たが︑行き場のなくなるグループＡ車

55

93

92

ファクトリーでモディファイを受けるGT-R。
大
きく張り出した前後フェンダーなど派手なエアロに
目が惹かれる。ちなみにこの車両はグループAの日
鉱共石スカイラインがベースだと当時伝えられてい
た。 コクピットは市販車のインパネが残るなどグ
ループA的な部分もあるが、メーターはデジタルへ
と変更され、近代化。 フロントと リヤの足まわ
り。サスペンションの形式はマルチリンクのままで、
ブレーキもグループA同様AP製のキャリパーを装着
する（実戦ではリヤにアルコン製を採用）
。 タイ
ヤは製作段階ではフロントが290、リヤが300幅の
18インチを履く予定とされていた。 エンジンは出
力こそグループA仕様に劣るが、搭載位置はより低
く後方にマウントされている。 トランク内には安
全タンクが搭載される。

みにエンジンは日産工機が担当するこ

とになった︒

このパイロットモデルとなったカル

ソニックＧＴ︲Ｒは︑スパ 時間で火

年のＪＧＴＣではいわゆるＧＴを

いう作業の流れだった︒

細部をホシノレーシングが仕上げると

の車両作りは基本をニスモが行ない︑

に見えることを意識したという︒実際

で︑外観に手を加えることで
﹁ＧＴ風﹂

トレーンは基本的にグループＡのまま

た︒駆動方式は４ＷＤのまま︒パワー

ＧＴ︲Ｒをベースに作られた車両だっ

災アクシデントを起こしたグループＡ

24

とシルビア︵Ｓ ︶の日産車２台のみ

指向した車両はカルソニックＧＴ︲Ｒ

93

車種としてはスカイライン︵ＨＲ ︑

で︑残りはＪＳＳ車両との混走だった︒

13

ＤＲ ︶︑ＲＸ︲７︵ＦＣ３Ｓ︶など

31

で総勢でもエントリーが 〜 台とい

30

15

んなものか︑車両も含め︑ 年は試行

を岡は﹁とりあえずＧＴレースとはど

う寂しい状態であった︒この年のこと

10

翌 年は前年でＪＴＣが終了したこ

市販車の自慢を捨てる

見えてきたのは収穫だった︒

おぼろげながら目指すＧＴレース像が

ラスマシンを招いて混走したことで︑

リーズから数台のＩＭＳＡ︲ＧＴＵク

レンジ﹂としてアメリカのＩＭＳＡシ

ただ開幕戦を﹁ＩＭＳＡ ＧＴチャ

る︒

の年︑様子を探る年だった﹂と振り返

93

にエントラントが集まってきた︒ニス

ともあり︑本格的に始動したＪＧＴＣ

94

7
8

4
5
6

3

1
2

56

「省コスト、チューナーレベル」
を念頭に
要求に沿った車両開発が行なわれた

モは前年に引き続きＲ ＧＴ︲Ｒをベ

ースにＧＴ車両を企画︑製作︒ 年は

32

足する 年は本格的な車両作りを企図

の状態だったが︑シリーズが正式に発

とりあえずＧＴ車両を用意する手探り

93

年ともっとも異なる点は︑駆動方

していた︒

94

式が４ＷＤからＦＲに変更されたこと

だった︒Ｒ ＧＴ︲Ｒは４ＷＤシステ

40

50

そうでなくとも長く重いＲＢ 型直

っていたという︒

と比べてだいたい 〜 ㎏ ほど重くな

部に抱え込んでいたため︑２ＷＤ方式

ットやドライブシャフトなどを車体前

ムの構成に必要なトランスファーユニ

32

ニスモはＲ ＧＴ︲Ｒから市販車で

なっていた︒

運動性能の面で大きなマイナス要素と

４ＷＤのシステム重量が加わることは

列６気筒を搭載していたため︑これに

26

た︒Ｒ ＧＴ︲Ｒの基本形式はマルチ

問題となったのがサスペンションだっ

年車同様グループＡ仕様を流用したが︑

車両の基本構成コンポーネントは

らこれの採用を決定した︒

クオリティに信頼が置けたことなどか

ストを抑えること︑Ｘトラックの製品

も検討されたというが︑車両の製作コ

独自トランスミッション開発の手段

ョンを組み合わせた︒

代わりにＸトラックのトランスミッシ

配分方式の４ＷＤシステムを降ろし︑

ていたアテーサＥ︲ＴＳの駆動力自動

ＧＴ︲Ｒの大きな性能ポイントとなっ

32

リンクサスペンションだったが︑接合

32

部が多い形式で車高が下げられないと

57

93

93

4

1

5
2

6
3

シェイクダウンテストをす
る J G T C 仕様の R 3 2 G T - R と
このベースになったとされ
る日鉱共石スカイライン。大きく
フォルムがワイドになっているこ
とがわかる。
グループA車とJGTC
車のスペックを比較してみるとま
ず全長とホイールベースは同じな
がら、
JGTC車はグループA車から
全幅で100㎜拡大され、全高も50
㎜低くなっていることがわかる。
さ
らに車重は60㎏程度軽量化され、
リストリクターで規制されるせい
かよりトルク型なエンジンになっ
ている。JGTC仕様でR32 GT-R
はツーリングカーからレーシング
カーへと進化を遂げた。

94年のJGTCに参戦した主なR32GT-R。
カルソニックは新規製作でありながら
4WDを採用、チャンピオンマシンに。
ユニシアジェックスと ゼクセルも新規
製作マシンだがFR仕様。ユニシアジェッ
クスが１勝をマーク。 コクピット館林
は93年王座獲得車そのままだ。

して参戦可能だったＪＳＳ仕様車が姿

を消し︑代わってポルシェ９１１︵９

と所期のサスペンションの動きが確保

下げることはできるのだが︑そうする

いう短所を抱えていた︒正確に言えば

クススカイライン︵長谷見昌弘︶が参

モータースポーツからユニシアジェッ

Ｌスカイライン︵鈴木利男︶︑ハセミ

られたＧＴ︲ＲはニスモからＺＥＸＥ

が集まり始めていた︒

ソシエイションの思惑に沿った顔ぶれ

︵魅力ある︶イベントとして︑ＧＴア

が参戦︒スーパーカーによる華のある

ＧＴ︲ＲはＪＧＴＣ人気を支える主役として
その後も別格の存在感を放ち続けた

６４︶やフェラーリＦ ︑ランボルギ

できなくなるという問題が生じていた︒

戦︒ほかにも４ＷＤ機構を残したまま

全５戦で組まれた 年のＪＧＴＣは

この問題に関しては翌 年︑ＪＧＴ

ーニ・カウンタックといったＧＴカー

40

︵影山正彦︶がエントリーしたが︑い

のマシンでカルソニックスカイライン

フェラーリＦ ︑ポルシェ９１１ター

ＧＴ︲Ｒ２勝
︵影山︑長谷見が各１勝︶
︑

94

由度が高いダブルウイッシュボーン形

つけた部分で︑アライメントの調整自

部の仕上げをそれぞれのチームが担当

ずれも基本製作はニスモが手がけ︑細

にグループＣカーのポルシェ９６２Ｃ

ボ︵９６４︶が各１勝をマーク︒さら

式へと作り変えられた︒

ープＡで使った車両はボディにねじれ

として考えられていたが︑実際にグル

車は基本的にはグループＡ車両を土台

グループＮベース車まで含めると 年

ト館林ＧＴ︲Ｒとして参戦するなど︑

のＲＳ中春へと引き継がれ︑コクピッ

ンピオンマシンがレーシングガレージ

が獲得している︒当初は 〜 台だっ

クスカラインをドライブした影山正彦

ンピオンは結局２年連続でカルソニッ

の富士で１勝を挙げていた︒だがチャ

さらにこの年は 年のＪＧＴＣチャ

やゆがみが生じていることから︑ニス

4545×1755×1320㎜

ホイールベース

2615㎜

トレッド
（前／後）

1610／1530㎜

サスペンション
（前後とも）

マルチリンク

タイヤ
（前後とも）

265-700-18

車重

1260㎏以上

エンジン

RB26DETT

形式

直列6気筒DOHCツインターボ

排気量

2568cc

最高出力

550ps以上／7600rpm

最大トルク

50.0㎏m以上／6000rpm

4545×1855×1270㎜

ホイールベース

2615㎜

トレッド
（前／後）

1534／1534㎜

サスペンション
（前後とも）

マルチリンク

タイヤ
（前後とも）

295-675-R18

車重

1200㎏以上

エンジン

RB26DETT

形式

直列6気筒DOHCツインターボ

排気量

2568cc

最高出力

450ps以上／6000rpm

最大トルク

55㎏m以上／4500rpm

JGTC SPECIFICATION
ZEXEL 1994

20 16

す顔ぶれが集まるようになり︑翌 年

たエントラントも︑終盤には 台を超

15

ループＡに馴染んだＲ

ＧＴ︲Ｒを

ＷＤ方式は２ＷＤ方式に変更され︑グ

Ｔ︲Ｒ最大の優位点だった電子制御４

ーレースのようなＪＧＴＣに参戦︒Ｇ

スカイラインＧＴ︲Ｒが︑スーパーカ

最強のツーリングカーだったはずの

を呈しているかはご存知だろう︒

Ｔと名称を変えた今︑どのような活況

以降さらに賑わいを見せ︑スーパーＧ

95

へと語り継がれ︑ＪＧＴＣ人気を支え

ても王座に就き︑ＧＴ︲Ｒ神話は次代

れる変身ぶりだったが︑土俵が変わっ

愛好するファンにとっては意表を突か

32

94
この年のＪＧＴＣは前年暫定措置と

全長×全幅×全高

こうした手法でＦＲ方式に切り替え

全長×全幅×全高

が集結した︒

の開幕戦には合わせて５台のＧＴ︲Ｒ

さらにＲ ＧＴ︲ＲのＪＧＴＣ仕様

93

モ製作の車両はすべてホワイトボディ

置によって参戦が可能となり︑第３戦

までもがウエイトハンデなどの暫定措

替える際︑ニスモとして真っ先に手を

Ｃ車両を新型のＢＣＮＲ 型へと切り

33 95

する流れだった︒

40

f

る主役として︑その後も別格の存在感

を放ち続けた︒

59

32

に交換されて作られた︒

Gr.A SPECIFICATION
STP TAISAN 1993

1
2

3

4

1992年第２戦仙台HR。
12台
のR32が出場、５列目ほどま
でをクラス１のGT-R勢が占
めた。75周のレースも、６台
のGT-Rが同一周回でフィニ
ッシュ。レースによっては14
台のGT-Rが出場していた。

S耐に継がれた
常勝GT R伝説

プライベーターのためのシリーズとしてスタートしたN１耐久
GT︲Rはそこでも常勝伝説を築き上げた
ユーザーを裏切らないため︑メーカーも厚くサポートした
当時︑R 以降のGT︲R開発を担当した山洞博司氏に話を伺った

ワフルで︑かつコンパクトで耐久性に

ＧＴ︲Ｒ以前にシビックと相対した

現在のスーパー耐久シリーズがＮ１

ツーリングカー耐久フェスティバルの

ライバル車両として三菱ミラージュや

も優れるホンダ・シビックでなければ

第１戦１９９０年４月８日に︑仙台ハ

スバル・レガシィ︑マツダＲＸ︲７と

耐久ラウンドシリーズとしてスタート

イランドレースウェイ
︵現在閉鎖中︶
で︑

いったいわゆるターボ車も存在したが︑

勝てないとされていた時代だった︒

Ｒ スカイラインＧＴ︲Ｒは初勝利を

を切る︑その１年前に行なわれた量産

Text/Naoyuki Hata Photos/NISSAN, SAN-EI

32

われるだろうが︑実は極めて衝撃的な

ば﹁勝って当たり前﹂のＧＴ︲Ｒと思

によるデビューウインだが︑現在なら

ライブしたヂーゼル機器スカイライン

挙げている︒都平健二と木下隆之がド

クとは５秒差でしかなかったのである︒

ていたこともあったが︑２位のシビッ

黄旗追い越しのペナルティを課せられ

となる１勝目︑実は圧勝ではなかった︒

話は戻りＧＴ︲Ｒ Ｎ１史の始まり

いずれもシビックに歯が立たなかった︒

まだ連勝街道まっしぐら︑というほど

でもなかった︒シリーズの一戦には含

まれなかったが︑ 年の筑波ナイター

という印象が根強かったからだ︒むし

車両が︑
勝利に絶対的な存在ではない﹂

久レースでは﹁大排気量のハイパワー

文字どおりＪ ＡＦ Ｎ１車両による耐

特に筑波は︑コースの小ささゆえ鬼門

してもいた︒もちろん優勝はシビック︒

ートといった熱の問題でリタイアを喫

Ｔ︲Ｒが︑デフトラブルやオーバーヒ

９時間では優勝候補とされた２台のＧ

当時徐々に盛り上がりを見せてきた︑

ろ１・６ℓとしては十分すぎるほどパ

90

薄氷の勝利だった初優勝

勝利だったのだ︒

32

60

N1耐久で活躍したR32 GT-R

JTCとは異なるカラーリングが見られるN1耐久でのGT-R。ミスズ・スカイラインはGT-RではなくFRのGTS。ミスズはその後、95年にはユニシ
アカラーのGT-Rも走らせた。ベルディアのスポンサー、オートテックはJTCで知られる。タイヤメーカーのファルケンはN1に出場したGT-Rでこ
のクラスのタイヤ開発を行なった。この開発が現在のGT3タイヤ開発に繋がる。また日産プリンス系ディーラーチームも出場し、R34の登場まで
続いた。またJTCに出ていたケガニレーシングも92年だけGT-Rで出場。アセロラやカストロールは速さを見せるもタイトルは獲れずじまい。95
年のFKマッシモはその後GTへ進出。92年のプリンス栃木は、GT-Rテストドライバーとして知られる加藤博義がステアリングを握っていた。

ファルケン

1991

ベルディア

1990

ミスズ

1992

アセロラ

1992

カストロール

1992

ケガニ

1995

ユニシア

1995

FKマッシモ

1992

プリンス栃木

︲Ｒの初優勝はＮ１耐久ラウンドシリ

となっていた︒そのため筑波でのＧＴ

た山洞博司氏に話を伺った︒

イラインＧＴ︲Ｒの開発を担当してい

だ︒そこで︑当時ニッサンでＮ１スカ

﹁それまで私はラリーを担当していま

ーズに改められて２年目の 年まで持
ち越されている︒

したが︑Ｒ ＧＴ︲ＲのグループＡ担

ースでトップだったということ︒ブー

が︑これは２連勝ではなく予選落ちレ

ラインがコンソレーション優勝とある

言うと︑まずＮ１耐久というのはＪ Ａ

途中から担当してきました︒会社的に

るように﹄と会社から言われ︑Ｒ の

当となり︑のちに﹃Ｎ１耐久も面倒見

年の富士ではヂーゼル機器スカイ

スト圧が高すぎてパイプがすっぽ抜け

ックに３周もの差をつけ独走した︒た

に６時間レースとはいえ︑２位のシビ

ＫＡ ＦＡＬＫＥＮ ＧＴ︲Ｒは︑いか

で増加︒原貴彦／清水和夫組のＲＡＩ

たＧＴ︲Ｒは︑その富士では６台にま

それでも︑西仙台では１台だけだっ

スですが︑Ｎ１耐久はユーザーが好き

ーカーがしっかり力を入れているレー

らないレースでした︒グループＡはメ

るということで︑非常にコストのかか

ているクルマに小範囲の改造で出られ

がありました︒ただＮ１耐久は市販し

の仕方も取り扱いが難しいということ

はレースに出たら勝たなければ﹄と言

だし完走を遂げたのはこの１台だけだ

その一方でグループＡに関してはこ

われていましたから︑Ｎ１耐久で悪い

なクルマを選んで出る︒そういう住み

れまでも数々の開発ストーリーが記さ

イメージがついてはいけないので︑で

った︒黎明期のＧＴ︲Ｒは︑速さはあ

れているのにＮ１耐久の記憶が薄いの

きる範囲でサポートしなくてはいけな

（さんどう・ひろし）
。1973年日産自動車入
社。ラリー車の開発などを経てR32 GT-Rの
開発に携わる。
以降グループAのGT-RからN1
／S耐久GT-RもR33、R34、R35の初期まで
関与。現在は自動運転の研究を行なう。

は︑Ｎ１耐久がグループＡの副産物だ

山洞博司

い︑
ということになったんでしょうね﹂

分けではありました︒でも﹃ＧＴ︲Ｒ

ってシリーズをアピールするか︑宣伝

32

ったものの繊細すぎた感もあった︒

こっていたためだ︒

Ｆの選手権レースではないのでどうや

32

92

るという笑えないトラブルが予選で起

90

ったのではないかと思われていたから

61

1992

山洞氏がＮ１耐久のスタート後に開

せんでした︒ＧＴ︲Ｒはパワフルなの

ッサンが設定している部品しか使えま

に︑当初ブレーキは小さかった︒そこ

発を担当したのなら︑筆者の記憶とも

Ｒは︑信頼性に関して急速な進化を遂

でブレーキがレースの性能に追いつく

17

で非常に速いスピードで走れる代わり

げる︒山洞氏の話を続けよう︒

ようホイールを インチから インチ

16

つじつまが合う︒実際 年以降ＧＴ︲

﹁Ｎ１レースに出るにはＦＩＡ公認で

に改め︑ブレンボのレーシング仕様が

それがＶスペックの設定による 年

はなく︑まずはＪ ＡＦ登録車両である

ダンパー︑タイヤなどは自由に交換で

のことだ︒実は 年にはＮ１ベース仕

使えるようにしたんです﹂

きましたが︑重要保安部品に当たるブ

様も登場しているのだが︑この時のブ

93

ことが前提でした︒ブレーキパツドや

レーキキャリパー︑ローターなどはニ

91

91

GT Rを脅かすライバルはGT Rだった
三菱GTOは予選で速さを見せるも決勝では後退

97年からエアロパーツが解禁されたため、以降
のGT-Rはより大胆なデザインに進化した。
特に
リヤウイングはハイマウントに、フロントエア
ダムも開口部が大きくなった。しかしこの頃に
なるとクラス２に出場しているランサー・エボ
リューションやスバル・インプレッサが実力を
つけてきており、しばしばGT-Rを脅かした。

スーパー耐久で活躍したR33／R34 GT-R
オイルクーラーなどの増設が許可された96年、開幕戦でクラス２位のススキRや、十勝24時間で
N1優勝したFKマッシモが活躍。97年にはAPEXカラーからオートバックスに変更したAPEXな
ども出場した。R34ではハボリンカラーが吉田寿博／横島久組で出走、鈴鹿で３位に。2000年
のトトムは99年のプリンス東京からの変更。2002年JMCもMINEと岡山で表彰台に登っていた。
その他ダイシン等、チャンピオン獲得チーム以外でも有力チームが活躍していた。

1996

FKマッシモ

1996

ススキR

1999

Havolin

1997

APEX

2002

JMC

2000

トトム

62

N1〜S耐 R32‐R34スカイラインGT-R 100勝の記録
回数
年月日
サーキット
量産ツーリングカー耐久フェスティバル
１
1990年４月８日
仙台ハイランド
２
1990年６月２日
富士
３
1990年６月３日
富士
４
1990年11月23日
SUGO
N1耐久ラウンドシリーズ
５
1991年１月20日
鈴鹿
６
1991年４月29日
仙台ハイランド
７
1991年６月２日
富士
８
1991年９月22日
MINE
９
1991年11月23日
SUGO
10
1992年１月26日
鈴鹿
11
1992年４月29日
仙台ハイランド
12
1992年５月30日
富士
13
1992年５月30日
富士
14
1992年７月19日
TI
15
1992年８月14日
筑波
16
1992年８月16日
筑波
17
1992年10月11日
MINE
18
1992年11月１日
SUGO
19
1993年３月７日
TI
20
1993年４月４日
仙台ハイランド
21
1993年４月25日
鈴鹿
22
1993年５月30日
富士
23
1993年６月20日
十勝
24
1993年８月15日
筑波
25
1993年10月17日
MINE
26
1993年11月６日
SUGO
27
1994年３月13日
MINE
28
1994年４月３日
鈴鹿
29
1994年４月29日
仙台ハイランド
30
1994年６月５日
富士
31
1994年６月26日
TI
32
1994年７月24日
十勝
33
1994年８月13日
筑波
34
1994年11月３日
SUGO
35
1995年３月26日
MINE
36
1995年４月30日
仙台ハイランド
37
1995年６月４日
富士
38
1995年６月18日
TI
39
1995年７月16日
十勝
40
1995年９月24日
鈴鹿
41
1995年11月12日
SUGO
スーパーN1耐久シリーズ
42
1996年３月24日
MINE
43
1996年４月14日
仙台ハイランド
44
1996年５月６日
TI
45
1996年６月９日
富士
46
1996年７月28日
十勝
47
1996年９月15日
鈴鹿
48
1996年11月10日
SUGO

マシン名

型式

都平 健二／木下 隆之
都平 健二／木下 隆之
原 貴彦／清水 和夫
原 貴彦／清水 和夫

ヂーゼル機器スカイライン
ヂーゼル機器スカイライン
RAIKA FALKEN GT-R
FALKENニチレイアセロラGT-R

BNR32
BNR32
BNR32
BNR32

原 貴彦／清水 和夫
原 貴彦／清水 和夫
都平 健二／木下 隆之
都平 健二／木下 隆之
桂 伸一／村松 康生
桂 伸一／原 貴彦
桂 伸一／原 貴彦
高杉 好成／砂子 智彦
関根 基司／池沢 さとし／萩原 誠
桂 伸一／原 貴彦
桂 伸一／原 貴彦／松田 秀士
沖友 龍晴／飯田 章／福山 英朗
飯田 章／福山 英朗
桂 伸一／原 貴彦
砂子 智彦／藤島 敏也
桂 伸一／原 貴彦
山田 英二／木下 隆之
桂 伸一／原 貴彦
河合 博之／都平 健二
佐藤 久実／斉藤 達雄／福山 英朗
桂 伸一／原 貴彦
桂 伸一／原 貴彦
河合 博之／都平 健二
影山 正美／竹内 浩典
桂 伸一／原 貴彦
河合 博之／都平 健二
村松 康生／和田 久
河合 博之／駒 光武／都平 健二
影山 正美／竹内 浩典
影山 正美／竹内 浩典
河合 博之／須賀 宏明／都平 健二
原 貴彦／和田 久
横島 久／竹内 浩典
菊地 靖／木下 みつひろ
横島 久／竹内 浩典／中川 隆正
桂 伸一／木下 隆之
原 貴彦／和田 久

コニカ・ファルケン GT-R
インターセプト FALKEN GT-R
ZEXEL スカイライン
ZEXEL スカイライン
FALKEN GT-R
日産アルティアFALKEN GT-R
日産アルティアFALKEN GT-R
日産プリンス東京スカイライン
日産プリンス千葉スカイライン
日産アルティアFALKEN GT-R
日産アルティアFALKEN GT-R
Castrol RB GT-R
Castrol RB GT-R
日産アルティアFALKEN GT-R
日産プリンス東京スカイライン
日産アルティアFALKEN GT-R
ZEXELスカイライン
日産アルティア ファルケンGT-R
BOSEスカイラインGT-R
ニチレイ・アセロラGT-R
日産アルティア ファルケン GT-R
日産アルティア ファルケン GT-R
ワイズスポーツ GT-R
Projectμ BP GT-R
日産アルティア ファルケン GT-R
WISE SPORTS GT-R
レッツォBPトランピオ GT-R
WISE SPORTS GT-R
（N1優勝）
Projectμ BP GT-R
Projectμ BP GT-R
アイ・オートGT-R
RAZO TRAMPIO GT-R
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
エンドレス アドバンGT-R
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
（N1優勝）
日産アルティアファルケンGT-R
RAZO TRAMPIO GT-R

BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BNR32
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33

菊地
横島
砂子
砂子
雨宮
横島
菊地

エンドレスアドバンGT-R
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
プリンス東京フジツボ GT-R
プリンス東京フジツボ GT-R
FKマッシモFALKEN GT-R
（N1優勝）
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
エンドレス アドバンGT-R

BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33

靖／木下 みつひろ
久／竹内 浩典
智彦／福山 英朗
智彦／福山 英朗
栄城／川崎 哲哉／福嶌 稔大
久／竹内 浩典
靖／木下 みつひろ

レーキに関しては冷却用導風板を追加

し︑ピンホールがクラックの原因とな

っていたローターを穴なしに改めた程

度︒それでも１８０㎏ もの軽量化が図

られたＮ１ベース車両の登場で参戦が

より身近になったことは間違いない︒

11 14

Ｎ１耐久ラウンドシリーズ第３戦の富

士には実に 台のＧＴ︲Ｒがエントリ

ーし︑うち 台が決勝に進出︒トップ

３を独占した︒

なおＶスペックはその後︑Ｎ１ベー

ス車両の役割を担うことになる︒また

ブレンボの大容量ブレーキシステムの

24

導入は︑あることへのきっかけとなっ

20

た可能性もある︒それは 時間レース

の開催だ︒山洞氏いわく﹁最大 ㎜ 厚

のパッドを付けられるようにして︑パ

ッド交換も︑押さえ込むレバーを外す

と２分とかからないで交換できた﹂と︒

24

それを知った当時のレースオーガナイ

ザーが﹁それなら 時間レースもでき

24

るだろう﹂と思いついたとしても不思

94

議ではない︒あくまで筆者の想像では

あるが︑ 年から十勝 時間が開催さ

れるようになったのがＧＴ︲Ｒの進化

によるものだったら︑存在した意義は

より高くなろうというものだ︒

いずれにせよブレーキの強化で摩耗

も大幅に軽減され︑ラップタイムも向

上した︒何より今まで我慢してブレー

キを踏んでいたというストレスからの

解放は︑レース戦略にも大きく幅を持

たせることになった︒この頃ＧＴ︲Ｒ

がもう無敵の存在となっていたのは︑

疑うべくもない事実である︒同時にレ

ースで得られた情報は︑量産仕様にも
63

優勝者

盛り込まれていくことにもなった︒

ユーザーの声をマシンに反映
Ｎ１は主催者がエントラントとの関
係を密にし︑声をしっかり聞いて把握
し︑可能な限り対応してきたカテゴリ
ーであり︑ＧＴ︲Ｒはそのなかで育て
られ︑鍛えられたクルマだったと山洞
氏は言う︒交換︑追加すれば効果は明
らかであっても︑そのパーツがカタロ
グに記載されていなければ使用できな
いのが当時のＮ１耐久の特徴だった︒
﹁例えば熱の問題︒特に 時間レース
ではとにかく油温が上がるので︑エン
ジンだけでなくミッション︑デフ︑ト
ランスファー︑とにかく全部にオイル
クーラーを設定して使えるようにしま
した︒ただ設定するのではなく品質や
性能︑強度や耐久性も確認して︑保証
できるものでなくてはなりません︒そ
のために我々が実験車両で確認して︑
大丈夫ですと自信を持って使ってもら
えるものだけを供給していました﹂
ちなみにシリーズの名称が﹁スーパ
ーＮ１耐久シリーズ﹂と改められたの
は︑本来のＮ１規定では認められない︑
前出のエンジン以外のオイルクーラー
の追加を可能にしたのが最初の理由な
のだが﹁このあたり︑追加できるよう
に規則を変えてはどうですか？ と事
務局に提案したのは我々なんです﹂と
山洞氏︒当然追加できれば効果のある
ものだが︑すべてのメーカーが対応し
てくれるわけではなかったからこその
提案だった︒ＧＴ︲Ｒは無敵の存在で
はあったが︑ライバルにもそれを許せ

3

1999 年 MINE に登場した R34GT-R 勢。この頃
R34GT-RはSUPER GT戦ではない頃の鈴鹿1000㎞に
も出場し、クラス優勝を飾るチームもあった。 2003
年にチャンピオンを獲得したエンドレス。最終戦もてぎ
でチーム勢揃いの記念撮影。 2003年の十勝24時間。
ト
ップ集団にはGT-RとともにJGTCポルシェの姿がある。
1
2

24

常勝GT-Rを脅かしたのはポルシェ
2003年にS耐に登場し、シリーズを席巻した

マシン名

型式

MINE
仙台ハイランド
TI
十勝
SUGO
鈴鹿
富士

砂子
横島
横島
雨宮
横島
見崎
川崎

プリンス東京FUJITSUBO GT-R
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
（N1優勝）
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
日産アルティアDUNLOP GT-R
FKマッシモFALKEN GT-R

BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33

MINE
SUGO
鈴鹿
TI
十勝
仙台ハイランド
もてぎ
富士
MINE
仙台ハイランド
鈴鹿
TI
十勝
もてぎ
富士
SUGO
MINE
仙台ハイランド
鈴鹿
TI
十勝
韓国昌原※
もてぎ
富士
SUGO
MINE
仙台ハイランド
鈴鹿
もてぎ
十勝
TI
SUGO
富士
MINE
仙台ハイランド
鈴鹿
もてぎ
十勝
TI
SUGO
富士
仙台ハイランド
鈴鹿
富士
MINE

横島 久／竹内 浩典
横島 久／竹内 浩典
粕谷 俊二／見崎 清志
横島 久／竹内 浩典
横島 久／竹内 浩典／中川 隆正
福山 英朗／木下 隆之
横島 久／竹内 浩典
粕谷 俊二／見崎 清志
砂子 智彦／山田 英二
竹内 浩典／田中 哲也
竹内 浩典／田中 哲也
砂子 智彦／山田 英二
竹内 浩典／田中 哲也／近藤 真彦
福山 英朗／大八木 信行
竹内 浩典／田中 哲也
砂子 智彦／山田 英二
大八木 信行／青木 孝行
竹内 浩典／田中 哲也
竹内 浩典／田中 哲也
竹内 浩典／田中 哲也
竹内 浩典／田中 哲也／近藤 真彦
竹内 浩典／田中 哲也
竹内 浩典／田中 哲也
木下 みつひろ／高木 真一
大八木 信行／青木 孝行
砂子 塾長／山田 英二
竹内 浩典／田中 哲也
砂子 塾長／山田 英二
竹内 浩典／田中 哲也
大八木 信行／青木 孝行／横島 久
竹内 浩典／田中 哲也
竹内 浩典／田中 哲也
砂子 塾長／山田 英二
竹内 浩典／田中 哲也
木下 みつひろ／青木 孝行
木下 みつひろ／青木 孝行
木下 みつひろ／青木 孝行
木下 みつひろ／青木 孝行／砂子 塾長
竹内 浩典／田中 哲也
木下 みつひろ／青木 孝行
竹内 浩典／田中 哲也
木下 みつひろ／青木 孝行
木下 みつひろ／青木 孝行
木下 みつひろ／青木 孝行
木下 みつひろ／青木 孝行

日産プリンス千葉GT-Rファルケン
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
日産アルティアダンロップGT-R
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
（C1優勝）
プリンス東京フジツボ・GT-R
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
日産アルティアダンロップGT-R
プリンス東京フジツボGT-R
日産プリンス千葉GT-R★FALKEN
日産プリンス千葉GT-R★FALKEN
プリンス東京フジツボGT-R
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
ダイシンアドバンGT-R
日産プリンス千葉GT-Rファルケン
プリンス東京フジツボGT-R
ダイシンアドバンGT-R
5ZIGEN☆ファルケンGT-R
5ZIGEN★ファルケンGT-R
5ZIGEN★ファルケンGT-R
5ZIGEN★ファルケンGT-R
（C1優勝）
5ZIGEN★ファルケンGT-R
5ZIGEN★ファルケンGT-R
エンドレスアドバンGT-R
ダイシンアドバンGT-R
トトムFUJITSUBO GT-R
FALKEN GT-R
トトムFUJITSUBO GT-R
FALKEN GT-R
ダイシンアドバンGT-R
（C1優勝）
FALKEN GT-R
FALKEN GT-R
トトムFUJITSUBO GT-R
ファルケン★GT-R
エンドレスアドバンGT-R
エンドレスアドバンGT-R
エンドレスアドバンGT-R
エンドレスアドバンGT-R
（C1優勝）
FALKEN☆GT-R
エンドレスアドバンGT-R
FALKEN☆GT-R
エンドレスアドバンGT-R
エンドレスアドバンGT-R
エンドレスアドバンGT-R
エンドレスアドバンGT-R

BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BCNR33
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34
BNR34

智彦／福山 英朗
久／竹内 浩典
久／竹内 浩典
栄城／横島 久／竹内 浩典／中川 隆正
久／竹内 浩典
清志／粕谷 俊二
哲哉／木下 隆之

※2000年の韓国昌源サーキットで開催された
「インターテックinコリア」
はエキシビションレース。※※このリストは編集部調べ。
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ば︑一気に性能も向上した可能性とて

優勝者

あったわけだ︒もちろん︑ユーザーに

サーキット

対してはもっと寛容でもあった︒

回数
年月日
スーパーN1耐久シリーズ
49
1997年３月23日
50
1997年４月27日
51
1997年６月15日
52
1997年７月27日
53
1997年８月24日
54
1997年９月14日
55
1997年11月23日
スーパー耐久シリーズ
56
1998年３月29日
57
1998年４月12日
58
1998年５月17日
59
1998年６月７日
60
1998年７月20日
61
1998年９月６日
62
1998年９月27日
63
1998年11月８日
64
1999年４月４日
65
1999年４月25日
66
1999年５月16日
67
1999年６月13日
68
1999年７月18日
69
1999年９月19日
70
1999年10月10日
71
1999年10月10日
72
2000年３月19日
73
2000年４月23日
74
2000年５月14日
75
2000年６月11日
76
2000年７月23日
77
2000年７月23日
78
2000年９月17日
79
2000年10月15日
80
2000年10月29日
81
2001年４月１日
82
2001年４月29日
83
2001年５月13日
84
2001年６月10日
85
2001年７月22日
86
2001年９月９日
87
2001年10月７日
88
2001年11月４日
89
2002年３月17日
90
2002年４月28日
91
2002年５月12日
92
2002年６月９日
93
2002年７月21日
94
2002年９月８日
95
2002年10月６日
96
2002年11月10日
97
2003年４月27日
98
2003年５月11日
99
2003年６月15日
100
2003年６月29日

﹁細かい部分での積み上げが重要です

N1〜S耐 R32‐R34スカイラインGT-R 100勝の記録

から︑我々もコーナーのあちこちでタ

BNR34
4600×1785㎜
2665㎜
1480／1490㎜
1470㎏
マルチリンク
ベンチレーテッドディスク
245/50R18
RB26DETT
水冷直列６気筒DOHC
500ps以上/7200rpm
55kgm/6000rpm

イムを計ったりしてライバルとの違い

BCNR33
4675×1780㎜
2720㎜
1480／1490㎜
1420㎏
マルチリンク
ベンチレーテッドディスク
245/45R17
RB26DETT
水冷直列６気筒DOHC
450ps以上/7600rpm
50kgm/4800rpm

を探ったり︑チーム監督の﹃こうして

BNR32
4545×1755㎜
2615㎜
1480／1480㎜
1240㎏
マルチリンク
ベンチレーテッドディスク
225/50R17
RB26DETT
水冷直列６気筒DOHC
410ps以上/7200rpm
48kgm/4800rpm

欲しいんだけどな﹄という声を聞いて

車両型式
全長×全幅
ホイールベース
トレッド
（前／後）
車両重量
サスペンション
ブレーキ
タイヤサイズ
エンジン型式
エンジン形式
最高出力
最大トルク

実験車両で確認しました︒そういうの

N1‐S耐久 GT-R主要諸元

テスト車も実戦出場した。
95 年ロックタイトは飯田
章／福山英朗組。 9 7 年
SUGOまんぷく堂は佐々木朝
雄／菅谷有朋組が出場しクラ
ス６位に。 テスト車と知っ
ていた他チームドライバーは
マジックで落書きし放題。

ビューしたポルシェ９１１ ＧＴ３は

レースを追うごと着実に性能を高めて

おり︑ＧＴ︲Ｒは竹内浩典と田中哲也︑

そして影山正美というかつてのＧＴ︲

Ｒ使いたちによってとどめが刺される

こととなった︒
﹁ポルシェの登場は︑

本当に衝撃的でした﹂と山洞氏︒さら

に言葉を続ける︒

﹁誰よりもＧＴ︲Ｒに対してリクエス

トをいただいていた鈴木︵哲夫︶さん

率いるチーム︑シフトが最初にポルシ

ェに替えました︒そのクルマを見た時

さすがポルシェだな︑というのが第一

印象でした︒
﹃これ︑もうレーシング

カーじゃないか﹄と︒そんなクルマで

もＪ ＡＦに登録してしまえば︑いくら

でも使えるのが当時のルールだったの

です︒その後登場したＢＭＷ Ｚ４も

１耐久はユーザーさんと我々が連携し

ね︒時には苦情も聞きつつ︵笑︶︒Ｎ

ーさんの声というのは非常に重要です

るかもしれない﹄と︒だから︑ユーザ

けど︑こういうふうにやれば効果が出

た﹄とか︑
﹃あんまり効果はなかった

ップスピードも違うし︑コーナリング

らにするのと最大につけるのでは︑ト

﹁ウイング角が調整できて︑あれを平

グだったという︒

こだわったのが︑調整式のリヤウイン

発に携わっている︒Ｒ に関して強く

の２車種に関して山洞氏は最初から開

ＧＴ︲Ｒでこうしたらいい︑という要

ングなどで前後バランスも良かった︒

ントのカナードや効率の高いリヤウイ

していたのではないでしょうか︒フロ

ナーの飛び込みはグループＡより安定

つけられるようになったので︑１コー

らい出るようになりました︒エアロが

エンジンパワーもグループＡと同じく

Ａと同じようなものを使っていました︒

それ以降の活動はフェアレディＺにシ

年を限りに戦列を離れることとなった︒

再び勝つことを許されることなく︑

んな雰囲気ではありませんでした﹂

うことなのですが︑まだ当時周囲はそ

販ＧＴを作ったらいいじゃないかとい

流れで動いているのだから︑我々も市

だと私は思いました︒世界はそういう

そうでした︒これはもう︑時代の流れ

てクルマを作り上げていったカテゴリ

スピードも違ってきます︒富士ではウ

この頃が︑最もスーパー耐久として輝

そしてＲ に関しては﹁一番考慮し

トに﹃ 連勝でストップ﹄という記述

れる時が訪れた︒当時の筆者のレポー

だがそんなＧＴ︲Ｒにも︑ついに敗

はできない︑縛りのないシリーズでし

﹁スーパー耐久は︑Ｊ ＡＦの選手権で

スーパー耐久を戦ったことに胸を張る︒

山洞氏もＧＴ︲ＲとともにＮ１耐久︑

いていた時期だと筆者は考えている︒

とに伴って︑スーパー耐久シリーズへ

たのはブレーキを大きくしたことと︑

がある︒運命の時となったのは２００
94

24

90

34

プを出してあげられるよと﹂

と名称も変更︒それと前後してスカイ

ゲトラグのミッションを入れたことで

たからね︒
﹃出たいね﹄となったら﹃や
33

使用︑エアロパーツの装着も認めたこ

ラインＧＴ︲Ｒそのものにもモデルチ

３年の十勝 時間レース︒その年︑デ

03

90

33

すね︒ブレーキはほぼ以前のグループ

34

連勝でストップの後︑ＧＴ︲Ｒは

ーだったと思っています﹂

フトされていく︒ただＧＴ︲Ｒ全盛の

Ｒ はベストなＧＴ︲Ｒだった

素を全部投入できたので︑Ｒ は自信

R34はGT-Rとしてレースに勝つための
必要なパーツが最初から盛り込まれた

イングを寝かせれば最高速が伸びます

3

を持って仕上げられた一番気にいって

2

と︒逆に当時のＭＩＮＥなどではウイ

1

いるクルマですね﹂と山洞氏︒

で︑Ｒ の初登場は 年︒もちろんこ
99

ングを立てるとコーナリングでグリッ

をやって﹃あ︑言われたとおりになっ

34

ェンジがあった︒Ｒ の初登場は 年

やがてシリーズはスリックタイヤの

34
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1993

ニッサンアルティア

1992

ニッサンアルティア

1991

ニッサンアルティア

1990

ヂーゼル機器

1997

プリンス千葉

1996

プリンス東京

1995

RAZO TRAMPIO

1994

WISE SPORTS

2001

ファルケン

2000

5ZIGEN

1999

プリンス千葉

1998

プリンス千葉

2003

エンドレス

2002

エンドレス

歴代N1耐久／スーパー耐久
クラス１チャンピオン
GT-Rギャラリー
［1991-2003］

ここでは歴代N１／S耐チャンピオンカーを紹介する。まだ90年はシリーズ化される前だが、記
念すべきGT-R１勝目を挙げたのは90年のヂーゼル機器。91〜93年のアルティアは、日産自動車
販売（ニッサルコ）が日産アルティアに社名変更したのに伴うもの。94年のワイズスポーツは都
平／河合のTSサニー遣いが獲得。95年のレッツォはJTCでも活躍したトランピオユーザー。96
〜99年からはプリンス東京、千葉のディーラーチームが獲得。97年、竹内は初タイトルを獲得
すると2001年まで５連覇を果たす。2002〜03年はエンドレスがチャンピオンとGT-R100勝目
を獲得した。R34からは空力が進みカナード付きフロントエアダム、大型ハイマウントリヤウイ
ングが標準装備。タイヤ開発も進み、出力が500馬力でもレースを戦うことができた。

最多優勝は竹内浩典（左から３人目）の32勝。２位の田中哲也は17
勝。クラス１チャンピオンも竹内が５回で最多。次いで原貴彦が４回。

ろう︑やろう﹄と出られる自由な雰囲

気のレースです︒きっとそれは今も変

わっていないから続いているんだと思

います︒

私も特にいい時代を過ごさせてもら

って︑幸せな会社員人生でした︵笑︶︒

ラリーをやって︑レースをやって︑今

は最先端の自動運転を見させてもらっ

F

て︒普通の人とは違った道を会社のな

タイヤ
オーツ
オーツ
オーツ
ヨコハマ
トーヨー
トーヨー
オーツ
オーツ
オーツ
オーツ
オーツ
ヨコハマ
ヨコハマ

かで歩ませてもらえましたから﹂と︒

マシン名
日産アルティアFALKEN GT-R（BNR32）
日産アルティアFALKEN GT-R（BNR32）
日産アルティアFALKEN GT-R
（BNR32）
WISE SPORTS GT-R
（BNR32）
RAZO TRAMPIO GT-R
（BCNR33）
プリンス東京FUJITSUBO GT-R（BCNR33）
日産プリンス千葉GT-Rファルケン（BCNR33）
日産プリンス千葉GTRファルケン（BCNR33）
日産プリンス千葉GT-Rファルケン（BNR34）
5ZIGEN ファルケンGT-R（BNR34）
FALKEN GT-R（BNR34）
エンドレスアドバンGT-R（BNR34）
エンドレスアドバンGT-R（BNR34）

山洞氏のような方々に支えられて育
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ドライバー
清水 和夫／原 貴彦
桂 伸一／原 貴彦
原 貴彦／桂 伸一
都平 健二／河合 博之
原 貴彦／和田 久
砂子 智彦／福山 英朗
横島 久／竹内 浩典
横島 久／竹内 浩典
竹内 浩典／田中哲也
竹内 浩典／田中 哲也
竹内 浩典／田中 哲也
木下 みつひろ／青木 孝行
木下 みつひろ／青木 孝行

ったＧＴ︲Ｒもまた︑幸せなクルマだ

年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年

ったと言えよう︒

N1／S耐歴代クラス１チャンピオン（1991〜2003年）

〝世界一の草レース〟と言われたニュ

ルブルクリンク 時間レース︒ドイツ

の北西部に位置し︑１周約 ㎞のアッ

プダウンに富んだ山岳コースであるノ

ルドシュライフェと近代的なグランプ

リコースを組み合わせた１周約 ㎞の

フルコースを︑２００台以上の車両が

25

20

24

耐久レースの雄FALKENとGT-Rの関係

GT-Rがあったから
ニュル24時間で戦えた
日本のメーカーがほとんど目を向けていなかった時代に
ニュルブルクリンク24時間レースに参戦を開始した
「ファルケン」
その彼らがなぜGT-Rをチョイスして挑んだのか。キーマンを訪ねた
Text/Kazuya Minakoshi Photos/Kazuya Minakoshi, FALKEN, SAN-EI

68

走る過酷なレースだ︒ 年代まではお
遊び感覚で出場することも可能な耐久
レースだったが︑今や〝草レース〟で
はなくドイツの自動車メーカーを中心
に威信をかけた激しいレースが展開さ
れている︒その転換期となった 年代
後半から︑果敢にこの世界一厳しいコ
ースに挑戦している日本チームがある︒
それがファルケンモータースポーツだ︒
１９９９年︑２００１〜 年までの６
年間︑スカイラインＧＴ︲Ｒを投入し︑
最高成績は総合５位が２回となってい
る︒この挑戦で総合優勝も表彰台も手
に入れることはできなかったが︑それ
はそれで大きな意味を持つものであっ
たのだ︒

ファルケンカラーで参戦したGT-Rは91年のN1耐久SUGOで優勝を飾った。

タイヤメーカーのオーツタイヤは︑
た大手タイヤメーカーがしのぎを削る

そしてこの５連覇の最中である 年に︑
チームはニュルブルクリンク 時間レ

を意識したものにし︑参戦初期はＲ

うに振り返る︒

﹁もともとファルケンという言葉はド

イツ語で〝鷹〟を意味します︒当時﹃ア

ウトバーンの鷹﹄というキャッチコピ

間じゃないかと考えたわけです﹂

こうして横山たちは 年のニュルブ

24

90

﹁ＦＡＬＫＥＮ︵ファルケン︶
﹂ブラン

モータースポーツの世界に飛び込み︑

ースへの挑戦を開始した︒

始︒清水和夫率いるプローバとジョイ

ＧＴ︲Ｒの盛り上がりを活用していま

海外挑戦をしたくなったんですよ﹂
当時ファルケンモータースポーツの
代表を務めていた横山欣司は︑このよ

ルクリンク 時間に視察へ赴いた︒そ

98

05

ドを 年に立ち上げる︒そしてブリヂ

ファルケンカラーのスカイブルーとラ

ントするかたちで︑日産アルティアＦ

した︒その後もＮ耐︑Ｓ耐のリーディ

97
を獲った時点で︑次のステップとして

33

90

ストン︑ヨコハマ︑ダンロップといっ

イムグリーンで彩られたミラージュカ

郷のドイツでひと泡吹かせたいと︒そ

ＧＴ︲Ｒを意識したタイヤ商品名
﹁ＧＴ︲Ｒでのレース挑戦は完全に商

こで︑国内耐久王者が海外の耐久レー

ーを使っていましたし︑その生まれ故

車に最も近いＮ１車両による耐久レー

品とリンクさせました︒タイヤの名前

ップで頭角を表していく︒ 年に市販
スが始まると︑ほぼ同時期に登場した

スに挑むなら︑ツーリングカー世界一

ＡＬＫＥＮ・ＧＴ︲Ｒは 〜 年にシ

ングチームにならないといけない︑常
続けて戦っていたのです︒そして 年

勝軍団にならないといけない︑と思い
やがてメンテナンスは鈴木哲雄率い

にＲ ＧＴ︲ＲでＳ耐のチャンピオン
〜

︵ 年はスーパーＮ１耐久︶のチャン

のコンビが

年にスーパー耐久

コンビが 〜 年に︑竹内と田中哲也

るシフトへ委託︒横島久と竹内浩典の

イヤの宣伝の軸とした︒

リーズ３連覇を達成し︑ファルケンタ

93

決定戦であるニュルブルクリンク 時

も〝Ｇ〟そして〝ＧＲ〟と︑ＧＴ︲Ｒ
32

99

24

Ｒ スカイラインＧＴ︲Ｒで参戦を開

90

91

ピオン獲得と５連覇を果たしている︒

の年のレースはＢＭＷ Ｍ３がトップ

争いをするなか︑シュニッツァーを母

体とするワークスチームがディーゼル

車のＢＭＷ ３２０ｄで総合優勝︒

﹁ＢＭＷのシュニッツァーはＪＴＣＣ

︵全日本ツーリングカー選手権︶でも

チャンピオンを獲得していたのでよく

69

01

98

99

97

24

32

97

83

バーについて横山は︑
﹁国内のワーク

から着けている〝 〟というカーナン

が多くて︑
〝こんなに大きくて重そう

スナンバーは〝 〟だったのですが︑

はスカイラインＧＴ︲Ｒを知らない人
なクルマが速いの？〟と思われていた

44

トレートを通過するたびに日産コール

たのでしょうね︒ＧＴ︲Ｒがホームス

見せたものだからＧＴ︲Ｒを気に入っ

のに︑バイパーを追いかけ回す活躍を

もしくは〝 〟を着けている︒

ファルケンワークスの車両は〝 〟︑

をお願いしました﹂と言う︒その後も

海外ということで同じゾロ目の〝 〟

33

44

ケンとＧＴ︲Ｒをドイツのファンに印

たが︑完走してデータも取れ︑ファル

と思いましたよ︒結果は総合６位でし

初年度から〝ニュルに来て良かった〟

参戦計画は３〜５年間だったのですが︑

ションが起こったのです︒われわれの

盤にはとうとうスタンディングオベー

とファルケンコールが沸き上がり︑終

舞われてしまう︒

３位走行中の朝方にアクシデントに見

ＧＴスープラを使うことになったが︑

という︒慌てた横山はＴＲＤに相談し︑

Ｔ︲Ｒ供給の話は消えてしまったのだ

カルロス・ゴーンが日産に来てＲ Ｇ

ＧＴ︲Ｒを投入する予定だった︒だが

そして参戦２年目となる 年︑Ｒ

知っていました︒でも︑そんなに速い

という４名を起用︒

が多くＳ耐でも気心の知れた木下隆之

ニュルブルクリンクデビューイヤー

されるはずだったが︑その車体はイギ

参戦となったのである︒ドライバーは
Ｓ耐でレギュラーを務めていた竹内浩
典と田中哲也︑コースをよく知りつく
しておりＧＴ︲Ｒの開発も担当したダ
ーク・ショイスマン︑そして日本人の

ペースでないディーゼル車が優勝でき

﹁チームとしてまったく経験がないな

なかでもニュルブルクリンク参戦経験

るなら︑ＧＴ︲Ｒを持ち込めばいける

いう使命感がありました︒さらにスタ

か︑結果を出さなければといけないと

現地では主催者にも挨拶し︑さまざ

ート前︑Ｒ ＧＴ︲Ｒを使うイギリス

クライスラー・バイパーを追いかけ回

ースでは︑この年から出場し優勝した

ない〟と闘志に火がつきましたね︒レ

たものだから︑
〝絶対お前らには負け

ってきて〝頑張れよ〟と声をかけてき

チームのタイヤメーカーの担当者がや

34

す走りを見せたんです︒当時︑現地で

ファルケンはまず国内の耐久レースで活躍。日産アルティアFALKEN・GT-Rが91〜93年にシ
リーズ３連覇、日産プリンス千葉GT-Rファルケンが97〜01年までシリーズ５連覇を達成。

Ｓ耐で使用していたＲ ＧＴ︲Ｒでの

﹁参戦しているときの目標は表彰台で

44

象づけることができました﹂

33

リスのチームへと渡ったため︑前年の

横山欣司はオーツタイヤ時代、ファルケンのモータースポーツ担
当者としてメーカーワークスチームの代表を務め国内耐久レース
などに参戦し、99年にはニュルブルクリンク 24時間への挑戦を
開始。現在は、会社経営とともに
「ジャパンスマートドライバー」
（NPO法人日本スマートドライバー機構）に所属し活動中。

33

んじゃないかと考えたんですよ﹂

34

まな情報を集めて翌年の準備を進めて
いくことになる︒

ニュルの観客から大歓声
そして 年︑ファルケン・モーター
スポーツはＲ ＧＴ︲Ｒをニュルブル
ＧＴ︲Ｒの車体が日産からデリバリー

クリンクにデビューさせた︒当初Ｒ

33

99

34

した︒勝ちたいですけれど︑優勝する

34

00

70

ま順調に行けば参戦２年目で表彰台だ

を最大の目標にしていました︒あのま

を受けてしまうので︑ほどほどの２位

と翌年に車重を重くされたり性能調整

レースから退いた長谷見昌弘が木下︑

シュ︑そして前年限りで全日本選手権

ーのベテランであるローランド・アッ

の関係者から推薦されたツーリングカ

だけの惨敗に終わった︒

スインしてチェッカーを受けるという

したＧＴ︲Ｒはレース終盤︑再びコー

ルが起き大きく後退︒エンジンを交換

々に評価を高めていると感じるように

ファルケンブランドがヨーロッパで徐

の評価を受けるようになった年でした︒

﹁チームのポテンシャルに対して一定

なりましたね﹂と︑横山は振り返る︒

ショイスマンと組むことになった︒ア
ッシュはサポートレースのＶ８スター

挑み予選４番手を獲得︒この４人のド

ョイスマン︑田中︑木下という布陣で

グカー選手権︶マシンを 台ずつ投入

前年仕様のＤＴＭ︵ドイツ・ツーリン

４年目となった 年はアッシュ︑シ

ったのですが︑やはりニュルは甘くな
いということですね﹂と︑横山は思い
レースとのダブルエントリーで︑初め

ライバー布陣はＧＴ︲Ｒで挑戦してい

も︑ファルケンＧＴ︲Ｒは 時間経過

５年目の 年はオペルとアウディが

出しながら苦笑した︒
ての右ハンドル車のＧＴ︲Ｒにもすぐ

た 年まで変わることがなかった︒そ

ドライバーは︑田中と竹内が同日開催

クスペシャルに仕立て上げ送り込んだ︒
楽しんでいるかのようだった︒

張したそぶりを見せずにコース攻略を

は︑初のニュルブルクリンクながら緊

ァンを驚かせるも︑その後マイナート

が２番手まで順位を上げてドイツのフ

して決勝は︑スタート直後にアッシュ

として 位に終わる︒そして翌 年︑

ジントラブルのために大きく順位を落

まで３位を走行︒しかしここでもエン

れないね﹂と話しながら︑ 年代に出

ように速いドライバーが育つのかもし

るから︑ドイツではシューマッハーの

のＪＧＴＣ︵全日本ＧＴ選手権︶を優

03

ラブルもあり５位でゴール︒

したＲ ＧＴ︲Ｒをニュルブルクリン

2

16

３年目の 年は︑前年にＳ耐で使用
に適応し速さを見せた︒一方の長谷見

02

﹁こんなチャレンジングなコースがあ

05

01

先したために欠場︒代わって︑ドイツ

ニュルブルクリンク参戦初年度となった99年は前年のＳ耐で使用していたR33GT-Rで参戦し６位でゴール。

場した富士Ｆ１の写真を持ってサイン
を求めに来た熱心なファンには﹁よく
知ってるよね﹂と感心しながら気さく
にサインに応じていた︒

52

チームは６年目に大きな収穫を得る︒

04

ディーゼル車が優勝できるなら
GT-Rを持ち込めばいけるんじゃないか

70

この年のレースは予選４番手からス

参戦２年目は諸事情によりスープラのGT仕様で参戦したが、
３年
目の01年はR34GT-Rで出走。長谷見昌弘も加わったチームは予
選で４番手を獲得するも、決勝は序盤でエンジントラブルに見舞
われ大きく後退。最後は同じカラーをまとった現地エントリーの
R34GT-Rとのランデブー走行でチェッカーを受けた。

タートするも︑序盤にエンジントラブ
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34

る︒というのもＲ ＧＴ︲Ｒはすでに
製造を打ち切っており︑今後はパーツ
供給もないということで︑この年が最
後となったのである︒結果は︑朝方に
総合トップに躍り出ながらマシントラ

ブランドのシェア拡大に貢献
このニュルブルクリンク挑戦中の
年にオーツタイヤは住友ゴム工業に吸
収合併され︑法人としては消滅し︑フ
ァルケンは同社のグローバルブランド

合併された時点でオーツを退職したが

チームには留まり︑ 年︑ 年のニュ

時間参戦には︑どのような意味があ

横山に︑７年間のニュルブルクリンク

ルブルクリンク参戦に携わった︒その

05

34

ブルからクラッシュを喫してリタイア

として生き残った︒横山は︑この吸収

04

雨に見舞われたレースで４ＷＤ機構を
持つＧＴ︲Ｒは︑それを味方に予選
番手から順位を上げ︑ 年と同じ総合
５位でフィニッシュ︒しかもこの年は
Ａ８クラスで優勝を成し遂げたのだ︒
そして７年目の 年が︑ＧＴ︲Ｒで

となった︒

﹁イベントに協賛し︑ＧＴ︲Ｒでレー

ったのかを聞いた︒

24

02

のニュルブルクリンク挑戦最終年とな

05

12

02〜05年までの４年間は（写真左から）ダーク・ショイスマン／田中哲也／木下隆之／ローランド・アッシュの４人で挑んだ。

03

03年は16時間経過まで３位を走行していたが、エンジントラブルのために大きく順位を落として52位に終わった。

ファルケンブランドのシェア拡大のため
純国産で世界に挑むことにこだわった
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パにおけるファルケンブランドのシェ

スに参戦したことによって︑ヨーロッ
ルクリンク 時間に参戦するようにな

チーム︑多くのドライバーがニュルブ

ドイツで頑張っていた牛田︵悟・現フ

間入りができたことは大きかったです︒

意味でハイパフォーマンスタイヤの仲

認めてもらえないんですよ︒そういう

と︑ハイパフォーマンスタイヤとして

やアメリカではレースをやっていない

アは大きく拡大しました︒ヨーロッパ

﹁ポルシェを買って戦えば︑もっと楽

れない︒ファルケンの挑戦に対して︑

間に目を向けることはなかったかもし

日本の人々がニュルブルクリンク 時

の挑戦と活躍がなければ︑遠く離れた

そファルケンＧＴ︲Ｒと言える︒彼ら

ったが︑その導火線となった先駆者こ

緒にプロジェクトを始めたことで︑大

ァルケンタイヤインディア社長︶と一
こだわった︒つまり︑彼らの挑戦にＧ

当時彼らは純国産で世界に挑むことに

になるはず﹂と言われたこともあるが︑

ファルケンGT-R ニュルブルクリンク24時間成績

年度
1999
2001
2002
2003
2004
2005

マシン
R33 GT-R
R34 GT-R
R34 GT-R
R34 GT-R
R34 GT-R
R34 GT-R

ドライバー
竹内浩典／田中哲也／ダーク・ショイスマン／木下隆之
ローランド・アッシュ／長谷見昌弘／木下隆之／ダーク・ショイスマン
ローランド・アッシュ／田中哲也／木下隆之／ダーク・ショイスマン
ローランド・アッシュ／田中哲也／木下隆之／ダーク・ショイスマン
ローランド・アッシュ／田中哲也／木下隆之／ダーク・ショイスマン
ローランド・アッシュ／田中哲也／木下隆之／ダーク・ショイスマン

総合成績
６位
151位
５位
52位
５位
リタイア

Ｔ︲Ｒは欠かせなかったのである︒ f
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24

きな収穫があったと言えます﹂
現在では︑日本のクルマメーカーや

GT-Rで最後の挑戦となった05年は一時総合トップに躍り出たものの、マシントラブルからクラッシュを喫しリタイアという結果に終わった。

24

04年は雨に見舞われたレースで、02年と同じ総合５位でフィニッシュ。同時にクラス優勝を成し遂げた。

PRINCE&SKYLINE MUSEUM SPRING FESTIVAL

やっぱりスカGが好き
長野県岡谷市にあるスカイラインファンの聖地
それがプリンス&スカイラインミュウジアムだ
ここで４月に行なわれたスプリングフェスティバルは
参加者皆のスカイライン愛に溢れるイベントだった
Text/Racing on Photos/Takahiro Kudo（SAN-EI）

世間ではゴールデンウイークが始ま

ったばかりだった４月 日︑スカイラ

ミュウジアム名誉館長でありＲ の開

開館後にはメインイベントのひとつ︑

であった︒

トランス前に列を成すほどの盛況ぶり

開館時間を今や遅しと待つ人々がエン

ァンが集結︒臨時駐車場が設けられ︑

合いもあり︑数多くのスカイラインフ

らせるオープニングセレモニー的意味

ら同施設がシーズンインしたことを知

いるのだが︑なかでも春は冬季閉館か

ベントが行なわれるのが恒例となって

このミュウジアムでは春︑夏︑秋にイ

プリングフェスティバルが開催された︒

ンス＆スカイラインミュウジアムでス

インの聖地︑長野県岡谷市にあるプリ

28

発主管を務めた伊藤修令氏︑ミュウジ

32

アム顧問でＲ ︑Ｒ の開発主管を務

34

ＧＴ︲Ｒ誕生から 年︑スカイライ

るイベントだった︒

ットできるなど︑お腹いっぱい楽しめ

ツやミニカーなどの掘り出しモノがゲ

リーマーケットが開催され︑中古パー

ーを見ることができたり︑さらにはフ

望ひろばに特別展示されたオーナーカ

ミュウジアム内の見学はもちろん︑展

義氏のトークショーが行なわれたほか︑

験部テクニカルアドバイザーの加藤博

めた渡邉衡三氏︑さらに日産の車両実

33

ン誕生からも 年以上が経過している

50

インは支えられているのだ︒

f

を感じさせられる︒皆の愛にスカイラ

ェスの参加者を見ているとそんなこと

好きの愛はいつまでも変わらない︒フ

令和元年︒それぞれ好きな型は違えど︑

60
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ミュウジアム内にはノーマル
カーのみならず、レーシング
カーも充実。ゼクセルカラー
のN1耐久参戦車やかつて全
日本GT選手権を戦ったオー
トバックスカラーのR33など
貴重なレーシングスカイライ
ンが多数展示されている。

伊藤修令氏、渡邉衡三氏、加
藤博義氏の３名によるトーク
ショーも開催。テーマは ハ
コスカ だったのだが、話は
脱線し、R32開発時の秘話や
日産のアレコレなど、ここに
は書けないオフレコ話満載で
会場は大いに盛り上がった。

プリンス&スカイラインミュウジアム
住所：〒394-0055 長野県岡谷市字内山4769-14 鳥居平やまびこ公園内
☎0266-22-6578 ※冬季閉館中は☎0266-22-6313
開館期間：11月10日（日）まで ※冬季は閉館
開館時間：9:30〜17:00（入場受付は16:30まで）
休館日：火曜日 ※７月17日（水）〜９月２日（月）は毎日営業

一般駐車場にはケンメリや
R32、33、34など参加者の
スカイライン&GT-Rがびっち
り。そちらを見ているだけで
も楽しめた。
（写真下）
展望ひ
ろばにもオーナーカーなどが
展示。写真内中央の車両は加
藤氏が所有するR33のオーテ
ックバージョン。R33GT-R
の４ドア版というレアな１台。
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1/12 は台座がなけれ
ば実車と言われて疑う
者のいないクオリティ。
彼らの技術力を世に知
らしめた芸術品だ。再
生産のたびに完売する。

Text/Joe Kojima(MS-models)
Photos/Hidenobu Tanaka, Shimpei Suzuki, NISSAN, Make up, SUNRICH Japan, Racing on

ミニカーでも
楽しみたい
３世代の
﹁R﹂

ignition model
LBワークスやロケットバニーといったド迫力
系チューニングカーのモデルを主力ラインナ
ップとしているイグニッションモデルだが、
レ
ーシングカーへの情愛も強い。過去にはオバ
フェンも美しい迫力フォルムのハコスカを各
種発売していたし、近年は大小のR32GT-R
をラインナップしてファンを喜ばせている。

TOMICA
トミカもGT-Rは大好物。
最新
作ではGT500（のテスト）車
が定番品に名を連ねている。
レース本戦仕様はニスモのオ
ンラインショップで購入可能。

Autoart
P102で紹介したとおり、グループAの
R32やJGTCのR34などGT-Rを多数
発売済みのオートアート。遠くない未
来には国光が駆って通算50勝目とされ
る勝利を挙げた72年春の仕様が出る。

TSM
今特集では影の薄かった R33
GT-R LM（すみません）はTSM、
通称トゥルーが決定版的にカッ
コイイフォルムでモデル化済み。
もちろん青の22号車もある。

Spark
ル・マンとF1がメインだった
スパークもついにGT-Rをラ
インナップ！ これはなにげに
ビッグニュースだったりする。
ホビーショーでは発売予定品
がズラリと並び、本格攻勢が
始まりそうな予感だ。
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※掲載している商品のなかには、すでにメーカー及び輸入元完売となっているものもあります。また撮影した個体はサンプル見本のため実際の商品とは異なる場合があります。

HotWheels
精密派 にも徐々に浸透しつつある
1/64ミニカーのホットウィール。
定
番ベーシックシリーズにもハコスカ
は登場していたが、最新作ではこん
なにイケてるトランポとセットで登
場。同シリーズには BRE カラーの
510ブルもあり、世界中で人気爆発。

Make Up
超絶クオリティを誇るハイエンドミニ
カーで知られるメイクアップも２年前
からR32GT-Rをリリース中。1/18の
90年カルソニック（↑）で始まり、現
在は1/43（←）が拡充中。スケール感
が混乱するほど完璧な再現力に脱帽。

半世紀にもわたる歴史をもち、多くの世代から愛される人気を誇
り、各時代で有名なレーシングカーを生み出してきているGT-R
は当然、ミニカー界でもトップクラスの充実度を誇る。マニアッ
ク化の一途をたどるこの業界にあってはまずモデル化していない
メーカーがないと思われ、スケールも200円のホットウィールや
450円のトミカから始まり５万円でも安いと思える1/12スケー
ルまでズラリと揃い、選び放題とも呼べる状況がある（もちろん
即完売して入手困難になっているものも無数に存在するが）
。今
orこれから買えるものを中心に各ブランドの代表作を並べてみた。

これまでの1/43ミニ
カーのフォルムへのイ
メージが完全に崩壊す
るレベルに到達したエ
ブロ。アンテナさえも
う少し細ければ最高。

EBBRO
見よこの圧倒的精密感。
1/18かと思
ったら、
なんとこれで1/43だという
から恐れ入る。
作り慣れたGT500と
はいえクオリティは年々上昇中。そ
してエブロは日本発のブランドらし
く、
これまで歴代GT-Rを豊富にライ
ンナップしてきた。ハコスカの最終
ビッグフェンダー仕様やケンメリも
さすがの出来映え（ともに絶版）
。
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[ SUPER GT ]

デビュー戦勝利＆初年度戴冠への道程
R34退場で再び途絶えていた レーシングGT-R の血統は
2008年、まずはSUPER GTを舞台に蘇ることになった
総監督・柿元邦彦がこだわり、周囲からも期待されたのは
GT-Rに相応しい デビューウインと初年度のシリーズ王座獲得
その達成には、規定改変問題にも対応しながらの複雑な戦いがあった
Text/Toshiyuki Endo Photo/NISSAN, SAN-EI
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2008年３月16日、快晴の鈴鹿
サーキット。５年ぶりにGT500
の最前線に戻ってきたGT-Rが、
完璧なスタートを決めて開幕戦
の主導権を奪う。伝説は再びつ
ながった（先頭は㉒クルム組）
。

受けた現行のＲ 型である︒スーパー

︲Ｒではなく﹁ＧＴ︲Ｒ﹂として生を

となるＧＴ︲Ｒは︑スカイラインＧＴ

大きなくくりで見た場合に第３世代

りました﹂と振り返る︒

スをすることになる︑という感触はあ

いずれそれが市販されればそれでレー

セプト等も出始めていたと思いますし︑

そして︑
﹁だからこそ 年の最終戦

鈴鹿ではチャンピオンを獲って優勝も

ＧＴ／ＧＴ５００クラスに参戦を開始
したのは２００８年シーズンだった︒

して有終の美を飾りたいと思っていま

したし︑そのこととＲ が出てくる時

その前︑ 〜 年のニッサンのＧＴ
５００参戦はフェアレディＺ
︵Ｚ 型︶
が担っていた︒ 年シーズン限りで第

のデビューウインと初年度チャンピオ
Ｔ５００から退いたわけだが︑当時か

めて︑公言もしていました﹂と話す︒

これはもう狙いというか目標として決

ン獲得は自分のなかでセットであり︑
ら﹃いずれＧＴ︲Ｒが復活する﹄
﹃Ζ

つまり︑ 年のＲ のデビュー戦勝
〜 年にはニッサン系チーム総監
督の任を務めるなど︑常にニッサン／

Ζがつないだ４シーズン

約５年がかりの至上命題であった︒

利とドライバーズチャンピオン獲得は︑

35

年限りでＲ が退き︑ 〜 年の

07

ニスモのＧＴ５００活動の要職にあっ
た柿元邦彦︵現在はニスモのアンバサ

08
物である︒その柿元も︑ 年にＲ の

ＧＴ５００デビューに深く関わった人

﹁Ｒ は 年の夏で生産が終わってい

た経緯について柿元はこう述懐する︒

ＧＴ５００参戦をΖが担うことになっ

04

衆目の一致するところであった︒

はワンポイントリリーフ﹄との見方は

２世代最終のＧＴ︲ＲであるＲ はＧ

35

04

ダー︶は︑技術と政治の両面でＲ の

34

15

03

34
有終の美を飾った頃には﹁Ｒ のコン
35

34

02

たクルマでした︒当時︑ニスモからニ
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03

35

07

03

33

34

35

03

04

新たな時代を迎えた日産
のフラッグシップモデル
として、大きな注目と期
待を集めたGT‐Rの復活。
サーキットでその名を汚
さぬために、柿元総監督
（写真右）
は最強のドライ
バーラインナップを組む
など周到な準備で臨んだ。

刺し合い をするような時代だったら
ライバルたちに09年規定の先取りが
認められることは絶対になかった
2009年新規定の前倒し導入でR34、Z33（写
真下）と続く日産の難点だったルーフ高の問題
は解消に向かう。柿元はR35のテスト時（写真
左）から開幕戦勝利の手応えを感じたという。

いたわけですが︑そのなかで﹃売って

したりしていて︑私もそれに加わって

ートを提出したり︑いろいろな提案を

ッサンのトップマネージメントにレポ

はＲ のＧＴ︲Ｒが活動の場を失った

権︑ 年までのスーパーＧＴの名称︶

﹁そもそもＪＧＴＣ︵全日本ＧＴ選手

５００をどうするか﹄に及んだだろう︒

年までは引っ張りましたが︑ 年以

から︶されていたんですね︒なんとか

がなものか﹄という話を︵ニッサン側

いないクルマでレースをするのはいか

ら︑多くのメーカーや関係者が﹃どこ

ーズがあまり長く続かなかった反省か

した︒そして︑それまでにあったシリ

ことから生まれたシリーズでもありま

かがひとり勝ちし続けないように﹄と

ど︑工夫してきたんですよね︒そうし

考えてウエイトハンデ制を導入するな
当時のニッサンのトップマネージメ

て盛り上がってきていたＪＧＴＣ︵Ｇ

ない︑という話だったんです﹂

降にＲ でＧＴ５００を続けることは

04

ントとの話は当然︑
﹃ 年以降のＧＴ

Ｔ５００︶ですし︑そこにニッサンが

出ないというのはどうか︑と︒それに

いつかＧＴ︲Ｒが復活する時のことを

考えても︑技術面で続けておく必要が

当然ある︒そこで我々の﹃Ζでやりた

い﹄という話が︵ニッサンのトップマ

ネージメントに︶認められました︒

年の 月頃だったと思います﹂

ΖがＧＴ５００を戦っている時期︑

次第にＲ ＧＴ︲Ｒの姿が世にも現れ

てくる︒そして実際には 年からＲ

35

のは﹁ 年でしたね﹂︒もちろん﹁

それが柿元らにとって正式に決まった

がＧＴ５００を戦うことになるのだが︑

08

02

35

32 04

12

年と 年の
〝交錯〟

うことで動いてはいました﹂
︒

年くらいから﹃そうなるだろう﹄とい

06

09

や門戸拡大を狙って︑いわゆる〝 年

ズ側ではＧＴ５００の参戦コスト抑制

一方その頃︑スーパーＧＴのシリー

08

ら振り返れば︑ 年以降のＤＴＭ協調

規定〟の策定が進められていた︒今か

09

路線規定のプレ段階と評すべきで︑一

14

05

34

03

04

80

概にはいえないが 年までの〝ベース

年のＲ での参戦を見送ることである︒

れがプランＡ︒そしてプランＢは︑

年規定のＲ を作り直して臨む︑こ

用Ｒ を仕立てて参戦し︑ 年以降は

年には１シーズン限りとなる 年

の対応策はふたつにひとつだ︒

普通に考えれば︑ニッサン／ニスモ

行﹄という状況が発生してしまう︒

デビュー﹄
﹃でも翌年には 年規定施

た人物であるが︑ここに﹃Ｒ は 年

柿元も 年規定の策定に関与してい

イールベース等が原則的に統一された︒

メンジョンに関しても全高や全幅︑ホ

８の自然吸気と定められ︑車両のディ

年規定である︒エンジンは３・４ℓＶ

ていく過渡期的規定にもなったのが

車両ありき〟のＧＴ５００から脱却し

08

ただ︑プランＡは﹁コストを抑制しよ
うというシリーズとしての方針に逆行
する﹂し︑ニッサンとしても辛い︒一

復活にあたっては︑もちろん黙って勝

たせる気など毛頭ないが︑ある程度の

お膳立ては整えてやってもいい︑とい

う共通認識はあったはずだ︒
柿元も
﹁あ

ったでしょうね﹂と振り返る︒

﹁ 年はあくまで 年のためだけのク

ルマを用意して出てこい︑と言うこと

も他メーカーにはできたわけですよね︒

そうすればニッサンを︵レース財政的

にも開発に割くマンパワー的にも︶消

耗させることができる︒でも︑そうは

言わない時代になっていたということ

です︒ＪＴＣＣ︵全日本ツーリングカ

ー選手権︶で皆が〝刺し合い〟
︵規定

違反発見合戦︶をしていたような時代

では︑ 年規定の先取りを認めるなん

てことは絶対になかったと思います﹂

屋根の低さは大きな利点に

言いかえれば︑Ｒ はもう︑Ｒ が

全日本ツーリングカー選手権︵こちら
でニッサン的に良くないうえ︑
﹁スー

勝したような覇道は絶対に再現でき

ラスで１９９０年のデビューから 戦

は﹁ＪＴＣ﹂の時代︶の最大排気量ク
パーＧＴとしても新車は欲しいですし︑

方︑プランＢではマーケティングの面

32

09

08

と欲しいわけですよ﹂
︒
そこでプランＣ︑

ましてやＧＴ︲Ｒですから︑なおのこ

部分でもそうだし︑競争のレベルが上

ない環境に生まれてきていた︒大義の

29

がった 世紀のＧＴ５００では競技面

29
﹁シリーズ側や他社
︵ホンダ︑
レクサス︶
との調整になりました﹂
︒
08

ーズンに︑ 年規定を一部先取りした

そして結果的には︑
﹃Ｒ は 年シ
35

マシンとして参戦開始﹄と決まる︒
これは筆者の推測だが︑勝ちっ放し
が起きないようにＪＧＴＣ〜スーパー
ＧＴを運営し︑シリーズとしての隆盛
を迎えていたこの頃の多くの関係者に

はＲ が去る頃からの目標であると同

ウインと初年度チャンピオン﹂︒これ

すべき至上命題があった︒
﹁デビュー

ただ︑そうはいっても柿元には果た

の実状としても不可能に近い︒

21

ためには付加価値が必要だと思います

レースを︶記憶に残るものにしていく

クルマですから︒やっぱり︵クルマや

時に︑
﹁ＧＴ︲Ｒは歴史的にそういう

34

09

とって︑ＧＴ︲Ｒという特別な存在の

81

09

09
08
08
08

09

35

09

35

08

35

35

35

08

09

しね﹂という意味でもマストだった︒
Ｒ が登場した頃とは違う難しさを
伴って︑陣営は 年のデビューウイン

32

重圧たるや︑当時のニスモ 号車のド

とチャンピオン獲得を目指した︒その

08

年︑ＧＴ５００に参戦するＲ は

オフからの陣営の空気を語ってもいる︒

れるんだろう︑
というくらいだった﹂
と︑

ってチャンピオン獲得︑って何回言わ

に回顧しているほどで︑
﹁開幕戦で勝

戦はいちばんしびれたレース﹂と後年

ライバーだった本山哲が﹁ 年の開幕

08 23

35

エンジンが 年のΖと同じ４・５ℓで︑

08

車両サイズ等が 年規定先取りという

07

リクター調整等で〝純 年車〟との性

かたちでの参戦になった︒エアリスト

09

柿元は 年規定の原則全車共通とな

素に微妙で複雑な損得は存在する︒

当然である︒ただ︑そのなかでも諸要

能は拮抗するように施されてもいた︒

08

る全高︑実状的にはＲ を〝低く〟つ

09

年規定のホイールベースは２７００

とになる影響には不安もありました﹂︒

一方で﹁ホイールベースが伸びるこ

それらを改善できるのは歓迎要素だ︒

イングへの風の当たりも良くない﹂

ちろんドラッグが増えますし︑リヤウ

が高いと︑いろいろな影響がある︒も

出ていると思えたくらいでした︒屋根

ンだけピットウォールの上にアタマが

も︑直線を走るマシンのなかでニッサ

﹁それまでは鈴鹿のピットで見ていて

くれることが得になると考えていた︒

35

± ㎜ で︑ 年のＧＴ︲Ｒは２７２０

09

08

㎜ ︒ 年のΖの２６５０㎜ より長く︑

30

07

年の競合車よりも長かった︵ちなみ
08

2008年、日産は５台のR35 GT-RをSUPER GTに送り込
んだ。性能調整の宿命がある以上、かつてのような連戦連
勝は望めなかったが、結果的には９戦中７勝を挙げた。

にＲ の市販車は２７８０㎜ ︶︒ただ︑
これも﹁結果的には大きな問題になり
ませんでしたね︒良かったです﹂
︒
体制面に目を向けると︑当時のニッ
サンＧＴ５００陣営は４チーム５台の
布陣で︑ニスモが２台を走らせていた︒
年︑ 号車は本山の新パートナーに
同じニッサン勢のインパルからブノワ
・トレルイエを迎え入れ︑ニスモ史上
最強最速コンビ誕生とも評された︒
﹁星野さん︵星野一義インパル監督︶
が﹃わかった﹄と言ってくれて実現し
ました︒やはり︵トレルイエを︶手放
したくはなかったでしょうけどね﹂
オフのテストから柿元はＲ のパフ
ォーマンスに一定以上の自信を感じて
いたという︒そして開幕戦鈴鹿では

車名
XANAVI NISMO GT-R
MOTUL AUTECH GT-R
PETRONAS TOM'S SC430
ZENT CERMO SC430
WOODONE ADVAN Clarion GT-R

と ︵ミハエル・クルム＆柳田真孝︶︑
２台のニスモＧＴ︲Ｒが競い合った末
に１︲２フィニッシュを飾る︒その後

※チームタイトルはレクサス勢のPETRONAS TOYOTA TEAM TOM'Sが獲得

は 号車が開幕２連勝したこともあり

2008 スーパーGT シリーズランキング
ドライバーGT500部門

特別性能調整等でやや混迷した事態も
経つつ︑シーズンは本山＆トレイルエ
の最終戦富士での戴冠へと結実した︒
﹁︵開幕戦も最終戦も︶ホッとしまし
たね︒私の場合いつもそうなんですけ
ど︑嬉しいというより︑それ
︵安堵感︶
だけなんです︒周りからは﹃冷めてい
てつまらない男だ﹄と思われているん
だろうな︑って感じますけど︵苦笑︶
﹂
Ｒ の有終の美を飾った頃からの目
標であり︑ＧＴ︲Ｒというクルマにと

83

得点
76点
72点
63点
61点
61点

ドライバー
本山哲／ブノワ・トレルイエ
立川祐路／リチャード・ライアン
脇阪寿一／アンドレ・ロッテラー
セバスチャン・フィリップ
松田次生

順位 No.
1
23
2
38
3
36
4
12
5
12

っては使命でもあった︑そんな至上命

F

ドライバー
本山哲／ブノワ・トレルイエ
ミハエル・クルム／柳田真孝
脇阪寿一／アンドレ・ロッテラー
立川祐路／リチャード・ライアン
ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ／荒聖治

順位 No.
1
23
2
22
3
36
4
38
5
24

35

題をしっかり成し遂げたにしては︑確

2008 SUPER GT第１戦 SUZUKA GT 300km レース結果

23

34

かに２度とも柿元の歓喜は控えめだっ

開幕戦で僚機22号車を逆転して勝利、抱き合う本
山とトレルイエ。誰もが認める 最強コンビ の
結成も命題達成の大きな原動力だった。

35

22

23

たかもしれない︒
︵文中敬称略︶

GT-Ｒの歴史に付加価値を残すために
デビューウインと初年度チャンピオンは
日産にとってマストなものだった

23

08

R35 GT1への挑戦とGT3
2007年、日産はR35GT-Rを使い、あらたに始まるFIA GT選手権へ
参戦することを決定。2008年よりGT1仕様の開発がスタートした
ライバルはアストンマーティン、ランボルギーニ、フォードなど名だたるGTカー
ここでは、2010-11年と参戦したR35GT-RのGT1挑戦の足跡を追い
現在のGT3へと続く経緯を探る
Text/Makoto Ogushi Photos/NISSAN, LAT Images, Kazuhisa Sawada,
Takashi Ogasawara, Shimpei Suzuki, Takahiro Kudo（SAN-EI）

84

前年は24時間レースだった2010年スパ戦。23号車は予選レースで
８位を得て、決勝も期待されたが22周でリタイア。GT-R勢最上位
は22号車が11位に。３号車も12位と続いた。

量産車をベースに開発した競技車両

をはじめとするスポーツカーを世界で

時ＦＩＡのグループ議長が﹃日産はＺ

員の田中利和は証言する︒
﹁でも︑当

する傑作ハイパフォーマンスカーで︑

分類として︑ＧＴ１は紆余曲折を経て

最も多く販売してきたメーカーだ︑だ

ＧＴ１世界選手権シリーズだった︒

海外でも非常に人気の車種だが︑１９

一時期より改造範囲を狭めたかたちと

スカイラインＧＴ︲Ｒは日本を代表

６９年に発売された初代ＰＧＣ 型か

からＧＴ︲Ｒは立派なスポーツカー
始まることになっていた︒日産陣営は
本国外で販売はされなかった︒しかし

ループに加わり︑ 年には規定を作り

するＦＩＡのテクニカルワーキンググ
には左ハンドル仕様車が用意され︑海

ＧＴ１車両開発に取りかかった︒

ながらＲ 型ＧＴ︲Ｒをベースにした
これを受け︑Ｒ 型ＧＴ︲Ｒを用い

外でも正式に販売されることになった︒

09
たモータースポーツ活動もグローバル
な展開を指向することが決まった︒
すでに国内では 年からスーパーＧ

ＧＴ︲Ｒが世界選手権へ
ＧＴ１の規定策定の過程では︑ＧＴ
１世界選手権に出場を予定していた欧
Ｒの投入が決定していたが︑スーパー

ンとＢｏ Ｐで性能調整したうえで戦わ

カーが︑ＧＴ︲Ｒのようなハコ型セダ

州メーカーから﹁なぜ我々のスポーツ
ＧＴはあくまでも日本独自のカテゴリ

なければならないのか﹂という反感が

Ｔ ＧＴ５００クラスにＲ 型ＧＴ︲

35

だ﹄と場をまとめてくれました︒この

なり︑ 年から世界選手権シリーズが

ら２００２年に生産が終了した５代目
Ｒ 型に至るまで︑実は国内専用車種

年の段階で新しいＧＴ１規定を策定
年に発売されたＲ 型﹁ＧＴ︲Ｒ﹂

でありきわめて少数の限定車以外︑日

10

10

ーである︒その時日産自動車とニスモ

35

上がってきたと現・ニスモ常務執行役

85

35

35

08

が進出の場として考えたのがＦＩＡ

遮熱シートが張り巡らされたコクピット内。V8エンジンのエキゾース
トパイプが左右サイドシルに沿っているため、室内の遮熱対策。

08

34

07

2

ンジン出力に応じた吸気リストリクタ

ラスと１２５０㎏ 以上のクラスがあり︑

車両開発を担当したニスモの亀井泰

ーが義務づけられることになっていた︒

時点でＦＩＡがＧＴ︲Ｒをスポーツカ

治氏は言う︒
﹁新しいＧＴ１の車両規

また４輪駆動は禁止されていたため︑

それぞれ５６０㎰ ︑６００㎰ と想定エ

定はベース車両の改造範囲が狭く︑昔

開発陣はリカルドのギヤボックス及び

90

ーだと認めてくれたわけです﹂

のグループＡとか 年代中盤までのＪ

デフを後輪車軸上に置いたトランスア

クスル形式の後輪駆動に作り替える一

ＡＦ︲ＧＴに近い感じでした﹂

開発にあたって課題となったのは重

は規定最低重量の１２５０㎏ にまでは

方︑徹底的な軽量化を行なったが重量

販段階で約１７００㎏ と重い︒ＧＴ１

たどりつかなかったようだ︒

量だった︒Ｒ 型ＧＴ︲Ｒの車重は市

の車両規定では︑１２００㎏ 以上のク

35

R35 GT-R GT1 主要諸元（2010年開幕時）
全長×全幅

4730×2040㎜

ホイールベース

2780㎜

トレッド
（F／R）

1670／1710㎜

トランスミッション

シーケンシャル６速

車重

1250kg以上
（2010年規定）

駆動方式

FR

エンジン型式

日産VK56DE

エンジン形式

32バルブDOHC V8

排気量

5552㏄

最高出力

600ps

最大トルク

650Nm

サスペンション
（F）

ダブルウイッシュボーン

サスペンション
（R）

マルチリンク

4

1

5

2

1

3

2009年のニスモフェスティバルに登場した09型R35GT1。
フロント下のエアスプリッターはセンター部分からエ
アを積極的に導入しリヤのディフューザーから排出。 フ
ロントフェンダーのルーバーはホイール内のエアを抜きリ
フトを抑制。 エンジンはVR38DETT V6ターボではなく、
SUV用5.6ℓV8エンジンVK56DE改が搭載されている。
Dタイプのステアリングが装着されたコクピット。シー
トとペダルの間にはカーボン製の床板が装着されている。

2008年12月下旬に富士でテストを行なったR35GT1。ド
ライバーはミハエル・クルム。 2009年はスポットで４戦
に出場。なかでもスパ24時間は予選８位、決勝は513周を走
り総合10位、GT１クラスでは３位フィニッシュした。

フォードGT GT1が想定ライバル
シーズン開幕してみれば旧車両がタイトル獲得

参戦はギガウェーブモータースポーツ。 スポット参戦のため2009年FIA GT選手権
は賞典外出場。Rd.4は24時間レース
ドライバー／ミハエル・クルム／ダレン・ターナー※アンソニー・デイビッドソンはスパのみ
2010
４/17

23

９位

11位

16位

３

21位

15位

R

４

19位

14位

９位

22

５位

５位

優勝

23

３位

８位

R

３

15位

12位

10位

４

17位

15位

15位

22

21位

21位

17位

23

４位

３位

３位

３

21位

21位

15位

４

16位

12位

R

22

５位

３位

８位

23

３位

９位

２位

３

22位

16位

12位

４

15位

17位

16位

22

20位

19位

11位

23

19位

８位

R

３

14位

14位

10位

４

17位

17位

21位

22

19位

16位

８位

23

９位

R

15位

３

19位

R

20位

４

15位

１１位

18位

22

23位

９位

R

23

３位

１位

４位

３

16位

14位

R

４

18位

13位

R

22

７位

５位

３位

23

17位

16位

R

３

13位

17位

18位

４

21位

13位

16位

22

12位

14位

R

23

６位

２位

６位

３

21位

７位

R

４

20位

R

13位

22

18位

13位

R

23

８位

６位

R

12

38

2010 ドライバーズポイント
スイス・レーシングチーム
３号車
（カール・ベンドリンガー／アンリ・モーザー）
＝２pts、シリーズ43位
４号車
（マックス・ニルソン／荒聖治）
＝２pts、シリーズ42位
スモーパワーGT
22号車
（ジェイミー・キャンベル-ウォルター／ウォーレン・ヒューズ）
＝52pts、
シリーズ16位
23号車
（ピーター・ダンブレック／ミハエル・クルム）
＝71pts 、シリーズ９位
チームポイント：スイス・レーシングチーム＝５pts、シリーズ10位
スモーパワーGT＝130pts、シリーズ６位

87

亀井泰治
ニッサンモータースポーツインターナ
ショナル（株）車両開発部担当主管。
1982年日産自動車入社。89年グルー
プA R32開発のためニスモへ出向。以
降モータースポーツ車両開発に携わる。
R35 GT-R GT1でも開発担当。

35

産したエンジンならば量産ラインナッ

12位

るためには排気量５５００㏄ 以上の量

13位

てフロアに全面接着することによりボ

11位

プに使われていなくとも換装できるこ

サン・ルイ

22

産エンジンを搭載する必要があり︑連

Rd10

インテルラゴス

R

ディ補強に活用したのだ︒

12/５

Rd９

ナバーラ

12位

搭載しているツインターボ過給Ｖ型６

11/28

Rd８

アルガルベ

13位

された車両については同じメーカーが

10/24

Rd７

ニュルブルクリンク

４

気筒ＶＲ ＤＥＴＴに換え︑北米向け

９/19

Rd６

スパ

14位

連続する カ月間に５０００基以上生

８/29

Rd５

ポール・リカール

９位

とになっていたので︑量産ＧＴ︲Ｒが

８/１

Rd４

ブルノ

14位

続する カ月間に１０００台以上生産

７/４

Rd３

シルバーストン

３

一方︑ＧＴ︲Ｒならではの対応も必

５/23

Rd２

ヤスマリーナ

要だった︒というのもＲ 型ＧＴ︲Ｒ

５/２

Rd１

車体の基本構造は市販車のまま改変

18位

することはできないが︑競技車両製作

──

に際してはホワイトボディではなく︑

８位

11

栃木工場から組み立て前のパネルを取

35

のベース車両は︑通常フロアパンの下

ゾルダー

得し︑日産の試作工場にある定盤の上

10/25

面に位置するサイドメンバーがフロア

13位

でフロアにロールケージを組み込みな

──

パンの上面︑室内側に位置するという

８位

がらサイドパネルとルーフを取り付け

35

特殊な構造となっており︑気流に露出

スパ

るという手法がとられた︒非常に手間

７/25-26 Rd４

する車体下面がフラットになるという

14位

とコストがかかる手法だが︑精度が出

──

利点があるものの︑競技車両化する際

10位

10

るうえ 年にルーフをＣＦＲＰ化する

35

にはシートを低い位置につけようとし

オッシャースレーベン

際には︑工数を減らすことにもなった︒

Rd３

てもサイドメンバーが邪魔をする形に

６/21

ボディの剛性を確保するためには︑

R

なるのだ︒工夫してシートをフロア面

──

独自の手法が取り入れられた︒車両規

11位

まで下げると今度はドライバーのアイ

35

則ではリヤシートの位置に搭載するフ

シルバーストン

ポイントが下がりすぎて視界が妨げら

Rd１

ューエルタンクは安全性を考慮して厚

５/３

Rd８

予選レース 決勝レース

れてしまうため︑シートの高さやペダ

予選

み ㎜ 以上のコンテナで囲むことを義

No.

ル位置の最適化には工夫が必要だった︒

ラウンド サーキット

務づけている︒この規則を満たすため

開催日

ＧＴ１のホモロゲーションを取得す

2009

のコンテナを高剛性のＣＦＲＰで作っ

ニッサンR35 GT-R GT1戦績（2009-2010）

12

インフィニティなどピックアップトラ

ックで使われている自然吸気Ｖ型８気

筒ＶＫ ＤＥが搭載された︒

ＧＴ１仕様は 年末には完成し︑

戦した後︑ 年から始まったＧＴ１世

年の旧ＦＩＡ︲ＧＴ選手権にテスト参

08

て参加したＧＴ１カテゴリーは日産が

期待していた方向へは進まなかった︒

ＧＴ１世界選手権には当初日産を含

む６メーカーが車両を提供︑参戦する

はずだったが︑ＧＴ︲Ｒ以外にはフォ

ードＧＴ ＧＴ︲１︑ランボルギーニ

・ムルシエラゴＲ︲ＳＶの３車しか現

れず︑主催者は参加車両を確保するた

め︑旧規格のＧＴ１も性能を抑制する

アップデートキットを組み込むことで

軽量車よりも約 ㎰ 多く使えるＧＴ︲

重く前面投影面積が大きいが出力は

想定したからだ︒

手権で一番速いのはフォードＧＴだと

るとは考えていなかったので︑世界選

ではグランドファーザーカーが出てく

たのはフォードＧＴだった︒開発時点

開発陣がライバルとして想定してい

カーである︒

いわゆる特認車︑グランドファーザー

シリーズへの参加を許すことになった︒

09

トを考慮してターボ過給は見送られた︒

供給する場合のメンテナンス性やコス

場であることが求められ︑ユーザーに

行なわずチームにマシンを供給する立

置づけで︑メーカーはワークス活動を

ートチームのためのシリーズという位

Ｔ１世界選手権はあくまでもプライベ

規定ではターボ過給も可能だが︑Ｇ

56

界選手権に出場した︒しかし満を持し

10

40

1
2

3

4

2010年にフル参戦したR35 GT1。第２戦では早くも優勝を果たす。
同年R35 GT1を走らせたスイスレーシングチームがR35で出場したの
はこの年のみ。 2011年にはスモーパワーとJRモータースポーツ
（JRM）
がGT1選手権に参戦。JRMから出場したミハエル・クルムとルーカス・ル
ーアがドライバーチャンピオンを獲得。そしてチームはシリーズ２位を獲
得。実はスモーパワー、JRMグループ。

88

いかと考えたんです﹂

しようと始まったＧＴ１プロジェクト
Ｔ３車両の開発・販売だった︒元々ニ

時︶カテゴリーへのエンジン供給とＧ

軽量化を進めて戦闘力を増強︒狙いど

ＧＴ１はルーフのＣＦＲＰ化を含めた
スモ社内でプロジェクトとして提案し

始めていたＧＴ３へ参戦することをニ

も達成したので︑ちょうど活況になり

は世界チャンピオンという当初の目標

て機能してきたが︑ＬＭＰ２エンジン

ばワークスプログラムの実戦部隊とし

ニスモは日産モータースポーツのいわ

体して生まれた組織である︒設立以来

研究所にあった通称追浜ワークスが合

らくＧＴ５００やパリダカなど︑ワー

クスプログラムに寄った活動をしてユ

ーザーとの距離が開いていたので﹃久

しぶりにカスタマープログラムをやろ

う﹄ということになったんです︒ワー

クスプログラムには︑語弊を恐れずに

言えばある種の危うさがあります︒た

とえば 年代初めにはグループＣとグ

ループＡが同時に無くなるという危機

的状況がありました︒ワークスプログ

ラムがモータースポーツの世界を牽引

しているのは事実ですが︑継続性を考

えるとワークスプログラムだけでは︑

メーカーとしての関わりは不十分では

R

21

８位

R

R

22

５位

R

R

23

７位

R

９位

20

２位

８位

７位

21

４位

３位

３位

22

１位

１位

12位

23

３位

２位

優勝

20

４位

４位

４位

21

11位

８位

５位

22

５位

６位

７位

23

８位

11位

９位

＋35 kg

20

７位

４位

７位

＋５ kg

21

６位

R

R

＋５kg
22

５位

R

R

23

２位

２位

優勝

20

９位

R

12位

21

５位

４位

３位

22

10位

７位

９位

23

４位

９位

６位

20

12位

９位

７位

21

４位

10位

４位

22

１位

４位

R

23

２位

１位

優勝

20

４位

５位

R

21

５位

３位

７位

22

２位

２位

２位

23

７位

11位

９位

20

18位

10位

６位

21

８位

11位

８位

22

９位

７位

７位

23

16位

４位

３位

20

７位

４位

４位

21

３位

７位

R

22

４位 周回数不足

23

１位

２位

Ｒとしては︑小さなコーナーでのロス

ＧＴ１からＧＴ３へ
この時ニスモがカスタマープログラ

イバル車と戦うつもりでいた︒しかし
の途中でＧＴ３カテゴリーへの参加を
スモは︑日産車ユーザーのモータース

おりシリーズチャンピオンを獲得した︒
ました︒モータースポーツ活動の理想

とＧＴ３のプロジェクトの立ち上げは︑

ないかという考えが︑少なくともニス

15位

サン・ルイ

はストレート速度で取り戻すという戦

初年度は開幕当初のＢｏ Ｐが重かった
決めた経緯について田中は語る︒
ポーツ活動支援を展開していた日産自

ムとして立ち上げたのがＬＭＰ２︵当

こともあり︑シリーズチャンピオンは
﹁ＧＴ１というカテゴリーは成長に陰

動車宣伝部大森分室と日産自動車総合

Ｒ 型ＧＴ︲Ｒをグローバルに訴求

グランドファーザーカーのマセラティ
りが見えました︒そのなかで︑ 年に

しかしＧＴ１カテゴリーはコストが高
はファクトリープログラムとカスタマ

原点回帰ともいえる動きであった︒

モの中にはありました︒加えて︑今後

11位

11/６ Rd10

い方でフォードＧＴをはじめとするラ

ＭＣ ＧＴ１に譲った︒

騰するばかりで参戦メーカーは増える
ープログラムが両輪になる形で︑ＧＴ

﹁グループＡ時代のＲ 型ＧＴ︲Ｒは︑

は活動の場をグローバルに拡げていか

20

北京金港

年に向けＧＴ︲Ｒ

どころか減少し︑シリーズは先細りと
５００がワークスプログラムだとする

ニスモから５５００万円で完成車をユ

14位

９/10 Rd９

参 戦２ 年 目 の

なりＧＴ１の世界選手権は 年いっぱ
ならば︑もうひとつカスタマープログ

３位

いで打ち切られることになった︒

JRモータースポーツ
22号車
（ピーター・ダンブレック／リチャード・ウェストブルック）
＝78pts、シリーズ９位
23号車
（ミハエル・クルム／ルーカス・ルール）
＝137pts、シリーズチャンピオン

なければ︑という方向性など複数の要

スモーパワーGT
20号車
（エンリケ・ベルノルディ／リカルド・ゾンタ
（Rd１〜３）／ニック・カッツバーグ
（Rd4〜10）
＝58pts、シリーズ13位
21号車
（デイビッド・ブラバム／ジェイミー・キャンベル-ウォルター）
＝75pts、シリーズ10位

ーザーに販売しました︒それ以来しば

2011 ドライバーズポイント

ラムをきちんと立ち上げるべきではな

８位

日産陣営はせっかく開発したＧＴ１

23

の用途を検討したが︑ちょうどＧＴ３

２位

カテゴリーが人気を集めつつあったた

２位

ポールリカール

めＧＴ３開発に移行することを決め︑

６位

７/17 Rd７

ＧＴ１プロジェクトは打ち切られるこ

22

ナバラ

ととなった︒

＋30g

９位

７/３ Rd６

﹁技術的にはおもしろいカテゴリーに

R
８位

シルバーストン

なったと思うので残念でした︒これで

＋15g

９位

６/５ Rd５

終わるのはどうか︑何かに使えないか

90

８位
21

ザクセンリング

という話はありましたが︑ 年にはＧ

＋25g

R

アルガルベ

Ｔ３に出始めていたので︑そっちの方

＋60 kg

４位

ゾルダー

へ移っていきました﹂と亀井は言う︒

＋20 kg

７位
ヤスマリーナ

﹁ＧＴ１が終わった後は︑ＧＴＥへの

＋35 kg

20

５/15 Rd４

移行も考えはしましたが︑改造範囲が

＋10 kg

32

３/26 Rd１

５/８ Rd３

大きくて︑そう簡単ではないと考えま

＋10 kg

勢いを失ったGT１シリーズ
次に目指すはGT３の開発・熟成
＋５ kg

11

予選

４/10 Rd２

した︒ＧＴＥはワークス直系のチーム
が戦っていましたから︑そこで勝つた

チームポイント：JRモータースポーツ＝232pts、シリーズ２位
スモーパワーGT＝154pts、シリーズ５位

＋25 kg

No.

オルドス

35

ニッサンR35 GT-R GT1戦績（2011）

12

12

めにはかなりの再開発が必要でした︒
当時の我々では難しかった﹂

89

予選レース 決勝レース 重量ハンデ
開催日 ラウンド サーキット

９/４ Rd８

11

12

GT R GT3カスタマープログラムは
昔の日産大森でやっていた業務の復活だった

因が重なり︑ 年に動き始めました﹂
この模索の過程で生まれたのが 年

12

の十勝 時間レースに出走したＲ 型

35 08

型ＧＴ︲ＲでＧＴ５００の活動をす

市販車に近いクルマを出しました︒Ｒ

のまま︑車重は１８００㎏ くらいある

ＧＴ︲Ｒだった︒
﹁十勝には４輪駆動

24

確かに市販車に近く︑ベース車のキ

ーションが確立していない時期だった

出場も考えたのですが︑まだレギュレ

を検証したんです︒スーパー耐久への

ＧＴ３は価格とパフォーマンスに加え︑

れだけのブランド価値があるからです︒

高価格が通用するのはフェラーリにそ

することが目的でした︒フェラーリの

々はあくまでもユーザーに商品を提供

ための高価格化は無意味だった︒
﹁我

を取るための課題はいっぱいありまし

﹁コストとパフォーマンスのバランス

ってしまったのだ︒

参入メーカーが増え︑性能競争が始ま

向とは異なる方向へ発展していった︒

まることで当初ニスモが持っていた意

しかしＧＴ３カテゴリーは︑人気が高

のでＧＴ３へと舵を切りました﹂
ャラクターをそのまま維持しながらＢ

ブランドのバランスが取れていないと

く︑ 年にできたモデルから少しずつ

ｏ Ｐで性能を揃えて世界各地のサーキ
Ｒ 型ＧＴ︲Ｒをグローバルに訴求す

ッドシップのスーパーカーとは違うク

能を揃えると言っても︑ＧＴ︲Ｒはミ

が魅力でした︒ただいくらＢｏ Ｐで性

そこにＧＴ︲Ｒを並べられるという点

ーニなどいろいろな車種が出ていて︑

﹁ポルシェやフェラーリやランボルギ

るには適したカテゴリーだった︒

きそうだという手応えを得て︑本格的

クにスタディモデルを作り︑目標に届

ルシェ９１１ ＧＴ３Ｒをベンチマー

ルマにする必要がありました︒まずポ

カーが常にサポートする必要がないク

が︑ワークスプログラムのようにメー

﹁車両価格を抑えるのはもちろんです

ＧＴ３車両開発に取りかかった︒

ンの搭載位置も変えず純正部品をでき

して︵ 年の︶最初のモデルはエンジ

言っていたんです︒我々もそれに賛同

ベルは上げないことが重要なんだ︑と

うので︑それを避けるために速さのレ

ぎるとメーカーのレースになってしま

変えないことが大事だ︑競争が行き過

上げていきました︒ＦＩＡは競争力を

きるかどうか心配はありました﹂

ルマなので︑果たして同等の戦いがで

12
ー﹂である︒しかし販売価格規定があ

量産部品を流用してコストを抑制した︒

売された︒最初のモデルはできる限り

みんな速くなっていったんです﹂

とで周囲の競争力がどんどん上がり︑

ところが色々なメーカーが参入するこ

を当初の目標にすることができました︒
るわけではないので︑コストをかけ高

ニスモとしてはこのモデルをベースに

結局ニスモは 年︑ 年とマイナー

性能化したうえでの市販も可能だ︒し

Ｒ 型ＧＴ︲Ｒ ＧＴ３は 年に発

12
少しずつ熟成を重ねていく計画だった︒

ＧＴ３は建前上﹁市販レーシングカ

12
かし少なくともＧＴ︲Ｒにとって勝つ

35

るだけ使ってコストを抑え︑販売価格

35

にプログラムを進めました﹂

開発陣は︑まずはコストを意識して

た︒最初からうまくいったわけではな

ニッサンモータースポーツインターナ
ショナル（株）常務執行役員。2018年
までSUPER GTで日産系チーム総監督
を務める。今年からはNDDP RACING
with B-MAXチームの監督に就任した。

成立しない商品なんです﹂

田中利和

ットでレースが開催されるＧＴ３は︑

実際のレースでどんな課題があるのか

だけの耐久信頼性があるのかを含め︑

各ユニットがレースで使うにはどれ

のか確かめるつもりでした︒

を利用するかたちで他に何かできない

ることは決まっていましたが︑市販車

35

13

15

90

2008年十勝24時間に出場したR35 GT-R。新開
発のオイルや市販パーツでのテスト参戦のため、空
力パーツやブレーキパーツなどもノーマル、溝付き
Sタイヤで出場した。 2010年にはスーパー耐久用
のGT-R RCも登場。エンジンは485馬力以上を発生。

チェンジ版︑いわゆるエボリューショ

ンモデルを投入して性能を引き上げ︑

年モデルでは全面的に設計を見直し︑

エンジンを低く置いた上で後退させる

とともに冷却系をレイアウトを一新す

るなど〝レーシングカー化〟を行なっ

て︑ＧＴ３の競争力を大幅に引き上げ

た︒その結果︑販売価格は当初のほぼ

２倍となった︒

年型のＧＴ︲Ｒ ＧＴ３にはＧＴ

﹁ 年のＧＴ３はコストを意識して作

１の開発に携わった亀井は言う︒

１で培われた技術も投入された︒ＧＴ

18

たんですが︑その後 年︑ 年とエボ

すからＧＴ１の技術は投入しにくかっ

使えばその分値段は上がってしまいま

近い状態でした︒レース専用の部品を

ラーが重なっているとか非常に量産に

ったので︑ラジエターとインタークー

12

15

投入しました︒新しい 年のクルマは

熱系の考え方などにはＧＴ１の技術を

リューションをやって︑その過程で冷

13

年に戦線へ投入された現行ＧＴ︲

術が当たり前に投入されています﹂

いません︒ＧＴ１から持っていった技

逆に重要な部分に量産部品は使われて

18

Ｒ ＧＴ３は世界各地のＧＴレースで

戦い始め︑その戦闘力を発揮している︒

人気がますます高まり︑それにつれて

マシンのパフォーマンスを上げつつあ

るＧＴ３の行く末は見えない︒しかし

スーパーＧＴ５００でメーカーの威信

を賭けた格闘を続けるＧＴ︲Ｒと並び︑

ＧＴ︲Ｒ ＧＴ３は︑カスタマーレー

F

シングの有力コンテンダーとしてその

居場所を確立したと言えるだろう︒

91

18

18

1
2

1

2

国内でテストしたGT3仕様。2012年の発表以降13、15、18
年と定期的に改良されている。 2013年ブランパンシリーズに
R35 GT R GT3で出場したニッサンGTアカデミーチーム（RJN
モータースポーツ）はPro-Amチームタイトルを獲得、ルーカス
・オルドネスが同クラスのドライバーズチャンピオンを獲得した。

エンジニア対談

NISSAN GT-R NISMO GT3

ライバルはベンツ? アウディ?
今季、NISSAN GT-R NISMO GT3を使用してSUPER GT／GT300と
ニュルブルクリンク24時間レースに初挑戦するKONDO RACING
それぞれのカテゴリーでエンジニアを務めるふたりに
GT3マシンとしてのGT-Rの特徴や長所、現在の状況を訊いた
Text/Maki Uzawa
Photos/Shinya Hattori, Toshikazu Moriyama, Shimpei Suzuki, VLN

││まずＧＴ︲Ｒについて︑いわゆる

18

﹁第２世代﹂といわれる２０１５年型

から３代目となる 年型で変更された

点を教えてください︒

15

高畑 モノで言うとすべて変わってい

ます︒ 年型で使っていてそのまま

年型に流用できるのはリヤウイングと

ドアヒンジ︑ミラーくらいですね︒

米林 エンジンの搭載位置を下げたか

ら低重心化されているよね︒

高畑 はい︒エンジンがドライサンプ

になって重心が下がりました︒それに

合わせてミッションも新しくなってコ

ンパクトになったので︑それも重心を

18

下げることに貢献していますね︒

米林 ＧＡＩＮＥＲは去年から 年型

18

の〝プロトタイプ〟だったんでしょ？

高畑 そうです︒去年から 年型を走

らせていました︵＊編集部注 エボリ

VLNで欧州の強豪GT3を相手に戦うNISSAN GT-R NISMO GT3（中央右上）
。ベ
ース車両を変える欧州勢に対し、GT-Rは現在もR35型をベースとしている。

18
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米林慎一
1982年11月８日生まれ。京都府
出身。専門学校卒業後、2003年
に5ZIGENに入社し、FNとＳ耐等
を担当。10年にフリーランスとな
り、12〜18年までGAINERに常
駐、16年よりエンジニアに。今年
KONDO RACINGに移籍して、ニ
ュルプロジェクトを担当する。

1973年８月17日生まれ。石川県
出身。ディーラー、チューニング
ショップを経て、98年にレース界
へ。ARTA、IMPUL等で主にGT
を担当。1 3 年より K O N D O
RACINGでGTとSFを担当し、17
年よりエンジニアに。今季は56号
車のエンジニアとして活躍中。

ューションモデルとして先行リリース

され︑ＧＡＩＮＥＲの２台が実戦デビ

ューしていた︶
︒

米林 ウチのは 年型の 年版って言

19

米林 えっ︑そうなの

中はピロじ

高畑 はい︑ 年型まで全部ゴムブッ

ゃなかったの？

15

!?

ムブッシュでした︒

違います︒そういえば 年型まではゴ

違うのはフロントのアッパーアームが

高畑 去年のクルマと今年のクルマで

えば分かりやすいですかね︵笑︶
︒

18

う意味では 年型よりも手がかからな

トもモノが良くなりましたし︑そうい

スが楽になりました︒ドライブシャフ

メカニックサイドとしてはメンテナン

で変えるか考えなくて良くなったので

れ︵ゴムブッシュ︶をライフ的にどこ

クロッドもみんな純正でしたから︑そ

ームもリヤのアッパーアームやトラン

シュでした︵笑︶︒フロントのロワア

15

末にＫＴＲさんで走らせていたＫＯＮ

米林 そうそうそう︵笑︶︒去年の年

おもっ！ ですよね︵笑︶
︒

高畑 ディスク︑デカッ！ ディスク︑

米林 ボルト︑デカッ！ って︵笑︶
︒

高畑 たしかに︒

いなって思いました︒

米林 いやあ︑部品の１個１個が大き

な感想を持ちましたか？

ＧＴ３マシンを初めて見た時にはどん

０を担当されていますが︑ＧＴ︲Ｒの

││米林さんはこれまで長くＧＴ５０

だいぶ良くなっていると思います︒

くなりましたね︒整備性という意味で

15

ＤＯ ＲＡＣＩＮＧのスーパー耐久マ
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高畑直仁

に鉄のディスクを持ってビックリ︒Ｇ

れちゃっていたんですけど︑久しぶり

ーキばかり触っていたから︑それに慣

最近は︵ＧＴ５００で︶カーボンブレ

んな重いディスクだったなって︵笑︶︒

ものすごく重くて︑そういえば昔はこ

キディスクがたくさんあって︑それが

シンを引き取ったんですけど︑ブレー

で戦うことの難しさはなんですか？

││Ｂｏ Ｐで左右されるＧＴ３マシン

ｏ Ｐ︵ Balance of Performance
＝性
能調整︶のことも勉強中です︒

のですべてが新鮮︒クルマのこともＢ

米林 今までＧＴ３００の経験がない

って面白味ややりがいはありますか？

││ＧＴ３００︵ＧＴ３︶の担当にな

イム︵速さ︶によってＢｏ Ｐが決めら

Ｔ５００もスーパーフォーミュラも

年からカーボンですからね︒ＧＴ３は

れるので︑そこが難しいところですね︒

14
米林 ＧＴ３の場合︑事前テストのタ

高畑 それが基準になりますからね︒

米林 だから︑テストではみんないろ

いろと試していることが多く︑ほかの

チームが何をやっているか見えてこな

いこともあって︑そのなかで自分たち

がどのポジションにいるのかが分かり

づらい︒実際に予選を走ってみないと

自分たちがどれだけ速いか分からない

そのクルマは何馬力にしなさいってい

1

んですよね︒

ンのあの厳しさを見てもらえれば分か

うのがあって︑それに合わせるために︑

││では反対に︑Ｂｏ Ｐがあることで

はバラバラですけど︑１台のクルマが

ると思いますけど︑本当にうまくＢｏ

いまＧＴ︲Ｒはブーストを下げられ続

の魅力は？

図抜けて速いっていうことはないじゃ

Ｐが機能していると思います︒

けているところなんです︒それもテス

米林 やっぱりイコールコンディショ

ないですか︒それぞれの車種が速いと

││ニュルはまた別のＢｏ Ｐが設定さ

トや事前レースの結果次第で決められ

ンになるってことですね︒Ｂｏ Ｐがな

遅いでバラバラですよね︒

れているんですよね？

てしまうんですけど︒

かったら︑あれだけの車種でレースは

││ 高畑さんはどう思います？

高畑 はい︒Ｂｏ Ｐのほかに︑向こう

││現状では本番に向けてのＢｏ Ｐは

できないと思いますよ︒ＧＴ３００で

高畑 米林さんと同じで︑やっぱりＧ

は目標のパワーが決められているんで

まったく見えてこないし︑どこでどう

言えばＧＴ︲Ｒがいて︑ベンツがいて︑

Ｔ３の魅力はイコールコンディション

す︒このクルマは何馬力にしなさい︑

ＢＭＷ︑アウディ⁝⁝タイヤメーカー

だと思います︒予選Ｑ１のカットライ
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ひと昔前のＧＴ５００に近いというか︑

そんな気もします︒

SUPER GT第２戦ではKONDO RACINGの56号車がデビュー２戦目にしてポールポジションを獲得し、スタート直前の降
雨により荒れたレースを 殊勲賞 の４位で終える。同レースではNISSAN GT-R NISMO GT3の11号車が優勝した。

GT-Rのエンジンはトルク特性が良いため
トラフィック処理に長けている
「GT-R GT3の初代から２代目では重量
配分が少し良くなり、初代で前寄りだった
ものが若干後ろ寄りにシフトされたことで、
リヤのスタビリティ不足を補えています。
またパワートレインには一定の信頼性があ
りました。ただアンダーパネルを取り付け
るのに調整が必要だったり、エキゾースト
のライフが短かったですね。それに比べ欧
州のGT3はフロントセクションが１モジュ
ールなので、仮にクラッシュしても、モジ
ュールごとまるっと交換できるんです。そ
ういう整備性の部分でも違いがありますね。
またGT-Rのエンジンはトルク特性が良
いので、スーパー耐久の場合は下のクラス
高根裕一郎
のクルマにつまった時とか、そこから立ち
1970年８月25日生まれ。東京都
上がっていく時にシュッと出ていける。そ
出身。COXやノバを経て、2014
こが強みだと思います。
年にフリーランスに転身。その翌
年から昨年までＳ耐で K T R の
18年型はパワートレインが低重心化さ
GT-Rを担当したほか、
これまでに
れてよりレーシングカー的になりましたね。
GT3のアウディR8（初代／ultra）
、
ただGT3の場合ベース車両に影響される
BMW（Z4／M6）
、ポルシェ、ア
部分が大きくて、アウディ、メルセデス、
ストンマーティンに携わる。

今季、高根エンジニアが担当するアストンマー
チンVantage GT3。その真価は未知数だ。

ランボルギーニは量産車の時点でキャビン
から前がフレームなので自由度が高く、そ
んなに大きな手を入れなくても容易にGT
カーにできるんです。それがGT-Rはキャ
ビンからエンジン＆トランクルームがすべ
て一体でできているので 工数 が多くな
る。だからお金もかかってしまうんです。
僕がこれまで携わってきたGT3のなか
で成績も含め、最も出来が良かったのは
BMWのZ4ですね。オールマイティで、よ
く考えて作られていました。今のアストン
マーティンはクルマ的にはGT1のDPR9
と作り方はまったく同じ。パワートレイン
が新型になっただけで、トータルのパッケ
ージングは同じです。GT3という価格帯
に縛られずに作ったクルマだと思いますよ」
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GT-Rはベースセットがしっかりしていて
セット変更に対する感度もある

やって判断されるかのせめぎ合い状態
ュル用のウイングステーがあるんです︒
米林 ＧＴ３自体が初めてだからまだ
││それぞれが担当するカテゴリーで

米林 そういう部分をコツコツやれば

もっと速くするために︑どんなことが

なにないですね︒

ＧＴ︲Ｒはもっと速くなると思います︒

よく分からないんですけど︑ＧＴ︲Ｒ

高畑 良くも悪くもロールが大きいと

││最後の質問です︒ＧＴ︲Ｒ以外に

それとクルマのレイク角︵前傾角度︶

ころですかね︒それがいい時もあれば

興味のあるＧＴ３車両はありますか？

なんですね︵苦笑︶︒ＧＴ３００と比

悪い時もあります︒サーキットとかコ

米林 ＧＴ︲Ｒがベストです︒十分に

できたらいいなと思いますか？

ースによってというよりはコンディシ

勉強になっています︒ただ︑詳しく見

はポンと走らせても遅くないのでベー

ョンによってですね︒雨とかダンプ路

てみたいのはメルセデスＡＭＧですね︒

が決まっていたりと︑レギュレーショ

面︵乾きかけのウエット状態︶だと有

遠いところからパッと見て興味が沸い

べて︑ニュル用のマシンとはどんな違

利に働きますし︑ロールが大きいから

たのはアストンマーチンかな︒パッと

米林 重量がもう少し軽いといいです

タイヤに厳しくなることもあります︒

見︑よくできてそうなんですよね︒

スセットがしっかりしているんだと思

それで軽ければ文句ナシなんですけど

高畑 僕もメルセデスかアウディ︒い

ンによってセットアップの幅がだいぶ

ね︒あとはジェントルマンドライバー

や︑ニュル︵ＶＬＮ︶に出ているＧＴ

F

いがあるんですか？

が乗ってもそこそこタイムの出せるク

３全部を見てみたいです！

松田次生、高星明誠、藤井誠暢、トム・コロネルを擁して参戦中の
VLN3で松田が予選２位の活躍を見せた。決勝結果は143位。

ルマですよね︒

SUPER GT第２戦の富士でポールポジションを獲得した平峰一貴＆
サッシャ・フェネストラズ選手。近藤真彦監督も大喜び。

よね︒もうちょっと軽かったら重量配

改良の 限界点 にきていると思いますが、
そのなかでニスモは 先 を読む力があっ
たからこそ、これまでのGT-Rの戦績があ
ると思っています。GT-Rはジェントルマ
ンの方にもはっきり『いいクルマですよ』
と勧められますね」

います︒それにセットアップの変更に

パー耐久で16年にチャンピオンを獲りま
したし、思い入れのあるクルマです。
GT-Rはエンジンのトルク特性もいいの
で武器になりますし、剛性もすごくある。
ロードカーの素性がGT3でも活きている
と思います。４駆でバランスがとれている

狭められています︒ＧＴ３００より制

まったく別のクルマになっています。最初
に乗った時にはハンドリングがすごくシャ
ープになっていて驚きました。
今はどのメーカーのGT3も同じくらい

高畑 車高やブースト︑タンク容量が

くなりました。15年からは大きく変更を
受けた ２代目 になってエアロやエンジ
ン、ブレーキも開発され、内装も変わって
視界がすごく良くなりましたね。僕はスー

分を変えたり︑自由度が増えますから︒

点もありましたが、改良を経て15年型で
はすごく良くなりました。
18年型は現在もドライブしていますが、
エンジン搭載位置の変化で低重心になり、

対する感度もそこそこある︒触ったら

GT3と比べても最初のポテンシャルは高
いと感じました。
その後13年にアップデートされ、弱点
がしっかり改良されていてすごく乗りやす

限が多いですね︒

1980年12月17日生まれ。岐阜県
出身。
2000年にFJ1600で４輪デ
ビュー。F4、フォーミュラドリー
ム等で活躍。
SUPER GTやＳ耐で
ポルシェ、アウディ、アストンマ
ーチン等のGT3マシンに搭乗経験
を持つ。16年はGT-Rに乗ってＳ
耐ST-Xでタイトルを獲得した。

市販車から２駆にすることで、フロントヘ
ビーでアンダーステアが強くなっていた弱

違いますし︑ニュル車にはリストリク

藤井誠暢

りも市販車に近い状態でしたが、初めて富
士でシェイクダウンした時からほかの

高畑 スタビリティももう少しあると

ードカーのボディやエンジンを使い、足回

触っただけの反応をするし︑ここはあ

藤井がエースとしてチームを牽引し、2016年
にＳ耐ST-Xのチャンピオンを獲得したGT-R。

││エンジニアのおふた方から見て︑

2012年の早い段階からGT3を作ってきた
のが日産だと思います。当時のGT-Rはロ

ターが付いています︒リヤウイングの

黎明期からドライブしてきましたが、

いいなと思います︒

「僕はアウディやポルシェなどGT3カー

んまり変わらないなっていうのがそん

2018年型のGT-Rに初めて乗った時
ハンドリングがすごくシャープで驚いた

ＧＴ︲Ｒ ＧＴ３の良いところは？

2

ポジション︵位置︶も違いますね︒ニ
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NISSAN GT-R NISMO GT3 最新2018モデル
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#56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R

最大の変更点はエンジンのドライサンプ化

1
3

マシンギャラリー

Photos/Shinya Hattori, Shimpei Suzuki

4

NISSAN GT-R NISMO GT3 2018-Specは全長
4832㎜×全幅2036㎜×2036㎜、ホイールベース2817㎜、ト
レッド前1690㎜／後1700㎜のディメンジョンを持つ。車両の
安定性確保と冷却性能アップを目指して開発されたエアロダイ
ナミクスを採用するとともに、エアインテーク、エアアウトレ
ットのレイアウトも変更して冷却効率を向上。ボンネット後端
に突き出た牽引フックも特徴的。 3799ccのVR38DETTエン

ジンはドライサンプ化して搭載位置を約150㎜低くし、パワー
トレインの搭載位置も下げることで低重心化を実現。同時に前
後の搭載位置も150㎜ほど車体中央部に移動、重量配分の最適
化を図った。
サスペンションは前後とも独立懸架ダブルウ
イッシュボーン式を採用、ジオメトリーやアーム類の取り付け
位置が変更されている。ブレーキは前６／後４ピストンキャリ
パーを装着。 フラットボトム化されたアンダーパネルを前方

から覗く。
空力を考慮して取り付けられた特徴的な形状の
エアロパーツ類。 後方から見た下回り。
コクピット。ド
ライバー右手のネットもGT3規格で装着が義務付けられたもの。
ステアリングやセンターコンソールのスイッチ類は操作性と視
認性にこだわる。 GT3の場合、調整できるのはリヤウイング
の角度のみ。 リヤのトランクフードを外すとエアコンのコン
プレッサーとミッションの冷却用ダクトが見える。

96

50周年特別エンブレムがつくほか、テー
ルランプの間には「50th Anniversary」
の文字があしらわれている。

GT-R生誕50周年車が限定発売 !
GT-Rが今いる場所とは

これが R の生きる道

GT-Rの生誕50周年を記念した限定車が登場
R35型となって早10年以上。今もなお
世界に誇れる日本のGTカーとして
そして日本と世界のシーンで活躍する
GT-Rの今について改めて考えてみた
Text/Tatsuya Otani（Little Wing） Photos/NISSAN

﹁ＧＴ︲Ｒ﹂と﹁Ｚ﹂の誕生 周年
アニバーサリーとフェアレ

を記念する限定モデル︑ニッサンＧＴ
︲Ｒ

アニバーサリーが誕生した︒

ＧＴ︲Ｒの名を冠した初のモデル﹁ス
カイライン ２０００ＧＴ︲Ｒ﹂は１
９６９年のデビュー︒奇しくも初代フ
ェアレディＺが誕生したのも同じ 年

で︑２台の 周年モデルが揃って誕生

もっともＲ がデビューしてから今

と受け継がれてきたといっていい︒

の使命や革新性は歴代モデルから綿々

サンＧＴ︲Ｒに改められたものの︑そ

までのスカイラインＧＴ︲Ｒからニッ

が登場︒この世代からモデル名はそれ

えながらも２００７年に６代目のＲ

ＧＴ︲Ｒの歴史は途中︑何度か途絶

することになった︒

50

年で 年︒この間にフルモデルチェン

35

ジを２回済ませたスポーツカーも少な
くないなか︑先ごろ発表された２０２
０年モデルのＧＴ︲Ｒも 年にデビュ

感とはいかなるものなのか？

現在の自動車界にあって︑Ｒ の存在

が完全に失われていてもおかしくない

年前にデビューしたクルマなど商品性

りが早いスポーツカーでなくとも︑

ンションを採用する︒たとえ移り変わ

じエンジン︑同じ駆動系︑同じサスペ

ーした当時と基本的に同じボディ︑同

07

１８年モデルのＧＴ︲Ｒ ＮＩＳＭＯ
だったが︑その印象は強烈のひと言に
尽きる︒純粋なスーパースポーツカー
とは異なり︑グランツーリスモ性も期
待されるＧＴ︲Ｒは全高が高く︑重心

35

ディＺ

50
th
th

私が試乗した最新のＧＴ︲Ｒは２０

35

る﹁ＶＲ ＤＥＴＴ﹂のポテンシャル

ィを取り戻す役割を果たす︒搭載され

ク配分を自動的に増大し︑スタビリテ

アテーサＥ︲ＴＳがフロントへのトル

けると︑電子制御式４ＷＤシステムの

プが失われてオーバーステアに転じか

楽しめる︒しかもリヤタイヤのグリッ

ーらしい﹁タイヤとの対話﹂を存分に

たスタビリティを発揮し︑スポーツカ

のの︑サーキットに舞台を移せば優れ

乗るにはいささか硬めに感じられるも

したスタンスを披露︒足回りは街中で

込め︑サーキットでも思いのほか安定

適正化し重心高の上昇を最小限に食い

スル方式を採用して前後の重量配分を

高も高くなりがちだが︑トランスアク

同じく50周年を迎えるフェアレディZにも50周年記念車が登
場。アメリカでBREが走らせたS30型などのレーシングカー
をイメージしたカラーリングが施されている。

一方でＧＴ︲Ｒがフルモデルチェン

に見ても奇跡に近いことだ︒

マンスを維持している︒これは世界的

ースポーツカーにも比肩するパフォー

スで改良を加えることで最新のスーパ

ち早く投入し︑２〜３年に１度のペー

そうした先進的なテクノロジーをい

も時代に先行するレベルにあった︒

38

50

69
12

50
12

98

インテリアも 50 周年
仕様に。メーターやキ
ッキングプレート、セ
ンターコンソールなど
に 50 周年記念のロゴ
やバッジが入っている。

カラーリングはハコス
カ時代のワークスカラ
ーをイメージしたもの
に。どうせならホワイ
トのボディカラーだけ、
赤に加えて、青と緑の
ステッカーも用意して
ほしかった!?

ジするとの噂も絶えない︒Ｒ の開発
を指揮した水野和敏は 年ごろまでに

35

肝心のＧＴ︲Ｒ 周年記念モデルは

備えていることがわかるだろう︒

︲Ｒが世界的に見ても第一級の性能を

活躍している︒このことからも︑ＧＴ

クラスを始めとする世界中のＧＴ３で

Ｒを開発︒スーパーＧＴのＧＴ３００

っぽうでニスモはＧＴ３仕様のＧＴ︲

デルとほぼ無縁な関係にある︒そのい

ーボにされるなど︑技術的には量産モ

共通化され︑エンジンも直４の２ℓタ

車体に用いるパーツの多くはＤＴＭと

クラスに現在も参戦︒ご存知のとおり

ＧＴ︲ＲはスーパーＧＴのＧＴ５００

の歴史でもあることはいうまでもない︒

ＧＴ︲Ｒの歴史がモータースポーツ

が世界的な注目を集めている︒

する情報は皆無に等しく︑今後の動向

ある︒もっとも現時点で新型投入に関

職でこの話はご破算になったとの噂も

新型の構想をまとめていたが︑氏の退

13

年仕様のプレミアムエディションを

50

ベースに〝ワークス・ハコスカ〟をモ
チーフにしたカラーリングを施したも

F

ので︑ＧＴ︲Ｒファンにとっては忘れ
られない１台になりそうだ︒
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20

各世代における 最初
のGT-Rたち。
どの世代
でもGT-Rはレースの
イメージを大切にして
きた。そしてこれから
も、次期モデルが登場
したとしてもその伝統
が受け継がれていくこ
とを期待したい。

おわりに

レーシングアイコンとして生きるべきかという葛藤︒
Text/Joe Kojima(Racing on) Photos/NISSAN

る︒なりふり構わぬスーパーカー化は

代ＧＴ︲Ｒの顔に泥を塗ることでもあ

﹁ＧＴ︲Ｒよ︑過去を脱却して生まれ
ファンが許さないだろう︒ 年前のあ

だからこう思うのだ︒

角いスポーツセダンとしてＧＴ︲Ｒは
変われ﹂と︒それで世界の列強を相手

特集の冒頭で﹁レースに勝てる︑四
生まれた﹂と書いた︒言いたかったの

カーとしてもレーシングカーとして仕

がデカくて空力的にキツく︑スポーツ

ピラーが立っているから前面投影面積

は﹁もとがセダンなので後席があり︑

ゃない︒それで勝ってもうれしくない︒

違うな︒そんなＧＴ︲ＲはＧＴ︲Ｒじ

││いや︑果たしてそうだろうか？

に活躍すればファンもきっと喜ぶ︒

もＲ も生まれていなかった︒

れていなかったかもしれず︑ならばＲ

ければ〝伝説〟もＧＴ︲Ｒ自体も生ま

の日にポルシェを抜いたあの一瞬がな

55

後継のハコスカでダメ押し︒
なんせ
﹁箱

ということだ︒伝説の始祖がそうで︑

的なハンデともいう︶
を背負っていた﹂

立てた場合にもけっこうな不利︵絶対

と存在意義を見出しているのだ︒とに

抜いていったあの瞬間にスカＧの本分

ダンが宇宙船みたいな流麗ポルシェを

やはり日本のファンは四角い庶民派セ

亡の岐路に立つ︒ 年の節目︑次の舵

ラクターをもつ名車は︑ある意味で存

他に類を見ない存在感とドラマとキャ

悩みを抱え︑同じ問題に突き当たる︒

次期ＧＴ︲Ｒもきっと歴代Ｒと同じ

は小さく機敏なサバンナにしてやられ︑

お分かりいただけたと思う︒ハコスカ

っていたことは特集をお読みになれば

は歴代ＧＴ︲Ｒにとって毎度重要にな

しかしこのボディ形状の問題が︑実

結局ＧＴ︲Ｒは四角いボディに長くて

なご時世のどんなレースに出ていても

ース車として生を与えられ続け︑どん

だからこそＧＴ︲Ｒは常にレースのベ

の一瞬こそが永遠︒あれに尽きるのだ︒

り不安なのは︑そのことである︒

がどちらに切られるのか︑楽しみであ

50

重い６発を積んでＦＲもしくは４駆で
走らなくてはいけなくなった︒これら
は言ってみたら先祖のおかげ︒しかし

ーレンＦ１に何秒もチギられ︑Ｒ は
スープラとＮＳＸより頭ひとつ高いキ

﹁ぜんぶ先祖のせい﹂でもある︒

スーパーカーのはずが後席を備えてい

ボディは厚く︑キャビンと重心は高く︑

縛から解き放たれたと思ったのにまだ

道を今以上に突き進まねばならない︒

うなら︑レーシングアイコンとしての

で勝てるように戦闘力を上げたいとい

これは相当に難しい問題だ︒ＧＴ３

では次期ＧＴ︲Ｒはどうなるのか？

る︒ＧＴ３の舞台では古参の部類に入

エンジンは小さくボディは薄く低く軽

場したＲ もまた︑スカイラインの呪

り︑薄く流麗な後発スーパーカーと比

くせざるを得ないが︑それは先祖や歴

f

かく 年日本グランプリにおける生沢

35

みたい﹂なところがその名の由来だ︒

32

デカくて重いＲ はル・マンでマクラ

64

ャビンのせいで万難を背負い︑勇躍登

34

33

べると空力的デメリットがありあり︒

35

50年前のセダンをつかまえて空力だの重心だのを論じる気はないが、
当時からしてやっぱり四角い。ベレットと比べても一目瞭然だ。

「ニッサン・コンセプト2020 ビ
ジョン・グランツーリスモ」
。
ど
こにもGT-Rの文字はないが、
リ
ヤライトは丸目４灯だ。R35の
発展形とは理解できても、ファ
ンは納得しない気が。やっぱり
GT-Rはもっと四角くないとね。
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http://as-web-shop.jp/
h
tt //
b h
j /

では
SUPER GT全戦のチケットを
取り扱っております。

SUPER GT チケット購入キャンペーン実施中！
！
でSUPER GTのチケットを
ご購入頂くと autosportロゴのカッティングステッカーと
ウエイトハンデステッカー型ミニキーホルダーをプレゼント！

購入方法

Webへ！▶ オートスポーツwebのオンラインショップ http://as-web-shop.jp/

残念ながら、レーシングGT-Rではない。

年に発売した途端、人気が爆発。ダイキャ

しかしレーシングスカイラインではある。

ストならではの重厚感と実車同様のカウル

それも超人気車である。

分割＆エンジン再現など、誰もが目を見張

欧州で人気を博したグループ５という車
両規定（通称シルエットフォーミュラ）に

Autoart

るほどに高い商品力で、店頭から瞬時に姿
を消したのだった。

範を採ってハセミモータースポーツと日産
の大森宣伝部が共同で開発し誕生したのが

あれから10年。当時発売された 鉄仮面
（後期型）ではなく今回はファーストイン

この トミカスカイラインシルエット 。

パクトの前期型、待望の初期型発売となっ

1982〜84年のスーパーシルエットシリー
ズにシルビアやブルーバードとともに参戦
し、日産ターボ軍団として大人気となった。
このド迫力マシンをオートアートが
1/18スケールの精密モデルとして2008

た。顔が違うだけと思うなかれ、数々の新
設計とリファインが行なわれている。そし
てもちろん予約時点で即完売。残念だが市
販在庫を狙うほかない。ここはなんとか再
生産を期待したいところ。
F

：ゲートウェイ・オートアート・ジャパン
http://jp.aa-collection.com/jp/

待ってましたの
前期型シルエット、
どうか再生産を！

※モデルはサンプルのため実際の製品とは異なる場合があります。
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レ ー シ ン グ オ ン × エ ム エ ス・モ デ ル ズ
今号は豪華３本立て。GT-R好きも認める迫力のR30シルエットと
本誌創刊500号記念で特注した鈴木亜久里のあの歴史的マシン
さらに話題の新製品続々登場の静岡ホビーショー情報もあるぞ
Text/Joe Kojima(MS-models) Photos/Hidenobu Tanaka, FORZA, SAN-EI

3

82年、火を噴く日産ターボ軍団
は若者や少年たちの心をわしづか
みに。 モデルは前輪がステアし、
実車同様にフロントカウルとリヤ
ウイングが脱着可能でエンジンや
燃料タンクなどの精密な内部再現
に見惚れる。 白いミラーは最初
期型の証。鉄仮面フェイスの後期
型もいいが、こちらが好きという
ファンも多いはず。 実車と見比
べ、クオリティの高さを実感する。
1 価格は３万2800円（税別）
。

4

2

旧作のKPGC10は嬉しいベスプラ化！
Gr.AのR32やR390もライ
ンナップするなど 日産派
なオートアートだが、過去
に発売された KPGC10 の
71年日本GP車２種（→）
は現在「ベストプライス」
品として驚きの9800円
（税
別）というおトクな価格で
再販中。しかしすでにメー
カー完売、こちらも急げ！
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Spark

今回はこんなギフトBOX仕様も200
個限定で制作。鈴鹿のシケイン立ち
上がりをイメージした縁石の再現が
イカすでしょと自画自賛。箱裏の感
動シーンも素敵。１万700円
（税別）
。

：スパークジャパン
http://sparkmodel-japan.qwc.jp/
https://ja-jp.facebook.com/spark.jp/

亜久里と本誌の記念モデル、申込受付中！

日本のレース史に最大
級の衝撃と歓喜をもた
らしたラルースローラ
LC90。90年日本GP
での日本人初表彰台獲
得マシンであり、モデ
ルはその決勝仕様を余
すことなく再現した。

2013年春のことだから、
もう６年が経つ。 デル化していく計画だったといい、一部サ
池袋パルコなどに店舗を構えていたF1グ
ンプルまで出来上がっているのだという。
ッズ専門店「レーシングギア」が営業を終
結局、本誌はこのお願いを引き受けた。
了した。通販事業も止まり、理由は倒産だ
「儲かるぞ」と思ったわけでも情にほださ
というが、その辺の詳細はわからない。
れたわけでもないが、ただこのまま企画が
そんな折、旧知の同社社員さんから「作
頓挫することは誰の得にもならないと思っ
り始めちゃっている特注ミニカーがあるん
たのだ。そしてこの６年間にフットワーク
だけど、引き継いでもらえませんか」と話
３種とデビュー車LC88、引退車JS41を
が舞い込んだ。そういえば彼らはスパーク
世に送り出し、今またちょうど本誌創刊
とタッグを組んで中嶋悟の引退車ティレル
500号記念のLC90を発売するに至った。
020や鈴木亜久里のザクスピード・ヤマハ
将来的にはラルース２種と岡山でのアレが
をモデル化し、そのたび完売を続けていた。 控えている。全て出揃うその日が待ち遠し
聞けば、亜久里の乗機F1全車を順次モ
いが、まずは自信作LC90、ぜひお求めを。
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レ ー シ ン グ オ ン × エ ム エ ス・モ デ ル ズ

かつての第１作……で
はなく神戸の FORZA
が新たに特注し近日発
売予定というザクスピ
ード・ヤマハ891。ス
パーク製で599個限定。
日本GP仕様は初モデ
ル化。9800円（税込）
。

※こちらは本誌特注のAguri Suzuki Collectionの商品ではありません。
また上記モデルの発売元であるFORZA様と本文中に登場するレーシングギア様に関係はありません。

※LC90は試作サンプルのため実際の製品とは異なる場合があります。
他の３台は既発品で、ローラLC88とリジェJS41はAS web SHOPに
て発売中です（フットワークは完売）
。

LC90のお申し込みはこちら
本誌特注1/43ラルースローラLC90・ランボ
創刊500号記念の亜久里コレ最新作、発売開始！
AS web SHOPにて申込受付中！
令和時代最初のレーシングオン特注ミニカー
「1/43 ラルースローラ LC90・ランボルギーニ
1990日本GP 鈴木亜久里」が発売になりました。
言わずと知れた亜久里の、
いや日本人初となる 初
表彰台 のモデルである亜久里コレクションシリ
ーズのハイライトとも言えるモデル。さらに本誌
創刊500号の記念モデルらしく限定数量で豪華な
スペシャルBOX仕様も用意。どちらも購入受付は
始まっています。お見逃しなく！

通販の流れ

1

2

AS web SHOPで申込
http://as-web-shop.jp
▼
申込〆切（申込多数の場合は抽選）
▼

3

当選者へメール送信→商品発送

予約期間：7月8日
（月）
20：00まで
7月10日
（水）
より順次発送開始です※予定
※おひとり様、各１個限り。登録アドレスおよび
氏名が重複するなど同一人物と判断された場合、
２件目以降のエントリーは無効です。なお当選後
の注文取消（キャンセル）はできません。

AS web SHOP
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検索

▼

4

商品受取

（代引きでご注文の場合、
玄
関口でお支払いください）

※発送開始後、申込状況によって一部のミニカー
ショップで販売されることがあります。お問い合
わせは株式会社三栄のホームページ（https://
www.sun-a.com）よりお送りください（お電話
でのお問い合わせにはお答えできません）
。

ギフトBOX仕様（上）は200個、
通常パッケージ仕様（8890円
＋税）は800個の、それぞれ限
定数量販売となります（ミニカ
ー自体の仕様は同一）
。
送料・代
引き手数料は別途申し受けます。

EBBRO

MS的・静岡ホビーショー2019
SPARK / LOOKSMART
今年もどっさり未発売品サンプルを並べてコレクターの興味
を引きまくっていたスパーク。ピーターソンとニルソンがジ
ュニアチーム時代に駆ったBMW CSLとロニーの代役ジャリ
エのロータス79が並び、ブランドル＆パニスのリジェにハー
バートの107などF1最熱狂期マニア歓喜のラインナップ。レ
クサスやR35GT-Rの最新GT3のほか、個人的には由良拓也
デザインのヤマハOX99がササりました。ルックスマートが
放つ跳ね馬群はさすがの仕上がり。タイムリーなラウダ車も。

SUPER GTのミニカーとシブい路線のプラモデルキットでお
なじみの地元エブロも新作披露。
1/20キットのティレル005
の下は新参入となる1/64スケールのNSX GT GT3。小さく
ても精密で満足度は高そう。
そしてこっそり手書きで車名
（ト
ロロッソSTR14）の書かれた最新F1も鋭意進行中の様子。

Autoart
ドア開閉までするフォード
GTも気になるが、嬉しいの
はやはりついにロングテー
ル化が実現した1/18の日
産R390GT1か。待ってい
たファンも多いはず。黒と
白のプレーン仕様も出る。

ホビーメーカーでもあ
るグッスマのブースで
は大小の初音ミク号サ
ンプルが。なんとスパ
ーク（MINIMAX）製！

HASEGAWA
昨年この会場で新金型のHR31スカイラインGTS-Rを発表し
話題を集めたハセガワ。カルソニックに続き、新たにヂーゼ
ル機器の24号車が出る。
そして本誌でも紹介した日産R92CP
には やっぱり 鯉のぼり号が加わることが明らかとなった。
今年から業者商談日の前日に小中高生招待日
が設けられるなど静岡ホビーショーも新機軸
を模索中。スパークジャパンは土日に子ども
ぬりえ大会を開催、大盛況だったとのこと。

TAMIYA
スープラの実車と1/10 RCカーを並べて注目を集めたタミヤ。
最も話題になったのは昨年ついにル・マン制覇を成したトヨ
タTS050ハイブリッドの1/24キット化。残念ながら動力機
構の再現はないとのこと
（仕方ない）
。日本車優勝組の先輩で
あるマツダ787Bのキットも再販されるといい、新旧どちら
も入手したいファンには吉報。
ヤリスWRCのミニ四駆もイイ！
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レ ー シ ン グ オ ン × エ ム エ ス・モ デ ル ズ

毎年いい意味でぶっ飛んだ
商品企画をブチ込んでくる
アオシマ（P1哨戒機と瀬取
り船のオマケがついた自衛
艦とか）は協力関係にある
香港のBeemax社のプラモ
デルを大量展示。BT52と
か G r . A スタリオンとか
ADVANカラーのランタボ
とかBTCCのカストロール
・カリーナE（コロナ）な
ど日本のファンにも刺さり
まくるラインナップが充実。

AOSHIMA / Beemax

ignition model
超絶クオリティなミニカー
と激似フィギュアが各所で
話題のイグニッションモデ
ル。
めちゃカッコいいJTCC
プリメーラとR31＆R32な
どがズラリと並び、図らず
も星野さん推しなことは伝
わってきた。バサースト仕
様のR32や時代の狭間にい
たR88Cも日産ファンには
うれしい。そして彼らはこ
こで1/64のリーディング
ブランドであるターマック
の輸入元となることを発表。
今後の展開に期待だ。

KYOSHO

MAKE UP
京商は自社開発のラジ
コンやサムライシリー
ズのミニカーを大々的
にアピール。でも本誌
注目はこちら、オール
モストリアルのマクラ
ーレンP1 GTRとカレ
ラ製スロットカーのカ
プリターボのほかミニ
チャンプスは190Eの
DTM 仕様とベネトン
B192を展示。父シュ
ーのF1初優勝車だ。

ポルシェ917のバリエーション展開にGT1時代の火つけ役と
なった 911GT1 初期型、R32GT-R 各種にセナの MP4/4
（1/18）と4/8など思いっきり「レーシングオン読者向け」
なラインナップを炸裂させていたメイクアップ。どれもこれ
も感嘆のため息が出るほどのウルトラクオリティだ。開発中
の最新作には話題のTS050ハイブリッドが控えている模様。

OTHERS
イノモデル製JTCCアコードはなんと1/64。隣はワンモデルの1/18 BEAMSインテ
グラとWRC絶頂期のランエボ。下はトミカリミテッドのブルーバードSSS・ラリー
仕様。さらに隣はKIDBOXのブランド「ENIF」の最新作サニーGX5クーペ。左端の
素敵なジオラマはもちろん今号にピッタリな富士の30度バンクだが、実際はミニカー
でなく実車の走行音を奏でるジオラマが商品。鉄道模型のマイクロエースが参考出品。
こちらはトゥルースケールのブースでお披露目
されていたBMW M8GTEのシェイクダウンモ
デル。戦績不振の実車よりカッコいいかも。
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49

Text/Akihiko Ouchi Photos/Hidenobu Tanaka, SAN-EI

1969年、国内GTレースを支配していた日産フェアレディがモデルチェンジした
Z432は、その心臓部にGT-Rと同じS20型エンジンを搭載し注目を浴びた市販車で
すぐにレース専用車として軽量パーツを用意した Z432R がデビュー
トラブルの多かった短期間の活動の後、240Zにその座を譲った

108

オープンフェアレディに代わる

なかで︑その精緻なメカニズムと

げてきたフェアレディシリーズの

りＧＴカテゴリーで王座を築き上

２Ｒというモデルは︑長きにわた

レディＺ４３２Ｒだ︒このＺ４３

た西野弘美／藤田皓二組のフェア

鹿１０００㎞レースで優勝を飾っ

今回の個体は︑１９７０年の鈴

ルブのＬ系６気筒搭載車のほかに︑

さらにエンジンはＳＯＨＣ２バ

気筒へと対極の変わり方だった︒

エンジンは直列４気筒から直列６

ドアクスルから４輪ストラットに︑

ブルウイッシュボーン／後リジッ

ク構造に︑サスペンションは前ダ

は独立シャシー構造からモノコッ

で大きな変化を遂げていた︒車体

期待の新鋭ＧＴ︑Ｚ４３２Ｒ

は裏腹に非常に短い間の活躍で役
スカイラインＧＴ︲Ｒと同じ４バ

フェアレディＺは︑メカニズム面

割を終えた車両だった︒
ルブＤＯＨＣのＳ 型を積むＺ４
３２を用意︒グレード名の４３２

年の第１回日本グランプリ以
来︑長らくオープンフェアレディ
は４バルブ／３キャブレター／２

20

︵ＳＰ／ＳＲ︶による寡占状態が
続いてきたＧＴクラスに︑世代交
代の波が押し寄せたのは 年のこ

30

年代後半から︑本格的に北米

が登場したからだ︒

ボディのフェアレディＺ︵Ｓ ︶

な後継モデル︑クローズドクーペ

が出現したわけではなく︑実質的

とだった︒といってもライバル車

70

市場への進出を意図した日産は︑
高性能スポーツカーによるイメー
ジ戦略も必要との判断から誰もが
受け入れやすい全天候型のスポー
ツカーを企画︒これがフェアレデ
ィＺで︑北米市場での動向は︑期
待をはるかに上回る好成績を残す
成功作となっていた︒
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63

60

ルだった︒

レースでの活躍も期待されるモデ

ンメカニズムに由来︒サーキット

カムシャフトという高性能エンジ

ンは不良だったが︑２分 秒７の

け方の降雪でコースコンディショ

予選からその潜在能力を発揮︒明

Ｔカー仕様で臨んだＺ４３２Ｒは︑

にポールポジションはポルシェ９

タイムで予選４位を獲得︒ちなみ

レディＺ４３２Ｒが日産ワークス
０８の２分 秒０で︑レース中の

前年 月に発売となったフェア

38

の手により鈴鹿に持ち込まれたも

11

ロゲーションが取れず︑Ｒクラス

のだったが︑まだＧＴカーのホモ
圧してダントツだった︒

ベストラップは２分 秒台と他を

31

カ月も経たない 年１月の鈴鹿３

そのＺ４３２Ｒが︑発売から２

車両︵特認︶としての参戦だった︒
ンＧＴ︲Ｒが２分 秒５で予選５

ジンを積む高橋国光のスカイライ

興味深いのは︑同じＳ 型エン

16

20

Ｚ４３２Ｒの実戦開発を急ぎたい

Ｒクラスとして参戦した背景には︑

ンが間に合わないという理由から

ェアレディＺを︑ホモロゲーショ

本来ＧＴカーとして走るべきフ

より２秒近く速かったことは︑Ｇ

状況だったが︑それでもＧＴ︲Ｒ

比べればＺ４３２Ｒがやや不利な

ェクション仕様とエンジンのみを

ブレター仕様︑ＧＴ︲Ｒはインジ

ターに対して１日も早く新型ＧＴ

カテゴリーでもなく︑プライベー

ワークスとして継続的に参戦する

スは競合モデルもないことから︑

ただ︑いずれにしてもＧＴクラ

まリタイアを喫してしまった︒し

をとられてコースアウト︑そのま

の１コーナーで路面のオイルに足

しく争う展開となったが︑９周目

田中健二郎のフォードＧＴ と激

決勝レースは︑北野が２番手を

な違いと言えた︒

カーのレースバージョンを準備し

かし︑これはオフィシャルのフラ

の鈴鹿３００㎞は︑同じＲクラス

を取得︒本来のＧＴカーとして参

その後Ｚ４３２ＲはＧＴの公認

本選手権スポーツカーレースだっ

ストックカー富士３００㎞・全日

のポルシェ９０８スパイダーやフ
走した︒

戦した初のレースが３月の全日本

容だった︒

体は期待どおりと言えるレース内

Ｚ４３２Ｒが持つポテンシャル自

ッグ未提示というミスのためで︑

40

ォードＧＴ を相手に北野元が快

１台体制で参戦したデビュー戦

リタイアも快走のデビュー戦

だったのだろう︒

たかった︑というのが日産の狙い

した︒

Ｔカーとツーリングカーの根本的

位だったこと︒Ｚ４３２Ｒはキャ

40

という︑日産側の事情が見え隠れ

００キロに早くも登場︒

70

Ｒクラスとはいえ基本的にはＧ

40

完成したばかりでレースに投入された西野／藤田Z432Rは
日産ワークス勢３台やいすゞのプロトが全滅するなか優勝を飾る
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Ｒが占め︑ＧＴカーとしてのＺ４

位を北野と長谷見昌弘のＺ４３２

別格の速さだったが︑予選２︑３

ルシェ９１０で参戦︒当然ながら

た︒このレースには︑風戸裕がポ

る位置づけだった︒

田は準大森系ドライバーと見なせ

という顔ぶれだったが︑西野と藤

組と佐藤稔／田村三夫組の各１台

イベーターが西野弘美／藤田皓二

組の１台︒そしてＳＣＣＮ系プラ

西野はＳＣＣＮ大阪に属し︑鈴

３２Ｒの可能性を証明してみせた︒
ちなみに予選４位は高橋健二の
鹿を拠点にフェアレディで頭角を
マン規定の 年Ｊ ＡＦグランプリ

現したドライバー︒藤田はクラブ

フェアレディ２０００だったが︑
北野︑長谷見とのタイム差はラッ
プ４秒と大差︒ＧＴカークラスの
でデビュー戦のＧＴ︲Ｒを託され
ＣＣＮメンバーのなかでも一目置

主役交替が明らかになったレース
その後のワークスＺ４３２Ｒは
かれる存在だった︒このことは︑

たドライバーとして︑それぞれＳ

スプリントレースに参戦せず︑５
年５月の時点でＺ４３２Ｒを手

でもあった︒

月のＪ ＡＦグランプリも見送って

山達／寺西孝利組の２台を送り込

イ︶に参戦︒北野／長谷見組と横

ッポン６時間︵富士スピードウェ

して選び︑４月のレース・ド・ニ

いた︒逆に長距離耐久を主戦場と

してから２時間ほどしか走れてい

ウンのような状態で︑車両を入手

この鈴鹿１０００㎞はシェイクダ

ても推測がつくだろう︒もっとも︑

に入れ︑レースに臨めたことを見

み︑北野／長谷見組が黒沢元治／
砂子義一組︑高橋国光／都平健二
組のＧＴ︲Ｒにそれぞれ２周︑３
周の差をつけて快勝︒車両自体の
熟成が進んだことを印象づける勝
利だった︒

ライバルは身内︑２４０Ｚ！
そして５月下旬の鈴鹿１０００
㎞レース︒ここで初めてワークス
以外のＺ４３２Ｒ︑いわゆる日産
系プライベーターが登場する︒１
０００㎞に参戦したＺ４３２Ｒは
合計５台︒ワークス系︵追浜︶が
北野／長谷見組と横山／砂子組の
２台︒大森が寺西孝利／歳森康師
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NISSAN FAIRLADY Z432R

49
車 た ち
銘
る
き
生
に
代

69

4115×1630×1290㎜
2305㎜
1355／1345㎜
800kg以上
日産S20 水冷直列６気筒24バルブDOHC
1989㏄
ウェーバー45DCOE-17×３
200ps以上/8500rpm
５速MT
マクファーソンストラット／ストラット
ディスクブレーキ／リーディングトレーリング
4.75/11.30-14
100ℓ
サイドウインドウ、テールゲートガラス
フロントエプロン、ボンネット、リヤスポイラー等
全長×全幅×全高
ホイールベース
トレッド（前／後）
重量
エンジン
排気量
燃料供給装置
最高出力
トランスミッション
サスペンション（前／後）
ブレーキ（前／後）
タイヤ
燃料タンク
アクリル材質使用
FRP材質使用

現

３台のワークスZ432Rが脱落するなか、引き取ったばかりのマシンで70年鈴鹿
1000㎞で総合優勝を飾った西野／藤田組。この一戦を契機に日産ワークスは、そ
の後のフェアレディZでの活動をZ432Rから240Zへ移すことになった。

70

日産 フェアレディZ432R（PS30 SB）諸元

F I L E

４３２Ｒといすゞワークス２台の

レースは追浜と大森︑３台のＺ

ミッション交換とたび重なるピッ

ー破損を皮切りにクラッチ不調︑

発生︒北野／長谷見組はラジエタ

早くもＺ４３２Ｒ勢にトラブルが

グループ６プロト︵Ｒ６︶が引っ

ト作業の後にリタイア︒寺西／歳

ない状態だった︒

張るかたちで始まったが︑序盤で

1

6

4

2

7

5

3

8

Z432Rは日産大森のスポーツ相談コーナーで
受注生産され、全国のユーザーのもとへ

112

周目にストップ︑横山／砂子組は

森組はイグナイタートラブルで９

れていた︒ 年後半に日産はレー

は︑すべて２４０Ｚに切り替えら

後追浜が繰り出すフェアレディＺ

F

エンジントラブルで 周目にリタ

901kg

ス用ベースモデルのＺ４３２Ｒを

４位

イアと︑序盤でＺ４３２Ｒ勢は相

R

プライベーターにも販売したが︑

フェアレディZ432

71

次いで姿を消した︒

寺西 孝利／歳森 康師

翌 年になると︑有力プライベー

18

逆に︑マイペースでレースを進

GT2

ターも２４０Ｚに乗り替える状況

905kg

めていた西野／藤田組が当初の７

５位

だった︒

R

70

〜８番手から次第に浮上︑レース

フェアレディZ432

精緻なエンジンメカニズムのＺ

横山 達／砂子 義一

が折り返しを迎える５００㎞走破

17

４３２Ｒはそれゆえ神経質な一面

GT2

直後にはトップへ︒その後も２番

900kg

を持ち合わせ︑結果的にＬ系ＳＯ

３位

手以下に２周の差をつける安定し

R

ＨＣ６気筒のオーバー２ℓ仕様が

フェアレディZ432

た走りをみせる︒レース終盤に予

北野 元／長谷見 昌弘

取って代わり︑ 年代終盤までフ

16

定外のピットストップを強いられ

GT2

ェアレディＺの活動を支えていく

車重
905kg
905kg
882kg
770kg
634.5kg
811kg
705kg
984kg
645kg
845kg

たが︑それでもフィニッシュ時に

予選
７位
21位
９位
18位
43位
22位
26位
23位
30位
40位

ことになる︒

周回数
167周
166周
166周
159周
153周
152周
150周
149周
146周
142周

は２番手とは１周の差が開いてい

マシン
フェアレディZ
スカイラインGT-R
コロナマークⅡGSS
ホンダ1300
ホンダS800
フェアレディ
ファミリアロータリークーペ
トータス306
カローラスプリンター
フェアレディ

６km×167周＝1002km

た︒マイペース走法が︑トラブル

ドライバー
西野 弘美／藤田 皓二
久保田 洋史／箕輪 真治
高橋 利昭／高橋 晴邦
高武 富久美／木倉 義文
大村 千吉／大村 勝正
仲庭 成和／畠山 日盛
山本 俊茂／正木 寿一
沢村 勝芳／岡本 光司
橋本 省吾／萩原 進
伊藤 仁實／大野 洸

発生のリスクを抑え込んだ結果だ

No.
19
45
41
76
34
23
47
９
66
31

った︒

順位 クラス
１
GT2
２
T2
３
T2
４
T1
５
GT1
６
GT2
７
T2
８
R2
９
T1
10
GT2

追浜︑大森のＺ４３２Ｒが相次

1970年全日本鈴鹿1000km
（５月23日）鈴鹿サーキット

いでトラブルに見舞われた事態は

深刻でその後の対策が注目された

が︑次の富士１０００㎞︵７月︶

に追浜はＺ４３２Ｒに代え輸出仕

様の２４０Ｚを持ち込んできた︒

Ｚ４３２Ｒは駆動系の振動やエン

ジンベイのスペースからＧＴ︲Ｒ

と同効率の排気システムが使えな

いなど︑車体固有の問題があった

という︒

また２ℓ４バルブＤＯＨＣより︑

ＳＯＨＣでも２・４ℓのＬ 型エ

ンジンのほうがパワー︑トルク特

性で有利という判断も働いていた︒

富士１０００㎞に投入された２

４０Ｚは高橋／黒沢組の手により

デビューウインを果たすと︑その
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70

予選１位はNo.３ベレットR6
（浅岡重輝／津々見友彦）
２分28秒３
優勝したNo.19のタイムは７時間49分19分６
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9
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現 代

に

生

き

る

銘

車

た

ち

NISSAN FAIRLADY Z432R
14

コクピット。マッハのステアリングホイールはスポー
ツキットで当時３万4000円。 ヘッドライトはクリア
カバーで覆われる。 ドアにはレイヨットタイプのレー
シングミラー。当時のマシンには付いていない。
バ
ケットシートと日産純正レーシングハーネス。ハーネス
は、バックルタイプにショルダーとアンカー用ハーネス
を挟み込む仕様。 速度計は240㎞/hまで刻まれる。
インパネ脇のメーターは右から油温、水温、油圧計。下
は電圧計。 ホイールはスポークタイプのマグネシウム。
タイヤはADVAN HF 225/60-14を前後に履く。 ボ
ンネットやテールゲート、左右ドアはFRP製。 ロール
バーは後４点式。当時の価格で２万5000円だった。
エンジンルーム内のプレート。標準馬力は160馬力。
サイドウインドウやリヤガラスにもアクリルが使われる。
パーツには日産純正部品の刻印が。 このZ432Rに搭載
されたＳ20型エンジンはスポーツキットのソレックスで
はなく、ウェーバーキャブレターを装着している。
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今季開幕前の合同テストに集った３陣営。昨
季まで当然のように存在していたメルセデス
が姿を消し、代わりにRモータースポーツが
HWAとともに走らせるアストンマーティンが
収まった。右端にITR代表ベルガーも見える。

「クラス1」規定を段階的に導入し共通化を進めてきたDTMとS-GT
今季、DTMが直4ターボエンジン規定を施行し交流戦の開催も決定
いよいよ両者の描いた理想像が具現化されつつあるようだ──
現した４気筒２ℓターボエンジンだっ

一番のネックは日本が先に導入を実

をやきもきさせていた︒

に難航し両国のレース関係者とファン

なく︑交渉決裂との噂も出回ったほど

規定化が進められたが具体的な進展は

の輪から離脱︒その後は日独間で共通

いていた︒しかしＩＭＳＡは早々にこ

アメリカのＩＭＳＡとで話し合いが続

日本のＧＴアソシエイション︑および

﹁クラス１﹂については長くＤＴＭと

ス１という新規定下で開幕した︒

イツ・ツーリングカー選手権︶がクラ

２０１９年５月︑ついにＤＴＭ︵ド

ついに見えてきた
日独の 同じ土俵
た︒Ｆ１が採用している小排気量ター

ボエンジンの不評ぶりから︑当初ＤＴ

Ｍの関係者にはＶ８エンジン継続を支

持する声が強かったと聞く︒しかし２

０１７年にＤＴＭを運営するＩＴＲの

代表にゲルハルト・ベルガーが就任し

たことで潮目が変化︒ベルガーはクラ

ス１のグローバル化と日本車メーカー

のＤＴＭ参戦を究極の理想としており︑

そのためにはＤＴＭもクラス１化を早

期に遵守・実現する必要があった︒彼

は日本との架け橋となり︑そのキャリ

アで培ったコネクションを駆使して多

方面にわたって精力的に交渉を続けた︒

そうして︑就任から１年も経たない

うちにＤＴＭのホッケンハイム戦では

スーパーＧＴマシンがデモランし︑同

じくもてぎＧＴにはＤＴＭのマシンが

飛来して混走デモランを実現してみせ

た︒この出来事は誰の目にも共通規定

化が着実に進んでいることの証左と映

り︑いつか︑
︵まずは︶交流戦の実現

をと願う声が拡大する後押しとなった︒

2017年、ITR代表に就任したベルガーは持ち前の行動力と求心力を
発揮してSUPER GTの現行規定車によるデモランを実現してみせた。

交流戦決定で注目度アップ、DTMの いま

Text/Midori Ikenouchi Photos/AUDI, BMW, NISMO, TOYOTA, DTM
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一方で︑家業である運送会社の代表
取締役を務めるベルガーは︑それだけ
でも十分多忙な毎日を送っている︒文
字どおり彼自身が広告塔となってメデ
ィアへ露出することでＤＴＭを世界へ
発信する役を担っている︒ＩＴＲ代表
就任後にはＦ１関係者を中心に新たな
人員がＤＴＭに加わり︑徹底的に組織
改革が行なわれた︒そして従前のＩＴ
Ｒとは別物とも言える︑
﹁開かれた組
織﹂へと生まれ変わったのだ︒
２０１２年にＢＭＷがＤＴＭへカム
バックし︑この年からＤＴＭは完全に
アウディ︑ＢＭＷ︑メルセデスという

と思われた３巨頭体制は昨２０１８年

台へと生まれ変わった︒しかし順調か

らもニュル 時間レースに参戦するな

的モータースポーツファンであり︑自

の正規ディーラーを経営するなど熱狂

３メーカーによるワークスバトルの舞

に突如ＤＴＭ撤退を発表したメルセデ

メルセデス撤退の余波を最小限に食い止めたのが、アストンマーティンの
参戦だった。先行２メーカーとの差は大きいがHWAがバックアップする。

た︒スーパーＧＴとの規定共通化どこ

て︑噂が噂を呼んで不穏な空気が漂っ

ディアが﹁ＤＴＭの崩壊か﹂と書き立

スによって一気に混乱へと陥った︒メ

トンのワークスドライバーも陣営に抱

はすでにＧＴ３を走らせており︑アス

い経歴と経済力を備えている︒チーム

どＤＴＭに新規参入するのに申し分な

つてメルセデスのＤＴＭ活動を請け負

えている︒さらに心強いことに︑車両
しかしそこでもベルガーは冷静だっ

っていた名門であり︑現在もフォーミ

ろか︑シリーズの存続にもかかわる大

た︒機を読み︑以前から構想中だった

ュラＥや若手育成プロジェクトを共に

開発を担うのはあのＨＷＡなのだ︒か

プライベートチーム参戦を許可するこ

行なっているＨＷＡ︒彼らの 年に及

問題が勃発したのだから当然だ︒

とでシリーズの安定を図ったのだ︒

効策であったことを認めさせた︒ひと

チームがあったことで︑この構想が有

そしてそれにすぐ反応を示した有力

事に４台が並ぶこととなった︒

戦のグリッドにバンテージＤＴＭは無

ほどであり︑非常に短期間ながら開幕

ぶ技術的蓄積とノウハウは十分すぎる

こうして史上初めて︑アストンマー

は当然ながらアストンにとっても社史

ティンのＤＴＭ参戦が実現した︒これ
前者はオーナーが医師でありながら

に残るだろう出来事で︑開幕戦には代

シングチーム︶
﹂である︒

ひとつはベルギーの﹁ＷＲＴ︵Ｗレー

つは﹁Ｒモータースポーツ﹂であり︑

30
医療関係の事業やアストンマーティン
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少なくとも車両規定における共通化は確実に進行した。最大の懸案だったエンジン規格の
統一もついに実現（左からアウディ、BMW、トヨタ、ニッサン）し、交流戦でのタイム
比較が今から楽しみとなった。
データやノウハウ面で先行するS-GT側に対し初年度のDTM
側はまず信頼性確保が急務という状況だが、これは時間が解決していくことだろう。

表取締役のアンディー・パーマーもイ

２０２０年以降は日本とドイツに加

ィからはワークスと同じ条件で技術支

たマウリチオ・レスキュッタ︒アウデ

１でベルガーの担当エンジニアを務め

生ＤＴＭへ初参入を遂げた︒監督はＦ

ルサポートが強化され︑２台体制で新

が︑今季よりアウディからのテクニカ

ずＷＴＣＲにも活動の幅を広げている

有力チームだ︒昨今はＧＴ３のみなら

３レースで走らせ名を馳せている大型

の準ワークス的にＲ８を世界中のＧＴ

くプライベーターだが︑近年アウディ

一方のＷＲＴはベルギーに拠点を置

は難題山積で夢物語と思われた交流戦

は奇跡と言っていいだろう︒数年前に

着くまでの苦難を思えば︑現在の状況

あり画期的なこと︒同じ土俵にたどり

ンジンが導入されたというのは事実で

やっとＤＴＭでも４気筒２ℓターボエ

かし幾度も交渉決裂が噂されながらも︑

ビジョンやプランは見えてこない︒し

戦することについては︑まだ具体的な

カーが日本へ拠点を置いてシリーズ参

イツに︑そしてＤＴＭに参戦するメー

ラス１﹂︒一方で日本のメーカーがド

ローバル化を図っていくとされる﹁ク

え︑アジア方面を視野に入れ徐々にグ

援が受けられ︑マテリアルも同じもの

もついに実現する︒スーパーＧＴとの

ギリスから駆け付けた︒

が提供されるといい︑格差は全く感じ

さらなる交流の〝その先〟に何が待っ

ぐ〝世界一速いＧＴ〟たちの行く末を

られない︒メインスポンサーはアウデ
※

ているのかは未知数だが︑ＧＴ３を凌
※

世界中が見守っている︒ベルガー率い

るＤＴＭの未来が楽しみだ︒

f

ィのベルギー現地インポーターだ︒
※

あり︑関係者のみならず多くのファン

２年︑待ちに待った日独混合レースで

ことは間違いない︒あのデモランから

大変に高い興味と期待を持たれている

の現場で関係者に聞き回った限りでは

レースではあるものの︑ＤＴＭ開幕戦

は選手権ポイントのかからない賞典外

ねられている状況だ︒エキシビション

面でレギュレーションの最終調整が重

あり︑テクニカル／スポーティング両

０年に向けた過渡期という位置づけで

クラス１規定の完全施行となる２０２

流戦︶が開催されると決まった︒まだ

ェイで待望のエキシビションレース
︵交

で︑続く 月 日には富士スピードウ

今年︑ 月６日にはホッケンハイム
11 10

も開催を心待ちにしている︒

2017年に実現した日独間のデモラン交流によって、互いの理解と物事の
具体化は速度を増したと思える。今秋の 本格 交流戦が今から楽しみだ。
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S-GT（レクサス）
DTM（Audi）

アジアを見ながらグローバル化を図る「クラス1」
SUPER GTとの交流戦の その先 はまだ未知数

116

・セナが日本人に愛された理由

No.500

特集

・Ayrton Senna F1 History 1984-1994
F1史に刻まれた、通算41勝の軌跡

セナと中嶋の時代

・ブームを牽引した、もうひとりのヒーロー
ロングインタビュー 中嶋 悟

［熱狂の真ん中にいた、ふたりの開拓者］

・初めて語る「自分」と「父」
インタビュー 中嶋一貴
雑誌コード：66729-39
価格：2000円＋税

・没落するロータスを尻目に急浮上
下克上を成し遂げたウイリアムズ

No.499

特集

・気運を掴むも、長くは続かず
先駆者を凌駕したリジェの
「失敗」

ウイングカーの時代 PartⅡ

［操りたくも、読めない空気に翻弄されて］

・マシンディテールファイル
フェラーリ312T5
・インタビュー
マリオ・アンドレッティ／
ジョディ・シェクター
・ サウンド・オブ・エンジン で細部を観察
鈴鹿に集った11台のウイングカー
雑誌コード：66729-33
価格：1463円＋税

・あくまで最強最速を目指し続けた日産
ターボCカーを極めた日産のJSPC

No.498

特集

JSPC＋IMSA-GTP

・新規定移行後も日本一にこだわった理由
トヨタとトムスにとってのJSPC

［独自の進化と発展、そして迎えた終焉］

・マシンギャラリー
NISSAN R92CP／
ESSO TOYOTA 91C-V
・インタビュー 長谷見昌弘
・［外伝］IMSA-GTP
似て非なる もうひとつのGr.C
雑誌コード：66729-22
価格：1463円＋税

・全方位解剖
マクラーレンF1 GTR
・孤高の挑戦者、NSXのル・マン
・頂点を掴みかけた
日産R390／R391
雑誌コード：66729-30
価格：1713円＋税

新 し い「 昔 」あ り ま す 。

人気のあった特集企画をまとめて１冊に
レーシングオン・アーカイブス

Vol.13

GT1隆盛の時代

［サルトに咲いた、百花繚乱ワークスバトル］

絶 賛 発 売 中！
バックナンバーご注文方法

http://as-web.jp/racingon/
お電話で 03-5357-8802 通信販売センター
（平日10：00〜17：30）
パソコンから

送料・手数料について
■クレジットカード払いの場合 送料：一回200円 手数料：無料
■代金引換払いの場合送料：一回200円 手数料：300円
※ご注文金額が1000円以上の場合は、送料無料

株式会社 三栄 販売部
〒160-8461 東京都新宿区新宿6-27-30
新宿イーストサイドスクエア 7F
TEL. 03-6897-4611（平日10:00〜17:30）

ケータイから

レーシングオンは写真作家・柏木龍馬の活
動を応援しています。今号より始まる本企
画は氏がテーマに即して作品を自らチョイ
スし、独自の世界観を構築し、デザインし、
表現する場となります。 氏の切り取るモー
タースポーツの世界をお楽しみください。
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グリッドウォークに登場した1968年の日本グランプリ
を戦ったダイハツP-5。うれしい予定外の走行も披露。

WEC世界耐久選手権で活躍中のトヨタTS050。昨年の
ル・マン24時間レース優勝トロフィーも展示された。

Rally of お台場スーパーランではヤリスWRCが登場。
イ
ンプレッサWRC 98などと共演し、特設コースを走行！

ダカールラリーのトラック部門でおなじみ日野レンジャ
ー。迫力あるスペシャルランのほかに、体験同乗走行も。

昨年 11 月に発表された EV レーシングカーの LEAF
NISMO RC。EVならではの走りに観客も興味津々。

WRC日本ラウンド招致準備委員会より、
ラリージャパン
復活に向けたテストイベントの開催発表も行なわれた。

Legend of the HONDAでは写真のウイリアムズFW09
やRA272、RA106など歴代のF1参戦車４台が並んだ。

MOTUL AUTECH GT-RとHonda NSX Concept GTの
スペンシャルランではドーナツターンで会場も最高潮に。

新型スープラが登場したハイパフォーマンスカー体験同
乗走行。発売よりひと足早く、その走りを楽しめた。

モータースポーツジャパン 2019 フェスティバル イン お台場

シーズン開幕を告げる
MSJが今年も盛況
2015年にそれまでの秋から春の開催となったモータースポーツジャパン
（MSJ）
シーズン開幕を告げる祭典として今年も東京・お台場で４月６〜７日に行なわれ
２日間で10万4474人の来場者が日本のさまざまなモータースポーツを楽しんだ
武智勇三さん、北原豪彦さんなど、レジェンドドライバ
ーのサイン会。
これはオールドファンにはたまりません！

Photos/Motor Sports Japan
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570Sはスーパースポーツカーながらも
パフォーマンスと実用性を両立できる
Text/Tatsuya Otani（Little Wing） Photos/McLAREN, Takahiro Kudo（SAN-EI）

SPECIFICATION
シャシー
全長×全幅×全高
ホイールベース
ギヤボックス
サスペンション
（前後）
タイヤサイズ
（前）
タイヤサイズ
（後）
車両重量
エンジン
エンジン形式
排気量
ボア×ストローク
最高出力
最大トルク

4530x2095x1202㎜
2670㎜
７速AT
ダブルウイッシュボーン
225/35R19
285/35R20
1344㎏
V型８気筒DOHCツインターボ
3799cc
───
570ps/7500rpm
600Nm/5000-6500rpm

1
2
3
4

5

マクラーレン570Sはもっとも一般ユーザー
に近い価格帯のスポーツシリーズに属する一台。
エンジンは3.8ℓV8ツインターボ。車名のとおり
570psを発揮する。 コンフォート性が高いなが
らもスポーティというより、レーシングな雰囲気
が漂うコクピット。 スポーツより上のスーパー
シリーズには GT3 マシンのベースにもなった
720Sがラインナップされる。

マクラーレン 570Sクーペ
価格：2556万円
（税込）

激

戦が続く2000〜3000万円のスーパース

じ気づかせることなく、むしろ励ましてくれる点にある。

ポーツカー界にあって、マクラーレン

スーパースポーツカーのなかには、ドライバーに軽い

570Sは異色の存在といっていい。

そのパフォーマンスは圧倒的だ。0-100㎞/h加速の

る。そうすることで自らの威厳が保てると思っているの

3.2秒と最高速度の326㎞/hは文字どおりこのクラスの

かもしれないが、マクラーレンはその正反対。ワインデ

世界最高水準。しかもサーキットを走れば適切な前後重

ィングロードやサーキットでペースを上げていくと「絶

量配分と低重心によりバツグンのトラクションと回頭性

対に大丈夫、キミならもっと速く走れるはず」と常に応

を披露。このクラスでは唯一の存在といっていいカーボ

援してくれるような気分を味わえるのだ。その理由はシ

ンコンポジットモノコックを基本とする軽量ボディがも

ートやステアリングからタイヤのグリップ状態に関する

たらす剛性は恐ろしく高く、これがサスペンションの理

情報がふんだんにもたらされることにあるはず。このた

想的な作動を実現。限界域でも安定したロードホールデ

めドライバーは安心して限界に挑戦できるのである。

ィング性を発揮してくれる。ただそうしたスポーツカー
としての速さだけがマクラーレンの特色ではない。
たとえば20㎞/h、30㎞/hといった微低速で走行して
も路面から鋭く突き上げられることはなく、滑らかな乗
り心地をもたらしてくれる。しかも視界が良好
で、一般的にスーパースポーツカーが苦手とす
る細い路地にも不安なく足を踏み入れられる。
エンジンも低速から十分なトルクを発揮してく
れるほか、７段DCTのギヤボックスもスムー
ズに作動し、渋滞路でもストレスを感じない。
その実用性の高さはポルシェ911に匹敵する。
しかし私がマクラーレンのロードカーでいち
ばん強調したいのは、クルマがドライバーを怖

McLaren 570S Coupe
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恐怖感を植え付けようとするモデルが少なからず存在す

ちなみにハンドリングや乗り心地がクーペとまったく
変わらないコンバーチブル仕様の570Sスパイダーもラ
インナップされている。

F

Racing on
No.501

F1

2019 June

●3月31日
WRC 第4戦 フランス/ティエリー・ヌービル

段階で勝てなかったフェラーリ︑
第５戦スペインＧＰではレース

※日付は原則として決勝日
（ラリーは競技最終日）
。複数クラス競
技の場合は、総合もしくは最上位クラス優勝者を記載。

開幕前に赤い跳ね馬が見せた
怪気炎はどこへ││︒今年こそ

●4月14日
S-GT 第1戦 岡山/野尻智紀&伊沢拓也

F1

●4月14日
F1 第3戦 中国GP/ルイス・ハミルトン

●4月21日
SF 第1戦 鈴鹿/ニック・キャシディ

●4月28日
F1 第4戦 アゼルバイジャンGP/バルテリ・ボッタス

●5月4日
WEC 18-19第7戦 スパ/中嶋一貴＆F.アロンソ＆S.ブエミ

こうなると今季Ｆ１の隆盛︑
その命運はバルテリ・ボッタス
の双肩にかかる︒今季の彼はひ
とあじ違うところを見せており︑
メルセデス同門対決は５戦終了
時点でボッタスから見て決勝２
勝３敗︑期待がもてそうだ︒
ただ︑相手はハミルトンであ
る︒自分が進化したから勝てる
という甘い相手ではない︒なぜ
ならハミルトンも頂点にいなが
ら進化を続けているのだから︒

●5月19日
SF 第2戦 オートポリス/関口雄飛

ビ自体は 年からだがＦ１の頂
点で争ったのは 年〜︶︑つい

ルセデス同門対決実質３年目の
２０１６年︵〝ハミロズ〟コン

かつてニコ・ロズベルグはメ

今季Ｆ１の人気︑その浮沈はこの人次第
ボッタスは〝 年のロズベルグ〟になれるか

●5月4日
S-GT 第2戦 富士/立川祐路&石浦宏明

ったこともまた︑記憶に鮮烈だ︒
それくらいの気概でいかないと︑
３年目のハミルトン打倒は成し
得ない︒頑張れ︑ボッタス！

にハミルトン打倒を達成した︒
そして全精力を使い果たしたロ
ズベルグが同年限りでＦ１を去

14

2019.3.24 5.19

スピードの面でレッドブル・ホ
ンダにも先行された感があり︑
ここから反撃できるとは⁝⁝︒
ちなみに今季開幕からの５戦
はＦ１世界選手権の通算９９８
〜１００２戦目だった︒１００
０レース目のウイナーはルイス
・ハミルトン︒おさまるところ
におさまった感じだが︑彼は９
００戦目にも勝っていた︵ 年
バーレーンＧＰ︶︒１００戦目
以降︑１００戦刻みの節目レー
スに２度勝った人はハミルトン
より前にはいない︒近代〜現代
のＦ１は将来︑ハミルトンとセ
バスチャン・ベッテルの時代と
して記憶されていくのだと思う
が︑王座獲得数でベッテルの上
に出ているハミルトン︑メモリ
アル記録の面でも先行中だ︒

●5月12日
F1 第5戦 スペインGP/ルイス・ハミルトン

13

Major Winners of 2 Months

フェラーリがメルセデスと真に
互角に渡り合えるとの期待は開
幕後︑急速に萎んでしまった︒
なにしろ開幕からメルセデス
が５戦連続の１︲２フィニッシ
ュである︒これはメルセデスが
覇権を築いた２０１４年以降の
パワーユニット時代においても
これまでになかったこと︵ 年
に開幕６連勝した時は開幕戦が
１台リタイアで︑第２〜６戦が
５戦連続１︲２だった︶︒波乱
度の高いモナコ市街地で行なわ
れる第６戦の結果をフォローで
きないので︑もしかすると本誌
発売時点では連続１︲２や連勝
が途絶えている可能性もあるが︑
仮にそうでもシーズンの大勢に
影響はなさそうだ︒シルバーア
ローが完全な本調子になる前の

●5月12日
WRC 第6戦 チリ/オット・タナク

!?

スペインGPの予選で素晴らしいパフォーマンス
を見せたボッタス。彼のこういうシーンが増え
てこないと、今季のF1は盛り上がらない。

●4月28日
WRC 第5戦 アルゼンチン/ティエリー・ヌービル
スペインGP決勝スタート直後、
奥の⑤ベッテル
もここは頑張ったが……。㊹ハミルトンと ボ
ッタス、このふたりの戦いが今季の核か。

スパウェザー が久々に本領発揮した印象のWEC1819第７戦、トヨタがLMP1世界王座獲得を決定した。

14

16

現在進行形のモータースポーツシーンに注目
Text/Toshiyuki Endo
Photos/xpb, TOYOTA, INDYCAR, GTA

開幕からメルセデスが５戦連続で１︲２フィニッシュ
結局はシルバーアローの強さだけが際立ったＦ１序盤戦
第５戦スペインの表彰台、1-2のメルセデスデュオがダイムラーのCEO職を退くディーター・ツェッチ
ェに大きな謝意を表した。ハミルトンは第３戦中国で F1通算1000戦目の勝者 になっている。

●3月31日
F1 第2戦 バーレーンGP/ルイス・ハミルトン

14

O
N
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今季のスーパーフォーミュラ
︵ＳＦ︶は予選順位があてにな
らないことがトレンドか？ 状
況はレースそれぞれだが︑開幕
れくらいに熱く︑なおかつ好内
容の通算６勝目であった︒

しても︑星野一義インパル監督
のもうひとつの代名詞︑闘将に
関しては関口も現役中からそれ
を襲名していいように思う︒そ

川も石浦も不満だろう。真なる最強
へのテイクオフ、そんな雰囲気を感
じさせるコンビ通算３勝目だった。

P

O

T

F

O

C

U

いるような気もするこのカテ

コでようやくシーズン２勝ド
ライバーが誕生した︒勝った
のは昨季王者のジャン︲エリ
ック・ベルニュ︵ＤＳテチー
ター︶︒概ね似たような顔ぶ
れがずっと王座を争ってきて

●フォーミュラＥの ︲ シ
ーズンは混戦︑９戦目のモナ

ＯレーシングのＧＴ︲Ｒで戦
うＧＴ３００でも２戦目の富
士でポール獲得に貢献したの
はお見事︵彼はＱ１担当︑Ｑ
２でポール獲得を決めたのは
僚友の平峰一貴︶︒雨のＦ３

Ｆ３で速いのはある程度予想
がついたわけだが︑ＫＯＮＤ

収を完了︒カルソニックカン
セイとマニエッティ・マレリ

ィングスが︑昨年発表したマ
ニエッティ・マレリのフィア
ット・クライスラーからの買

ち株会社であるＣＫホールデ

オートポリス予選で他を１秒
離した走りも圧巻だった︒
●カルソニックカンセイの持

の中嶋一貴＆アロンソ＆ブエ
Ｆ３で３位に入っている︒Ｂ
ミがかなり有利になっている︒ ︲Ｍａｘ ・モトパークで走る

S

ゴリーだが︑過去４季はすべ
て王者が異なってもいる︒ベ
ルニュは初の２冠目獲得を連
覇で果たせるか︒なお︑モナ
コ終了時点のランク２位はベ
ルニュの僚友アンドレ・ロッ
テラー︵９戦終了時点で未勝
利︒第 戦は５月 日開催︶
︒
●今季︑全日本Ｆ３＆ＧＴ３
００で走っているサッシャ・
フェネストラズはなかなかの
逸材と見た︒１９９９年生ま
れ︑７月で 歳になるフラン
ス国籍選手で︑昨年はマカオ

第３戦アラバマで佐藤琢磨がインディ通算
４勝目。ポール・トゥ・ウインは自身初だ。

S

の勝利が来た︒移籍︵復帰︶
２年目のレイホール・レター

●佐藤琢磨がインディカー・
シリーズ第３戦アラバマで今
季初優勝︒昨年の終盤第 戦
で勝って以来の通算４勝目で︑
これまでに比べ短い間隔で次

16

マン・ラニガン・レーシング
とのフィット具合の進化が感
じられる︒そして第１０３回
インディ５００の予選は 位︒
予選順位が決勝に直結する度
合いが高いとはいえない性質
のレース︑勝ち方を知ってい
る琢磨だけに︑本誌発売時点
で２度目の制覇が達成されて
いることを期待したい︒
●ＷＥＣでは ︲ シーズン
最終戦のル・マン 時間を前
に︑トヨタが４季ぶりという
ことになる
〝チーム部門王座〟
の獲得を決定︒ドライバーズ
タイトル︵ＬＭＰ部門︶に関
してもトヨタ勢の戴冠が決定
しており︑数字的には８号車

25

SUPER FORMULA

戦鈴鹿は 番グリッド発進のニ
ック・キャシディが優勝︑第２

関口雄飛︑お得意の
〝劇勝〟
で今季初Ｖ
現役中から闘将の異名を襲名してもいい

戦オートポリスに関しては表彰
台に上がった３人のグリッドが
︑ ︑ 位である︒
そのオートポリスで勝ったの
はインパルの関口雄飛︒彼らし
い劇勝といえ︑参戦４年目︑レ

けては（現場メンバー自体はそう変
わらないながらも）体制の見直しが
あったという。そして立川がチーム

20

WRC

ＷＲＣ初開催のチリでトヨタのタナク完勝
〝 冠〟
を従えての表彰台は歴史の節目？

ース数が多くないＳＦで毎年勝

モータースポーツに限らず︑
スポーツには偶発的に﹁これは
歴史の節目ではないか？﹂と感
じられるリザルトや表彰台の顔

ＷＲＣ初開催という特別な一
戦で︑ほぼ完勝してみせたのは
トヨタのエース︑オット・タナ
ク︒表彰台の両横には王座６連
覇中のセバスチャン・オジエと︑
オジエの前に９連覇していたセ
味深く感じられる︒オジエより

合わせが現出することがある︒
今季のＷＲＣ第６戦チリがそう︒

４歳下の 歳という年齢をどう

コンビ結成時から最強をうたわれ
ながら、過去４季で２勝、無冠は立

オートポリス戦、日曜朝の雨中予選では消化不
良な思いをするも「絶対あきらめない。優勝す
る」決意で関口はレースに臨み、見事に勝利。

12

シリーズ４位ながらも勝利なしに終
わった昨季の結果を受け、今季に向

10

は新ブランド﹁ＭＡＲＥＬＬ
Ｉ﹂のもとで﹁グローバル化
を加速する﹂としている︒
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バスチャン・ローブ︒直近 年
31

11

村田淳一 工場長 （新取締役）ら
スタッフとの絆はさらに強固になっ
たようだ。そういった背景もチーム
総合力がものをいう長距離500㎞戦
で活き、シーズン２戦目という早い
段階での復活勝利につながった。

14

19

インディ500に臨んだ アロンソは予選落
ち。
世界３大レース制覇達成はお預けに……。

富士500㎞は㊳セルモLC500と㉓ニスモ
GT-Rの優勝争いになり、セルモに軍配。ニ
スモは開幕２戦連続ポール・トゥ・２位に。

っている彼には〝劇勝王〟の称
号を贈りたくなってくる︒そし
て日本一速い男の称号はチャン
ピオンにならないと賜れないと

真なる最強コンビへ、立川&石浦が新役職初優勝

見るかには微妙な面もあるが︑
将来︑このラリーの表彰式の写
真は大きな意味をもつものにな
っているかもしれない︒

SUPER GT 第2戦「富士500㎞レース」
：5月3〜4日

間の 冠を独占した〝ふたりの
セバスチャン〟を従えての完勝
を︑しかもＷＲＣ初開催国でタ
ナクが成し遂げたというのは意

15

17

決意をにじませていた。
チーム名は L E X U S T E A M
ZENT CERUMOで、タイヤはブ
リヂストン、ドライバーはコンビ結
成５年目の立川と石浦。字面的には
昨季までと変わらない38号車だが、

15

16

の総監督に、石浦はセルモの取締役
に就任するという異例の人事のなか、
彼らと名将・村田卓児エンジニア、

24 19

18

初開催ラウンドで快心の勝利をおさめ、ふたり
の王者に脇をかためてもらってのポディウム頂
点。タナクはこの勝利を歴史の節目にできるか。

「そうですね、
（今季初優勝した）
今の気持ちは……『見たか』と。そ
れが率直な気持ちです」
走りだけでなく記者会見コメント
も巧い立川祐路らしく、笑いを含み
つつの優勝第一声ではあったが、
『見
たか』の部分にはいつにない強い力
がこもっていた。総監督兼ドライバ
ーというGT500では珍しい立場で
臨む今季にかける彼の並々ならぬ気
迫が伝わってきたし、横に並ぶ取締
役兼ドライバーの石浦宏明も同義の
内容を話して、やはり今季への強い

18

15

CLOSE UP RACE
昨季まで、GT500ではスーパーフォーミュラほどの成功
はおさめられなかった立川＆石浦。今季こそ王座を狙う。

追悼

不 死 鳥、天 へ。
Niki LAUDA ニキ・ラウダ

1949.2.22 - 2019.5.20
記録優秀な上に、記録より記憶に残った稀有なる巨人
Text/Toshiyuki Endo Photos/XPB, LAT Images

今号の編集作業が終盤に近づいた頃、 ル連覇を目指していたラウダはニュル
訃報が飛び込んできた。本来なら訃報
ブルクリンクでのドイツGPで火災を
の大小など語るべきではないと思うが、 伴う大クラッシュに遭遇、頭部に火傷
世界のモータースポーツ界、そして本
を負うなどした。それでも不屈の闘志
誌にとって極めて大きなインパクトを

で早期に戦線復帰。そしてジェームス

もつ訃報であったことは事実だ。
1975、77、84年と3度もF1の頂
点に立ったニキ・ラウダが、逝った。
近年はメルセデスF1チームの首脳

・ハントと最終戦の富士スピードウェ
イまで王座を争い、豪雨のなかで自身
はリタイアを選び、それがハントの逆
転王座にもつながることに──。あの

のひとりとして活動し、トト・ウォル

シーズンのことはあまりに有名だ。ラ

フらと一緒にテレビ画面に映るシーン
も多かったラウダだが、昨年、肺の移

ウダとハントのストーリーは、近年に
映画『RUSH 』として鮮やかによみ

植手術を受けたとされ、それ以降も入
退院を繰り返すなど、現場復帰には時
間を要していることが報じられていた。
そして2019年5月20日、家族に見
守られて、息を引き取ったという。享
年70（右の写真は16年撮影のもの）
。
オーストリアが生んだ巨人のF1通

がえってもいる（日本公開2014年）
。
1977年には２度目の戴冠を果たす
も、マラネロを離れブラバムへ。その
後は一時引退を経てマクラーレン入り
し、84年には僚友アラン・プロスト
に0.5点差で勝利して３度目の戴冠。
85年限りで２度目の引退。その後、

算成績は25勝、ポールポジション獲
得24回、そしてタイトル獲得が3回。
その成績はもちろんとして、ドラマの
部分でもラウダは大きな存在だった。
フェラーリ時代の1976年、タイト

フェラーリやジャガーでのチーム首脳
系の仕事はもうひとつうまくいかなか
った印象だが、前述したように最近は
メルセデスで、ドライバー時代以来の
栄光を味わっていた。
また、ラウダは航空会社の経営等で
も知られる。息子のマティアス・ラウ
ダはDTM等で活躍した。
本誌では2011年にNo.455でラウ
ダを特集したことがある（14年の年
末に刊行されたアーカイブスvol.9に
も主な内容が再録されている）
。そこ
で得られた結論は、ニキ・ラウダとい
うF1ドライバーの総合力の高さと後
世に及ぼした影響力の大きさ、そして
繰り返しになるがドラマ性に富んだ生
き様だった。記録面も優秀なのに、あ
る意味では記録より記憶に残る選手で
あった、そこにこそニキ・ラウダとい
う存在の凄さが凝縮されていよう。
偉大なる 不死鳥（フェニックス）
よ、どうぞ安らかに──。
F

ライバルのハント（左）
と競った若き日、フェラ
ーリ時代のラウダ。76年
に王座を失っていなけれ
ば、ラウダは75〜77年
と３連覇だった。

F1現役最終シーズンは85
年、前年に僚友プロストを
接戦の末に下して得た１番
で走るラウダ。彼の
MP4/2Bの後ろにはアイル
トン・セナがいる。

76年の富士F1、ラウダは厳しい天候と路面コンディションを理由に早期自主リタイアを決意。カーナ
ンバー１の312T2から降りた。王座はハントが逆転でゲット。

＊EYES ON NOW「opinion on THE SCENE」
は急遽お休みとしました。
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レーシングオンを
定期購読しませんか？
◉便利な月額払い購読（※）がスタート!
※毎月ご利用分だけのお支払い。いつでもお客様マイページより配送停止のお手続きが可能です。

◉毎号、送料無料でご自宅へお届け!
◉買い忘れなし、破損本なしで安心!

詳し くは こ ちら
［スマホ・パソコンで検索］

レーシングオン 次号予約
［スマホ・携帯電話から］

［お電話から］

フリーダイヤル

0120-223-223

（24時間365日受付）
Photo/Ryoma Kashiwagi

※定期購読のご契約はFujisan.co.jpとなります。
お申込みはFujisan.co.jpの利用規約に準じます。

富士山マガジンサービス cs@fujisan.co.jp

モーターファンフェスタ2019

1日限りの夢広場が春の富士に！
Text/Racing on Photos/Motorfan Festa

1

2

3

スーパーグリッドウォークには多くのレーシングカーも参加。
スーパーアグリSA06。フロントノーズのみSA05だった。
キグナスカラーのローラT91/50。小河等車のT91/50は実戦
経験がほぼないレアな個体。 かつてはチームルマンからJGTC
に参戦した経歴を持つ300ZXは本来の姿であるIMSA仕様とな
り復活。 萩原光が駆ったレイトンハウスのGCも登場した。

1

4

2

４月14日（日）
、富士スピードウェイ
でモーターファンフェスタが開催された。
2016年に初開催され、今年で４回目を

ンなどスーパースポーツカーに同乗試乗
できるなど体験型のコンテンツも多数。
さらに締めくくりにはD1グランプリの

迎えるこのイベントは株式会社三栄のメ
ディアが総力を結集して開催するクルマ
のお祭り。モーターファンフェスタの恒
例コンテンツとなっている「スーパーグ
リッドウォーク」ではレアなレーシング
カーやスーパーカー、チューニングカー
などを約1.5㎞もの長さを誇る富士のホ
ームストレートにズラリと並べ、間近で
眺めることができたりしたほか、新型車
に試乗しライバル車と乗り比べることが
できたり、ランボルギーニやマクラーレ

エキシビションで迫力のドリフトを堪能
できるなど、クルマ好きなら１日では満
喫しきれないほどのコンテンツが盛りだ
くさんだった。
そのほかにも今年はマスクを被ったア
イドル「仮面女子」のライブが見られた
り、飲食エリアにずらりとキッチンカー
が並ぶなど、クルマ以外でのお楽しみも
たくさんあった。ぜひ来年は彼氏、彼女、
友達、家族を誘って、富士スピードウェ
イへ来場してみてほしい。

3

4

ジムカーナ場では初代から現行V37までが一堂に会するオール・スカイライン・ミーティングを開催。 パドックには数多くの
ショップの展示ブースが出展。ここでしか手に入らない掘り出し物が手に入るチャンスも？ 外周路などでは話題の新型車に試乗
することができた。 D1グランプリエキシビションでは各選手が白煙モクモクの迫力あるドリフトを披露。
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編集部がセレクトした旬なアイテム情報をお届け！

NEW CAR

BOOK

17年ぶりにスープラが復活！
17年ぶりにスープ

フォーカスWRCのすべてがここに
フォーカスWRCの

トヨタがスポーツカー、新型スープラを発売
した。今回90型と呼ばれるスープラは今も
ファンの多いJZA80型スープラが2002年に
生産中止となってから17年ぶりの復活となり、
BMWとの提携によって生まれたスポーツカ
ー。ホイールベース、トレッド、重心高の３
要素をもっとも重要なファクターだと捉え、
開発された１台だ。グレードは80型スープ
ラへのオマージュから下から直４エンジンを
搭載し197psを発揮するSZ、同じく直４ながら258psのSZ-R、そして直６を積む340psの
トップグレードRZという３種類がラインナップされている。
DATA

モータースポーツの書籍やCD、DVDなどを取り扱う代官山
蔦屋書店は『WRC：The Focus Era』を入荷した。これは
1997年にWRCで始まった新規定に合わせてフォードが投
入したラリーカー、フォード・フォーカスWRCを紐解く資
料集。車両製作を行なっていたMスポーツが生み出した全
97台のフォーカスWRCのレース歴やハイライトを関係者に
よるコメントとともに１台づつ紹介しているほか、さらにデ
ビューした97年から一線を退く2010年までの名勝負とベ
ストシャシーなどが収録されている１冊。同店ではこのほか
にも964型ポルシェ911 カレラRS／RSRの専門資料集
『Porsche 964 Carrera RS 3.8』などを入荷している。
DATA

■トヨタ自動
■トヨタ自動車株式会社
■☎0800-700-7700
■toyota
jp/in
■toyota.jp/index.html
■490〜690万円（税込）

■代官山蔦屋書店
■代官山蔦屋

MODEL KIT

■☎03-3770-5005

RC CAR

■store.tsite.jp/daikanyama/

■１万3230円（税込）

NEW CAR

ER34スカイラインのキットが新登場
ER34スカイライン

R32のHKS号RCカーが発売
R32のHKS号RC

ラインナップにカイエンSクーペが追加
ラインナ
プにカイ

プラモデルメーカーの青島文化教材
社が「ザ・モデルカー」シリーズの
新作として「1/24 ニッサン ER34
スカイライン 25GT-Xターボ '98」
を６月に発売予定だ。これは98年
に登場したER34型スカイラインの
４ドアモデルをキット化したもので、
実車を3Dスキャンし忠実に各パー
ツが再現されているほか、作りやすさなども考慮されたキッ
トとなっている。スカイラインファンは要注目だ。

タミヤが「1/10 RC HKS
ニッサン スカイライン
GT-R Gr.A（TT-01シャー
シ TYPE-E ）を発売した。
これは 93 年の JTC 第３戦
S U G O で優勝を果たした
HKSのグループA R32GT-RをRC化したもので、HKSのエ
ンジンオイル缶をイメージしたカラーリングも再現できるよ
うになっているほか、整備性に優れ、性能の良い TT-01
TYPE-Eシャーシを採用することで走りも楽しめるキットだ。

ポルシェはカイエンクーペの
モデルラインナップにカイエ
ンSクーペを追加すると発表
した。このモデルはカイエン
クーペとカイエンターボクー
ペの中間に位置するグレード。
440psを発揮する2.9ℓのV6ツインターボエンジンが搭載
され、ポルシェアクティブサスペンションマネジメントシス
テム（PASM ）が標準装備となるなど注目の１台となりそ
うだ。なお、日本導入時期は未定。

DATA

DATA

■株式会社青
■株式会社青島文化教材社
■☎054-263-2595
■www
aosh
■www.aoshima-bk.co.jp/
■3200円（税抜／予価）

DATA

■株式会社タ
■株式会社タミヤ
■☎054-283-0003
■www.tamiya.com
■www
tamiy
■１万2960円（税込）

■ポルシェカ
■ポルシェカスタマーケアセンター
■0120-846-911
■www.porsche.com/japan/
■
porsc

プレゼント応募方法
官製ハガキに左下の応募券を貼り、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号と①希望プレゼント番号とプレゼント名②今号
の特集（P8〜100）で良かった記事とその理由③本誌へのリクエストや感想を明記して、下のあて先「プレゼント応募」
係へお送りください。締め切りは2019年７月31日
（当日消印有効）
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For Readers
EBBRO
1/24 シトロエンDS21
プラモデルキット

a

提供：エムエムピー

１名

c
Beemax 1/24
BMW M3 E30 1992
プラモデルキット＋
ディテールアップパーツ

EBBRO
1/24 ルノー4・
フルゴネット
プラモデルキット

提供：青島文化教材社

１名

提供：エムエムピー

１名

宛先はこちら
〒160-8463 東京都新
東京都新宿区新宿6-27-30-7F

券

募 .
応 No
on
’
R

1
0
5

株式会社三栄 レーシ
レーシングオン編集室「プレゼント応募」係

提供：エムエムピー
※希望の英字を明記してください。

ホットウィール
チームトランスポート
ハコスカ＋サクラスプリンター

各１名

提供：編集部

1/43 EBBRO SUPER GTミニカー

b

UCC NISSANワークス
プレミアムコレクション 全6種セット
提供：編集部

１名

１名
1/43 モデルガレージ ロム特注
ポルシェ962GTI ミニカー
1989 WSPC鈴鹿
提供：モデルガレージ ロム
http://www.romu-romu.com

１名
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No.483
No.484
No.485
No.486
No.487
No.488
No.489
No.490
No.491

ウイングカーの時代
F1最熱狂期 PartⅡ
（付録DVD付き）
DTM／ITC＋BTCC〔1993-1996〕
片山右京（付録ポスター付き）
フェラーリ312Tシリーズ
シルエットフォーミュラ PartⅡ
LANCIA & PEUGEOT'S C
ミカとミハエル（付録DVD付き）
A伝説 Division 3 （付録DVD付き）

No.492
No.493
No.494
No.495
No.496
No.497
No.498
No.499
No.500

A伝説 R32 GT-R （付録DVD付き）
70年代F1キットカーの時代
レーシングスープラ
ポルシェ917vsフェラーリ512
F1最熱狂期 PartⅢ
ゲルハルト・ベルガー
JSPC＋IMSA-GTP
ウイングカーの時代 PartⅡ
セナと中嶋の時代

●価格：各1463円＋税
※No.485／No.490／No.491／No.492は1713円＋税
※No.483／No.484／No.486／No.487／No.488／No.489／
No.493／No.494／No.495は1435円＋税
※No.500は2000円＋税

●電子版のご案内
保管場所に困らず、誌面をダウンロードして iPad や PC、
スマートフォンといった複数の端末で読むことができま
す。新刊からバックナンバーまでオートスポーツブック
ス「ASB電子雑誌書店」ほか、電子雑誌書店にて販売中。

PRINTED by TOPPAN PRINTING CO.,LTD
本誌掲載の記事、写真等の無断転載、複写は法律で定めら
れた場合を除き、著作権侵害になります。
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