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２０２２年ＦＩＡ世界耐久選手権 

【競技規則】 

 

 

1. 一般規定 

 

1.1 序文 

 

 ＦＩＡ世界耐久選手権（以下、選手権）は、「ル・マン」ハイパーカー、「ル・マン」プロトタイプ

車両（以下、ＬＭＰ１ＮＨおよびＬＭＰ２）および「ル・マン」グランドツーリング耐久車両（以下、

ＬＭＧＴＥ、ＬＭＧＴＥ ＰｒｏおよびＬＭＧＴＥ Ａｍ）のみを対象とする選手権で、ＦＩＡおよび

ＡＣＯとの協力の成果である。選手権は主に世界耐久ハイパーカーチャンピオンのタイトル、世界耐久

ハイパーカードライバーチャンピオンのタイトル、ＧＴ世界耐久製造者チャンピオンのタイトルおよび

ＧＴ世界耐久ドライバーチャンピオンのタイトルから成る。本選手権のカレンダーに登録された競技に

より構成され、それらについては本規則第２条２項に明記されるオーガナイザー協定（Organization 

Agreement）に、ＡＳＮおよびオーガナイザー（第２条１項参照）が署名している（付則１－パートＤ参

照）。 
 

 本選手権は、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則ならびにそれらの付則（以下、国際競技規則。た

だし付則Ｊ項第２５１条車両の分類および定義を除く）、本規則に反することのないサーキット一般規

則の条項、選手権特有の本競技規則、適用される技術規則ならびにそれらの付則、および競技会に適用

される特別規則により統轄される。 

 

 すべての参加団体（ＦＩＡ、ＡＳＮ、オーガナイザー、競技参加者およびサーキット）は、選手権を

統轄する規則を適用すると共にそれを遵守することを約束する。 

 

 選手権規則の適用に関するいくつかの側面は、「ル・マン協定」（以下、「協定」）で制定されたＷ

ＥＣコミッティ（以下、「コミッティ」）に委ねられており、その構成、任務、運営規則は上記コミッ

ティの内部規則で規定されている。 

 

 ＷＥＣコミッティの決定は 終であり、控訴できない。 

 

 ２つの競技の間に規則のある点について解釈を求めたい一切の競技参加者、製造者あるいはドライバ

ーは、それについて、どの点について解釈を求めたいのかを明記し、きちんとした動機付けをもって、

ＷＥＣコミッティに提出することができる。 

 

 ＷＥＣコミッティが出した一切の解釈について、レースディレクターおよび競技審査委員会により代

表されるスポーツ権能を拘束するものではない。 

 

 

1.2 規定 
 

1.2.1 参照版 
 
本競技規則の正本はフランス語版とし、その解釈に関して論議が生じた場合にはフランス語版が

用いられる。本競技規則は協定の条項に従ってのみ訂正を受け、世界モータースポーツ評議会は

本件について唯一資格を有する団体であると理解される。 
 

1.2.2 これらの規則を強制する競技役員のための解釈条項 
 
本規則で明確に許可されていないことは禁止される。 
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競技参加者、ドライバーまたは参加者は、スポーツマンシップおよび公平な競技に反すると思わ

れる行為があった場合、本規則の元の言葉に忠実に適用することを要求できる。 
 
同様の原則が、施行されている技術規則の解釈にも適用する。 

 
1.2.3 適用日 

 
本競技規則は一旦世界モータースポーツ評議会によって承認されると発効し、２０２２年シーズ

ンの一切のテストおよび競技に適用され、以前の選手権に関する競技規則すべてに取って代わる。 
 

1.2.4 ル・マン２４時間 
 
その特殊性を考慮し、ル・マン２４時間は、オーガナイザーによって供給される競技特別規則書

によって統轄される。 
 
競技特別規則書は、各版の前年の１２月末に競技参加者が入手可能となる。 
 
あいまいさを避けるために、ル・マン２４時間の競技特別規則書はあらゆる点で本規則よりも優

先される。 
 

 

1.3 一般条件 

 

1.3.1 競技参加者の一般的な責任 
 
ＩＳＣ第９条１５項１に定められる通り、以下は競技参加者の義務である： 
 
－ 競技参加者のエントリーに関するすべての関係者および参加者に国際競技規則、サーキット一

般規則、適用される技術規則、本競技規則、および各競技会の付則１のすべての要件を確実に

遵守させること。 
 
－ スポーツ役務が提供されている場合は、ドライバーと人員の安全性に関して、すべての措置と

決定が内部的に行われていることを確実にすること。 
 

1.3.2 競技参加者の代表 
 
各競技参加者は、選手権にエントリーする時点で、書面にてその代理人を指名しなければならな

い（ＩＳＣ第２条６項４参照）。競技期間を通じ、その期間中いかなる時でも、参加車両に求め

られる事項が遵守されていることを保証することは、その車両の担当者の責任であり、かつ競技

参加者との共同責任でもある。 
 

1.3.3 車両の適合性および安全に対する責任 
 
競技参加者は競技を通じ、自己の車両が参加の適格性の諸条件を満たし、技術規定を遵守し、安

全であることを保証しなければならない。車検に車両を提出することは、競技参加者の車両の適

合性を暗に申告したものとみなされる。 
 
1.3.4 タイヤ製造者、シャシー製造者および燃料と潤滑剤供給業者の場合 

 
現行の競技規則の目的上、タイヤ、シャシーおよび車両製造業者、燃料と潤滑剤供給業者および

ブランドは、国際モータースポーツ競技規則第１条３に従って競技の参加者とみなされるため、

参加者に対し課される義務を遵守し、スポーツ権能の決定に従わなければならない。 
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1.4 選手権競技会 
 

1.4.1 定義 
 
各競技会は制限付国際競技会の格式を有する。 
 
「競技会」とは、世界耐久選手権の年間カレンダーに登録されたすべてのレースを言い、それに

は予選があるかないかに関わらず、書類検査および技術的車両検査、すべての公式プラクティス

セッション、ウォームアップ走行がある場合はそれが、そして決勝レース自体が含まれる。各競

技のスタートおよび終了は国際競技規則第２条１.７に従って決められる。 

 

各競技会の付則１の規定に従い（第2条2参照）、競技会フォーマットは以下の通りとする： 

 

－ ２回あるいは３回、１時間、１時間半あるいは２時間のフリープラクティスセッションが、合計時

間４時間の制限の下で実施される（競技会の付則１参照）。 
－ １回の予選セッションが、スターティンググリッドを決めるため、以下の通りに運営される： 

・ ＬＭＰ１ハイパーカー、ＬＭＰ２カテゴリー車両単独の 短１０分間１回のハーフセッション。 
・ ＬＭＧＴＥ ＰｒｏとＬＭＧＴＥ Ａｍカテゴリー車両単独の 短１０分間１回のハーフセ

ッション。 
・ これらの２つのハーフセッションは少なくとも５分のインターバルとする。 

－ １レースは継続時間が６時間未満であってはならない。 
 

各競技会の付則１に定められていない限り、また安全上の理由からレースディレクターの提案で

競技審査委員会が実施を決定しない限り、ウォームアップは競技会のプログラムに予定されない。 

 

ウォームアップ走行が予定される場合、ウォームアップ走行の参加が認められる車両およびドラ

イバーのリストは予選セッション後に掲示される。 

 

1.4.2 カレンダー構成 
 
協定に従い、競技は、その他ＦＩＡ世界選手権の対象となる競技会と同日に開催することができ

る。 
 
選手権の競技会数は、 小３戦とする。 

 

1.4.3 中止 
 
競技開催日の３ヵ月前の書面によるＦＩＡへの通知を遵守せずに中止が通告された競技は、ＦＩ

Ａによってそれが不可抗力による中止であったと判断されない限り、翌年の選手権に含まれるこ

とは考慮されない。 

 

競技は、参加車両が２０台に満たない場合には中止することができる。 

 

 

2. 組織 
 
2.1 オーガナイザー 
 
 競技を組織するための申請は、当該サーキットにて競技を主催する占有的かつ必要な権限を得た

当該者（オーガナイザー）が、その競技が行われる国のＡＳＮに対してなされなければならず、

その申請を受けたＡＳＮがＦＩＡへ申請する。 
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2.2 競技の組織 

 

各オーガナイザーは、ＡＳＮを通じ、本規則の付則１に定められているインフォメーションを、

少なくともフランス語と英語にて、競技オーガナイザー、開催国のＡＳＮ、およびＦＩＡの間で

締結されるオーガニゼーションアグリーメントと共に、ＦＩＡに競技会の遅くとも１ヶ月前まで

に、また国際競技規則付則Ｈ項に従った医務役務調査票を少なくとも２ヶ月前に提出するものと

する。各競技会は、これらの書類を厳密に遵守して組織されなければならない。 
本規則により要求されるすべての書類が前述の期限までにＦＩＡに正しく送付され、それらが選

手権に適用される諸規則に合致していることを条件に、それぞれの競技のＦＩＡより査証が発給

される。 
 
ＦＩＡによりビザが各競技に発給されるが、本規則に要求されるすべての書類が前述の期限まで

に正式にＦＩＡに送付され、それらが選手権に適用される規則を遵守していることを条件とする。 
 
 

2.3 保険 

 

2.3.1 保険に関する義務と手続き 
 
競技会のオーガナイザーは、すべての競技参加者とその関係者とドライバーに、第三者保険を付

保しなければならない。 
 

オーガナイザーにより加入される第三者保険は、競技参加者や競技会に参加するその他の一切の

個人がすでに加入している個別の保険に加えて付保されるもので、それらの既得権を侵害しない

こと。 
 

競技会に参加するドライバーは互いに第三者とはならない。 
 

2.3.2 義務付けられる事務手続き 
 
競技会の３０日前までに、オーガナイザーはＡＳＮを通じ、保険契約によって保証されている内

容の詳細を少なくとも英語でＦＩＡに送付しなければならない（付則１パートＥ参照）。その保

険契約は、開催国の国内法に準じていなければならない。英語にて作成された保険証券が競技参

加者に入手可能であること。 
 

 

2.4 ＦＩＡ競技役員（オフィシャル）および派遣委員（デリゲート） 

 

2.4.1 常任競技役員 
 

ＦＩＡは選手権対象競技会にて公的な資格で務める選手権の常任競技役員を任命する。すなわち： 

 

－ 国籍のそれぞれ異なる、競技審査委員会の委員長および第二国際審査委員。ＦＩＡプラチナ

ライセンス所有者でなければならない。 
－ レースディレクター 
－ 常任テクニカルデリゲート 
－ 選手権の医務デリゲート 
－ 公式計時委員 

 

2.4.2 非常任競技役員およびデリゲート 
 

ＡＳＮにより任命される競技役員 
 
以下の競技役員はＡＳＮにより任命され、競技会を組織する申請と同時にＦＩＡへその氏名が通
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知される： 
 
－ 審査委員の少なくとも１名は、イベントを主催するＡＳＮ、またはオーガナイジング・パー

ミット（組織化許可）を与えるＡＳＮによって指名されるものとする。 

－ 競技長 
 
ＦＩＡに任命されるデリゲート 

 

ＦＩＡはさらに各競技会に以下を任命することもできる： 

 

－ ＦＩＡ代表スポーツデリゲート 

－ 競技審査委員会のアドバイザー 

 （その資格および役割については本規則第２条４項３に規定される） 

－ セーフティデリゲート 
 

ＦＩＡデリゲートの役割は、競技会競技役員を補佐することであり、また選手権を統轄するすべ

ての規則が遵守されているかを権限の範囲内で確認し、必要ならば自らの判断による意見を述べ、

競技会に関する必要なすべての報告書を作成することである。 
 

2.4.3 競技審査委員会のアドバイザー 
 
競技審査委員会のアドバイザーは、経験豊富な元耐久ドライバーであることが必要である。その

役割は審査委員会が決定を下すにあたり、モータースポーツ一般に関するすべての質問、および

特に以下についてアドバイスを行うことで補佐することである： 
 

－ コース上でのドライバーおよび競技参加者の行為 

－ 委員会がドライバーの分類について決定を求められる場合に、その分類について。 

 

アドバイザーは競技審査委員会の会議に出席をすることができるが、投票の権利は有さない。 

 

2.4.4 テクニカルデリゲート 
 
ＦＩＡおよびＡＣＯのテクニカルデリゲートは、技術的な事項に関して全権を有する。競技審査

委員会の留意のために発行されるテクニカルレポートには、ＦＩＡおよびＡＣＯのテクニカルデ

リゲートが署名しなければならない。 
 

2.4.5 競技長とレースディレクターの関係 
 

 競技長はレースディレクターと常時協議しながらその役務を行う。国際競技規則により競技審査

委員に付与された権限により、レースディレクターは以下の事項について優先権限を有し、競技

長はレースディレクターの明確な同意を得てのみ以下に関する命令を下せるものとする。 
 

・ プラクティスおよび決勝レースのコントロール、タイムテーブルの厳守、また必要ならば国

際競技規則または競技規則に従ってタイムテーブルの変更を競技審査委員会に対し提案する

こと。 
・ 国際競技規則または競技規則に従って車両を停止させること。 
・ プラクティスの中断すること。 
・ スタート手順 
・ セーフティカーの使用 
・ フルコースイエローの使用 
・ レースの中断と再開 
・ レースの 終的な中止 
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2.4.6 競技役員の一般的義務 
 
レースディレクター、競技長およびテクニカルデリゲートは、遅くとも競技の開始からサーキッ

トに立ち会い、ＦＩＡ審査委員は車検終了の前から立ち会わなければならない。 
 

レースディレクターは、車両がコース上の走行を許されている間は、競技長、テクニカルデリゲ

ート、および審査委員長と常に無線で連絡が取れる状態になければならない。これに加え、この

間、競技長はレースコントロールに就き、全マーシャルと無線連絡をとれる状態になければなら

ない。 
 

 

3. エントリー、カテゴリー、クルー 
 
3.1 一般規則 
 

3.1.1 シーズンエントリー： 
 
エントリー手続きは、プロモーターと協力し、ＦＩＡの指導と責務の下におかれる。 
 

選手権へのシーズンエントリーは、当該選手権のカレンダーに登録されたすべての競技会に関わ

るものであり、１カテゴリーにつき 大２台に制限される。 
 

選手権に正式に登録された競技参加者は、選手権対象競技会への全戦参加が義務付けられる。 
 
3.1.2 エントリーの譲渡および出場取消 
 

いかなるエントリーの第三者への譲渡は正式に禁じられている。 

 

選手権出場を取り消す、あるいは競技の出場を取り消す場合は、すべてＦＩＡへ書面にて、受け

取りの証明が発行される書留書簡により、プロモーターへのコピーを添えて通知されなければな

らない。 

 

この形式に従わない一切の競技参加者には、罰金１０,０００ユーロが課せられる。 

 

一切の出場取り消しは、変更することはできず、エントリー料金、技術費用あるいは燃料費用前

払い金は返金されない。 

 

3.1.3 ル・マン２４時間の特別規則 
 

協定および本規則第１条２.４に従い、ル・マン２４時間のエントリー手順は、競技の特別規則に

よってのみ統括される。 

 

ル・マン２４時間に特別な選考委員会が形成され、エントリーリストが作成される。 

 

シーズンエントリー（第３条１.１参照）はル・マン２４時間の参加招待を含む。招待の 終的な

帰属は、競技参加者の選手権のその他の競技会への参加を必須とする。 

 

競技参加者が、ル・マン２４時間にエントリーを申請する場合、競技会特別規則書に定められる

通りのエントリーフォームの提出が求められる。このエントリーフォームの受理はル・マン２４

時間選考委員会によって評価される。 
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3.1.4 ライセンス 
 

選手権に参加するすべてのドライバー、競技参加者、競技役員は、有効なライセンスを保持しな

ければならない。ドライバーの場合、ライセンスは国際競技規則付則L項の第１章の第２条に準拠

していなければならず、必要に応じてASNが発行した有効な認可証を受けなければならない（国際

競技規則の第３条９.４参照）。 

 

競技参加者ライセンス 

 

提出される競技参加者ライセンスの文字表現は公式書類でのみ使用される表現である。文字数は

スペースも含めて 大２５字までが認められる。 

 

選手権あるいは当該競技のエントリー締め切り日以降は、いかなる変更も受け入れられない。 

 

ハイパーカーカテゴリーに製造者としてエントリーした競技参加者の場合、競技参加者ライセン

スの文言にブランド名称が表示されなければならない。 

 

ドライバーライセンス 

 

ハイパーカーカテゴリーに出場するドライバーは、ＦＩＡグレードＡであること。 

 

その他のカテゴリーには 低ＦＩＡグレードＢが必要である。 

 

 

3.2 エントリー手続き 

 

3.2.1 選考委員会および選手権出場許可 
 
協定に従い、競技参加者の選考は、耐久委員会と合わせて６名の委員で構成される選考委員会に

よって実施される。当該委員会の構成は、ＦＩＡウェブサイトで閲覧できる。 
 
選考委員会は、申請に関する決定のため遅くとも２０２２年１月１７日までに召集される。 
 
競技参加者は、参加料の全額支払いがＦＩＡに受領されるまで（上述の条件にて）、選手権ある

いはその競技会に 終的に参加承認されたとは見なされない。 
 
3.2.2 一般的なケース：エントリーフォーム、書類、締め切り 
 

本規則の付則２にあるエントリーフォームは、選手権の正式エントリー開始日である２０２１年

１２月６日からＦＩＡのウェブサイト（www.fia.com）にて入手可能である。 
 

 協定に従い、申請書類は、毎年遅くとも２０２２年１月７日正午の消印で、以下の住所に、完成

され署名された原文が郵送によりプロモーターに返却されなければならない。 
 

Le Mans Endurance Management 
For the attention of Mr Cédric VILATTE 

FIA WEC 
30 rue Galilée 
75116 PARIS 

FRANCE 
 

各申請書類には、以下が添えられていなければならない。 
 
・ カテゴリー毎に競技参加者あたりのエントリーフィーに対応する第３条３項３に規定される
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ＦＩＡの口座への金額の支払い証明書。 
・ 当該年の競技参加者ライセンスのコピー。 
・ 選考委員会の選択を促進できるような詳細な説明。 
・ 各ドライバー（１台につき 大３名）の氏名および戦歴。 
・ 各ドライバーのパスポートのコピー。 
・ エントリーした車両台数にて全競技会に参加する申請者の書面による保証。 
 
競技参加者は、エントリー申請書類に加え、競技参加者に適用される非スポーツ行為規定に署名

し（オンライン）、これを尊重しなければならない。この規定は、オンライン・エントリーフォー

ムの手続きにおいて入手可能である。 
 
ＦＩＡおよび／あるいはプロモーターは、選考委員会の決定を促進するために、競技参加者から

追加の情報を要求する権限を留保する。 

 

協定に従い、選手権の競技参加者の一覧が選考委員会によって認証される（本規則第３条２項１

参照） 

 

3.2.3 ハイパーカーカテゴリーへのエントリーに関する特別条件 
 

第３条３項１ａ）の規定を遵守する一方で、ハイパーカーのカテゴリーにエントリーすることを

希望する競技参加者は、「ル・マン」ハイパーカーＦＩＡ世界耐久選手権に参加しなければなら

ない。この目的のため、競技参加者には、以下が義務付けられる： 
・ 特定のエントリーフォームへの記載 
・ ＦＩＡ国際競技参加者ライセンスの提出 
 
ＦＩＡ世界耐久選手権に「ル・マン」ハイパーカーカテゴリーでエントリーすることを希望する

競技参加者は、車両ブランド名称の下で公認車両をエントリーしなければならない。この目的の

ために、競技参加者はＷＥＣコミッティに以下を提出しなければならない： 
 
－ 競技参加者の代表者（第１条３．２参照）および車両ブランドの代表者（異なる場合は、車

両製造者の代表者）が連署した申請書。これらの代表者は、親会社から完全かつ法的に権利

を与えられていなければならない。これは競技参加者の責任下に置かれる。 
 
－ ブランドに関する情報や、選手権へのコミットメントを含むプレゼンテーション資料一式。 
 
耐久コミッションは、ＷＥＣコミッティから送られてきた申請書を審査し、申請者にさらなる情

報を求めることができる。耐久コミッションは、 終的にその全裁量により、車両ブランドおよ

び車両名称の選手権への参加の可否を決定する。 
 

3.2.4 ＬＭＰ２カテゴリーへエントリーする特別条件： 
 
・ ＬＭＰ２カテゴリーは、製造者および／あるいはエンジン供給業者から独立しているプライ

ベートチーム専用のカテゴリーである（適用される技術規則に規定されている定義参照）。 
  
・ 必要であれば、競技参加者の会計報告を監査するため、ＷＥＣコミッティは適任の独立した

公共事業機関に調査依頼する権利を留保する。車両を公認した製造者によって製作された部

品は、かならず販売されていなければならず、これと同じ車両モデルを使用している選手権

に参加するすべてのチームに供給することができなければならない。ＷＥＣコミッティは当

該部品の技術的説明を要求することができる。本規則に違反した場合は、ＦＩＡにより制裁

が課せられる結果を招く場合がある。 
 

3.2.5 ＬＭＧＴＥ Ｐｒｏカテゴリーへのエントリーに関する特別条件： 
 
競参加技者は、ＬＭ ＧＴＥ Ｐｒｏカテゴリーに 大２台の車両をエントリーできる。 
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製造者は、ＬＭ ＧＴＥ Ｐｒｏにフルシーズンベースでエントリーした同じ銘柄の車両を２台ま

で有することができる。第３条３項１ａ）の規定を遵守する一方で、ＬＭ ＧＴＥ Ｐｒｏのカテ

ゴリーにエントリーすることを希望する競技参加者は、ＦＩＡ世界耐久選手権ＧＴ製造者部門に

参加しなければならない。この目的のため、競技参加者には、以下が義務付けられる： 
・ 特定のエントリーフォームへの記載 
・ ＦＩＡ国際競技参加者ライセンスの提出 

 
3.2.6 「追加」競技参加者のエントリー 
 

例外として、また、選手権を象徴することが可能でありうるという関心の高さ次第で、選考委員

会は、１つあるいはそれ以上の競技会について、１台以上の追加車両を、それに適用される技術

規定および公認規定への合致を条件として認める場合がある。 
 
追加車両は競技会の順位認定には表示されるが、本選手権の異なる順位認定には表示されない。 
 
「追加」車両をエントリーする競技参加者はすべて、下記第３条２項２に規定されるエントリー

手続きに従い、登録しなければならない。ただし、締め切りに関しては除く。 
 
しかしながら、これらの競技参加者は、当該競技会開始の遅くとも８週間前までに、完全な書類

一式を送付しなければならない。 
 
競技参加者は、供給物資および技術費用の前払い金を支払った証明資料も提供しなければならな

い。 
 

 

3.3 エントリーフィーおよび金融条件 
 

すべての金額は「税抜き」で表示されている。ＶＡＴ（付加価値税）は適用規定に従って付加さ

れる。 

 

3.3.1 選手権参加料とエントリーフィー 
 
選手権のすべての競技会に参加する料金は、車両１台につき１９,９００ユーロが、選手権対象競技

会数で乗じられる（ル・マン２４時間を除く：第３条１．３参照）。競技参加者が参加しなかった場

合、この料金は例外的状況がある場合のみ、競技審査委員会の裁量にて返金される。 
 
選手権参加料に加算される、ハイパーカー世界チャンピオンのタイトルおよびＧＴ製造者ワール

ドチャンピオンへの参加料は次の通り： 
 

・ ハイパーカー（ＬＭＰ１ ＮＨ含む）：エントリーの製造者毎に３７６,８００ユーロ 

・ ＬＭＧＴＥ：製造者毎に３２４,５００ユーロ 

 

3.3.2 「追加」競技参加者の参加料 
 

「追加」競技参加者の選手権参加料は次の通り： 
 

・ 競技毎に車両１台につき３６,６００ユーロ 

・ 供給物資およびその他の技術費用の前払い金として（天気予報サービスを含む）。 

・ ６時間レースのすべての競技会について、１４,０００ユーロ 

・ ８時間レース（あるいは１０００マイル）のすべての競技会について１８,０００ユーロ 
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3.3.3 参加料の支払い 
 

カテゴリー毎に競技参加者あたり 低１台のエントリーに対する参加料は、エントリー書類提出

のときに、以下の住所のＦＩＡへ銀行送金にて支払われなければならない： 
 

FIA 
8, Place de la Concorde 

75008 Paris (France) 
 

銀行口座詳細は次の通り： 
Crédit du Nord 
50, rue d'Anjou 
F-75008 PARIS 
口座名：FIA 
コードIBAN： FR 76 3007 6020 2025 3680 0020 034 
スイフトコード： NORDFRPP 

 

競技参加者がプロモーターおよびＦＩＡに明確な要求をする場合、エントリー締め切り前に、当

該競技参加者が同一カテゴリーに少なくとも２台をエントリーする場合には、各車両のエントリ

ーフィーの半額を遅くとも２０２２年２月１８日に、また各エントリーフィーの半額をエントリ

ー締め切り日前に支払うことを要請することができる。 
 この場合、差額はＦＩＡの銀行口座に支払われなければならず、支払いができない場合は、その

後開催される選手権競技会から当該競技参加者のエントリーを拒否する。 
 
ＦＩＡが受領する一切の参加料金は受領されたままとなり、いかなる理由があろうとも、返金さ

れない。選考委員会によって、１台あるいはそれ以上の車両が選ばれなかった場合、参加料に一

致する全額が返金されるが、１,０００ユーロは取り扱い手数料として差し引かれる。 
 

3.3.4 技術費用および燃料の前払い金 
 

選考委員会によって選ばれたすべての競技参加者は、燃料およびメテオ・フランス提供の天気予

報サービスを含むその他の技術的費用の前払い金として、銀行送金のよってのみ、以下の金額を

プロモーターに支払わなければならない。 

 

・２０２２年２月１５日までに３２,０００ユーロ 

・２０２２年５月３１日までに３２,０００ユーロ 

 

送金先の銀行口座は： 
 

Le Mans Endurance Management 
HSBC FR BBC PARIS GRAND OUEST 

4 RUE EDITH PIAF 
44800 

SAINT-HERBLAIN 
France 

 
銀行コード : 30056 
カウンターコード : 00956 
口座番号 : 09560002102 key RIB 88 
コード IBAN: FR 76 3005 6009 5609 5600 0210 288 
スイフトコード : CCFRFRPP 

 

技術的費用と燃料の前払い金として使用されなかった金額は、シーズンの 終競技会の後で返金

される。 
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3.4 ドライバーの分類 
 

3.4.1 ドライバーの分類に関する一般的規則 
 
選手権に参加を望むドライバーはＦＩＡによって分類付けがなされなければならない。参加を予

定する 初の競技のスタートの遅くとも１５日前までに、競技への参加を望むドライバーは、以

下のウェブリンクより入手可能なフォームを使用し、FIAドライバーカテゴライゼーションコミッ

ティにレース戦歴を送付しなければならない： 
 
http://www.fia.com/fia-driver-categorisation 
 
分類付けに関するすべての決定はＦＩＡドライバーカテゴライゼーションコミッティの権限の下

で行われる。 
 
ＦＩＡドライバーカテゴライゼーションコミッティは当該競技審査委員会に、競技が開始された

後でレース戦歴を通知してきたドライバーの分類を行うよう命令する。 
 
ＦＩＡドライバー分類規定に定められた定義に従って分類されたドライバーのリストは、当該競技の

開始の遅くとも４８時間前（つまり車検開始前）にＦＩＡウェブサイトに公表される。 
 

 

3.5 シーズン中のモデルとカテゴリーの変更 
 

3.5.1 一般原則 
 

下記の規定によって認められる場合、一切の車両のモデルの変更は、各当該選手権競技の開始の

遅くとも１ヶ月前までに、ＷＥＣコミッティに書面にて要望を提出しなければならない。 
ＷＥＣコミッティは、その要望書の許容性および正当性を評価し、 終決定する。 
 

3.5.2 定義 
 

－ カテゴリー：競技参加者のエントリーする次の分類上の区分：ハイパーカー、ＬＭＰ２、ＬＭ

ＧＴＥ ＰｒｏおよびＬＭＧＴＥ Ａｍ。 
－ シャシー：公認書式に合致する。 
－ パワーユニット：公認書式に合致する。 
－ モデル：モデルはシャシーとパワーユニットで構成される。 
 

3.5.3 ハイパーカーカテゴリーにエントリーする競技参加者について 
 

－ シーズン中シャシータイプおよび／あるいはパワーユニットは一切変更が認められない。 
 
－ カテゴリーの変更は認められない。 

 

3.5.4 ＬＭＰ２およびＬＭＧＴＥにエントリーする競技参加者について 
 

－ シーズンにつき1回のモデルの変更が認められるが、承認を条件とする。 
－ カテゴリーの変更は認められない。 
 

 

4. 一般規定と競技参加者の義務 
 
4.1 一般規定 
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4.1.1 スポーツに反する行為 
 
レースディレクターおよび／あるいは競技長は、スポーツとフェアプレーの精神に反すると思わ

れる製造者、競技参加者、ドライバーあるいは参加者の反スポーツ行為について、当該者が本規

則の文字通りの適用を要求する場合にも、競技審査委員会に訴えることができる。 
 
4.1.2 商業協定 
 

主催者と各競技参加者の間には、商業協定が締結される。 
エントリーの受理は、競技参加者が商業協定の要件および条件を遵守することを条件とする。 
商業協定書は、フルシーズンまたはレース毎の参戦を希望するすべての競技参加者による、オン

ラインエントリー手続きにより有効とされなければならない。 
協定契約上の義務に従わない場合は、スポーツ権能によって制裁される場合がある。 

 
4.1.3 パスおよび許可証 
 

ＩＳＣ第３条２１項に規定される通り、ＩＳＣ第２０条に定められる一切の競技関係者は、いか

なる立場に関わらず、指定エリアに立ち入る（ＩＳＣ第２０条参照）適切なパス（クレデンシャ

ル）を明瞭に見えるように身につけていなければならない。 

プロモーターおよびＦＩＡのみが、パスを発行あるいは剥奪する権限を有する。 

ル・マン２４時間については、ＡＣＯが特別なパスを発行する。 

パスは発行されたその者のみが、発行の目的にのみ使用することができる。 

 

4.1.4 ドライバーに義務付けられる装備 
 

プラクティスセッション、ウォームアップ、およびレース中、ドライバーは、ＦＩＡがサーキッ

トでの国際競技会用に定めた安全基準に合致した着用装備品を、国際競技規則付則Ｌ項に定めら

れた条件にて、常に装着していなければならない。 
 

4.1.5 ピットレーンに居る要員に義務付けられる安全装備 
 
すべてのプラクティスセッションおよびレースの間、ピットレーン（ピットシャッター前の塗装

ラインにより区切られる）に居る競技参加者の要員の、 低限の安全用着衣： 
 
給油要員、ベント、消火器およびカットオフバルブの付き添い要員は、以下のＦＩＡ公認用具を

着用しなければならない： 
 

・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性オーバーオール 

・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性グローブ 

・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性バラクラバ 

・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性長袖のアンダーウェア（シャツ、ズボンおよびソックス） 

・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性シューズ 

・ ＦＩＡ公認（ＦＩＡテクニカルリスト２５に一覧される通り）の同一色の装飾の無いフルフェ

ースヘルメット（バイザーは車両がピットレーンに入る前に開けることができる） 
 
ピットウオールに入ることが許される人員（第１２条３.１参照）。 
・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性オーバーオール 
 
その他の作業者 

 

・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性オーバーオール 

・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性グローブ 

・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性の顔全体を保護するバラクラバ 

・ 耐火性ゴーグル 
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・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性長袖のアンダーウェア（シャツ、ズボンおよびソックス） 

・ ＦＩＡ８８５６公認耐火性シューズ 

・ ヘルメット 

 

給油作業を除き：例外的な状況においては、絶対的に必要である場合、メカニックはＦＩＡ公認

耐火性グローブを取り外すことができる。 
 
4.1.6 映像の利用 

 
映像は、競技審査委員会の許可を得た上で、ピットレーンでの違反行為に関わる審理の弁護にお

ける証拠としてチームが使用することができる。ただし、その映像を使用するチームが、当該カ

メラの要請を行ったチームであることを条件とする。 

 

いかなる状況においても、カメラの記録映像を、その他のチームあるいは第三者に対するいかな

る抗議、告発あるいは法的措置の根拠を構成するために使用することはできない。 

 

チームは、レース競技役員により要請のあった映像については、その所有権を放棄しなければな

らない。 

 

4.1.7 競技参加者の無線連絡 
 
ＡＣＯとＦＩＡの競技役員は、この競技のために許可証を与えられたすべての周波数で、その会

話内容をいつでも聴くことが認められる。 
 
違反の場合：競技審査委員会の裁量による罰則 

 
4.1.8 レース管制無線 

 
本競技規則では「ピットウォールラジオ」とも呼ばれる。 

 
選手権の各競技に参加したすべての競技参加者は、レース管制無線チャンネルを聴くことが義務

付けられる。 
 
それ以外の指示がない限り、車両がトラック上に許可される１０分前から、セッションの後に

後の車両がセーフィティカーライン１を通過してから１０分後まで、またはレース後に「パーク

フェルメ」に入るまで、無線周波数はアクティブとなる。 
 
各競技参加者は、エントリーされたすべての車両について、誰かが上述の期間にレース管制無線

を聴いていることを確実にしなければならない。 
 
競技参加者は、安全情報がドライバーにすぐに伝達されることを保証しなければならない。 
 
競技審査委員の裁量で（その決定には控訴できない）、レース管制無線経由の指示に従わない場

合は、ＩＳＣの第１２.１.１.i条の違反であると判断される場合がある。 
 
チームは、レース管制に、この無線チャンネルの受信に関して何らかの問題がある場合直ちに利

用可能な方法によって通知しなければならない。 
 

4.1.9 電子的な通信手段 
 
競技役員およびプロモーターは、電子的な通信手段を使用することができる。 
競技参加者は、これらの通信手段に常に接続されていなければならず、故障した場合には信号を

送らなければならない。 
競技参加者は、通信を受信した場合、直ちに受信を確認しなければならない。 
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4.1.10 医療管理 
 
競技長および医師団長は、競技会期間中いつでもドライバーあるいは競技役員に身体検査を求め

ることができる。 
 

 

4.2 パドックおよびピット設営 
 

4.2.1 合図信号 
 

国際競技規則に定められた信号により、ドライバーに伝達される公式情報：競技参加者はオーガ

ナイザーが使用する旗や灯火信号と類似するものを使用してはならない。 
 

4.2.2 競技からの撤退の場合 
 

競技参加者は、いかなる理由であろうとも、レースあるいはフリープラクティスまたは予選セッ

ションのいずれかをスタートできない場合は、使用していたピットを、競技会から撤退する事由

が発生したその日の終了までに立ち退かなければならない。 

 

 

4.3 ピット割り当て 
 

4.3.1 一般規則 
 

本条項は、世界耐久選手権の対象となるすべての競技会に有効であるが、プロモーターまたはＡ

ＣＯが主催する合同テストにも有効である。 

 

前シーズンのＦＩＡ ＬＭＰ１／ハイパーカー世界耐久選手権の認定順位で１位になった競技参

加者のみが、各選手権競技でそのガレージを選択することができる。 

プロモーターは、この規則を撤回する権利を有する。 

 

4.3.2 競技中のガレージの義務付け開放時間 
 
車検日中、プロモーターより別途指示がある場合、あるいはテクニカルデリゲートの合意がある

場合、または当該競技の付則１による場合を除き： 
 
低でも午前１０時から午後６時まで： 

 
車検の翌日から競技終了まで。 
 
プロモーターの指示またはテクニカルデリゲートの同意がある場合を除き：ＦＩＡ ＷＥＣの

初の走行セッションの１時間前から各日の 終セッションの１時間後まで、または 低でも午前

１０時から午後７時まで（該当競技の付則１に別途規定がある場合を除く）： 
 
ピットのシャッター（ピットレーン側）は、完全に開いた状態でなければならない。 
 
ガレージ内部およびレース車両は、（車体部品、カバー、積み重ねたタイヤ、台車など、下記ｅ）

を除きエントラントに関係する人員を含め）いかなるものによる妨げもまったく無く見通せる状

態が保たれなければならない。車両の前に保管されている一切の車体要素は、それが地面に平ら

に置かれガレージ内のレース車両を部分的にも全体的にも隠す状態でない限り、ガレージ内を見

る場合の障害物であると見なされる。 
 
車両がガレージ内にある時、その前に立つ人は、車両の作業を行っている要員でない限り、ガレ
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ージ内を見る場合の障害物であると見なされる。車両の前に人が列をなすことは厳禁とされる。 
 
ただし、走路操作後の作業を完了するのに必要な冷却ファン、燃料装置あるいは燃料タンクは除

く。 
 
競技役員は、ガレージ内部に自由にアクセスできなければならない。 
 
ガレージ内の車両は、テクニカルデリゲートのその他承認がある場合を除き、前をピットレーン

側に向けて止めなければならない。 
 
罰則：競技審査委員会の裁量による 

 

 

4.4 競技参加者のプロモーション活動義務 
 

すべてのドライバーは、要請があれば、プロモーターが主催するすべてのプロモーションおよび

商業イベントに出席しなければならない。チームマネージャーは、所属するドライバーがこれら

の義務を遵守することを確認する責任がある。 

付則 1、競技のタイムテーブルおよび商業協定に従い、クルーを構成するすべてのドライバーおよ

び当該競技参加者のスタッフは、以下の活動に参加する義務を負う： 

 

－ サインセッション 

－ ドライバーズプレゼンテーション 

－ プレポディウム 

－ 表彰式 

－ 合同ゾーン - インタビュー 

－ 予選終了後の記者会見 

－ 決勝レース後の記者会見 

違反した場合や遅刻した場合は、競技審査委員会の判断によりペナルティが課せられる。 

 

 

4.5 人員の制限（ハイパーカーカテゴリーのみ） 
 

4.5.1 一般原則 
 
ハイパーカーカテゴリーに参加する競技参加者は、２０名を超える運営スタッフ（ＥＲＳを搭載

した公認車両の場合は２８名）を、競技開始からレース終了までの間、ガレージ、トラック、オ

フィス、および競技参加者の運営に関わるすべての専用エリアを利用させてはならない。 
 
各競技参加者の代表者は、競技開始日の前日（すなわち書類検査の開始時）に、運営スタッフの

メンバーを申告しなければならない。 
 
この情報を受けて、アシスタント・テクニカルデリゲートは、レース前車検の際に、各競技参加

者の代表者に当該数量のカラーブレスレットを渡す。 
 
運営スタッフは、競技会中、常にこれらのブレスレットを着用しなければならない。 
 
不可抗力（病気、事故、家庭の事情を含むがこれに限定されない）による交代は、アシスタント・

テクニカルデリゲートの承認を得て、明確に正当性が認められる場合に限り、週末のレース中に

認められる。 
 
ＡＣＯおよびＦＩＡのオフィシャルおよびデリゲートは、競技参加者が第４条５に記載された規

則を遵守しているかどうかを調査する全権限を有する。 
 



2022 WEC SPORTING REGULATIONS 

WEC Sporting Regulations  16 / 80  2021.12.15 
 

第４条５はル・マン２４時間レースには適用されない。 
 

4.5.2 運営スタッフ：定義 
 
車両の運用に関わる者で、除外担当（第４条５.３参照）に含まれない者は、運用スタッフの一員

とみなされる。そのため、彼らの情報を申告書に記載する必要がある。 
 
運営スタッフとは： 
－ テクニカルディレクターおよびチームマネージャーを含む技術者（レース、パフォーマンス、

システム、エンジン、ハイブリッドシステム、戦略、空力、エレクトロニックエンジニア...）。 
－ メカニック（複合材スペシャリストを含む）； 
－ ＩＴ、無線、テレメトリー、部品管理担当者； 
－ 設計および技術サポート担当者。疑義を避けるために、これには競技参加者のテクニカルオ

フィスのいずれかに座席とコンピュータが提供されている人員が含まれる； 
－ 天気予報と監視の担当者； 
－ タイヤの管理担当者。疑義を避けるため、タイヤサプライヤーから割り当てられたタイヤエ

ンジニアは、運営スタッフとして計算されない。また、そのようなタイヤエンジニアは1台に

つき1名までとする。 
 

4.5.3 運営スタッフ：除外 
 
第４条５.２の適用除外は以下の通り： 
－ ホスピタリティ、モーターホーム、ケータリングの担当者； 
－ スポンサー、マーケティング、メディア、広報担当者； 
－ 警備員、トラック運転手（例：リムやタイヤの取り扱い）など、競技中に役割を持たない限

りにおいて； 
－ ドライバーおよびその医療スタッフ； 
－ 競技参加者の親会社またはスポンサーブランドの幹部（例：社長、チーム代表、会長、マネ

ージングディレクター）； 
－ 設計および技術サポート担当者。ただし、車両の運用に関与しない限りにおいて（つまり、

競技参加者のテクニカルオフィスで座席とコンピュータを提供されていない場合）； 
－ 業界およびサプライヤー関係者：２つの異なる車両ブランドがスポンサーとなっている２つ

の異なる公認モデルの車両でハイパーカーカテゴリーにエントリーしている少なくとも２者

の競技参加者に部品および／あるいはサービスを提供している限りにおいて。 
 

4.5.4 適用されるペナルティ 
 
上記に違反した場合、競技審査委員会が罰則を課すことができる。競技審査委員会は、本規則ま

たは国際競技規則より適用可能なその他のペナルティに加えて、次のレース（含複数）の人員数

を削減し、さらに次のレース（含複数）の人員数に上限を設けることができる。 
 

 

5. 検査と管理 
 
5.1 書類検査と車両検査 
 

競技参加者は競技期間中、必要な情報を選手権テクニカルプラットフォームに正確かつタイムリ

ーに申告し、その情報を更新しなければならず、また、必要に応じて、テクニカルデリゲート、

そのアシスタント、車検員の指示に従わなければならない。 
 
5.1.1 書類検査 

 
各競技参加者および各ドライバーは、第３条１.４に定義される有効な競技参加者ライセンスおよ

びドライバーライセンスを提出しなければならない： 
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また、ドライバーは国際ライセンスに付随する 新のメディカルサティフィケートも所有してい

なければならない。 

 

ＦＩＡカレンダーに登録された国際競技に参加する恒久的許可を認めていないライセンスを所有

するドライバーおよび競技参加者については：当該競技の開催国にてレースすることを認めたＡ

ＳＮ発行の許可証。 

 

書類検査の間、競技参加者は、本規則第１条４項２に明記されている正規代理人（含複数）およ

びその補佐（含複数）を書面にて確認しなければならない。 

 

また続けて、競技参加者は以下を承知して、車両１台につき 大３名から成る公式クルーを指名

しなければならない： 

－ １名のドライバーを、１台を超える車両に割り当てることはできない 
－ 代わりのドライバーは受け入れられない 
－ クルーの変更（本規則第１３条３およびプロモーターとの商業協定を参照） 
 
競技の書類検査に、以下の理由を除いて、時間通りに現れない競技参加者は競技審査委員会によ

る罰則が課せられる： 

－ 不可抗力（悪天候、社会的不安など） 

－ 以前の選手権の競技会での事故による、車両の損傷の結果によるもので、その事が選手権の

テクニカルデリゲートに通知されており、それが所与の時間で修理できない場合、 
 

5.1.2 車両検査 
 
車検中、１台の車両につきチーム員は 大６名が認められる。レース前車検は車検員の裁量によ

るいくつかの検査が入り、主に安全性の検査が中心となる。 
 
車両は以下のレース前車検にて承認されることなく競技に参加することはできない。この承認は

専用のステッカーによって示される。 
 
車両、部品または競技参加者がレース前車検に関する義務を果たしたという事実は、適用される

技術規定と適合性の意味を含むものではなく、それは競技参加者の排他的責任である（第１条３.
３参照）。 
 
レース前車両検査は 小限以下に関与する： 
 
－ 文書（以下を含む）：機器のオンライン申告書（競技中に継続的に更新されなければならな

い）、自動車の公認書。 
－ 安全機能および車両の装置 
－ 安全機能とドライバーのデバイス（以下を含む）：レーシングスーツ、ヘルメットおよび前

頭部拘束装置（国際競技規則付則Ｌ項に定める条件にて）の公認。ヘルメットおよび前頭部

拘束装置の改造は公認されたもの以外認められない。識別を容易にし、クルーの結束のため

に、同一車両のドライバーは同一のレーシングスーツを着ることが義務付けられる。 
 
 

5.2 車両検査委員の権限 
 
5.2.1 一般的権限条項 

 
車両検査委員は、以下を実施できる： 
 
－ 競技会期間中いつでも、車両、部品、備品（その正確な機能）あるいは競技参加者の適合性

を確認すること。 
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－ 車両検査中、競技参加者によって車両装備を取り外すことを要請すること。 
 
－ 競技参加者に上記の権限を執行したことにより生じた費用の支払い、あるいは車両検査委員

が必要とみなす見本の提供を要請すること。 
 
－ 違反報告書を作成する。その報告書はテクニカルデリゲートにより競技審査委員会へ提出さ

れる。 
 

5.2.2 技術的検査の実施 
 
検査は車両検査委員が実施する。車両検査委員は、パークフェルメの運営を担当し、競技参加者

およびドライバーに指示を与える権限を有する。 
 
 

5.3 特別な技術検査および管理 
 
5.3.1 無作為検査 

 
競技中いつでも車両検査委員は、車両を無作為に選択し、検査を行うことができる。 

 

5.3.2 シャシーの変更または車両への変更 
 
競技中、車両のシャシーに一切の変更があった場合は、車両検査委員の新たな検査を受けること

になる。 
 

車両検査委員によって合格とされた一切の車両でも、安全性に影響を及ぼすような方法で改造が

行われた場合や、適格性に疑義が生じる可能性がある場合、または同様な結果を生じる事故に巻

き込まれた場合は、車両を再度、車検承認のため提示しなければならない。 
 

 

6. 技術規則 
 

6.1 参加資格のある車両 

 

6.1.1 参加資格のある公認 

 

競技会は適用される技術規則に従い、適用される技術規則に定義され、ＦＩＡおよびＡＣＯによ

り公認された「ル・マンハイパーカー」、「ル・マンプロトタイプ」車両（以下、ＬＭＰ１ ＮＨ

およびＬＭＰ２）および「ル・マングランドツーリング耐久」車両（以下、ＬＭＧＴＥ Ｐｒｏお

よびＬＭＧＴＥ Ａｍ）のみを対象とする。 
 
－ ハイパーカー：２０２０年から公認取得 
－ ＬＭＰ１ ＮＨ：２０１８年から公認取得 
－ ＬＭＰ２：２０１７年から公認を取得 
－ ＬＭＧＴＥ：２０１６年から公認取得 

 
6.1.2 控訴 

 
公認書式の有効性（または非有効性）に関するＦＩＡの決定は、ＡＣＯによる決定と同じく、技

術的な 終決定であり、いかなる司法権に対してもいかなる団体が控訴することもできない。 
 

6.1.3 リザーブカー 
 
以下に定義されるリザーブカーは認められない。 
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リザーブカーとは、当該競技会に参加するものとして用意された車両ではないが、競技参加者が

登録した主となるレース車両に置き換えることを意図された車両である。 

 

「車両」とは、それが設計され製作される目的に適合するという予測の下に、それ自体の中に識

別された対象を形成する目的にて、様々な種類の構成部品（機械的、電気的、電子的などの）の

組み立ての結果により成る自動車（国際競技規則第１３条の見解において）を意味する。 

 

 

6.2 燃料 
 

6.2.1 燃料供給 
 

競技会期間中、競技参加者は各カテゴリーについて指定された、オーガナイザーが供給する燃料

のみを使用しなければならない。燃料の仕様は、オーガナイザーに要求次第提供される。 
 

6.2.2 搭載 
 

搭載に関する事項：適用される技術規則を参照。 
 
6.2.3 量、取扱および保管 
 

各ガレージにて車両１台に認められる貯蔵燃料の 大量は４００リットルである。この燃料はパ

ドック側のドアの近くに保管されなければならず、消火器が燃料ドラム缶および／あるいは臨時

タンクの近くに常設されなければならない。供給ドラム缶からポンプ輸送で独立型タンクに送ら

れ、適用される技術規則に示される臨時タンクで充填がなされなければならない。 
 
ピットにおいて、この臨時タンクによるものを除き、燃料の操作は一切認められない。唯一可能

な例外は、燃料の取扱いに関するすべての安全規則が遵守されていることを条件とし、車両のタ

ンク容量を管理することである。この検査は公衆のピットレーン活動がある間は一切行われない。 
 
臨時タンクに移される時、あるいは独立型タンクに保管される時に、保管中の燃料の温度に影響

を及ぼす過熱および／あるいは冷却のシステムは使用できない。 
 

 

6.3 均衡化システム（性能と技術） 

 

6.3.1 一般原則 
 

性能の均衡化システムを着想し、それに変更を行うことはできるのはＷＥＣコミッティのみであ

る。そのため、コミッティは、いかにしてこのシステムを実施すべきかについて 終決定を行う。 
 
コミッティは性能の均衡化システムを立案するのに有益と思われるいかなる情報をも競技参加者

および製造者から聞き出す権利を与えられている。競技参加者および製造者は正確な正直なデー

タを提出しなければならない。 
 
上記の原則に違反する場合、競技中いつでも競技審査委員会によりレース後も含めて罰則が課さ

れる。 
 

6.3.2 ハイパーカーおよびＬＭＧＴＥカテゴリーの車両について 
 

「性能均衡化 － Balance of Performance(BoP)」と称される均衡化システムは、ハイパーカー、

ＬＭＧＴＥＰｒｏおよびＬＭＧＴＥＡｍカテゴリーにエントリーする車両に適用される。 
ＢｏＰの目的は、異なるエンジニアリングデザインの車両が同じカテゴリーで競えるようにする

ことにある。 
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ＷＥＣコミッティは以下の様にＢｏＰの調整を行う。 
 
・技術規則に規定されている通りに 
・専用のＷＥＣコミッティ決定事項を通じて。 
 

6.3.3 ＬＭＰ２カテゴリーの車両について 
 

ＦＩＡおよびＡＣＯは、ＬＭＰ２製造者が性能開発を追及することは望まない。 

これらの車両の主な目的は、信頼性、安全性、低メンテナンス費用、そしてそれらのカテゴリー

に適した性能レベルでなければならない。 

 

これらの目標達成をするために、ＷＥＣコミッティは性能調整を課す。 
 
6.3.4 ＬＭＧＴＥ Ａｍカテゴリーの車両についてのみ 

 

選手権にエントリーするＬＭＧＴＥ Ａｍ車両にはサクセスバラストが適用される（第３条１.１
参照）。それは、ル・マン２４時間を除くすべての競技に実施される。 
 
バラスト計算システムは前のレース結果（開催されたものがあれば）と選手権順位を使用するが、

すべての車両が所与のシーズンを０ｋｇバラストでスタートすることを条件とする。 
 
次のように計算する：Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝車両１台ごとのサクセスバラスト（ｋｇ単位）： 
 
選手権にエントリーしていない車両はすべて１５キロの固定バラストを受ける。 
 
－ Ａは前の競技の結果により決められる（レース －１）： 

・１位：＋１５ｋｇ 
・２位：＋１０ｋｇ 
・３位：＋５ｋｇ 

 
－ Ｂは前の競技の前の競技の結果により決められる（レース －２）： 

・１位：＋１５ｋｇ 
・２位：＋１０ｋｇ 
・３位：＋５ｋｇ 
 

－ Ｃは現行の選手権の順位により決められる（レース －２）： 
・１位：＋１５ｋｇ 
・２位：＋１０ｋｇ 
・３位：＋５ｋｇ 

 

 

6.4 規則およびブルテンにて定められる装置および機材 
 

6.4.1 データ記録装置： 
 
 すべての車両にはＡＣＯおよびＦＩＡによって公認されたデータ記録装置が装備されなければな

らない。車両が車検に提示される前に、記録装置は搭載され、機能が正常であることがテストさ

れていなければならない。各車両について、データ記録装置の供給業者は、公認書式の図面に従

って搭載された当該システムが、車両で正常に機能することがテストされたことを証明する書類

を提供しなければならない。 
  
各競技参加者は以下を確実にしなければならない： 
 
－ 競技会を通して、システムが正確に機能すること。そのために、競技参加者はオーガナイザ
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ーと同じ情報を同時に共有する。 
 
－ オーガナイザーにデータを送信することを専用とするコンピューターが、競技会を通してプ

ロモーターに提供されたネットワークに恒久的に接続していること。ネットワークへの接続

は競技参加者の責任である。 
 
－ 以下の期間、データを回復し、それらを、インターネットを経由してピットからオーガナイ

ザーへ直ちに送信すること。 
 
・ プラクティス走行中、各走行セッションスタート 初のピットストップ中、それから走行

セッション中は少なくとも１時間に１回、および各セッションの終了時。 
 
・ レース中、各燃料補給ストップ時、 後の１時間は除く。 

 

上記の各ダウンロード義務時について、データは車両がピットレーンに入った後、 低１０分間

はオーガナイザーに送信されなければならない。 
 
－ 車両にはファストレーンあるいはトラックを走行中常に、公式計時委員により供給されたル・

マンタイプの多重周波数トランスポンダー（ドライバーを確認できるもの）が完全に機能す

る状態で搭載されていなければならない。各競技参加者は、自身の費用負担で、このトラン

スポンダーを入手し、それを正しく搭載し、機能確保する責任がある。このトランスポンダ

ーは、関連の規定に厳密に従って搭載されなければならない。 
 
－ 計時スクリーンに表示されているドライバーの氏名が、常に車両の中にいるドライバー氏名

と一致していることを保証するのは、チームマネージャーの責務である。モニターに表示さ

れた氏名が、車両内にいるドライバー氏名と異なっている場合は、チームマネージャーは直

ちに、計時およびレースコントロールにそれを知らせなければならない。 
 

6.4.2 事故データ記録装置（ＡＤＲ） 
 
このユニットは競技会に参加する各競技参加者によって使用されなければならない。この装置ユ

ニットは、関連の指示に厳密に準拠して搭載されなければならず、競技会期間中、常に機能して

いなければならない。 
 
すべての競技参加者は、このシステムを選手権プロモーターから入手し、またそれを正確に搭載

し機能するようにすることについて自ら責務を負う。 
 
この装置ユニットおよびその装備品の重量は、車両の 低重量に含められる。 
 

6.4.3 その他の義務付けられるシステムおよび装備品 
 

選手権に適用される規定に定められている義務付けられるシステムおよび装備品（テクニカルリ

スト46－競技および技術規定）： 
 
－ これらのシステムおよび装備品は、関連の指示に厳密に準拠して搭載されなければならず、競

技期間中、常に機能していなければならない。 
 
－ これらのシステムあるいは装備品を公式供給業者から入手し、搭載し正確に機能するようにす

ることは、各競技参加者の責務である。 
 

6.4.4 ハイパーカーおよびＬＭＧＴＥＰｒｏ燃料流量計およびトルクメーターについての特別なケー

ス 
 
ハイパーカーおよびＬＭＧＴＥＰｒｏカテゴリーにおいて： 
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－ ＦＩＡに公認された燃料流量計およびトルクメーターの取り付けは、その他すべての燃料流量

計を除いて、義務付けられる。これらのセンサーに記録された計測値のみが、あるいは 終的

にＦＩＡ／ＡＣＯによる評価に不具合が認められた場合は、その他いかなるＦＩＡ／ＡＣＯの

裁量による補助的方法も、真正であるとみなされる。従って、この装置の信頼性あるいはＦＩ

Ａ／ＡＣＯによる補助的な評価について、競技参加者および／あるいは国際モータースポーツ

競技規則第９条１５項１に言及される者により出された苦情は、それが提出され得る当局ある

いは裁判所に関わらず受け付けられない。 

 

－ この装置の常に円滑な操作、およびその監視は競技参加者の責務である。 

 

公平かつ厳密な技術規定実施を確実に行うため、以下の管理がレースにて義務付けられる： 

 

－ チームは、車検日より前に、あるいは遅くともその日中に、競技会に使用を予定するセンサー

のリストをテクニカルデリゲートに宣言しなければならない。このリストにはセンサー製造者

照会先および部品番号と共にＦＩＡステッカー照会が含まれていなければならない。 

 

－ センサーは、競技期間中常に、そのＦＩＡステッカーが貼り付けられ、有効な較正がなされて

いなければならない。 

 

－ テクニカルデリゲートは、センサーが使用される前にそれを検査することを要請することがで

きる。チームはそのような要請を受けた場合には、それに従わなければならない。 

 

－ テクニカルデリゲートはセンサーの使用を禁止することができる。この決定はデリゲートの絶

対的裁量にて行われ、控訴することはできない。 

 

－ 予選走行開始から競技会の終了まで、テクニカルデリゲートの事前の了承なしにセンサーを交

換するとはできない。取り外された一切のセンサーはテクニカルデリゲートが保管できる。 

 

－ テクニカルデリゲートは、競技会中いつでも、センサーを承認された較正会社に検査のため持

ち出す権限を留保する。 

 

欠陥のある流量計は一切、異常が現れた後の 初の車両停止の間に、テクニカルデリゲートの承

認を得たうえで、交換されなければならない。 

 

交換作業の時間期限が遵守されない場合、あるいは車両の性能が、センサーが正常に稼動してい

ない間に向上した場合、競技審査委員会の裁量による罰則が科される。 

 

トルクメーターに関するＬＭＧＴＥ技術規則第３２４条はＬＭＧＴＥ Ａｍ車両には適用されな

い。 

 

6.4.5 ＦＩＡのマーシャルディスプレー 

 

ＦＩＡのマーシャル活動用スクリーンが、車両運転中常にドライバーが見えるようにしておくこ

とは競技参加者の責務である。これは以下を意味する： 

 

－ スクリーンは恒久的にドライバーの視界になければならない。 

 

－ ドライバーはスクリーン上に表示された合図あるいはメッセージを容易に認識できなければ

ならない。 

 

－ 競技審査委員会は、技術的欠陥が証明される場合以外、ドライバーには常にそのスクリーンが

見えているものとして取り扱う。 
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6.5 タイヤ： 

 
6.5.1 定義と一般条件 

 

各タイヤはＲＦＩＤ検知システムおよびバーコード（テクニカルリストNo.５４）により識別され

なければならない。競技参加者はこれらの識別ラベルを読み取るのに必要な備品を入手する責任

を負う。すべての照会事項はテクニカルデリゲートにタイヤ製造者により競技会開始の遅くとも

４８時間前に伝えられなければならない。指定されるタイヤのこのリストは、競技会の開始時点

で競技審査委員会に通知される。そのリストは付則６に従うリストに合致しなければならない。 

 

すべてのタイヤは、常に（車両に取り付けられている時を含め）ＦＩＡにより導入されるＲＦＩ

Ｄ検知システムによる直接計測によって識別できなければならない。これには自動および手動の

検知が含まれる。タイヤが車両に取り付けられた時に、ＲＦＩＤおよびバーコードがタイヤの外

側になければならない。 

 

ＲＦＩＤ検知システムの機能不全の場合にのみ、手動計測がバーコード識別によって実施される。 

 

自動検知が可能であるよう、各車両は付則６に従ってＲＦＩＤステッカーを取り付けなければな

らない。これらのステッカーは、競技会中、常に正しい場所になければならない。 

 

宣言がされていないタイヤの使用は、選手権のすべての競技会で禁止される。 
 

6.5.2 指定の供給業者 
 

単一のタイヤ供給業者が、ハイパーカーカテゴリーおよびＬＭＰ２カテゴリーそれぞれに指定さ

れる。タイヤは各カテゴリーについて、指定されたタイヤ供給業者からのものでなければならな

い。 

 

6.5.3 仕様 
 

タイヤ製造者は、限られた数のドライおよびウエット天候用のタイヤ仕様を提供することについ

て、プロモーターと契約により約束をする。 

 

各競技で競技参加者が使用できる 大仕様数は次の通り定義される： 

 
 ドライ天候用タイヤの仕様数 ウエット天候用タイヤの

仕様数 ル・マン２４時間 その他のレース 

HYPERCAR 3 2 2 
LMP2 3 2 2 
LMGTE Pro 3 2 2 
LMGTE Am 3 2 2 

 

*ＬＭＧＴＥ Ａｍカテゴリーのみ、２０２１年に使用された仕様の使用がセブリングでの競技に

限って許可される。この使用は、２０２２年シーズンに向けて宣言された仕様の使用とは別とす

る。 

 

ハイパーカー：追加のドライ天候用タイヤ仕様を、ＦＩＡ／ＡＣＯの合意を得てのみ、タイヤ製

造者の要求に応じて導入できる。 

 

6.5.4 割り当て 
 

競技中に使用できるドライ天候用タイヤの 大数は、以下のように定義される： 
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－ プラクティスセッションでは、プラクティスセッションの開始時から 

 

－ 予選および決勝では、予選開始時から（ピットレーンからグリッドへの合流に使用したタイ

ヤは含まない）。 

 
 フリー 

プラクティス 
予選＋決勝 

6時間レース 8時間レース 

HYPERCAR 12 18 26 
LMP2 12 18 26 
LMGTE Pro 12 18 26 
LMGTE Am 16 18 34 

 

競技中に使用できるウエット天候用タイヤの数に制限はない。 

 

ウエット天候用タイヤは、走路がウエットであると競技長／レースディレクターが宣言した後で

のみ使用できる。 
 

6.5.5 タイヤの改造 
 
タイヤへの一切の化学的および／あるいは機械的処理は、走路上の集められた破片ゴミを取り除

くためのものを例外として禁止される。 

 

6.5.6 タイヤの温度を維持するための機材 
 
１タイプの燃料を使用するシステムを、ガレージの後ろに置くことが認められる。ただし、火炎

がそのまま露出することは禁止されており、使用中の機器の近くに消火器を常備しておかなけれ

ばならない。 

 

タイヤを温める、あるいは温度を保つための装置は、ガレージのすぐ後ろにある屋外エリア以外

では使用できない。 

 

つまり、タイヤを覆うことはできない。ガレージのすぐ後ろに位置する屋外エリア以外では、常

に競技役員から見えるようにしておかなければならない。 

 

6.5.7 適用されるペナルティ 
 
タイヤ規定違反のペナルティ： 

 

 宣言違反（リストを宣言しなかった、リストの宣言が遅れた）：１回の違反につき１０００ユー

ロ。 

 適格性違反（使用したが申告されなかったタイヤ）：１本につき１０００ユーロ。 

 タイヤ許容量の侵害：タイヤ１本につき２分間のストップ＆ゴー。 

 

その他の違反については、競技審査委員会の判断に委ねられる。 
 
 

6.6 ライト 
 

6.6.1 メインヘッドライト 
 

車両がコースあるいはピットレーンを走行中、２つのメイン・ヘッドライト（公認書式に記載さ

れる通りの）およびリアライトが、昼夜ともに、絶えず点灯していなければならない。 
 
ピットレーンを走行中、ヘッドライトをフラッシュさせることは禁止される。 
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走路上でヘッドライトを連続してフラッシュさせるのは、一切の補助なく、ドライバーが個々に

起動することが必要である。一連は２秒を超えてはならず、フラッシュはその中で 大４回まで

しか実行できない。 
 

6.6.2 レインライト 
 

リアのレインライトは、レースディレクターが逆の指示を出さない限り、コースがウェットであ

ると宣言されている間は常に点灯していなければならない。 

 

6.6.3 メディカルライト 
 

事件/事故の後、メディカルウォーニング（医療用警告）ライトが限界値を超えていたことを示し

ている場合、ドライバーは遅滞なく競技のメディカルサービスに検査のため行かなければならな

い。ＦＩＡメディカルデリゲートがこの検査に も適した場所を決定する。 

 

レースディレクターまたは競技長は、ドライバーが自分の割り当てられた作業エリアまたはガレ

ージに車両を直接運転していくことを許可することができる。ＦＩＡメディカルデリゲートまた

は競技医師団長が、事前に同意しなければならない。 

 

6.6.4 リーダーライト 
 

リーダーライトシステムは競技中常に作動していなければならない。機能不全の場合、競技審査

委員会の裁量に任される罰則が課される。 
 
6.6.5 ＥＲＳ表示ライト 

 

ハイパーカーハイブリッド車両については、”赤あるいはライト無”ＥＲＳライトが直ちに車両が

チームのサービスを要求することを示す（それが発生した周回の終了時点）。車両は緑のライトが

表示されてからのみトラックに合流することが認められる。 

 

各競技参加者は、自車が恒久的に電気的に安全であることを確実にしなければならない。したが

って、競技中のどの時点でも、車両はＥＲＳライト（緑のライト）を点灯させるか、独特なボー

ド（「グリーン・ハット」）をはっきりと見えるようにしておかなければならない。このボードは

ＥＲＳライト（緑のライト）が点灯しているときにのみ取り外すことができる。レースディレク

ターは、いつでも競技参加者に検査のためＥＲＳライト（緑のライト）の点灯を求めることがで

きる。 

 

6.6.6 機能不全の場合 
 

車両のライトおよびライト信号システムが機能不全である場合は、それが走路上であっても、ピ

ットレーン内であっても、レースディレクターは直ちに競技参加者に通知し、当該競技参加者は

次のピットストップで状況を修正しなければならない。ただし、レースディレクターがその裁量

にて安全上の理由で、修理を実施するために直ちに車両を止める命令を下す決定をする場合は除

く。 
 
 
7. 義務付けられる表記および広告 

 
7.1 車両に貼り付けられる表示 

 

7.1.1 一般規定 
 

競技参加者は車検開始の前に車両にオーガナイザーの広告、レースナンバー、識別ステッカーを

貼らなければならない（付則３のサイズと位置を参照）。 
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また、競技参加者はオーガナイザー専用のスペースを確保しなければならない（本規則付則３の

図参照）。 
 
 

8. テスト 
 
8.1 公式合同テスト 

 
8.1.1 定義 

 

公式合同テストとは、プロモーターが組織する一切の公式テストをいう。 

 

8.1.2 カレンダー 
 

シーズンの公式合同テストは、以下で構成される： 

 

－ プロローグは、プロモーターが組織する、フルーシーズン参加の競技参加者の車両すべてに

義務付けられた合同テストセッションである。 
 
－ ル・マンテストデイ：ル・マン２４時間の競技特別規則書参照。 
 
－ ルーキーテスト： 

- ハイパーカーカテゴリーの各公認モデルから１台がこのテストに参加しなければならない。 
- 各カテゴリーの優勝競技参加者は、このテストに少なくとも１台を参加させなければなら

ない。 
- プロモーターは、その選手権の各優勝車のドライバーを指名し、これらの車両はテスト中

に 低３０周を完了しなければならない。 
- このテストへの参加は、他の競技参加者には義務付けられていない。 

 
本競技規則はこれらのテスト中は常に遵守されなければならない。 
 
 

8.2 プライベートテスト 
 
8.2.1 定義 
 

「プライベートテスト」とは、公式合同テスト以外のテストで、選手権に正式にエントリーして

いる競技参加者の１つが、選手権に参加する、あるいは参加の可能性があると思われる車両（１

台あるいは複数台）をもって参加するテストあるいは走行を言う。 
 
同じカテゴリーに複数の車両で選手権に参戦する競技参加者は、プライベートテストの日数を累

積し、それらを無差別に使用することができるが、以下のテスト制限を満たすことを条件とする。 
 

プライベートテストについての規定は、エントリーの公示から選手権の 終レース終了まで適用

される。 

 

その他の選手権あるいはシリーズの対象となる競技会への参加は、プライベートテストとはみな

されない。 

 

テスト量の制限は、車両／日（ハイパーカーカテゴリーはタイヤ数）で表わされる。 
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8.2.2 クローズド・プライベートテスト 
 
「クローズド・プライベートテスト」とは、ひとつの競技参加者が組織するテストで、その他の

競技参加者は当該競技参加者の独占的裁量において招待される場合にのみ参加できるテストを言

う。 
 

8.2.3 オープン・プライベートテスト 
 
「オープン・プライベートテスト」とは、少なくともひとつの競技参加者が主導して組織するが、

選手権に参加するその他すべての競技参加者も参加が可能なテストをいう。 
 
オープン・プライベートテストのリストはプロモーターよりすべての競技参加者に通知される。 
 
これらのプライベートテストでは、いかなる競技参加者もその他の競技参加者の参加を拒否する

権限はない。ただし、参加者数が、当該サーキットでプライベートテストに受け入れ可能な 大

参加台数を上回る場合はその限りではない。 
 
8.2.4 選手権サーキットでのテストの禁止 

 
プライベートテストあるいは特別なテストは、プロモーター*が主催する選手権競技の３０日前以

降は実施できない。 
 
プロモーターが主催する２つの競技が同じサーキットで開催され、その間隔が３０日未満である

場合、テストの禁止は２つの競技のうち 初の競技の開始時から始まり、２番目の競技の開始時

で終了する。 
 
違反した場合の罰則：競技審査委員会の裁量で競技的制裁を行う。 
 
*ＦＩＡ世界耐久選手権、ヨーロッパルマンシリーズ、ミシュランルマンカップ、アジアンルマン

シリーズ 
 

8.2.5 検査 
 
ＷＥＣコミッティは、本条項の規則が遵守されていることを立証するために、直接あるいは明確

に指定された代理人を通じて、検査を実施することができる。これらの検査の妨害は、それが故

意であってもなくても、プライベートテストに関する規定違反となり制裁の対象となる。 
 

8.2.6 ハイパーカーカテゴリーに適用される制限 
 
－申告 
 
特別なテストおよびプライベートテストは、担当テクニカルデリゲートの指示に従い、テスト開

始の７２時間前までに、電子メール（g.bouttier@lemans.org）で申告しなければならない。 
 
－クローズドおよびオープンプライベートテスト 
 
プライベートテストは以下のように制限されている： 
 
そのカテゴリーにエントリーしている各競技参加者は、連続３日間のオープンプライベートテス

トを組織しなければならず、これにはそのカテゴリーにエントリーしている他の競技参加者が優

先的に招待される。 
 
オープンプライベートテストは、ヨーロッパ内、または海外の場合は選手権のレースが行われた

その特定の走路にて、レース終了後５日以内に行うことができる。 
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いかなるオープンプライベートテストも、競技参加者は選手権エントリーの発表後７日以内にテ

クニカルデレゲートおよびそのカテゴリーにエントリーしている他の競技参加者に通知しなけれ

ばならない。 
 
テスト日数の総計は以下のように制限される： 
- 選手権に参加する車両１台あたり 大１０日間（クローズドテスト＋オープンテスト）。 
- 競技参加者あたり 大２０日間（クローズドテスト＋オープンテスト）。 
- そのカテゴリーで公認を取得し、選手権にエントリーしている車両を持つ製造者あたり、 大

２０日間のコースレンタル（クローズド＋オープンテスト、参加車両数の制限はない）。 
 
また、各競技参加者は 大４日間のクローズドプライベートテストを行うことができる。 
 

後に、これらのセッションで使用できるドライ天候用タイヤの総数（仕様は選手権で認可され

たものに準拠する）は、以下のように制限される。なお、使用本数および仕様の管理は、当該カ

テゴリーの単一供給者の責任において行われる。 
- ドライ天候用タイヤは選手権エントリー車両１台あたり 大３６０本。 
- 選手権に参加する競技参加者あたり 大７２０本のドライ天候用タイヤ。 
 
ウエット天候用タイヤの本数には制限はない。 
 
プライベートテストの制限は、公認日後の 初のシーズンを迎えた車両モデルで参加する競技参

加者には適用されない。 
 
ハイパーカーカテゴリーに参加資格を有する車両で、一切選手権にエントリーしていない車両は、

市販タイヤ／輸送用タイヤのみ供給される。 
 
－特別なテスト 
 
特別なテストとは、競技参加者が主催するテストで、１日１台あたり総走行時間が１時間を超え

てはならない。 
 
－タイヤ製造者によるテスト 
 
承認を行うＷＥＣコミッティは、遅くとも当該走行セッション開始の３０日前までに申請を受理

しなければならなず、その承認を受けることを条件として、そのカテゴリーの単一のタイヤ製造

者／供給業者は、全競技参加者を招待し、 大３日間のオープンプライベートテストを実施する

ことができる。 
 
－ブランドの責任 
 
選手権に参加する競技参加者がエントリーした車両に関連するブランドは、テストに関する規則

に違反した場合、その責任を問われることがある。 
 

8.2.7 ＬＭＰ２カテゴリーに適用される制限 
 
上記第８条２項４に追加される制限はない。 
 

8.2.8 ＬＭＧＴＥカテゴリーに適用される制限 
 
－申告 
 
特別なテストおよびプライベートテストは、担当テクニカルデリゲートの指示に従い、テスト開

始の７２時間前までに、電子メール（g.bouttier@lemans.org）で申告しなければならない。 
 
－クローズドプライベートテスト 
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大で１０日間のクローズドプライベートテストを行うことができる。 

 
－オープンプライベートテスト 
 
オープンプライベートテストの日数は無制限とする。 
 
－特別なテスト 
 
特別なテストとは、競技参加者が主催するテストで、１日１台あたり総走行時間が１時間を超え

てはならない。 
 
特別なテストは 大５日間まで可能である。 
 
いかなる申告ミスに対する 低ペナルティ：１回の違反につき１０００ユーロ。 
 

8.2.9 ＬＭＧＴＥ Ａｍカテゴリーに適用される制限 
 
上記第８条２項４に追加される制限はない。 

 
 
9. 競技に関する一般的規則 
 
9.1 規律および車両に問題が生じた場合の対処 

 
9.1.1 運転方向 
 

ドライバーは、車両をマーシャルの指示によって危険な場所から移動させるのに絶対必要な場合

以外は、定められた方向と反対に走行することを厳禁とする（失格）。 
 
9.1.2 走路の制限 
 

ドライバーは走路の制限を必ず守らなければならず、常にＩＳＣ付則Ｌ項第Ⅴ章（第２条ｃ）お

よびｄ）の詳細要件）を遵守しなければならない。 
 
以下の反則の場合罰則が課せられる： 
 
－ プラクティス走行中：競技審査委員会の裁量による：ドライバーの失格に至る場合がある。 
 

－ レース中：競技審査委員会の裁量による：ドライバーの失格に至る場合がある。 
 
9.1.3 停止車両の撤去 
 

すべての走行セッション中に停止した車両はすべて、当該走行セッションに危険を及ぼすことな

くその走行を妨げないよう、マーシャルによってコースから取り除かれる。 
 

－ ドライバーが自身の車両を危険な場所から移動させることができない場合、マーシャルがそ

れを補佐する。 
 
－ そのようなマーシャルの補佐がエンジンの再スタートの利益につながってはならない。罰則：

競技審査委員会の裁量による：競技参加者の失格に至る場合がある。 
 
－ ドライバーが車両より１０ｍ以上離れた場合、当該車両はレースをリタイアしたものとみな

される場合がある（競技審査委員会の裁量による）。 
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－ マーシャル以外の者が、車両および／あるいはドライバーの１０ｍ以内に近づくことはでき

ない。 
 
－ ドライバーが車両を走路に置いて立ち去る時は常に、ニュートラルにするか、駆動系を外し、

ハイブリッドシステムを安全な状態にし、ステアリングホイールはそのまま正常位置にして

おかなければならない。この規定はパークフェルメにも適用される。罰則：競技審査委員会

の裁量による：競技参加者の失格に至る場合がある。 
 
－ 牽引システムの不具合が生じた場合、トラックマーシャルはその判断で強度が十分であると

考えるシャシーあるいは車体などの部分を利用して、車両を安全な場所へ引いていく。車両

に何らかの破損が生じた場合、損害の請求は受け付けられない。 
 
9.1.4 ドライバーが車両を押すこと 
 

いかなる状況であっても、ピットレーンを含み、ドライバーが自身の車両を押すことはできない。 
 
罰則：競技参加者の失格。 

 
9.1.5 コース上での補給 
 

コース上での、一切のエネルギーあるいは液体類の補給は禁止される。 
 

罰則：競技参加者の失格。 
 
9.1.6 停止した車の対処 
 

国際競技規則あるいは本規則にて、特に許されていない限り、ガレージ前あるいはスターティン

ググリッドにある場合は除きドライバーのみが停止している車両に接触することができる。 
 

罰則：競技参加者の失格。 
 
9.1.7 走路への人の立ち入り 

 

グリッドが空になると直ちに、フィニッシュ後に車両がパークフェルメに入るまでは、職務遂行

中のマーシャル、レース中あるいはマーシャルの指示の下にあるドライバー以外、誰も走路に立

ち入ることはできない。 
 
9.1.8 レース中のエンジン再スタート 

 

レース中、車両が停止した場合、エンジンはドライバーのみがスターターあるいはその他何らか

の車載の装備を使用して再スタートさせなければならない。 
 
9.1.9 危険であるとみなされる車両 

 

危険であるとみなされる車両（著しい損傷あるいは安全構成部品の機能低下）はすべて、修理の

ため停止しなければならない。 

 

当該車両は、車両検査委員の同意なしにレースに復帰することはできない。 
 
9.1.10 出走の取り消し 

 

いかなる理由であろうとも、車両（含複数）を出走させることができない競技参加者（または車

両のスタートの準備を整えられないことを確信するに足る十分な理由のある競技参加者）は、で

きるだけ早く、それをレースディレクターあるいはテクニカルデリゲートに通知しなければなら
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ない。 

 

エントリー料金は返還されない。 
 
9.1.11 一般的規律および安全規定の違反の罰則 

 

国際競技規則あるいは一般規律および安全に関する本規則の条項のいかなる違反も罰則を課せら

れる。 

 

いかなる場合も： 

 

－ プラクティス中の旗信号不遵守および／あるいはスポーツに反する行為は、当該セッション

のスタートから違反のあった時刻までのタイム取消。 

 

－ レース中、以下の場合： 

・ ジャンプスタート 

・ フォーメーションラップ中のスタート練習 

・ スタート前のフォーメーションラップ中、義務付けられた車間距離の不遵守 

・ ローリングスタート前のフォーメーションラップあるいはセーフティカー出動中の追い

越し 

・ 旗信号の不遵守 

・ ドライバーが起こした衝突 

・ スポーツに反する行為 

 

罰則は競技審査委員会の裁量に任される。 
 
9.1.12 コクピット内温度 

 

スティント終了時点で、疲労の重要な兆候を示すドライバーは競技会の医師団長の診断を受ける

ことができる。それが過熱ストレスによる場合は、ドライバーはレースに再び参加することは認

められない。 
 
9.1.13 チェッカーフラッグに関する規定 

 

プラクティスセッションの終了時点で、チェッカーフラッグの提示を受けた後で再びフィニッシ

ュラインを通過することはできず、違反の場合、競技審査委員会の裁量による罰則の対象となる。 
 

レース終了時に、チェッカーフラッグを受けた車両はフィニッシュラインを再び通過することは

できず、違反の場合は競技審査委員会に裁量にて罰則が課される。 
 
9.1.14 プラクティス中の一般規定 

 

プラクティス中、ピットとトラックに関する規則およびすべての安全方策は、レースのものと同

様となる。 
 
 

9.2 ブリーフィングとコースウォーク 
 
9.2.1 ドライバーズ・ブリーフィング 

 
レースディレクターが開催するドライバーズ・ブリーフィングは、できれば初回のフリー走行の

前に行うことが望ましい。当該競技会に参加するすべてのドライバー、それらのチームマネージ

ャーあるいはチームの公式代表者は、ブリーフィング全体を通して出席しなければならない。 
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レースディレクターが、また別途ブリーフィングを開催することが必要であると判断した場合、

競技審査委員会の合意を得てレースディレクターが決めた場所と時間でそれが実施される。ドラ

イバー、チームマネージャーあるいはチームの公式代表者はそれに応じて情報を通達される。 
 
リモートブリーフィングの場合、チームマネージャーはビデオをドライバーに見せる責任を負う。

チームマネージャーはすべてのドライバーがビデオを見たことを確認する書面を

stewards@fiawec.comへ送る。 
 
9.2.2 チームマネージャーブリーフィング 

 
レースディレクター開催するチームマネージャーのブリーフィングは、あらゆる競技にて開催さ

れる。すべてのチームマネージャーはブリーフィング全体を通して出席しなければならない。 
 
9.2.3 トップ４ドライバーのミーティング 

 
レースディレクターによるスタートドライバーミーティングが、予選終了後、レース前に開催さ

れる。ハイパーカー、ＬＭＰ２およびＬＭＧＴＥカテゴリーのトップ４のスタートドライバーが、

それぞれのチームマネージャーあるいはチーム代表と共にそのミーティング中ずっと参加しなけ

ればならない。 
 
罰則：競技審査委員会の裁量による。 

 
9.2.4 コースウォーク 

 
各競技会で、プロモーターはドライバーとチーム員がコース上に居ることを許可される時間枠を

割り当てるための 善の努力をする。これは、各競技会ですべてのチームに伝えられ、公式のタ

イムテーブルに「Track walk（コースウォーク）」として詳述される。 
 

このコースとは、ＩＳＣ第２０条に定義された専用エリアの一部である。 

 

上記の時間帯の間のみ、ドライバーおよびチームメンバーは、非電動システムを使用しているこ

とを条件に、コース上に許可される。 

 

その他一切の移動手段は、明らかに許可されていない限り、禁止される。 
 
 
10. フリー走行および予選 
 
10.1 一般規定 

 
10.1.1 参加資格のあるドライバーおよび車両 

 

書類検査および車検に合格したドライバーおよび車両のみが、フリープラクティスおよび予選

に参加することが認められる。 

 

フリー走行および予選の終了時、レースディレクターの提案を受け、競技審査委員会はドライバ

ーを安全上の理由で競技の以降の部分に参加を禁止する場合がある。 

 

10.1.2 ドライバーの義務 
 

ドライバーは以下の違反によりレースに参加を認められなくなる： 
 
－ フリープラクティスおよび予選に参加しなければならず、ドライバークオリファイはウォ

ームアップ中に許可されない。 
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－ 第１０条２.１に定められる 低予選通過タイムを達成しなければならない。 
 
－ レースが一部分夜間に行われる場合、夜間のプラクティス走行を 低５周回達成し、スター

ト／フィニッシュラインを少なくとも１回通過していなければならない。 
 
－ ドライバーは、指定された車両のみを運転しなければならないが、不可抗力の場合に競技審

査委員会によって事前にその目的のための適用免除が認められている場合は除く。 
 
 

10.2 予選 
 

10.2.1 予選セッションについての特定の規定 
 

－ すべてのカテゴリーについて、ドライバーは公式プラクティスセッションのうちの１つで、

少なくとも、所属するカテゴリーの 速車両が達成したベストタイムの１１０％と同等な

タイムを達成しなければならない。 
 
－ 予選セッション中、車両はそのガレージ内に入ることは禁止される。車両はピットレーンに

留まっていなければならない（違反の場合は、ガレージに入る前に当該車両が達成したタイ

ムの取り消し）。 
 
－ 予選セッションに参加しない車両（例：プロトタイプのセッション中のＬＭＧＴＥ車両。Ｌ

ＭＧＴＥセッション中のプロトタイプ車両）は、車検を受けなければならない車両を除き、

必ず自己のガレージ内に留まっていなければならない。 
 
－ 予選中の給油は禁止される。 
 
－ 予選セッションの終了時、車両はパークフェルメ条件の下におかれる。車検を受けなければ

ならない車両を除き、自己のガレージ内へ行かなければならない。 
 
－ 予選セッションの終了時、ガレージ内にある車両のみ、チームはタイヤの圧力、タイヤの温

度をチェックし、データロガーＵＳＢスティックを取り外すことができ、ドライバーは車両

を出ることができる。その他一切のチェックは完了することはできない。 
 
－ 予選セッションの終了時、ガレージの中に入る、または車検エリアに入るために車両を持ち

上げることは厳禁である。 
 
－ パークフェルメ規定の適用解除は、レースコントロールの指示により競技参加者に確認さ

れる。 
 
－ 予選の第２ハーフセッションにおいて競技参加者は、レースディレクターの許可が一旦出

された場合にのみ、車両をガレージから出し、ピットレーンに停止することが認められる。 
 
－ ＬＭＧＴＥ Ａｍカテゴリーについては、ブロンズドライバーのみが予選に参加することが

できる。 
 
－ 予選で赤旗を出した原因となったドライバーは、その予選での全てのラップタイムが抹消

される。 
 
－ 赤旗を出したドライバーは、その予選セッションに再び参加することができない。 

 

10.2.2 特別なケース 
 
予選中にタイムを達成できなかった車両はスタートグリッドの 後尾に配置される（総合順位

の観点からいう、フルグリッド）。クルーの 速ドライバーはその後スタートしなければならな
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い。 
 

10.2.3 予選中の例外的状況 
 
予選中に例外的な状況が発生した場合、競技審査委員会は、レースディレクターの要請により、

安全上の理由で、スターティンググリッドを確定した予選の結果を無視する場合がある。 
 
競技審査委員会の安全上の理由で下した決定は、いかなる形態の請求権をも排除し、適用できる

ものとする。 
 
 
11. レーススタート 
 
11.1 スターティンググリッド 

 
11.1.1 スターティンググリッド 

 

予選終了後に、スターティンググリッドが確定される。 
 
ウォームアップが実施される場合、暫定スターティンググリッドが作られ、 終スターティング

グリッドは、ウォームアップ終了１時間後に確定される。 
 
予選の 速タイム順にドライバーは２×２のフォーメーションを組む。 
 
２名以上のドライバーが同一タイムであった場合、それを 初に達成したドライバーが優先さ

れる。 
 

11.1.2 ポールポジション 
 

ＦＩＡ公認に従い､各サーキットに設定される「ポールポジション」は、上記の規則を適用して

決定される、予選でベストタイムを達成した車両に与えられる｡ 
 

11.1.3 スターティンググリッドを守れない車両 
 

理由の如何に関わらず、スターティンググリッド上の決められた位置からスタートできない車

両は、その旨を競技審査委員会に書面にて通知しなければならず、通知がない場合は、競技審査

委員会の裁量にて失格となる。 

 

グリッドに現れない車両が１台以上あり、競技審査委員会が新しいスターティンググリッドを

確定することができると判断した場合、その空いたポジションは詰められる。 
 
いかなる場合にも、ピットからスタートする車両は、競技役員の指示に従う。 
 
ドライバーおよび車両は、自力でピットを離れピットレーン出口まで進まなければならない。 

 
11.1.4 グリッド上でのエンジンのスタート 

 

国歌斉唱中にエンジンをかけることは厳禁である。違反の場合１回につき１,０００ユーロの罰

金が課される。 
 
車両がホイールを装着した状態でグリッド上にある時、ステアリングホイール操作ができる者

が誰もいない場合には車両のエンジンをスタートさせることは厳禁とする。 
 

11.1.5 グリッド上の一般安全 
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スターティンググリッド上で競技参加者が行う作業は、車両を始動させるための技術的な作業

であれ、車両の部品の加熱であれ、ドライバー、競技参加者、スターティンググリッドにいる全

ての人員に対して完全に安全でなければならない。 
 

11.1.6 グリッドへの進入 
 

グリッドは、フォーメーションラップ開始予定時刻の１５分前に閉鎖される*。 
 
グリッドの指定位置にいない車両は、それ以降入ることはできず、ピットからスタートしなけれ

ばならない。 
 
５分前の合図が提示された後は、グリッド上に空きスペースがある場合もそのままとする。 
 
*詳細は各競技の公式プログラムおよび詳細なスタートタイムテーブルに明記される。 
 
 

11.2 スタート手順 
 

11.2.1 一般的手順 
 

ブリーフィング中に指示された時点から、ドライバーは走路上の相対的なグリッド位置を想定

しなければならない。 
 
車内のドライバーは、１回またはそれ以上のフォーメーションラップに続き、スタート信号が与

えられた後にスタートラインを越えるまで、前方の車両からの距離を維持して、できるだけ整列

したフォーメーションを維持しなければならない。 
 
（ 終の）フォーメーションラップの終了次点で、先頭車両はスタートライン手前で退去する。 
 
ポールポジションの車両はスタート合図が与えられるまでその速度を維持しなければならない。

ブリーフィングで別の支持が出されていない限り、スタート合図は赤色灯火を消すことによっ

てなされる。すべての車両は、スタートラインを通過するまでその位置を守ること。 
 
灯火信号によるローリングスタートとする。 
 
スターティンググリッドからスタートしない車両およびフォーメーションラップ終了時にコー

ス上でスタートラインを通過しない車両は、車両隊列の 後の車両が第１周回を終了するまで、

レースに参加できない。 
 
スタート時、「シグナルエリア」には、パスを完全に見える状態で着用したオフィシャルとファ

イヤーマーシャル以外、誰も立ち入ることはできない。 
 

11.2.2 レコナイザンスラップ（含複数） 
 

フォーメーションラップ開始の遅くとも３０分前に、車両は１周あるいはそれ以上のレコナイ

ザンスラップをするためにピットを離れる。フォーメーションラップの開始前のピットレーン

開放および閉鎖の時刻は、各競技会の付則１に明記される。 
 
ピットレーン出口が閉鎖され、それでもまだピットに残っている車両はすべて、ピットレーン出

口からレースをスタートする。 
 
 レコナイザンスラップ終了後、車両はスターティンググリッドの指定位置につかなければなら

ず、ドライバーはマーシャルの指示下に留まる。 
 
 レコナイザンスラップを複数周回行う車両は、各周回とその次の周回の間で、 大速度６０ｋｍ
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／ｈにて、ピットレーンを使用しなければならない。グリッドを使用することは禁止され、罰則

は１分間のストップ＆ゴーペナルティ。 
 
レコナイザンスラップを完了せず、自力でグリッドあるいはピットレーンに到達しない車両は

すべて、レースをグリッドからスタートすることが認められない。 
 

11.2.3 カウントダウン 
 

スタートの接近は、５分前、３分前、１分前、および３０秒前に、それを示すボードの提示が、

警告音を伴いアナウンスされる。 

 

これらのボードの意味は： 

 

－ 「５分前」ボード：カウントダウンの開始：ドライバーは車両に搭乗し、車両への作業はこ

のボード提示以降はタイヤ交換以外一切認められない。 

 

－ 「３分前」ボード：タイヤ交換禁止。車両はホイールを装着していなければならない。車両

の中のドライバー、車両１台につき１名のチーム員、競技役員を除き、全員がグリッドから

退去する。 

 

－ 「１分前」ボード：クローズドカーのドアは閉鎖されなければならず、チーム員はグリッド

を退去しなければならない。エンジンは外部の補助なく、ドライバーによって始動される。 

 

－ 「３０秒前」ボード：フォーメーションラップ開始までに残り３０秒のみである。 

 

－ グリーンフラッグの提示：先頭車両の後方からフォーメーションラップを開始する。車両は

グリッド位置を保って走行しなければならない。 

 

－ 詳細は各競技で条件指定される。 
 

11.2.4 援助スタート 
 

フォーメーションラップをスタートできないドライバーは、それをマーシャルに知らせなけれ

ばならない。グリッドを離れる際には、走路脇に立つ者すべてを通過するまで、すべてのドライ

バーは大幅に減速して進まなければならない。 

 

グリッドを離れることのできるすべての車両がグリッドを離れたらすぐに、マーシャルはグリ

ッドに残る車両（含複数）すべてを押してピットレーンに行くよう指示される。グリッドから押

し出された車両のドライバーはすべて、車両のスタートを試みることはできず、マーシャルの指

示に従わなければならない。 

 

車両が一旦ピットレーンに入ったならば、車両の作業を行うことができる。その他すべての競技

参加者がレース第１周回を完了した後で復帰する。 
 

11.2.5 先導車両と医務介入車両 
 

フォーメーションラップ中、車両は先導車両に先導され、医務介入車両が後ろにつく。 
 

11.2.6 フォーメーションラップで遅れたドライバー 
 

スタート位置を離れる際に遅れた一切のドライバーは、一旦、 後尾車両がそのスタート位置を

離れスタートラインを通過してから、フォーメーションラップに合流できる。その時点で遅れた

ドライバーはその正確なスタート位置を取り戻すため、前方の医務介入車両および／あるいは

ドライバーを追い越すことができる。ただし、それがドライバーが第２インターミディエイトラ
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インを通過する前に起ることを条件とする。 

 

ドライバーが第２インターミディエイトラインを通過する前に自身の位置を取り戻すことがで

きない場合、グリッド 後尾からスタートしなければならない。後方にいる車両を追い越させる

ことにより、グリッドの 後尾まで後退しなければならない。 

 

他の車両がすべてスタートラインを通過する前にポジションを離れることができない場合、ド

ライバーはグリッド 後尾からレースを開始しなければならない。 

 

１名以上のドライバーが影響を受けた場合、それらのドライバーは、自身がフォーメーションラ

ップを出走した順番にグリッドの 後尾に整列しなければならない。スタートラインがポール

ポジションの前にない場合、この条項の目的にのみ、ポールポジションの１メートル前方に白線

があるものとみなされる。 

 

フォーメーションラップ終了前で、第２インターミディエイトラインに到達する前に介入車両

の前方にいることができないドライバーは、ピットレーンに侵入し、その他すべての競技参加者

が 初のレース周回を完了した後でピットレーン終点よりスタートしなければならない。 
 

11.2.7 追加のフォーメーションラップ 
 

状況の求めに応じ、競技長あるいはレースディレクターは先導車両にフォーメーションラップ

を１周またはそれ以上追加することを要請できる。 

 

その場合、レース距離の目的でのみ、レースのスタートは 初のフォーメーションラップの終了

次点でなされたものとみなされる。 

 

再スタート手順：予測不可能な理由により、１周回あるいはそれ以上の追加のフォーメーション

ラップが走行できない場合、次の手順がとられる： 

 

レースディレクターがレースを中断し、すべての車両は先導車の後ろに停止する。 

先導車の後ろですべての車両が一旦停止したならば、すべての車両はエンジンを切る。 

 

レースを中断することになった問題が解決し、安全に実行することができる確認が得られたな

らば、レースディレクターは、第１４条４項の原則に従いレースを再開する指示を出す。 
 

11.2.8 レースディレクターによるスタート遅延 
 

予測不可能な理由のため、安全にスタートできない状況の場合、レースディレクターは「"Start 
Delayed"（スタート遅延）」のボードを提示し、スタートを遅らせる。 

 

レースディレクターが、状況が安全でスタートが可能であると判断すると直ちに、計時モニター

に新しいフォーメーションラップスタート時刻の情報が表示される。 

 

この情報は常に、フォーメーションラップの遅くとも１０分前までに表示される。 

フォーメーションラップ開始５分前からは、第１１条２.３項が適用される。 

 

 

11.3 セーフティカー後方からのレーススタート 
 

11.3.1 一般的手順 
 

特殊な状況の場合、レースがセーフティカー後方からスタートする場合がある。この場合、１分

前シグナルの前の何れかの時点で、オレンジ色のライトが点灯される。これはレースがセーフテ
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ィカーの後方からスタートすることをドライバーに知らせる合図となる。緑色のライトが点灯

されると、セーフティカーはグリッドを離れ、すべての車両はグリッド順を保って、車両５台分

以下の距離で続く。フォーメーションラップは行われず、レースは緑色のライトが点灯した時点

でスタートする。 

 

国際競技規則第８.３条および付則Ｈ項第２条１０.１９に従い、セーフティカーはローリング

スタートの公式車両として使用することができる。この場合、スタートを規定する付則１が、ス

タートが切られてからセーフティカーがその機能を再開させるまで、適用される。 
 

11.3.2 セーフティカー先導でのスタートの場合の追い越し 
 

追い越しは、 初の周回でのみ、グリッドの位置を離れるのが遅れ、その車両を追い越さないと、

後続の車両が隊列の残りを不当に遅らせることになってしまう場合にのみ認められる。この場

合、ドライバーは当初のスタート順を取り戻すためにのみ追い越すことができる。 
 
グリッドを離れる際に遅れたドライバーは、残りの車両がラインを通過し終えた後も停止して

いる場合はその他の走行中の車両を追い越すことはできず、セーフティカー後方の車両隊列の

後尾につかなければならない。２名以上のドライバーが遅れた場合、それらはグリッドを離れ

た順に、隊列の 後尾に着かなければならない。 
 

11.3.3 セーフティカー先導でのスタートの場合のピットレーンからのスタート 
 

セーフティカー後方の 後尾車両がピットレーン終端部を通過するとすぐに、ピット出口のラ

イトは第１周回終了後に緑になる。ピットレーンにいる車両はコースに合流でき、セーフティカ

ー後方の車両隊列に加わる。 
 
 

12. ピットレーン、ピットストップおよび車両の介入 
 
12.1 安全に関する一般規定 

 
12.1.1 ピットおよびピットレーンでの競技参加者設備 

 
競技参加者は、ピットおよびピットレーン内に設置の施設が以下であることを確実にしなけれ

ばならない： 
 
－ 安全である 
 
－ プロモーターおよび競技役員により規定される事項を遵守している 
 
－ その他の競技参加者の妨げにならない。 
 
これらの要素はピットレーン担当競技役員の単独の裁量に任され、スポーツ権能に控訴するこ

とはできない。 
 
車両は自己のガレージに自力で出入りすることはできない。 
 
車両は、ピットに出入りするあるいはピットストップ位置から離れる場合に、ピットレーンの要

員、または他の車両やドライバーを危険にさらすような方法で行うことはできない。 
 
車両を安全でない条件で解放することはできない。競技審査委員会の判断で、安全ではない条件

で解放されたことを知りつつ運転を続行するとみなされたドライバーには、ペナルティが評価

される。 
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12.1.2 ピットレーンのエリア 
 
サーキットの条件が許す場合は、ピットレーンを以下の３つのエリアに区分することができる： 
 
－ 「ファストレーン」：ピットレーンの壁に も近いレーン。車両は自力でのみファストレー

ンに入ることができる。 
 
－ 「加速および減速レーン」（あるいは混合レーン）：中央レーン。 
 
－ 「作業エリア」：ガレージ寄りのエリア。車両への作業はそこで行うことができる。片側が

壁であるか、ピットのシャッター前の塗装ラインで区切られ、もう片側は中央レーンとの境

界線で形成される。人員の立ち入りは車両への介入の間のみ許可される。 
 
－ ファストレーンにいる車両は加速レーンあるいは作業エリアにいる車両に対して優先され

る。 
 

12.1.3 ピットエリアで車両を押すこと 
 
ピットエリアでは、 大４名の要員だけが、以下の状況でのみ車両を押すことができる。 
 
－ ピットに戻すあるいはピットから出す 
 
－ ブリーフィング中、レースディレクターに指示された位置からピットに至るまで 
 
ピットレーンでは後退ギアの使用は禁止される。 
 

12.1.4 ピットレーンの速度制限 
 
ピットレーンは６０ｋｍ／ｈに制限される（高い方のｋｍ／ｈに切り上げ）。 
 
いかなる違反も次の表に示される通りに罰則を受ける。 
 
速度 プラクティスと 

ウォームアップ中 
決勝（１回目 
の違反） 

決勝（２回目 
の違反） 

決勝（３回目 
の違反） 

 
60kph＜V 
＜70kph 
 

 
制限を超過した、 
1km/h毎に１００ユ

ーロの罰金と、プラ

クティスセッショ

ン中違反を犯した

時点までの当該ド

ライバーのタイム

抹消。 
 

 
ドライブスルー･ペ

ナルティ 
 

 
ドライブスルー･ペ

ナルティ 
 

 
競技審査委員会の

裁量による罰則－

失格の可能性あり

（第１６条２.９） 

V>=70kph 

 
70kph超える1km毎

に、ストップ・アン

ド・ゴーエリアで５

秒間停止（第１６条

２.２） 
 

 
70kph超える1km毎

に、ストップ・アン

ド・ゴーエリアで１

０秒間停止（第１６

条２.２） 
 

 
 

12.2 ピットストップ 
 

12.2.1 ピットストップに関する一般的義務 
 
ピットストップ中、車両に作業を行うことができるのは、割り当てられた作業エリア内と割り当

てられたガレージ内に限られる。 
 
ドライバー交代についても同様の原則が適用される。 
 
車両に作業を行う人員：器材および人員の作業エリアでの（競技役員を除く）存在は、車両がそ
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こにあり、エンジンが切られている場合にのみ認められる。 
 
車両が作業エリアで停止しエンジンを切った状態でない限り、ドライバーは以下が禁止される： 
－ ハーネスを外したり、バックルを外したりすること。 
－ ヘッドレストを取り外すこと 
－ また、適用のある場合に、セーフティネットの取り外しを始めること。 
 
作業エリアを離れる前に、車両がホイール装着した状態で（地面に降りて）静止した後でのみ、

外部の支援なしにドライバーによって車両を再始動させることができる。 
 
車両の位置決め： 
２.５ｍのラインと平行に車両を配置するために、スケーターを使用することができる。 
 

12.2.2 ピットストップ手順 
 
車両が存在する作業エリアに介入する者に対しては、プロモーターが腕章を配布する。腕章の種

類は、シーズン初戦のチームマネージャーブリーフィングでレースディレクターが詳細を説明

する。 
 
車両管理担当者（カーコントローラー）はピットストップ中のすべての安全に関することに責任

を負う。また、車両が到着する前に作業エリアにいなければならない。 
 
ａ）作業エリアへの車両の到着 

唯一１名のカーコントローラーは、作業エリアに安全に車両を止めることに責任があり（２．

５ｍラインに平行に５０ｃｍ離して）、車両が止まる前に作業エリアに入ることが許される。

この人物は停車中もピットレーンに留まり、監督することができるが、それ以外の機能を果

たすことはできない。 
 

ｂ）ドライバー交代 
ドライバー交代は、ピットストップ中であればいつでも行うことができる。 
ドライバーは、ドライバー交代に直接関係するもの以外の介入に参加してはならない。 
ドライバー補助は、以下のいずれかの者が行われなければならない： 
－ 当該クルーのドライバー（その時点でドライバー補助の専属的な役割を担う） 
－ 専任の担当者（その時点でドライバー補助の専属的な役割を担う） 
－ 適切な腕章を着用し、作業エリアで許可された１人または複数の人物によるもの。 
工具の使用は認められない。 
 

ｃ）燃料補給 
給油員は、以下の場合に限り、車両に燃料を入れるために介入することができる（この間、

車両はホイールを装着していなければならない）。 
－ デッドマンバルブの係員が所定の位置にいて、バルブを操作していること。 
－ 消火器要員が消火器を装備している。 
－ 車両がアース接地されている。 
この段階では： 
車体パネルを取り外さない限り、また一切の部品を作業エリアに持ち込まない限り、適切な

腕章をした 大４名が、手動での清掃やタイヤ／ブレーキの点検以外の工具を持たない作

業および車両のアース接地を行うことができる。 
供給業者代表 大２名および／あるいは適切な腕章をした技術者は、タイヤおよび／また

はブレーキの点検を行うことができるが、その他の作業を行うことはできない。 
上記の人員のみが作業エリアに入ることができる。 
 

ｄ）介入 
大４名までが、あらゆる種類の作業を行うために車両に介入することができる。 

供給業者代表２名は、タイヤおよび／またはブレーキの点検を行うことができるが、その他
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の作業を行うことはできない。 
タイヤ交換は、 大で２つのホイールガン（空気式のみ）を使用して行わなければならない。 
ピット作業中は、いかなる場合もホイールを放置してはならない。取り外したホイールは、

常に持ち運ぶか、地面に平らに置かなければならない。 
 

ｅ）作業エリアからの車両の出発 
カーコントローラーは、車両を安全に作業エリアから退出させる責任がある。 

 
 

12.3 車両への作業 
 

12.3.1 ガレージでの修理 
 
車両は、あらゆる種類の介入のためにガレージの中に戻ることができる。車両がガレージ内にあ

る場合、設備や人員に関する制限は適用されない。 
 
ただし、燃料補給はガレージ内では認められず、作業エリアでのみ行うことができる。 
 
さらに、レース中は、以下の部品の全部または一部の交換を行うことは禁止されている： 
－ エンジン：シリンダーヘッド、ブロックおよび／あるいは構成部品 
－ ギアボックス：メインおよびディファレンシャルハウジング 
－ および、シャシー：サバイバルセル 
 

12.3.2 ドライバーが行うことのできる修理 
 
レース中、ガレージの前や内側、スターティンググリッド上に位置するエリアを除いて、修理は

ドライバーのみが自分の車両に搭載された工具や部品を使って行わなければならない。 
 
罰則：失格 
 
 

13. レース中の運転時間 
 
13.1 一般原則 

 
13.1.1 周回数カウント 

 
運転時間はピットストップを考慮せずに計測される： 

初のスティント：緑のスタートライト－ピットレーン位置口まで 
次のスティント：ピットレーン出口から－ピットレーン位置口まで 
終スティント：ピットレーン出口から－レースの経過時間 

 
セーフティカーがすべての車両をピットレーンを経由して先導しなければならない場合、ピッ

トレーンを走行中のタイムは、ピットストップを行う車両を除き、運転時間に数えられる。 
 

13.1.2 運転時間の調整可能性 
 
状況の求めにより、競技審査委員会はその裁量にて競技中いかなる時も、 小、 大運転時間を

調整する場合がある。 
 

13.1.3 ペナルティ 
 
ドライバーがレース中、運転を全く行わなかった場合、当該車両は、不可抗力によるものと競技

審査委員会が認める場合は除き、失格となる。 
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小運転時間を達成しないドライバーは、失格に至るまでの罰則が、競技審査委員会により課さ

れる。 
 
大運転時間を超えたドライバーは、失格に至るまでの罰則が、競技審査委員会により課される。 

 
13.1.4 運転時間 

 
以下の表に閉められる運転時間は、上記条項に従い修正される場合がある。 

 
 
13.2 レース距離に関する運転時間 

 
* すべてのカテゴリーについては、１時間よりも少ない総運転時間であった一切のドライバー

は、本規則で適用される罰則に加えて、選手権で得点を得ない。 
 
ＷＥＣコミッティは、車両の自律性の進化に応じて、ＬＭＰ２カテゴリーの 小運転時間を調整
することができる。 
 

13.2.1 ６時間レース 
 

 ６時間レース 

 LMP2 LMGTE Am 
最小運転時間 
シルバー 01h15 01h45 
ブロンズ 01h15 01h45 

 
13.2.2 ８時間レース 
 

 ８時間レース 

 LMP2 LMGTE Am 
最小運転時間 
シルバー 02h00 02h20 
ブロンズ 02h00 02h20 

 
 
13.3 クルーの構成 

 
13.3.1 クルーの構成に関する規則 

 
競技審査委員会の判断による不可抗力の場合を除き、書類検査が終了した時点でクルーの変更

は禁止される。 
 
競技に参加できる競技参加者およびドライバーの正式なリストは、競技審査委員会によって発

表される。 
 

13.3.2 ハイパーカー・カテゴリーの場合 
 
チームの構成は自由であるが、ブロンズドライバーを含まないことを条件とする。 
 

13.3.3 ＬＭＰ２カテゴリーの場合 
 
２名または３名のドライバーのクルーで、 低でも１名のシルバーまたはブロンズのドライバ

ーを含まなければならない。 
 

13.3.4 ＬＭＧＴＥ Ｐｒｏカテゴリーの場合 
 
ＬＭＧＴＥ Ｐｒｏカテゴリーでは、クルーの編成は自由。 
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13.3.5 ＬＭＧＴＥ Ａｍカテゴリーの場合 
 
２名または３名のドライバーのクルーで、少なくとも１名のブロンズドライバーと、もう１名の

ブロンズドライバーまたはシルバードライバーを含まなければならない。 
 
 

14. セッションの停止および中立化 
 
14.1 赤旗手順に関する一般規則 

 
14.1.1 責任 

 
プラクティスあるいはレース中断の指示は、レースディレクターの役目である。 

 
 
14.2 プラクティスの中断（赤旗手順） 

 
14.2.1 手順 

 
競技長は： 
 
－ スタートラインとすべてのマーシャルポストで同時に赤旗を提示する指示を出す。 
 
－ また、設置があればサーキット周囲に配された赤色灯をつけるよう指示を出す。 
 
－ 走行セッション中に赤旗が提示された時は常に、すべてのドライバーは車両速度を 大

80kphにまで落とさなければならない（フリー走行、予選あるいはウォームアップセッショ

ン）。 
 
－ ドライバーは、一旦赤旗が提示されたならば、非常に注意を払ってピット（あるいはレース

ディレクターの指示するその他の場所）へ進まなければならないことを思い出す。 
 
－ フリー走行中は計時を停止しないが、予選中は計時を停止する。 
 

14.2.2 中断されたセッションの延長 
 
レースディレクターは、競技審査委員会との合意の上で、中断した後のプラクティスセッション

を延長する義務を負わない。 
 

14.2.3 抗議 
 
プラクティスセッションが中断された場合、それによってドライバーおよび車両の予選結果に

起こりうる影響について、抗議は認められない。 
 

14.2.4 周回数の計算 
 
赤旗が提示された周回を除き、車両がラインを通過する度に、１ラップを完了したとみなされる。 

 
 
14.3 レースの中断（赤旗手順） 

 
14.3.1 一般規定および指揮する行為 

 
事故によってサーキットが閉鎖されたり、天候またはその他の理由で競技の継続が危険となった

ため、決勝レースを中断する必要が生じた場合、競技長は赤旗をすべてのマーシャルポストで、

また中断ライトをスタートライン上において提示することを命ずる。中断のシグナルが出され
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たら、追い越しは禁止され、ピット出入り口は閉鎖され、そして全ドライバーはピット入口前の

赤旗ラインまでゆっくりと車両を進ませ、そこで１列に整列する（位置はドライバーズ・ブリー

フィングにてレースディレクターより確認される）。 
 
セーフティカーは赤旗ラインの後方に並んだ車両の先頭に置かれる。 
 
レースが中断されている間は： 
 
－ レースも計時も停止することはない。 
 
－ 赤旗中の運転時間はカウントされず、審査委員会はレースの再スタートの前に 新の運転

時間を確認する。 
 
－ 状況の求めに応じ、競技審査委員会は停止および／あるいは設定レースタイムを改変する

決定を行う場合がある。これにより競技会の付則１に規定される競技会の時間を超えるこ

とはできない。 
 
－ グリッド上には、競技役員および赤い腕章をした車両１台につき１名のみが立ち入りを認

められる。 
 
－ ドライバーは車両から離れ（しかし遠くへ立ち去ってはならない）、ヘルメットとグローブ

を取り外すことができる。 
 
－ ドライバー交代は禁止される。 
 
－ ドライバーは常にマーシャルの指示に従わなければならない。 
 
－ パークフェルメ規定がすべての車両に適用され、ピットでは修理作業は一切認められない。 
 

14.3.2 車両に許される介入作業 
 
グリッド上およびピットレーン内では車両へのすべての作業は禁止されるがレースコントロー

ルからの許可があり、車両検査委員の監督下で、以下のためのみの場合は除く： 
 
－ エネルギー再生装置（ハイブリッド－ＥＲＳ）の冷却のため車両に取り付けられる追加の外

部の固定装置の取り付け 
 
－ 外部バッテリーとの接続 
 
－ 温度管理のためのエンジンスタート 
 
－ 雨天の場合に車両に覆いをかける。 
 
これらの作業は１車両にチーム員１名のみが実施でき、当該員は適切な赤色の腕章を身に付け

ていること。 
 

14.3.3 安全上の理由によるタイヤ交換 
 
レースディレクターが、安全上の理由で、タイヤ交換をすることを許可する決定を行う場合があ

る。 
 
この場合、タイヤ交換は、レース再開の１０分前提示と５分前提示の間で、実施されなければな

らない。レース再開の３分前提示時点ですべての車両が、すでにホイールを装着していなければ

ならない。 
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14.3.4 グリッドにつくために車両が支援を必要とする場合 
 
赤旗合図の後、グリッドにつくために支援を必要とする一切の車両は、次にピットレーンに進入

し、そのガレージの外の作業エリアにパークフェルメ条件の下で留まらなければならず、第１４

条４項に従わなければならない。 
 
 
14.4 中断されたレースの再開（赤旗手順の終了） 

 
14.4.1 一般規定 

 
レース再開の遅延はできる限り短く保たれ、再開時刻がわかるとすぐに、チームはピットの計時

モニターによって知らせを受ける。いかなる場合にも、１０分前の警告音による合図が再開の前

に出される。 
スタート再開前に、１０分前、５分前、３分前、１分前、および３０秒前のボードが提示される。 
 

14.4.2 グリッド上の車両に関する手順 
 
－ １０分前ボード提示から、車両につき 大４名のチーム要員が、適切な腕章を身に付け、以

下の作業を行うためだけにグリッドに入ることが認められる： 
 

・ ドライバーの補助 
・ 外部のバッテリーで車両のスタートを手伝う 
・ タイヤとブレーキの検査 
・ レースディレクターに許可された場合はタイヤ交換（５分前ボード提示前） 
・ ハイブリッド車両の冷却装置の取り外し（５分前ボード提示前） 
・ ウインドスクリーンの曇り取り 

 
－ ３分前ボード提示時点で、車両はホイールを装着していなければならない。 
 
－ レース再開の４分前には、総合順位１位の走路にいる車両と赤旗ラインの間の、グリッド上

にいるすべての車両は追い越しをすることなく１周回をするよう合図され、セーフティカ

ーの後方の車両隊列の後尾に合流する。 
 
－ ３分前ボード提示時点で、車両はホイールを装着していなければならない。 
 
－ １分前ボード提示により、エンジンが始動されなければならず、チーム員、タイヤおよびブ

レーキ技術者はグリッドを退去しなければならない。３０秒前ボードが提示された後にド

ライバーが援助を必要とする場合、黄旗を掲げたマーシャルによりその合図が出される。 
 

14.4.3 赤旗合図提示前にピットレーンに進入した車両について 
 
－ レース再開の４分前に、車両への作業は第１２条の条件を遵守し再開することができる。 
 
－ ３分前ボードが提示されると、ピット出口は、赤旗合図の前にピットレーンに進入した車両

のために１分間開放される。ピット出口よりレースを再開しようとする一切の車両は、その

他の車両を不当に遅らせることがない限り、出口に自力で到達した順番で出て行くことが

できる。それらの車両は、追い越しをすることなく１周するよう合図され、走路上の車両列

後尾に合流する。レース再開２分前までにピット出口を出ない一切の車両は、レースが再開

され１周回が終了し、走路上の 後尾の車両が第２セーフティカーラインを通過し終えた

後に、再びピット出口が開けられるまでそこに留まらなければならない。 
 
－ レース再開２分前に、ピット出口は閉められる。 
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14.4.4 赤旗合図後にピットレーンに進入した車両について 
 
－ 一旦ピットレーンに進入すると、車両は当該ガレージ外の作業エリアにパークフェルメ条

件下で留まらなければならない。 
 
－ レース再開の４分前に、ピットレーンでの車両への作業は第１２条の条件を遵守し再開す

ることができる。 
 
－ レースの再開時点でのみ、赤旗合図後にピットレーンに進入したこれらの車両はピット出

口に移動できる。ピット出口は、レースが再開した後１周回終了し、走路上の 後尾の車両

が第２セーフティカーラインを通過し終えた時点で開放される。 
 

14.4.5 レース再開時点のすべての車両について 
 
－ レースはセーフティカ―の先導で再開される。 
 
－ 緑色のライトが点灯すると、セーフティカーがグリッドを離れ、すべての車両は赤旗ライン

の後方に停止した順でそれに続く。 
 
－ セーフティカーが１周回終了し、走路上の 後尾の車両が第２セーフティカーラインを通

過し終えた時点でピット出口が開放される。その後本規則第１４条５に定める手順が適用

される。 
 
－ レースが再開できない場合、レース中断の合図が出された周回の１つ前の周回が終了した

時点の順位が結果として採用される。 
 
 
14.5 レースの非競技化：フルコースイエロー （FCY） 

 
14.5.1 レースをFCYとする 

 
－ レースディレクターは、安全上の理由で必要であると判断した場合は、フルコースイエロー

期間を宣言することができる。 
 
－ 一旦FCYの状態になると、車両は80kphに減速し、１列縦隊に整列し、前後の車両間隔を維

持する。 
 
－ FCY中、追い越しは厳禁とされる。ただし車両が明らかに問題を抱えて減速する場合を除く。 
 
－ すべてのマーシャルポストでは、黄旗の振動表示がなされ、FCYと記載されたボードも提示

される。 
 
－ FCYが実行されている間に、不要に遅く、一定しない動きで、あるいはその他のドライバー

に危険を及ぼす恐れがあるような方法で運転されている一切の車両は競技審査委員会に報

告される。これは、そのような車両が走路にある時、ピット入口にある時あるいはピットレ

ーン出口ロードにある場合にも適用される。 
 

14.5.2 FCY中のピットレーンへのアクセス 
 
－ ピットレーンの出入口は開放されたままとし、車両はピットへ自由に進入できる。 
 
－ ピットレーンに進入しようとする車両は、一旦第１セーフティカーラインを通過したなら

ば、走路上の車両を追い越すことができる。 
 
－ ピットレーンを出ようとする車両は、第２セーフティカーラインに到達するまでは、その他
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の車両を追い越すことができる。 
 
－ ピットレーンの出入口でも、速度は 大80kphに制限される。 
 

14.5.3 FCYの終了 
 
－ 一旦問題が解決したならば、レースディレクターは、モニター上のメッセージ提示により、

走路を緑信号に戻す。 
 
－ この時点で、すべてのマーシャルポストは、黄旗とFCYボードを緑旗の振動表示に変える。

レースおよび追い越しは、制約を受けることなく、車両同士の位置関係やラインに対する車

両の位置に関わりなく、通常に再開される。 
 

14.5.4 FCYおよびセーフティカー 
 
FCY期間終了後も、問題が解決しておらず、安全面が危険にさらされている場合には、セーフテ

ィカーの介入がなされる。 
 
 
14.6 レースの非競技化：セーフティカー手順 

 
14.6.1 一般規定および指揮する行為 

 
－ 国際競技規則付則Ｈ項の第２条１０が適用されるが、以下に示す規定は除く。 
 
－ 競技長の判断により、以下の目的でセーフティカーが導入される場合がある： 

－ 競技参加者または競技役員に差し迫った危険があるが、レースを中止するほどではな

い場合、レースを中立化させる。 
－ 例外的な状況でレースを開始する。 
－ ローリングスタートのペース配分。 
－ 中断されたレースを再開すること。 

 
－ 選手権競技では、大会特別規則書で他の規定が定められている場合を除き、セーフティカー

は１台とする。 
 
－ セーフティカーの出動命令が出されたら、すべてのマーシャルのポストで黄旗の振動表示

と"SC"ボードが提示され、ライン上ではオレンジ色のライトが点灯され、それが介入中、継

続される。 
 
－ 「セーフティカー」のメッセージが一旦モニター上に表示されたならば、すべての車両は減

速し、「ピット入口閉鎖」の合図が提示される。 
 
－ セーフティカーは、オレンジ色のライトを点けてピットレーンからスタートし、レースの首

位車両の位置に関係なく走路に合流する。 
 
－ すべての競技車両は、互いに車両５台分以下の間隔を保ち、セーフティカーの後方へ整列し

なければならない。そして、次の例外を除き、セーフティカーがピットに戻った後、車両が

ライン（あるいは次のレース中立化終了地点）に到達するまで追い越しは禁止される。 
 
－ セーフティカーが出動中に、不必要に遅く、不安定で、あるいはその他のドライバーに危険

を及ぼす可能性のあると判断される方法で運転されている一切の車両は、競技審査委員会

に報告される。これは、そのような車両が、走路上にある場合に、またピット入口あるいは

ピットレーンにいる場合に適用される。 
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14.6.2 セーフティカー導入中に許される追い越し 
 
追い越しは次の状況では許可される： 
 
－ セーフティカーにより追い越しを指示される場合； 
 
－ 第１１条３項２の場合； 
 
－ ピットに進入した車両は、第９条２項３に決められている通り、第１セーフティカーライン

を通過した後、もう１台の車両あるいはセーフティカーを追い越すことができる； 
 
－ ピットを出た一切の車両は、第９条２項３に決められている通り、第２セーフティカーライ

ンを通過する前に、走路上で、もう一台の車両に追い越されることができる； 
 
－ セーフティカーがピットあるいは中間地点に戻る時、一旦セーフティカーラインを通過し

たならば、走路上で車両に追い越されることができる； 
 
－ セーフティカーがピットレーンを使用している間に（第１４条６項１１参照）指定されたガ

レージエリアに停止している一切の車両は、以下の場合に追い越されることができる； 
 
－ 車両が明らかな故障で速度を落としている場合。 
 

14.6.3 セーフティカー導入中に許される追い越し 
 
競技長に指示を受けた場合には、セーフティカー内のオブザーバーは、セーフティカーとレース

の首位車両との間にいる車両に対して、追い越しをするよう合図するため、緑のライトを使用す

る。これらの車両は、セーフティカー後方の車両隊列に達するまでは追い越しすることなく減速

して走行を続ける。 
 

14.6.4 「パス・アラウンド」 
 
－ 適切であると判断される場合には、レースディレクターは、クラスの首位車両がその他当該

クラスの車両の後方にある場合に、セーフティカー後方に走行する順で「パス・アラウンド」

を認める。 
 
－ 車両が「パス・アラウンド」の資格があるかどうかを決めるのは競技参加者の責務である。

その資格なく「パス・アラウンド」を行った場合の罰則：停止し、レース２周回に等しい時

間待機。 
 
－ その手順の間を通じ、「パス・アラウンド」を行ったすべての車両は、セーフティカー後方

に当初並んだ順番で互いに１列縦隊を保つ。 
 
－ 「パス・アラウンド」を行う車両は、指示が出された場合にのみ、正規の順で安全に、セー

フティカーを追い越し、安全性に影響を及ぼすことなく隊列にできる限り早く追いつき、セ

ーフティカー後方に走行する車両の後方の位置に着かなければならない。 
 
－ 「パス・アラウンド」の恩恵を受ける車両は、セーフティカーの後方で完了した周回数に関

係なく、ピット入口閉鎖ライトを遵守しなければならない。 
 
－ セーフティカーは、レース首位車両のゼッケンを示す、電気的に制御されるリアパネルを有

することもできる。それが点灯すると、レース首位車両を除くそれまでの車両のゼッケンが

表示され、セーフティカーを追い抜いていく。 
 
－ セーフティカーは少なくとも、レース首位車両がその後方につき（第１１条３項の場合を除

く）それ以外のすべての車両が首位車両の後ろに並ぶまで、使用される（あるいは２台以上
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のセーフティカーが利用される場合には、そのセーフティカーの区域にある全車両）。 
 
－ セーフティカーの後方に一旦ついたならば、レース首位車両（あるいはその区域の首位車両）

は、車両５台分以下の距離を保ちながら（第１４条６項１２の場合を除く）、その他すべて

の車両はできる限り整然とフォーメーションを保たなければならない。 
 

14.6.5 セーフティカー導入中のピットへのアクセスおよび作業 
 
－ セーフティカーの 初の３周回の間、ピット入口は閉鎖される。これらの 初の３周回の間

にピットに入る一切の車両は、５秒間の給油および/または損傷したタイヤ（含複数）の交

換のみが、３周回目の後に、あるいはピット入口が開放されると直ぐに、その車両が再び給

油および／あるいはタイヤ交換のためピットストップを行うという条件のもとで、認めら

れる。この場合、車両は給油および／あるいはタイヤ交換のため入ってくる前に走路上で１

回ラインを通過することのみができる。 
 
－ 車両は 初の３周回の間に以下の条件でピットに入ることができる： 

・ 走路走行継続が危険であるとレースディレクターおよび／あるいはテクニカルデリゲ

ートによって判断される。 
・ ピットストップを行った結果、当該車両は 低でも１周回を失う。 
 

－ 上記に合致することができなかった場合は、３分間のストップ・アンド・ゴーペナルティが

課される。 
 

－ チームマネージャーは、レースディレクターに、自己のチームの車両がピットレーンに入ろ

うとしていることを伝えなければならない。 初の３周回の間に、首位の車両がピットに入

る場合、その結果として２位の車両がセーフティカーの後方につき、３周回の間にピットに

入ることを決定する車両がある毎にその後ろの車両が順をつめる。 
 
－ 車両は、一旦ピット入口がオープンとなったら、修理あるいは給油のためにのみ、制約を受

けることなくピットに入ることができる。 
 

14.6.6 セーフティカー導入中ピットレーンを出る 
 
－ セーフティカーが出動している間の、セーフティカーの 初の３周回の後、競技車両はピッ

トレーンに進入することができるが、走路に復帰できるのは、ピットレーンの終端のグリー

ンライトが点灯したときのみである。 
 
－ そのライトは、セーフティカーが第１セーフティカーラインを通過してからそれに続く車

両隊列の 後尾車両が第２セーフティカーラインを通過するまでを除いて、常に点灯して

いる。 
 
－ 走路に復帰する車両は、セーフティカー後方の車両隊列の 後尾に到達するまで、適切な速

度で進まなければならない。 
 

14.6.7 最初の３周回のセーフティカー周回の周回計算 
 
－ セーフティカーが走路上のコントロールラインを 初に通過した時点で、 初のセーフテ

ィカー周回が完了したとみなされる。これは、走路上のコントロールラインを通過するセー

フティカー後方のすべての車両にも適用される。 
 
－ セーフティカーが走路上のコントロールラインを２回目に通過した時点で、第２回目のセ

ーフティカー周回が完了したとみなされる。これは、走路上のコントロールラインを通過す

るセーフティカー後方のすべての車両にも適用される。 
 
－ セーフティカーが走路上のコントロールラインを３回目に通過した時点で、第３回目のセ
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ーフティカー周回が完了したとみなされる。これは、走路上のコントロールラインを通過す

るセーフティカー後方のすべての車両にも適用される。 
 

14.6.8 競技参加者の周回計算 
 
セーフティカーが出動している間に完了する各周回は、レース周回として計算される。 
 

14.6.9 最終周回でセーフティカーが出動、あるいは走路にある場合 
 
終周回の開始時点でまだセーフティカーが出動している場合、あるいは 終周回に出動した

場合、その周回の終了時にピットレーンに入り、競技車両は追い越しをすることなく通常通りに

チェッカーフラッグを受ける。 
 

14.6.10 最初の３周回の間に、セーフティカーが退去した場合 
 
－ 初の３周回の間に、セーフティカーが走路から退去した場合、セーフティカーはピットレ

ーンに進入し、すべての黄旗が緑旗に変えられ、緑旗が提示されてグリーンライトが点灯し

ている時に、すべての車両は走路上のコントロールラインを通過する。その後にのみ、車両

はペナルティを受けることなくピットレーンに進入することができる。 
 
－ この期間の間、 終の車両がコントロールラインを通過するまで、「ピット入口閉鎖」の合

図が提示され続ける。 
 

14.6.11 セーフティカーがピットレーンの使用をしなければならない場合 
 
－ 特定の状況下では、競技長はセーフティカーにピットレーンの使用を求める場合がある。こ

の場合、オレンジ色のライトが点灯したままであることを条件に、すべての車両は追い越し

をすることなくピットレーンに続いて進入しなければならない。このような状況でピット

レーンに入った車両すべて、セーフティカーの 初の３周回の間を除き、指定されたガレー

ジエリアに止まることができる。 
 
－ セーフティカーが、 初の３周回の間にすべての車両にピットレーンを通過させなければ

ならない場合、周回数の計算は、セーフティカーとすべてのその他車両が、ピットレーン出

口を通過した時からなされる。 
 
－ セーフティカーがピットレーンを使用している場合、作業エリアにいる一切の車両は、一旦

ピット出口のライトが赤になったならばその位置を動くことはできない。この場合、セーフ

ティカーの後に続く車両の 後の車両がそのガレージ前を通過しきってからのみ、作業エ

リアを出ることができる。 
 

14.6.12 セーフティカー手順の終了 
 
－ 競技長がセーフティカーを呼び戻すとき、そのオレンジ色のライトは消される。これは、そ

の周回の終了時にピットレーンに入ることを知らせる合図となる。この時点で、セーフティ

カー後方に続く車両の先頭は、走行ペースを決めることができ、必要であれば、その後方に

空けていた５台分の距離以上になっても構わない。 
 
－ セーフティカーがピットに戻る前に事故を起こす可能性を避けるために、セーフティカー

のライトが消灯された地点から、ドライバーは一貫性を欠く加速またはブレーキングのな

い、また、他のドライバーを危険にさらす、あるいは再スタートの妨げとなるようなその他

一切の行為のない一定ペースで進まなければならない。 
 
－ セーフティカーがピット入口に近づくと、マーシャルポストで提示されていた黄旗とＳＣ

ボードが撤去され、代わりに緑旗の振動表示がされ、ライン上および中間レース非競技化終

了地点（含複数）では緑ライトが点灯される。これらの旗は 後尾車両がラインを通過する
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まで提示される。 
 
－ ピットレーン出口はセーフティカーが第１セーフティカーラインを通過してから車両隊列

の 後尾車両が第２セーフティカーラインを通過するまで閉鎖される。 
 
－ ２台以上のセーフティカーが出動している場合、それらは正確に同時退去しなければなら

ない。 
 
 
15. フィニッシュ、順位認定、タイトルおよびポイント 
 
15.1 競技の終了 

 
15.1.1 チェッカーフラッグ 

 
チェッカーフラッグ：レースの予定走行時間が終了した、あるいはレースの総距離が走破された

時、レーストラック上のフィニッシュラインを通過する総合１位の車両に対してチェッカーフ

ラッグが振られる。何らかの理由でチェッカーフラッグが遅れて提示された場合には、レースは

予定された時間が経過した時点で終了したものとみなされる。 
 
チェッカーフラッグが提示されると、ピット出口は閉鎖される。 
 
レース終了の合図が出された後、すべての車両は、停止することなく、また一切の補助を受ける

ことなく（必要があってマーシャルの支援を受ける場合は除く）サーキットからパークフェルメ

に直接進まなければならない。チーム員は、車両検査委員を手助けするため、パークフェルメ付

近にいなければならない。 
 
罰則：パークフェルメにできる限り直ちに進まなかったすべての車両は、失格が課される可能性

がある。 
 

15.1.2 早期または遅滞のフィニッシュ 
 
何らかの理由で、レースの予定時間が経過し終わる前にチェッカーフラッグが提示された場合

（第１５条３項４の下でレースが中断されている場合を除き）、チェッカーフラッグが提示され

る前に先頭車両がフィニッシュラインを 後に通過した時にレースは終了したものとみなされ

る。 
 

15.1.3 フィニッシュ後のパークフェルメ 
 
－ フィニッシュ後、車両は競技役員の監督の下で、パークフェルメに進む。パークフェルメに

直ちに直行しない車両は、競技審査委員会により当該順位認定より失格とされる場合があ

る。 
 
－ 適正な冷却が実施されなければならないため、各チーム１名のメカニックが、内部冷却装置

を稼動させるための追加の電力供給を連結する、あるいは切るために、または、損傷防止の

ために車両の周りに外部の冷却装置を配置するために、パークフェルメに立ち入ることが

できる。ハイブリッド車両の安全手順に特有の一切の作業を進めることも認められる。いか

なる場合にも、それ以上の作業あるいは設置は、いかなるものも禁止される。 
 
－ 各チームより１名がパークフェルメの入口に待機しなければならず、車検を受けることと

なった場合に実施される一切の処置について通知を受ける。 
 

15.1.4 車両が順位認定されるに必要な条件 
 
順位認定されるには、車両は以下を行っていなければならない： 
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－ 競技審査委員会により不可抗力とみなされる場合を除き、チェッカーフラッグが提示され

ている時にレーストラック上のフィニッシュラインを通過している。チェッカーフラッグ

が提示されている間、レーストラックの上に停止することは禁止される； 
 
－ 総合順位で第１位と認定された車両が走破した距離の少なくとも７０％を走破している。 
 
－ 公式周回数は、 も近い整数に切り下げられる。 
 

15.1.5 １位になる車両 
 
第１位となる車両は、チェッカーフラッグ提示までに も長い距離を走破した車両とする（スタ

ーティンググリッドの位置は考慮されない）。 
 

15.1.6 順位認定の一般基準 
 
車両は、レース中に走破完了した周回数にしたがって順位認定される。同一周回数の場合は競技

参加者がフィニッシュラインを通過した順序で順位を決定する。 
 

15.1.7 公式結果／順位認定 
 
公式結果および認定順位のみが公表され、オーガナイザーにより公式通知掲示板に掲示される。 
 
 

15.2 選手権順位認定 
 

15.2.1 競技ごとの選手権順位認定 
 
以下の順位認定が各競技会の後で作成される。 
 
－ 競技会の総合順位 
－ ハイパーカー世界耐久ドライバー選手権の順位 
－ ハイパーカー世界耐久製造者選手権の順位 
－ ＬＭＧＴＥ世界耐久ドライバー選手権の順位 
－ ＬＭＧＴＥ世界耐久製造者選手権の順位 
－ ＦＩＡ耐久トロフィーＬＭＰ２ドライバー部門の順位 
－ ＦＩＡ耐久トロフィーＬＭＰ２Ｐｒｏ／Ａｍチーム部門の順位 
 （ブロンズドライバーがクルーにいる場合は常に） 
－ ＦＩＡ耐久トロフィーＬＭＧＴＥ Ａｍドライバー部門の順位 
－ ＦＩＡ耐久トロフィーＬＭＧＴＥ Ａｍチーム部門の順位 
 

15.2.2 世界チャンピオンタイトルの種類 
 
選手権は主に以下の４つの世界チャンピオンタイトルで構成される： 
 
－ ハイパーカーカテゴリー ＦＩＡ世界耐久ドライバーチャンピオンタイトル 
－ ハイパーカーカテゴリー ＦＩＡ世界耐久製造者チャンピオンタイトル 
－ ＬＭＧＴＥカテゴリー ＦＩＡ世界耐久ドライバーチャンピオンタイトル 
－ ＬＭＧＴＥカテゴリー ＦＩＡ世界耐久製造者チャンピオンタイトル 
 

15.2.3 ハイパーカーカテゴリーＦＩＡ世界耐久ドライバーチャンピオンのタイトル 
 
ハイパーカーカテゴリーＦＩＡ世界耐久ドライバーチャンピオンタイトルは、ハイパーカード

ライバーのみに与えられるものであり、各競技会で総合順位にて 高得点を得たドライバー（含

複数）に授与される。 
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２名あるいは３名のグループでドライバーが選手権シーズンを通じて常任クルーとして組んで

いる場合には、全員が同ポイントを獲得し、適用される場合には全員がドライバータイトルを授

与され得る。 
しかしながら、異なるクルーの２名以上のドライバーは、下記第１５条４項の規定に従い分離さ

れる。 
 

15.2.4 ハイパーカーカテゴリーＦＩＡ世界耐久製造者チャンピオンのタイトル 
 
ハイパーカーカテゴリーＦＩＡ世界耐久製造者チャンピオンタイトルは、以下の条件で授与さ

れる： 
 
－ 少なくとも２製造者が参加していること 
 
－ ハイパーカー選手権にエントリーし、各競技にて 上位となった車両*により得られたすべ

ての結果を考慮し、 高得点を得た製造者 
 
*すべてのカテゴリーを含めた競技会の総合順位において 
 

15.2.5 ＬＭＧＴＥ ＦＩＡ世界耐久ドライバーチャンピオン 
 
ＦＩＡ世界耐久選手権ＬＭＧＴＥドライバー部門は、ＬＭＧＴＥドライバー（ＰｒｏとＡｍの混

合）にのみ与えられるもので、各競技で、総合順位（ＬＭＧＴＥカテゴリーの混合認定順位）に

て 高得点を得たドライバー（含複数）に授与される。 
 
選手権シーズンを通して２名あるいは３名が常任クルーとして組んで参加している場合には、

その全員に同点が与えられ、適用のある場合には、全員にドライバーズタイトルが授与される。

しかしながら、異なるクルーで構成される２名以上のドライバーは、下記１５条４項の規定に従

い分かれる。 
 

15.2.6 ＧＴＥ ＦＩＡ世界耐久製造者チャンピオン 
 
ＦＩＡ世界耐久選手権ＧＴＥ製造者部門は以下の条件で授与される： 
 
－ 特にこの世界耐久選手権ＬＭＧＴＥ製造者部門にエントリーした製造者で、同一製造者が

フルシーズンエントリーした上位２台の車両（車両の公認書式に記載された銘柄／モデル）

が達成した各競技会のすべての結果が考慮され、ＬＭＧＴＥ ＰｒｏとＬＭＧＴＥ Ａｍ

が合わせられた順位認定で 高得点を得た製造者に与えられる。 
 
－ タイトルは、ル・マンを含めた選手権対象のすべての競技会にて得られた結果を考慮して授

与される。 
 
－ 選手権のポイントは下記第１５条３項に規定される得点基準に従って与えられる。 
 
－ タイトルは、製造者が少なくとも２社エントリーした場合にのみ授与される。 
 

15.2.7 ＦＩＡ耐久トロフィー 
 
"チーム"トロフィー： 
 
－ ＦＩＡ耐久トロフィーが、ＬＭＰ２チームの１位に与えられる。 
 
－ ＦＩＡ耐久トロフィーが、ＬＭＰ２Ｐｒｏ／Ａｍチームの１位に与えられる。 
 
－ ＦＩＡ耐久トロフィーが、ＬＭＧＴＥ ＡＭチームの１位に与えられる。 
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これらのトロフィーは、各競技会終了時点でエントリーされた各々の車両により、そのカテゴリ

ーで達成されたすべての結果が考慮され、 大得点を獲得したチームに授与される。エントリー

された各々の車両（ゼッケンを参照）はチームの順位認定に個々に表示される。 
 
"ドライバー"トロフィー： 
 
－ ＦＩＡ耐久トロフィーが、 高位のＬＭＰ２ドライバー（含複数）に授与される。 
 
－ ＦＩＡ耐久トロフィーが、 高位のＬＭＰ２Ｐｒｏ／Ａｍドライバー（含複数）に授与され

る。 
 
－ ＦＩＡ耐久トロフィーが、 高位のＧＴＥＡｍドライバー（含複数）に授与される。 
 
これらのトロフィーは、そのドライバーが参加した各競技会の終了時点で、エントリーされた車

両のドライバー（含複数）によって、そのカテゴリーで達成されたすべての結果が考慮され、

大得点を獲得したドライバー（含複数）に授与される。 
 
選手権シーズンを通して２名あるいは３名が常任クルーとして組んで同一車両で参加している

場合には、その全員に同点が与えられ、適用のある場合には、全員にドライバーズトロフィーが

授与される。 
 
 

15.3 ポイント基準 
 

15.3.1 レースの長さに応じたポイント基準 
 

クラス順位 6時間レース 8時間*および10時間レース 
（セブリング1000マイルを含む） 

ル･マン24時間レース 

1位 25点 38点 50点 
2位 18点 27点 36点 
3位 15点 23点 30点 
4位 12点 18点 24点 
5位 10点 15点 20点 
6位 8点 12点 16点 
7位 6点 9点 12点 
8位 4点 6点 8点 
9位 2点 3点 4点 

10位 1点 2点 2点 
その他完走車両 0.5点 1点 1点 

 
15.3.2 ポールポジションのポイント 

 
各競技会で「ポールポジション」を得たチーム、さらに各カテゴリーで当該車両のクルーを構成

したすべてのドライバーに（追加車両および補足車両を除き、予選、およびル・マン２４時間ハ

イパーポールにて各カテゴリーで車両が達成したベストタイム）１つの追加ポイントが与えら

れる。 
 

15.3.3 ポイントを獲得する権利がある競技参加者 
 
－ 選手権の公式エントリーリストに掲載された競技参加者のみが、選手権タイトルのポイン

トを獲得する権利がある。 
 
－ 本規則第２条６項に規定される「追加車両」は、選手権タイトルのポイントを獲得すること

は認められず、各選手権競技会の順位認定の中ではその位置を保持するが、種々の順位認定

については「表示されない」。 
 
－ 一般的に、選手権競技会に参加しているが、正規に登録されていない車両は、参加したそれ
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ぞれの競技会終了時点でその認定された順位を保持するが、選手権の種々のタイトルのポ

イントを獲得せず、様々な順位認定について「表示されない」。 
 

15.3.4 レースが中断され再開できない場合 
 
－ レースがレースディレクターによって中断され、再開できない場合は、フルコースイエロー

（第１４条５項）、あるいはセーフティカー（第１４条６項）の手順に入っていない状態で

先頭車両が２周回を満たしていない場合はポイントが与えられない。 
 
－ 先頭車両が２周回以上走行したが（フルコースイエロー（第１４条５項）、あるいはセーフ

ティカー（第１４条６項）の手順に入っていない状態）レースの当初予定時間の７５％を走

破していない場合にはハーフポイントが与えられる。セーフティカー手順以外の周回で、首

位車両が 低でも２周回を走破していなければならない。 
 
－ 先頭車両がレースの当初予定時間の７５％以上を走破した場合はフルポイントが与えられ

る。 
 

15.3.5 ＦＩＡ年間表彰式への出席 
 
ＦＩＡが要求する場合、ハイパーカー世界耐久ドライバー選手権およびＬＭＧＴＥ世界耐久選

手権ドライバー選手権で１位となったドライバー、ハイパーカー世界チャンピオンの代表者、お

よびＬＭＧＴＥ世界製造者チャンピオンの代表者、またＦＩＡに特に指名されたトロフィーの

勝者があればその者は、ＦＩＡの年間表彰式に出席しなければならない。 
 
すべての競技参加者は、ドライバーが上述の表彰式に出席することを確実とするため 善の努

力を尽くすこと。出席対象ドライバーおよび／あるいは競技参加者が欠席すると、「不可抗力」

の場合を除き１万ユーロの罰金が課せられる。 
 

15.3.6 ＷＥＣ年間表彰式への出席 
 
オーガナイザーが要請する場合、すべてのドライバー順位認定で１位となったドライバー、ハイ

パーカー世界チャンピオンの代表、ＬＭＧＴＥ世界製造者チャンピオンの代表者、さらに第１５

条２項に明記される異なるトロフィーの順位認定の上位３位の代表は、ＷＥＣ表彰式に出席し

なければならない。 
 
すべての競技参加者は、ドライバーが上述の表彰式に出席することを確実とするため 善の努

力を尽くすこと。出席対象ドライバーおよび／あるいは競技参加者が欠席すると、「不可抗力」

の場合を除き１万ユーロの罰金が課せられる。 
 
 

15.4 同点の競技参加者 
 

15.4.1 賞典の授与 
 
同点の競技参加者に認定順位に応じて与えられる賞典は、合算され、均等に与えられる。 
 

15.4.2 選手権の上位の決定 
 
複数のドライバー、製造者および／あるいはチームが同一ポイントでシリーズを終了した場合、

選手権の上位は下記の方法により決定される。 
 
－ １位の回数が一番多いもの。 
 
－ １位の回数が同じ場合は、２位の回数が一番多いもの。 
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－ ２位の回数も同数の場合は、３位の回数が一番多いもの、などのように勝者が決まるまで続

ける。 
 
－ この手続きによっても結果を出すことができない場合、シーズン内で も早く 上位の成

績を得たドライバーが選手権１位となる。 
 
－ 以上の方法によっても結果が出ない場合には、同点を分ける基準は、参加した選手権の各競

技会の決勝レースにて各車両が達成したベストタイムに従って勝者を決定する。 
 
－ 以上の方法によっても結果が出ない場合には、同点を分ける基準は、参加した選手権の各競

技会の予選にて各車両が達成したベストタイムに従って勝者を決定する。 
 
－ この手続きによって結果を出すことができない場合、たとえば、 初に同順位となったドラ

イバーおよび／または製造者が、選手権の順位認定の２列を占める。次に、次点のドライバ

ーまた製造者は当該順位認定において３位の認定とされる。ＦＩＡはそれにも関わらず、状

況がそれを求め、スポーツの利益のため、適切と思われる基準に従って、それでもなお勝者

を指定することができる。 
 
 

16. 競技審査委員会の権限と罰則 
 
16.1 一般規定 

 
16.1.1 競技審査委員会の一般的権限 

 
競技審査委員会の権限は国際競技規則に定める通りである。 
 

16.1.2 ドライバーの罰則 
 
事件に関与したドライバーに罰則を課すか否かを決定するのは、レースディレクターの報告あ

るいは要請を受けて競技審査委員会の裁量で行う。 
 

16.1.3 調査の開始 
 
事件が競技審査委員会によって調査されると、関連した車両を知らせるメッセージが、すべての

チームの公式メッセージシステムに表示される。 
 

16.1.4 調査を受けるドライバーのサーキットを離れることの禁止 
 
このようなメッセージがレース終了後５分以内に表示されること、あるいはその他の方法で通

知されることを条件に、関与したドライバーは競技審査委員会の同意なしにサーキットを離れ

ることはできない。 
 

16.1.5 決定の通知 
 
競技参加者への競技審査委員会の決定は、書面にてなされる。 
 
－ 競技参加者は受領を証明しなければならない：競技参加者あるいはその指定した代表者の

署名が義務付けられる。これは、決定が電子フォーマットで競技参加者に送付された場合に

も適用される。電子的に送付された決定書が受領確認を受けていない場合は、送信後３０分

で受領されたものとみなされる。 
 
－ 競技役員の通知および決定、（プラクティスおよびレースの）結果は、公式通知掲示板に掲

示される。 
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16.1.6 抗議、控訴および再審の権利 
 
抗議の権利 
 
－ 抗議は国際競技規則に従い、１,０００ユーロ（あるいは当日のレート換算で等価のドル）

の現金を支払うあるいは銀行振込を行うことにより請求されなければならない。 
 
－ 預託金が銀行振込で行われた場合、抗議には支払い証明を添えなければならない。これが無

い場合、または競技審査委員が支払の証拠が満足のいくものではないと考える場合、抗議は

受け付けられない。 
 
－ 関連する銀行口座の詳細は、第３条３.３ａ）に記載される。振込の理由は明確に示されな

ければならない。 
 
－ 国際競技規則第１３条１０.２に従って抗議が支持され、または部分的に判決が下されたと

判断された場合、預託金は当該競技審査委員の決定を受けてＦＩＡによって返還される。 
 
控訴預託金 
 
－ 国際控訴審判所への控訴預託金は、６,０００ユーロである（ＦＩＡの裁判および懲罰規定

参照）。 
 
－ ＷＥＣコミッティによる決定は、一切控訴の対象とはならない。 
 
再審の権利 
 
－ これは国際競技規則に定める通りとする。 

 
 
16.2 執行される罰則の種類 

 
16.2.1 一般原則 
 

適用される罰則は、国際競技規則の第１２条に規定されているものと、本規則及びその付則の規

定による。 
 
競技審査委員会は、本規則およびその付則で規定された罰則を、自らの裁量で適応することがで

きる。 
 
16.2.2 ドライブスルー 

 
ドライブスルーペナルティがモニターに表示された後は、本規則に定められている場合を除き、

４回を超えてラインを通過することはできない。 
 
ドライブスルーのペナルティは控訴の対象とはならない。 
 

16.2.3 ストップ・アンド・ゴー 
 
ストップ＆ゴーのペナルティがモニターに通知されると、本規則に規定されている場合を除き、

車両は４回以上ラインを通過することはできない。 
 
ストップ＆ゴーは、作業エリア内で、カーコントローラーの単独責任の下で服される。車両は完

全に停止しなければならず、その場で解放される場合もあるが、ストップ＆ゴーにタイムペナル

ティが指定されている場合は、その間は車両を停止させていなければならない。エンジンは（決

定事項にその他の記載がない限り）かけたままでよいが、車両への作業は一切認められず、ドラ

イバーは乗車したままでなければならない。 
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ストップ＆ゴーの後、車両は作業エリアを離れてコースに復帰しなければならない。 
 
ストップ＆ゴーのペナルティは、控訴の対象とはならない。 
 

16.2.4 ピットストップに加えられる時間 
 
ピットストップの開始時に時間（決定で指定されたもの）が加算される。作業は一切許可されず、

ドライバーは乗車したままでなければならず、時間は車両がその作業エリアに停止した瞬間か

ら数えられる。 
 
決定内容に別段の記載がない限り、ペナルティはモニターにペナルティが通知された後、次に車

両がピットインしたときに服さなければならない。 
 
プラクティスセッション（フリー走行または予選）後にペナルティが課せられた場合は、レース

中に 初にピットインした時に服さなければならない。 
 
ピットレーンでのタイムペナルティは控訴の対象とはならない。 
 

16.2.5 ストップ＆ホールド 
 

ストップ＆ホールド・ペナルティは、セッション開始時に行わなければならないストップ＆ゴ

ー・ペナルティである。この場合、車両は決定内容に示された時間、ガレージに留まらなければ

ならない。エンジンはスタートしてよい。ドライバーは乗車している義務はなく、車両に乗り降

りすることができる。それ以外の操作は認められない。 

 

ストップ＆ホールドのペナルティは、控訴の対象とはならない。 

 

16.2.6 タイム、ラップペナルティ、ラップ（含複数）削除のペナルティ 
 
国際競技規則で控訴の対象にならないと定められている罰則に加え、ピットストップ時間加算、

ストップ＆ホールドペナルティ、グリッドペナルティ、ラップタイム削除、戒告、警告の罰則も

控訴の対象とはならない。前述のどのペナルティに加えて課されるペナルティポイントも控訴

の対象とはならない。 
 
これらのペナルティは、控訴の対象とはならない。 
 

16.2.7 タイムペナルティの変換 
 
レース後に適用されるタイムペナルティのうち、１周の時間よりも長いものは、競技審査委員会

が決定した数の全周を削除するペナルティ（ラップペナルティ）と、タイムペナルティとして適

用された残りの時間に変換することができる。 
 

16.2.8  ポイントの取消 
 
ポイントの取消は二次的罰則である。 
 
各ドライバーにはリザーブポイントが８ある。 
 
競技審査委員会は、ドライバーの行為について制裁措置をとる競技参加者に課せられた罰則に

加えて、競技単位で 大４ポイントの取消を命ずることができる。 
 
８のリザーブポイントが使い果たされるとすぐに、当該ドライバーは、次の選手権競技会への出

場が自動的に一時停止され、停止期間が終了するとポイントのリザーブを取り戻す。 
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ポイントの取消に関する決定は、宣言を行った選手権シーズンの終了まで有効となる。 
 
控訴の対象とならない罰則に加えて、ポイントの取消があった場合、ポイント取消の決定も同様

に控訴の対象とならない。 
 
 
16.3 罰則適用についての特殊な場合 

 
16.3.1 ピットレーン・ペナルティ 

 
ピットレーンで服さなければならないペナルティは、モニターに表示された後でなければ行う

ことができない。 
 
さらに、以下の場合、罰則に服することはできない： 
 
－ セーフティカーが走路上にいる。 
 
－ 走路がＦＣＹの状態にある。 
 
－ 赤旗が出されている。 
 
中立化が宣言された時に車両がすでにピット入口路にいる場合を除き、中立化状態で走行され

た周回数は、ドライバーが計時モニターで通知を受けた後、車両が走路上のラインを通過できる

回数に追加される。 
 

16.3.2 レース終了で通知された罰則について 
 
罰則が、レースの 後の５周の間に計時スクリーンに通知され、当該車両がその罰則に服するこ

とができない場合、後者はタイムまたはラップペナルティに変換され、上方に修正することがで

きるものとする。 
 
ドライブスルーペナルティには３０秒が加算される。 
 
ストップ＆ゴーペナルティには３５秒が加算される。 
 
ストップ＆ゴーペナルティにイモビライゼーション時間（固定化時間）が設定されている場合、

３５秒にイモビライゼーション時間が加算される。 
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ＦＩＡ世界耐久選手権 

付則１ 
 

競技規則に従い要求される情報 
 

パートＡ（第２条２項参照） 

 

１． ＡＳＮの名称および住所 

 

２． オーガナイザーの名称および住所 

 

３． 競技会の開催日および開催場所 

 

４． 書類検査および車両検査開始日時 

 

５． レースのスタート時刻 

 

６． 照会先の住所、電話番号、ファックスおよびＥメール 

 

７． サーキットの詳細；以下を含んでいなければならない； 

 

所在地および交通の案内  

１周回の距離  

レース時間  

周回方向（時計回りか逆時計回り）  

コントロールラインに対する 

ピットレーン出口の位置 

 

 

８．サーキット内施設の正確な位置 

 

競技審査委員会室  

レースディレクター室  

ＦＩＡ事務局  

書類検査場所  

車両検査場所、 

フラットエリアおよび重量計測場所 

 

パークフェルメ  

ドライバーおよび競技参加者のブリ

ーフィングルーム 

 

チームマネージャーブリーフィング： 

日時 

 

ドライバーブリーフィング： 

日時 

 

公式通知掲示板*  

優勝者記者会見室  

プレスセンター  

メディア登録センター  
*すべての認定順位が走行セッションあるいはレース終了後２０分に掲示される。 

 

９．付帯トロフィーおよび特別賞典のリスト（選手権の競技規則に明記されるものに加えて） 

 

１０．ＡＳＮに指名された以下の競技会役員の氏名 
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競技審査委員  

競技長  

競技会事務局長  

国内車両検査委員長  

国内医師団長  

 

１１．その他当該競技会に特有な事項 

 

11.1 セッションの時間（第１条４.１参照） 

 

３回の計時プラクティスセッションは以下のように行われる： 

－ ６０分プラクティスセッションが１回 

－ ９０分プラクティスセッションが２回 

 

スターティンググリッドを決定するための予選１回が、（日付：）に以下のように設定される： 

－ 少なくとも１０分のハーフセッション１回をハイパーカー＆ＬＭＰ２カテゴリーの車両のみの

予選として[午後時・分]～[午後時・分]。 

－ 少なくとも１０分のハーフセッション１回をＬＭＧＴＥ Ｐｒｏ＆ＬＭＧＴＥ Ａｍカテゴリー

の車両のみの予選として[午後時・分]～[午後時・分]。 

 

11.2 ウォームアップ（第１条４.１参照） 

 

ウォームアップは行われない。 

 

11.3 ポールポジション（第１１条１.３参照） 

 

「ポールポジション」はＦＩＡにより公認されたサーキットに応じ、 前列の（右／左：確認され

る）とする。 

 

11.4 レコナイザンスラップ（第１１条２.２参照） 

 

１回以上のレコナイザンスラップのため、ピットレーンは[時・分]に開き、[時・分]に閉鎖される。 

 

フォーメーションラップは[時・分]にスタートする。 

 

11.5 合同インタビューゾーン（第４条６.１参照） 

 

競技の詳細なタイムテーブル参照。 
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パートＢ（ＦＩＡ記入）第２条４項１参照 

 

ＦＩＡ競技審査委員会  

レースディレクター  

テクニカルデリゲート  

プレスデリゲート  

メディカルデリゲート  

チーフタイムキーパー  

競技審査委員会の 

ドライバーアドバイザー 

 

ＦＩＡコーディネーター  

 

および指名があれば、 

オブザーバー（含複数）  

アシスタント（含複数）  

 

 

パートＣ 詳細な競技会タイムテーブル 

 

正しく記載完了された付則１とともにＦＩＡに送付される。 

 

 

パートＤ オーガニゼーションアグリーメントおよび医務役務調査票 

 

第２条２項参照（ＦＩＡ事務局より入手可能） 

 

オーガニゼーションアグリーメント：競技会の遅くとも１ヶ月前までにＦＩＡに送付される。 

 

医務役務調査票：国際競技規則付則Ｈ項に従い、競技会の遅くとも２ヶ月前にＦＩＡ（メディカル部門）

に送付されること。 

 

 

パートＥ 保険（第２条３項参照） 

 

正しく記載完了された付則１とともにＦＩＡに送付される。 
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付則２ 
 

 
２０２２年ＦＩＡ世界耐久選手権エントリーフォーム 

 

 

以下のリンクより入手可能： 
 

http://registrations.fia.com/registration/wec 
 

 

ＦＩＡ連絡先： 

 
FIA Geneva – WEC Department 

Chemin de Blandonnet 2 – CH 1215 Genève 15 
Fax : + 41 22 544 44 74 

 
 

Head of Activities Administration / Categories Manager: Mr Marek NAWARECKI 
(mnawarecki@fia.com) 

 
Sporting Coordinator: Mr Sina AMIRDIVANI (samirdivani@fia.com) 
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付則３ 
 

義務付けられる表記、広告、オーバーオール類のワッペン 
 

A/ 車両に貼り付けられる表示 
 
一般規定 
 
車両の提示は以下の状態でなければならない： 
 
競技参加者ライセンスの国籍の旗１４０×１００mmをフロントボンネットに貼付していること。この

国旗のステッカーはオーガナイザーから支給されない。 
プロモーターにより要求されるゼッケン番号とカテゴリーステッカーは、車検前に、すべてが所定位置

になければならない（書面による承認がある場合は除く）。 
 
レース番号のゼッケンベースとその他すべてのステッカー（カテゴリー、選手権ロゴ、ウェブサイトあ

るいはスポンサー）の配置は以下に示される通りであり、ここに補足として付けられているステッカー

貼付案を参照のこと。 
 
これに従わない場合は、競技参加者は与えられた指示に従うこと。 
 
 
B/ レース番号のベース 
 
レース番号ベースは、競技参加者が車検の前に作成し取り付けなければならない。それらはすべての状

況において見えていなければならない。 
 
高さ２５０mm×幅３５０mmの３枚のゼッケンベース。必ず次の色を使用しなければならない： 
 
－ ハイパーカー：Pantone赤４８５ 
－ ＬＭＰ２：Pantone青６５３ 
－ ＬＭＧＴＥ Ｐｒｏ：Pantone緑３５５ 
－ ＬＭＧＴＥ Ａｍ：Pantoneオレンジ０２１Ｃ 
 
側面のレース番号の２枚のゼッケンベースは、できる限り平坦な垂直面に貼付されなければならない。

それらは前後のホイールの間に配置されなければならない。 
 
車両のフロントに配置されるレース番号のゼッケンベースは、レースコントロールから確認が容易で、

ＴＶカメラが容易に映し出せる場所に配置されなければならない。 
 
 
C/ レース番号 
 
これらは、登録終了までに競技参加者（１番～９９９番）が「先着順」に選ぶことができる。 
 
登録期間終了までにレース番号の申請をしなかった競技参加者には、レース番号はシーズン全体につい

て、プロモーターが割り当てる。 
 
唯一の例外は、現在のハイパーカー世界チャンピオンであり、ゼッケン１を使用することを選択できる。

その者が世界チャンピオンチームタイトルを保持しない場合、以前に割り当てられたナンバーは、次の

シーズンでも当該者のために取り置かれる。 
 
世界チャンピオンが１番の使用を希望しない場合は、他の競技参加者が１番の使用を希望することがで

きる。 
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正確な割り当て方法と条件は、ＦＩＡ ＷＥＣ商業協定に詳述されている。 
 
割り当てられた番号は、各競技参加者が作成し、上記のレース番号のバックに貼り付けなければならず、

以下の規則を遵守しなければならない： 
 
－ 高さ： 大１８０mmから２１０mmまで 
－ 太さ：自由 
－ 色：自由。ただし、カテゴリーの背景色と対照的な独自の色でなければならない。 
－ フォント：自由 
－ 数字は読みやすく、明瞭でシンプルなフォントを使用し、各カテゴリーの背景色と強い対照のもの

でなければならない。 
－ 番号の周りに 低２０mmのクリアエリアを確保する。 
 
競技参加者がレース番号のデザインを選択したくない場合は、以下の規則に従わなければならない： 
 
－ 高さ：２１ｃｍ 
－ 太さ：４ｃｍ 
－ 色：白 
－ フォント：Helvetica Neue Bold Condensed 
 
夜間のレース、あるいは一部分が夜間のレースでは、車両は白色の蛍光体の電圧発光の背景（あるいは

それと同等なもの）を装備しなければならず、夜間に常に視認できるようでなければならない。 
 
車両が番号によって確認できない場合は、（昼間あるいは夜間）、レースコントロールにより停止させら

れる。 
 
 
D/ カテゴリーステッカー 
 
これらはプロモーターによって配分され支給される。 
 
－ 赤：ハイパーカー １６０×１９５mm 
－ 青：ＬＭＰ２ １６０×１６０mm 
－ 緑：ＬＭＧＴＥ Ｐｒｏ １６０×２００mm 
－ オレンジ：ＬＭＧＴＥ Ａｍ １６０×１６０mm 
 
プロトタイプについては、３枚のカテゴリーステッカーが車検前に定位置に貼付されていなければなら

ない。それらは車両の両側、フロントボンネットに、レース番号のゼッケンベース近くに貼付されなけ

ればならない。 
 
ＬＭＧＴＥ車両については、４枚のカテゴリーステッカーが車検前に定位置に貼付されていなければな

らない。それらは車両の両側、フロントボンネットおよび車両後部に、レース番号のゼッケンベース近

くに貼付されなければならない（車両後部のステッカーは除く）。 
 
 
E/ 選手権ロゴのステッカー 
 
選手権ロゴのステッカーはプロモーターによって支給され、車検前に定位置に貼付されていなければな

らない。 
 
プロトタイプおよびＬＭＧＴＥ車両は選手権ロゴのステッカーを貼付する場所として、高さ１００mm
×幅３５０mmの３箇所の空いた場所がなければならない。この場所は車両のフロント部分にあるレー

ス番号のゼッケンベースの真上に配置されなければならない。 
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F/ 選手権スポンサーあるいは競技会スポンサーのステッカー 
 
選手権プロモーターによる要請に応じ、選手権スポンサーあるいは競技会スポンサーのステッカーが選

手権プロモーターにより供給され、競技参加者は車検の前に、車両にそれらを貼り付けなければならな

い。 
 
プロトタイプおよびＬＭＧＴＥ車両は、選手権スポンサーあるいは競技会スポンサーのステッカー貼り

付けスペースとして、１００mm（高さ）×３５０mm（幅）の平らで垂直な面に、可能な限り２箇所の

空きスペースを有していなければならない。この場所は、レース番号のゼッケンベースの真上に配置さ

れなければならない。 
 
 
G/ ハイブリッド車両のステッカー 
 
これらはプロモーターが支給し、車検前に定位置に貼付されていなければならない。 
ハイブリッドプロトタイプは、高さ１６０mm×幅１６０mmの３箇所の空いた場所がなければならな

い。 
 
 
H/ ＬＭＰ２Ｐｒｏ／Ａｍ車両用ステッカー 
 
これらはプロモーターが提供するもので、車検前に貼付されていなければならない。 
 
クルーにブロンズドライバーが１名以上含まれるＬＭＰ２プロトタイプは、レース番号の真下（または

そのすぐ近く）に６０mm（高さ）×３５０mm（幅）の空いた場所が３箇所なければならない。 
 
 
I/ 「ロードセーフティー活動｣ステッカー 
 
競技参加者は、そのドライバーの車両およびヘルメットに、下記の寸法で任意に選択した場所へ、「ロー

ドセーフティー活動」ステッカーの貼り付けが求められる。 
 
－ 車両：１８０×８０mm 
－ ヘルメット：７０×３０mm 
 
ステッカーは、白または黒のモノクロのものが、プロモーターより入手可能である。 
 
 
J/ ハイパーカー競技参加者のためのミシュランステッカー 
 
ハイパーカーカテゴリーの競技参加者は、下記の図のようなミシュランのステッカーを 低６枚、車両

に貼ることが義務付けられる。 
 
ステッカーは、ハイパーカーカテゴリー唯一のタイヤサプライヤーであるミシュランから受け取ること

ができる。 
 
４枚のミシュランステッカーを車両の各コーナー（青い部分）に配置し、車両を正面から見たときに見

えるフロントの２枚を含めて、できるだけ目立つようにしなければならない。 
 
この４枚のミシュランステッカーの長さは約３５０mm。 
 
次に、ミシュランのステッカーまたはミシュランマンのステッカーを車両の両サイド（緑の部分）に１

枚ずつ貼らなければならない。これらのステッカーは、できるだけ見えるようにしなければならない。 
 
ミシュランのステッカーは長さ約３５０mm、ミシュランマンのステッカーは高さ約１５０mm。 
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K/ ＬＭＰ２競技参加者のためのグッドイヤー・ステッカー 
 
ＬＭＰ２競技参加者は、以下の図面に従ってグッドイヤーのステッカーを車両に貼ることが求められる。 
 
ステッカーは、ＬＭＰ２カテゴリーの唯一のタイヤサプライヤーであるグッドイヤーから受け取ること

ができる。 
 
グッドイヤーのステッカーを車両の両サイド（緑の部分）に２枚以上貼り、車両を横から見たときにで

きるだけ見えるようにすること。 
 
２枚のグッドイヤー・ステッカーの長さは約３５０mm。 
 
４枚のグッドイヤー・ステッカーも車両の各コーナー（黄色の部分）に配置し、できるだけ目立つよう

にすること。 
 
４枚のグッドイヤー・ステッカーの大きさは、約３５０mm×６０mm。 
 
 
L/ ドライバーおよびメカニックのレーシングスーツ・オーバーオールに取り付けられる表示 
 
ＦＩＡ世界耐久選手権およびル・マン２４時間のワッペンは、ＦＩＡ安全規定を守った上で、ドライバ

ーとメカニックのオーバーオールに縫い付け／刺繍しなければならない。 
 
本条項の違反の一切は、ＦＩＡ ＷＥＣ商業協定に従い制裁の対象となる場合がある。 
 
ドライバーとメカニックのスーツ上ワッペンの取り付け位置は下記の図解の位置を守らなければなら

ない。 
 
すべての仕様は、プロモーターに要請しだい入手可能である。 
 
ステッチ／刺繍／プリントワッペンの寸法は：１３５mm（長さ）×５６mm（高さ）。 
 
ドライバーおよびメカニックのワッペン位置：ワッペン２枚。 
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（この図はステッカー貼付位置についての指示としてのみ有効） 

ハイブリッド識別ステッカー１枚を

車両の高い部分に 

２枚のミシュランマンステッカーをホイール近くに、あるい

は２枚の追加ミシュランステッカー（左右位１枚ずつ） 
ミシュランステッカーをホイール近くの

４側面に 

FIAロードセーフティー活動ステッカー1枚 
サイドポッドエリア 
 車両カテゴリーステッカー1枚 
 レースゼッケンおよび公式スポンサーステッカー組み合わせ 

 位置は許可されているエリア内で自由 
 車検にて認められなければならない 

フロント表示 
（この図はステッカー貼付位置についての指示としてのみ有効） 

フロントエリア 
- レースゼッケン1枚  許可エリア内での位置は自由 
- 公式WECステッカー1枚 車検にて承認されなければならない 
- 車両カテゴリーステッカー1枚 水平面に公式ステッカーは貼付不可（前方から見えなければならない） 
- 国旗1枚 
- ハイブリッド識別ステッカー1枚 

 

 
位置は許可されているエリ

ア内で自由。車検にて認

められなければならない。 
ここには認められない 
水平面には不可 

スプリッター上に認められる国旗を除く 
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サイドポッドエリア 
 車両カテゴリーステッカー1枚 
 レースゼッケンおよび公式スポンサーステッカー組み合わせ 
 Pro/Amステッカー１枚（ブロンズドライバーがいる場合） 

（この図はステッカー貼付位置についての指示としてのみ有効） 

付則３、F項に従う 

：側面表示 

FIAロードセーフティー活動ステッカー1枚 

 位置は許可されているエリア内で自由 
 車検にて認められなければならない 

グッドイヤーステッカーを４側面に グッドイヤーステッカー 
（左右に１枚ずつ） 

フロント表示 
（この図はステッカー貼付位置についての指示としてのみ有効） 

フロントエリア 
- レースゼッケン1枚   許可エリア内での位置は自由 
- 公式WECステッカー1枚  車検にて承認されなければならない 
- 車両カテゴリーステッカー1枚  水平面に公式ステッカーは貼付不可（前方から見えなければならない） 
- 国旗1枚 
- Pro/Amステッカー１枚（ブロンズドライバーがいる場合） 

ここには認められない 水平面には不可 

スプリッター上に認められる国旗を除く 

 
位置は許可されているエ

リア内で自由。車検にて

認められなければならな

い。 
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付則３、F項に従う 

GTE Proの表示 
（サイズ、色、フォント等は規定を参照のこと。 
この図はステッカー貼付位置についての指示としてのみ有効） 

フロントエリア 
レースゼッケン1枚 
公式WECステッカー1枚 
車両カテゴリーステッカー1枚 
国旗1枚 

サイドエリア 
レースゼッケン1枚 
公式スポンサーステッカー1枚 
車両カテゴリーステッカー1枚 

FIAロードセーフティー活動ステッカー1枚 

 位置は許可されているエリア内で自由 
 車検にて認められなければならない 

GTE車両について： レースゼッケンと公式WECステッカーは、フロントとサイドエリアに、このモデルと同様に貼付しなければならない。 
車両カテゴリーステッカー1枚は、車両後部の後方から見える垂直なエリアに表示しなければならない。 

付則３、F項に従う 

GTE Amの表示 
（サイズ、色、フォント等は規定を参照のこと。 
この図はステッカー貼付位置についての指示としてのみ有効） 

フロントエリア 
レースゼッケン1枚 
公式WECステッカー1枚 
車両カテゴリーステッカー1枚 
国旗1枚 

サイドエリア 
レースゼッケン1枚 
公式スポンサーステッカー1枚 
車両カテゴリーステッカー1枚 

FIAロードセーフティー活動ステッカー1枚 

 位置は許可されているエリア内で自由 
 車検にて認められなければならない 

GTE車両について： レースゼッケンと公式WECステッカーは、フロントとサイドエリアに、このモデルと同様に貼付しなければならない。 
車両カテゴリーステッカー1枚は、車両後部の後方から見える垂直なエリアに表示しなければならない。 
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付則４：技術規則違反の罰則 
 

レース中、ペナルティがチームに通知されてから４周以内に服さなければならない。レースの 後の

３周で発生した技術規則を尊重しない不履行は、２回目の不遵守とみなされる。 

 
  

ﾌﾘｰ走行 予選 ﾚｰｽ 
  違反 12時間未満のﾚｰｽ 12時間を超えるﾚｰｽ 
ハイパーカー 

a ERS放出ｴﾈﾙｷﾞｰ>Limit - 現在および次の周

のタイムの取消 

2回目 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾙｰ ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ10秒 
3回目 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ20秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ40秒 
4回目以降 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ30秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ60秒 

b 最大放出ERSﾊﾟﾜｰ>Limit - 現在および次の周

のタイムの取消 

2回目 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾙｰ ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ10秒 
3回目 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ20秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ40秒 
4回目以降 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ30秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ60秒 

c 
最大放出ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝﾊﾟﾜｰ
>Limit 
技術規則およびBoP表 

- 現在および次の周

のタイムの取消 

2回目 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾙｰ ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ10秒 
3回目 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ20秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ40秒 
4回目以降 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ30秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ60秒 

d 燃料量/ｽﾃｨﾝﾄ>Limit 
BoP表 - - 

1回目 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾙｰ ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ10秒 
2回目 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ20秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ40秒 
3回目以降 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ30秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ60秒 

e ERS速度有効化 
技術規則第5条3.2 - 現在および次の周

のタイムの取消 

2回目 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾙｰ ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ10秒 
3回目 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ20秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ40秒 
4回目以降 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ30秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ60秒 

f 
ｲﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ、ﾚｺﾅｲｻﾞﾝｽおよびﾌｫ

ｰﾒｰｼｮﾝﾗｯﾌﾟ中にERSの使用 
技術規則第5条3.2 

N/A N/A  ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾙｰ ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ10秒 

ハイパーカー&LMGT Pro 

g 
FFMに間違いを起こそう

とするチーム行動（電力遮

断、燃料停止など） 
停止および修理 現在および次の周

のタイムの取消 

2回目 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ5秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ10秒 

3回目 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ30秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ60秒 

4回目以降 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ60秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ120秒 
LMGTE 

h* 
ﾗﾑﾀﾞ< limit および／ある

いはPboost > limit 
BOP表 

- 現在および次の周

のタイムの取消 

1回目 戒告 戒告 
2回目 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ5秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ10秒 
3回目以降 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ30秒 ｽﾄｯﾌﾟｱﾝﾄﾞｺﾞｰ60秒 

すべてのｶﾃｺﾞﾘｰ 
I ｺｸﾋﾟｯﾄ温度 - - 常に 停止および修理 停止および修理 
J ﾁｰﾑCANﾁｬﾈﾙ不正確 停止および修理 ﾗｯﾌﾟﾀｲﾑ取消 常に 停止および修理 停止および修理 

K FIA/ACOセンサー信号に

誤りを起こすチーム行動 停止および修理 ﾗｯﾌﾟﾀｲﾑ取消 常に 停止および修理 停止および修理 

*疑義を避けるため、Pboost制限違反は、BOPフォームに規定されている赤色灯が点灯する条件に該当す
る。したがって、ランプが点灯する条件が満たされるたびに、表で指定されているようにペナルティが
増加する。 
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付則５ 

 

 

備品の宣言 : https://aco-tech-online 
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付則６:タイヤに関する書類 

 
A.6.1：RFIDカーステッカー 
 
すべての車両には、特定の識別ＲＦＩＤステッカーが装備されている必要がある。 
走路に出るたびに、車両に自身のステッカーが付いていることを確認すること。 
 
情報と勧告： 

・ ステッカーの寸法：９４mm×２４mm。 
・ ステッカーは、"Ｌ"と"Ｒ"の表示を守り車両の両側に配置する必要がある。 
・ ステッカーは側面から見えなければならない。 
・ ステッカーは垂直に配置しなければならない（短い側を水平）。 
 
配置： 

・ オプション１：車軸に近い高さで後輪の前（下図の赤い部分） 
・ オプション２：オプション１が不可能な場合（例えば、排気管に近接するなどで）、車軸に近い高さ

で後輪の後ろ（下図の緑色の部分） 
・ オプション３：テクニカルデリゲートは、車両の形状によって異なるポジションを決定することがで

きる。 
・ スペアパーツを別の車両に使用することができる場合、ステッカーを事前に貼付しないこと。 
 
車体の外装を維持するために、金属製構成要素のない薄い接着フィルムでＲＦＩＤステッカーを覆うこ

とが許される。 
 

 
オプション２          オプション１ 

 

 

 

A.6.2：タイヤリストの宣言に関する仕様 
 
タイヤリストはエクセルファイル(.xls )でなければならない。 
 
下記の通り、カテゴリーごとに 1 枚のシートを含む固有のファイルを提供すること。 
 
- HYPERCAR（ハイパーカー、LMP1-nH） 
- LMP2 
- LMP3 
- LMGTE (LMGTE Pro、LMGTE Am) 

車軸 
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各シートのフレームは以下の通り： 
 

タイヤ 

ブランド 

車両 

タイプ 
チーム 

タイヤ 

タイプ 
位置 バーコード TID UII 

        
 
タイヤブランド：タイヤメーカーのコード 

- M = MICHELIN 
- G = GOODYEAR 

 
カータイプ： カテゴリー 

- ハイパーカー 
- LMP2 
- LMP3 
- LMGTE 

 
チーム名： 専用タイヤの場合は自動車製造者名（専用でない場合は空欄） 
 
タイヤの種類： タイヤの仕様 

- タイヤの仕様が A の場合は "A" 
- タイヤの仕様が B の場合は "B" 
- タイヤの仕様が C の場合は "C" 
- タイヤの仕様が D の場合は "D" 
- タイヤの仕様がインターミディエイトの場合："I"  
- ウェットタイヤの場合： "W" 
- （フルウェット）タイヤの場合：FW 

 
位置：  "Rear "または "Front" (すべての位置の場合は空欄) 
 
バーコード： バーコード番号 
 
TID：  TID 参照 
 
UII：  UII の参照番号 
 
どのような場合も、空欄をいかなる文字でも置き換えてはならない。 
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付則７：ピットレーンに関する一般的な安全ガイドライン 
 
 
A7.1 安全に関する一般的な推奨事項 
 

常に安全な方法でピットストップを完了し、ガレージを運営することはチームの義務である。以下の

ことを考慮に入れなければならない： 

 

 エアボトルはしっかりと固定されていなければならない。 

 

 作業エリアおよびガレージ内では火花を発生させる可能性のある工具の使用は禁止されている 

 

 車両への介入の間を除き、作業エリアに工具がないこと。 

 

 追い越しの際の合図以外で、シグナルウォールの設置物がピットレーンやコースにはみ出してはな

らない。信号合図は点滅してはならない。 

 

 ハイブリッド・エネルギー・リカバリー・システムを搭載した車両は、レッドライトを消し、グリ

ーンライトを点灯して安全な位置にいなければならない。 

 

 チームは、安全に関する競技役員の指示に従わなければならない。安全に関する指示は、抗議や控

訴申し立ての対象とはならない。 

 

 

A7.2 ピット内の照明および電気設備 
 

照明の光は、コース上のドライバーの妨げにならないよう、走路下向きでレースの方向に向けるか、

ピットの方向に向けなければならない。 

 

独立燃料タンクおよび燃料配管から３ｍ以内に設置された電気設備は、スパーク防止型でなければな

らない。 

ランプは低温かつスパーク防止型のものに限る。ハロゲンランプの使用は禁止されている。 

 

 

A7.3 タイヤの温度を維持するための装置 
 

１タイプの燃料を使用するシステムの、ガレージの後ろに置くことが許可される。ただし、火炎がそ

のまま露出することは禁止されており、装置が作動しているときには、装置の近くに消火器が常備さ

れていなければならない。 

 

タイヤを温める、あるいは温度を保つための装置は、ガレージのすぐ後方にある屋外エリア以外では

使用できない。 

 

つまり、タイヤを覆うことはできない。ガレージのすぐ後ろにある屋外エリア以外では、常に競技役

員から見えるようにしておかなければならない。 

 

 

A7.4 ブラケット、配管支持、消火器 
 

折りたたみ式のブラケット、空気または燃料の配管、あるいは照明の支持具は： 

 

◦ 作業エリアの外側の境界を超えてはならない（第12条2.2）。 

◦ 地面からの高さが2メートル未満にあってはならない。 
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ピットストップ中は、ピットシャッター前の塗装ラインのところから、消火器を持ったアシスタント

が常に車両の脇にいなければならない。 

 

ペナルティ：競技審査委員会の裁量による。 

 

各競技参加者は、出場車両１台につき 低３本の消火器（少なくとも２本はガレージ内）を用意しな

ければならない。容量は５ｋｇ／６リットル以上。粉末消火器とＣ０２消火器が使用可能で、水性消

火器が推奨される。 
 

 

A7.5 エアボトル 
 

エアボトルは、保護カバーを外した後、しっかりと固定またはつなぎ止められていなければならな

い。また、バルブやレギュレーターの周囲の保護が恒久的に維持されていなければならない。 

 

エアボトルの取り付け適合性および有効期限は、いつでも検査できる。 

 

また、車両がコース上に出ていることが認められている間は、エアボトルへの充填あるいは別の容器

への移し替えは厳禁である。 

 

罰則：競技審査委員会の裁量による。 

 

 

A7.6 シグナリング・エリア 
 

a) シグナリング・エリアは、各競技参加者ごとにピットの壁に明確に区切られていること。 

 

b) 設置物の 大寸法は以下の通りである。 

 

 高さ：コース面上２.２０ｍ。 

 

 幅：シグナリングエリアの壁に沿って２.５０ｍ。 

 

 奥行：ピット側のピットウォールから１.００ｍ。 

 

c) 設置物とその取り付け部は、（トラック側の）壁と同一面を保たなければならない。 

 

d) これらの設置物に認められている記載は、競技参加者ライセンスに記載されている車両の銘柄名

および／またはチーム名のみである。 

 

e) ドライバーに知らせるためのボード。 

 

 -スライド式または回転式でなければならない。 

 

 -背景に色をつけることはできない（黒、グレー、白のいずれか）。 

 

 -ボード内の文字の色はチームが選択できるが、点滅するものであってはならない。 

 

 -ボードは、コース上を走行中に車両がシグナルエリアの近くにいる場合に限り、取り出してド

ライバーに見せなければならない。 

 

f) 日よけ、パラソル、傘の使用は禁止。 
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f) チーム員のみがその車両に割り当てられたピットウォールエリアに入ることができる。 

 

A7.7 カーコントローラーが使用するサイン 
 

ピットストップ後の車両の解放を安全に行うために、競技参加者はピットウォールの後部手すりに、

車両を出する責任のあるカーコントローラーが安全に解放できるようなマークやサインを貼ることが

できる。 

 

ＡＣＯおよび／またはＦＩＡの車検員は、危険を及ぼすと判断した場合、独自の判断でサインを撤去

させることができる。 

 

他のチームのサインの位置に不満があるチームは、いかなる場合でもそのサインに触れることはでき

ない。 

 

チームの近くに設置された標識が障害の原因となっている場合は、該当するチームが競技役員を呼ん

で対処しなければならない。 

 

 

A7.8 給油時の安全性と義務 
 
A7.8.1 給油中の一般的な権限と義務 
 

給油中は、ピットシャッター前の塗装ラインから： 

 

◦ ドライバーは車両内に残ることができる。 

 

◦ 給油口と排気口のカップリングを接続する前、および接続中、車両は電気的にアースされ、給油装

置と等電位的に接地されていなければならない。 

 

◦ エネルギー再生装置（Hybrids-ERS）を搭載した車両は、安全な位置にいなければならない。レッ

ドライド消灯、グリーンライト点灯。 

 

ペナルティ：競技審査委員会の裁量による。 

 

 

A7.8.2 給油が許される場所 
 

すべてのセッションにおいて、給油はピットストップの開始時に、作業エリア内のみで許可される。 

ただし、車両が修理のためにガレージに入った場合は、ピットストップの終了時に作業エリアでのみ

給油が可能である。 

 

ペナルティ：競技審査委員会の裁量による。 

 

 

A7.8.3 独立供給タンクの使用について 
 

プラクティス走行およびレース中の燃料補給は、車両番号の記載されたピットの独立供給タンクを使

用し、オーガナイザーが納入した燃料を用いて行わなければならない。車両のピットストップ中、給

油作業を容易にするために給油装置を移動させることは禁止される。 

 

ペナルティ：競技審査委員会の裁量による。 

 

独立燃料タンクは、大気圧と大気温に保たれていなければならない。 
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ピットに保管されている燃料用のタンクは、すべて３気圧を保持できるものでなければならない。レ

ース中、ピットでの燃料補給は、有効な技術規則に基づき、１ピットにつき１個の独立燃料タンクを

使用して行わなければならない。 

 

 

A7.8.4 独立燃料タンクの充填 
 

安全のため、給油の際は： 

 

◦ 車両がまだ作業エリア内にあるときに、独立供給タンクに燃料を入れることは禁止される。 

 

◦ 燃料注入の際には、燃料バウザー（給油装置）を等電位的にアースに接続しなければならない。 

 

ペナルティ：競技審査委員会の判断による。 

 

ベントホース内の燃料は、付則Ａ（ハイパーカー）、付則２（ＬＭＰ２、ＬＭＧＴＥ）および技術規

則第８条に記載されている臨時タンクに注がなければならない。 

 

◦ 大容量６リットルの金属製の空容器で、燃料注入用のカプラーと臨時タンクに燃料を移すための

自動閉鎖コネクターが装備されているものを使用する。 

 

違反した場合は、競技審査委員会の判断により失格となる可能性がある。 

 

 

A7.9 機器に関する制限 
 

以下のような装備を持つことは禁止される： 

 

◦ 作業エリア、ガレージ、スターティンググリッドにおいて、タイヤを温める、および／あるいは一

定の温度に保つための装置。（第１２条１．２参照） 

違反の場合のペナルティ：競技審査委員会の裁量による。 

 

◦ 外部電源（電気、空気圧など）を使用して作動するもの（２つのホイールガンとエアジャッキ・カ

ップリングを除く）。電池を内蔵した工具は許可されるが、適切な腕章を着用した人が常に操作し

なければならず、また放置されてはならない。 
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付則８：車載カメラ 
 
（以下、すべて新規条文） 
 
技術的な説明は、プロモーターから送られる文書にまとめられる。 

 

すべての車両の 低重量はカメラシステムなしで定義され維持されているため、カメラシステム搭載

車両が性能上の不利益を受けないことが重要であると考えられる。 

 

カメラシステムの重量＝３ｋｇと考え、以下を実施する。 

 

 カメラ非搭載車両はバラスト（合計３ｋｇ）を搭載する必要がある。 

 ＬＭＨ車両：カメラシステムまたはカメラバラストを搭載した場合の 低車両重量＝ＢＯＰに記

載。 

 ＬＭＰ１ ＮＨ車両：カメラシステムまたはカメラバラストを搭載した場合の 低車両重量はＢＯ

Ｐに記載。 

 ＬＭＰ２車両：カメラシステムまたはカメラバラストを搭載した場合の 低車両重量＝９５０ｋ

ｇ。 

 ＬＭＧＴＥ車両：カメラシステムまたはカメラバラストを搭載した場合の 低車両重量＝ＢＯＰ

に記載。 
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付則９：車両検査に適用される燃料ポンプの手順 
 
 
（以下、すべて新規条文） 
 
 
安全について： 

 

燃料の操作はすべて規則を守って行わなければならない（消火器、オーバーオール、バラクラバ、ゴ

ーグル、グローブ、靴、下着など）。 

 

 

燃料サンプルの採取： 

 

燃料サンプルの採取が必要な場合、関連する技術規則に従い、シャシーから出る燃料ラインを使用し

て直接燃料を採取すること。 

 

 

手順： 

 

全チームは、車検員の監視のもと、パルクフェルメ内で各自の燃料タンクを使って燃料を抜き取るこ

とができる。 

 

手順の 後に、シャシーからエンジンに向かう燃料ラインに透明なラインを取り付け、車両燃料ポン

プすべてを作動させなければならない。この手順の間、競技参加者はすべての燃料ポンプの供給電流

を表示することが要求される。 

 

 


