
２０２３年ＪＡＦ国内競技車両規則・総則 

※下線部分：変更箇所 

２０２３年規則 ２０２２年規則 

２０２３年ＪＡＦ国内競技車両規則 

第１条  ［略］ 

 

第２条 本規則の構成 

本規則の構成 

第１編～第３編  ［略］ 

第４編 カーボンニュートラル活動に関する共通規定 

第５編 細則 

 

第３条 規則の適用 
［略］ 

なお、競技によっては本規定ではなく「２０２３年国際モータースポーツ競技規

則付則Ｊ項」が適用される。 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年ＪＡＦ国内競技車両規則 

第１条  ［略］ 

 

第２条 本規則の構成 

本規則の構成 

第１編～第３編  ［略］ 

第４編 細則 

 

 

第３条 規則の適用 
［略］ 

なお、競技によっては本規定ではなく「２０２２年国際モータースポーツ競技規

則付則Ｊ項」が適用される。 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表  －国内競技車両規則対応表－ 
参加車両 

 

競技の内容 

量産車両 競技専用車両 

自動車登録番号標付 自動車登録番号標無 
フォーミュラ 

プロトタイプ等改造車両 

ク
ロ

ズ
ド
サ

キ

ト 

［略］ 

サーキットトライアル スピードＰ車両規定 

スピードＰＮ車両規定 

スピードＮ車両規定 

スピードＳＡ車両規定 

スピードＢ車両規定 

スピードＡＥ車両規定 

スピードＳＡＸ車両規定 

スピードＳＣ車両規定 

スピードＤ車両規定 

ドリフト 

ヒルクライム 

公 

道 

スピードＰ車両規定 

スピードＰＮ車両規定 

スピードＮ車両規定 

スピードＳＡ車両規定 

スピードＢ車両規定 

スピードＡＥ車両規定 

 

［略］ 
 

 

別表  －国内競技車両規則対応表－ 
参加車両 

 

競技の内容 

量産車両 競技専用車両 

自動車登録番号標付 自動車登録番号標無 
フォーミュラ 

プロトタイプ等改造車両 

ク
ロ

ズ
ド
サ

キ

ト 

［略］ 

公 

道 
［略］ 

 

以上 

  



２０２３年ＪＡＦ国内競技車両規則・第１編レース車両規定 

※下線部分：変更箇所 

２０２３年規定 ２０２２年規定 

第１章 車両の分類 

部門とグループ 

第１条 国内競技車両 
部門Ⅰ  ［略］ 

部門Ⅱ 競技専用車両（ナショナルフォーミュラ） 
［略］ 

Ｆ-Ｂｅ：Ｆｏｒｍｕｌａ Ｂｅａｔ 

［略］ 

 

第２条 国際競技車両 

部門Ⅰ ［略］  

部門Ⅱ   

 グループＲ-ＧＴ ：ＧＴプロダクションカー 

 グループラリー１ 

［略］ 

 
 

第１章 車両の分類 

部門とグループ 

第１条 国内競技車両 
部門Ⅰ  ［略］ 

部門Ⅱ 競技専用車両（ナショナルフォーミュラ） 
［略］ 

Ｆ４：フォーミュラ４ 

［略］ 

 

第２条 国際競技車両 

部門Ⅰ ［略］  

部門Ⅱ   

 グループＲ-ＧＴ ：ＧＴプロダクションカー 

 

［略］ 
 

第２章 レース車両の排気音量規制 

［略］ 

第２章 レース車両の排気音量規制 

［略］ 

第３章 公認車両および登録車両に関する一般規定 

第１条 定義 
１.１）～１.５）  ［略］ 

１.６）公認 
公認とはＪＡＦおよび／あるいはＦＩＡによる公式の証明であって、当該型式

の車両の最少生産台数が、本規則のＮ１、Ｎ２、または２０２３年ＦＩＡ国際モ

ータースポーツ競技規則付則Ｊ項のグループＮ、Ａ、Ｔ２のいずれかに、その車

を分類可能ならしめる生産の条件のもとで達成されたという証明である。 

第３章 公認車両および登録車両に関する一般規定 

第１条 定義 
１.１）～１.５）  ［略］ 

１.６）公認 
公認とはＪＡＦおよび／あるいはＦＩＡによる公式の証明であって、当該型式

の車両の最少生産台数が、本規則のＮ１、Ｎ２、または２０２２年ＦＩＡ国際モ

ータースポーツ競技規則付則Ｊ項のグループＮ、Ａ、Ｔ２のいずれかに、その車

を分類可能ならしめる生産の条件のもとで達成されたという証明である。 



［略］ 

１.７）～１.１３）  ［略］ 

 

第２条～第９条  ［略］ 

 

第１０条 燃料系統 
１０.１）燃料－燃焼物 
１０.１.１）～１０.１.３）  ［略］ 

１０.１.４）第４編に定める燃料の使用 
第４編カーボンニュートラル活動に関する共通規定に合致する燃料について、

日本国内での使用に係る関係法令等（道路運送車両の保安基準、揮発油等の品質

確保等に関する法律、等）に準拠するものであれば、オーガナイザーは特別規則

にてその使用を規定することができる。 

１０.２）  ［略］ 

１０.３）燃料補給装置 
１０.３.１）～１０.３.２）  ［略］ 

＜図３-２＞  ［略］ 

①～⑦  ［略］ 

⑧火炎防止換気口にはフィルターなどの火災防止機能を備えること。 

⑨～⑩  ［略］ 

１）～８）  ［略］ 

９）火炎防止／換気口（図⑧参照）： 

（１）  ［略］ 

（２）火炎防止／換気口と換気パイプの内径寸法は自由。 

10）  ［略］ 

１０.３.３）～１０.３.４）  ［略］ 

 

第１１条  ［略］ 

 

第１２条 障害者用操作装置 
第５編細則「アクセサリー等の自動車部品」６.に従った障害者用操作装置を装着

することができる。ただし健常者の使用は許されない。 
 

［略］ 

１.７）～１.１３）  ［略］ 

 

第２条～第９条  ［略］ 

 

第１０条 燃料系統 
１０.１）燃料－燃焼物 
１０.１.１）～１０.１.３）  ［略］ 

１０.１.４）ＦＩＡが定める燃料の使用 
２０２２年ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５２条第９項

～同９.４.１)に合致する燃料について、日本国内での使用に係る関係法令等（道

路運送車両の保安基準、揮発油等の品質確保等に関する法律、等）に準拠するも

のであれば、オーガナイザーは特別規則にてその使用を規定することができる。 

１０.２）  ［略］ 

１０.３）燃料補給装置 
１０.３.１）～１０.３.２）  ［略］ 

＜図３-２＞  ［略］ 

①～⑦  ［略］ 

⑧火炎防止換気口 

⑨～⑩  ［略］ 

１）～８）  ［略］ 

９）火炎防止／換気口（図⑧参照）： 

（１）  ［略］ 

（２）火炎防止／換気口の内径寸法は自由。 

10）  ［略］ 

１０.３.３）～１０.３.４）  ［略］ 

 

第１１条  ［略］ 

 

第１２条 障害者用操作装置 
第４編細則「アクセサリー等の自動車部品」６.に従った障害者用操作装置を装着

することができる。ただし健常者の使用は許されない。 



第４章 公認車両および登録車両に関する安全規定 

［略］ 

第１条～第５条  ［略］ 

 

第６条 ロールケージ 
６.１）全般 

ロールケージの取り付けが義務付けられる。 

ロールケージは以下の何れかであること： 

なお、２０２３年１月１日以降に公認または登録された車両に対するロール

ケージの取り付けは以下のａ）～ｃ）の内、ｂ）またはｃ）を強く推奨する。 

［略］ 

６.２）～６.３.５）  ［略］ 

 

第７条～第１２条  ［略］ 

 

第１３条 座席 
［略］ 

１）当初の座席を変更する場合、ＦＩＡ基準８８５５-１９９９、８８５５-２０

２１またはＦＩＡ基準８８６２-２００９に従ったものの使用が強く推奨され

る。なお、座席にヘッドレストが含まれていること。 

２）～９）  ［略］ 

 

第１４条～第２２条  ［略］ 

 

第４章 公認車両および登録車両に関する安全規定 

［略］ 

第１条～第５条  ［略］ 

 

第６条 ロールケージ 
６.１）全般 

ロールケージの取り付けが義務付けられる。 

ロールケージは以下の何れかであること： 

 

 

［略］ 

６.２）～６.３.５）  ［略］ 

 

第７条～第１２条  ［略］ 

 

第１３条 座席 

［略］ 

１）当初の座席を変更する場合、ＦＩＡ基準８８５５-１９９９またはＦＩＡ基準

８８６２-２００９に従ったものの使用が強く推奨される。なお、座席にヘッド

レストが含まれていること。 

２）～９）  ［略］ 

 

第１４条～第２２条  ［略］ 

 

第５章 量産ツーリングカー（Ｎ１） 

第１条～第４条  ［略］ 

 

第５条 車体 
５.１）～５.６）  ［略］ 

５.７）ライト 
前照灯、尾灯、制動灯、方向指示灯および非常点滅表示灯は正常に作動しなけ

第５章 量産ツーリングカー（Ｎ１） 

第１条～第４条  ［略］ 

 

第５条 車体 
５.１）～５.６）  ［略］ 

５.７）ライト 
前照灯、尾灯、制動灯、方向指示灯は正常に作動しなければならない。ガラス



ればならない。ガラス製のライト類は無色透明のガラス飛散防止策を必ず実施す

ること。 

５.８）～５.１１）  ［略］ 

 

第６条  ［略］ 

 

製のライト類は無色透明のガラス飛散防止策を必ず実施すること。 

 

５.８）～５.１１）  ［略］ 

 

第６条  ［略］ 

 

第６章 特殊ツーリングカー（Ｎ２） 

第１条～第５条  ［略］ 

 

第６条 電装品および補機 
６.１）ライト類の付加による最小限の変更、および前部霧灯の取り外しは許される。 

ただし、ヘッドライトの取り外しは配線を含み許されず、前照灯、尾灯、制動

灯、方向指示灯および非常点滅表示灯は正常に作動しなければならない。 

リトラクタブルライトの可動システムの変更は許される。 

６.２）  ［略］ 

 

第７条  ［略］ 

 

第６章 特殊ツーリングカー（Ｎ２） 

第１条～第５条  ［略］ 

 

第６条 電装品および補機 
６.１）ライト類の付加による最小限の変更、および前部霧灯の取り外しは許される。 

ただし、ヘッドライトの取り外しは配線を含み許されない。 

 

リトラクタブルライトの可動システムの変更は許される。 

６.２）  ［略］ 

 

第７条  ［略］ 

 

第７章 競技専用車両（ナショナルフォーミュラ）に関する定義 

［略］ 
 

第７章 競技専用車両（ナショナルフォーミュラ）に関する定義 

［略］ 
 

第８章 スーパーＦＪ（Ｓ-ＦＪ） 

第１条 規定 
１.１）～１.２）  ［略］ 

１.３）規則の遵守 
車両は、競技期間中いかなる時でも、これらの規則に合致していなければなら

ず、第５編細則“Ｓ-ＦＪ車両規定の競技会用実施細則”をも遵守すること。 

１.４）～１.８）  ［略］ 

 

第２条～第１０条  ［略］ 

第８章 スーパーＦＪ（Ｓ-ＦＪ） 

第１条 規定 
１.１）～１.２）  ［略］ 

１.３）規則の遵守 
車両は、競技期間中いかなる時でも、これらの規則に合致していなければなら

ず、第４編細則“Ｓ-ＦＪ車両規定の競技会用実施細則”をも遵守すること。 

１.４）～１.８）  ［略］ 

 

第２条～第１０条  ［略］ 



 

第１１条 安全装置 
１１.１）～１１.４）  ［略］ 

１１.５）安全ベルト 
２本の肩部ストラップ、２本の腰部ストラップおよび２本の脚部ストラップの

装着が義務付けられる。 

これらのストラップは、車両に確実に固定され、ＦＩＡ基準８８５３／９８に

合致していなければならない。 

１１.６）～１１.７）  ［略］ 

 

第１２条～第１３条  ［略］ 

 

 

第１１条 安全装置 
１１.１）～１１.４）  ［略］ 

１１.５）安全ベルト 
２本の肩部ストラップ、１本の腰部ストラップおよび２本の脚部ストラップの

装着が義務付けられる。 

これらのストラップは、車両に確実に固定され、ＦＩＡ基準８８５３／９８に

合致していなければならない。 

１１.６）～１１.７）  ［略］ 

 

第１２条～第１３条  ［略］ 

 

第９章 Ｆｏｒｍｕｌａ Ｂｅａｔ（Ｆ-Ｂｅ） 

第１条 規定 
１.１）～１.３）  ［略］ 

１.４）規則の遵守 
車両は、競技期間中いかなる時でも、これらの規則に合致していなければなら

ず、第５編細則“Ｆｏｒｍｕｌａ Ｂｅａｔ車両規定の競技会用実施細則”をも遵

守すること。 

１.５）～１.８）  ［略］ 

 

第２条 車体と寸法 
２.１）～２.４）  ［略］ 

２.５）フラットボトム 
２.５.１）～２.５.３）  ［略］ 

２.５.４）車両の底部を防護するため、スキッド板をフラットボトムを構成するソリ

ッドパネルに突出する形で最大４枚まで取り付ける事は許される。このスキッド

板は長方形で３００ｍｍ×１,０００ｍｍ以下のサイズで、厚さは６ｍｍ以下で

ある事。周囲に最大Ｒ６の形状を持つ事は許される。スキッド板は車両中心軸に

対称に取付けなければならない。スキッド板は連続して取り付けても良い。スキ

ッド板の材質はアルミニウム合金、木材、樹脂のいずれかに限られる。スキッド

板はフラットボトムに堅固に取り付けられていて、走行中の脱落はあってはなら

第９章 フォーミュラ４（Ｆ４） 

第１条 規定 
１.１）～１.３）  ［略］ 

１.４）規則の遵守 
車両は、競技期間中いかなる時でも、これらの規則に合致していなければなら

ず、第４編細則“Ｆ４車両規定の競技会用実施細則”をも遵守すること。 

 

１.５）～１.８）  ［略］ 

 

第２条 車体と寸法 
２.１）～２.４）  ［略］ 

２.５）フラットボトム 
２.５.１）～２.５.３）  ［略］ 

２.５.４）車両の底部を防護するため、スキッドをフラットボトム区画の外に配置す

ることができるが、本規則第２条「車体と寸法」を遵守しなければならない。 

なお、スキッドの端部は半径５ｍｍ以上の面を持つこととする。 

 

 

 

 



ない。但し、摩滅による形状変化は許容される。取り付けには接着とアルミニウ

ムファスナーの併用が推奨される。 

２.５.５）～２.５.６）  ［略］ 

２.６）空気力学的装置 
［略］ 

いかなる状況下にあっても本条によって規定される表面によって生ずる幾何

学平面よりスキッド板を除き下部に位置してはならない。 

２.７）～２.８.２）  ［略］ 

 

第３条～第６条  ［略］ 

 

第７条 燃料パイプとタンク、ケーブルおよび電気装置 
７.１）～７.３)  ［略］ 

７.３.１）ＪＡＦ／ＦＩＡ承認の安全燃料タンク 
第５編“細則”参照 

７.３.２）～７.４）  ［略］ 

 

第８条～第１０条  ［略］ 

 

第１１条 安全装置 
１１.１）～１１.４）  ［略］ 

１１.５）安全ベルト 
２本の肩部ストラップ、２本の腰部ストラップおよび２本の脚部ストラップの

装着が義務付けられる。 

これらのストラップは、車両に確実に固定され、ＦＩＡ基準８８５３／９８に

合致していなければならない。 

１１.６）～１１.８）  ［略］ 

１１.９）安全構造 
１１.９.１）サバイバルセル 

１）～３）  ［略］ 

４）その全長を通じそれぞれの構造部材は、金属材料製の場合最小１５,０００

ｍｍ２の構造断面積（空隙を含む）を有しなければならない。カーボン／アラ

ミド繊維製の場合はこの限りではないが、金属材料製と同等かそれ以上の強

 

 

２.５.５）～２.５.６）  ［略］ 

２.６）空気力学的装置 
［略］ 

いかなる状況下にあっても本条によって規定される表面によって生ずる幾何

学平面より下部に位置してはならない。 

２.７）～２.８.２）  ［略］ 

 

第３条～第６条  ［略］ 

 

第７条 燃料パイプとタンク、ケーブルおよび電気装置 
７.１）～７.３)  ［略］ 

７.３.１）ＪＡＦ／ＦＩＡ承認の安全燃料タンク 
第４編“細則”参照 

７.３.２）～７.４）  ［略］ 

 

第８条～第１０条  ［略］ 

 

第１１条 安全装置 
１１.１）～１１.４）  ［略］ 

１１.５）安全ベルト 
２本の肩部ストラップ、１本の腰部ストラップおよび２本の脚部ストラップの

装着が義務付けられる。 

これらのストラップは、車両に確実に固定され、ＦＩＡ基準８８５３／９８に

合致していなければならない。 

１１.６）～１１.８）  ［略］ 

１１.９）安全構造 
１１.９.１）サバイバルセル 

１）～３）  ［略］ 

４）その全長を通じそれぞれの構造部材は、金属材料製の場合最小１５,０００

ｍｍ２の構造断面積（空隙を含む）を有しなければならない。カーボン／アラ

ミド繊維製の場合はこの限りではないが、金属材料製と同等かそれ以上の強



度を有し、その証明をＪＡＦに提出し、承認を得なければならない。 

また、ＦＩＡの基準を満たし、ＦＩＡの承認を受けているサバイバルセル

はその使用が認められる。ただし、このサバイバルセルを使用する場合、参

加者ならびに利用者は当初の安全性能を有することを自ら検査確認しなけ

ればならない。損傷がある場合には性能が満足すように補修すること。 

５）  ［略］ 

１１.９.２）  ［略］ 

１１.９.３）ロール構造体 
１）  ［略］ 

２）  ［略］ 

座席の背部にある主要ロール構造体は、車両の縦方向の中心線に対し左右

対称であり、また次の項目に合致しなければならない。 

－高さはコクピット底面から垂直に測定し、ロール構造体の頂点までの間

が少なくとも９５０ｍｍなければならない。 

但し、１１.９.１)「サバイバルセル」４)基づきＦＩＡの承認を受けて

いるサバイバルセルを使用する場合は、ロール構造体最低寸法９５０ｍ

ｍの規則適用を免除する。 

３）～ 一般考察  ［略］ 

 

１１.１０）  ［略］ 

 

第１２条  ［略］ 

 

度を有し、その証明をＪＡＦに提出し、承認を得なければならない。 

また、ＦＩＡの基準を満たし、ＦＩＡの承認を受けているサバイバルセル

はその使用が認められる。ただし、製造後１０年以上を経過したものを使用

する場合はＪＡＦに申請し、その承認を得なければならない。 

 

５）  ［略］ 

１１.９.２）  ［略］ 

１１.９.３）ロール構造体 
１）  ［略］ 

２）  ［略］ 

座席の背部にある主要ロール構造体は、車両の縦方向の中心線に対し左右

対称であり、また次の項目に合致しなければならない。 

－高さはコクピット底面から垂直に測定し、ロール構造体の頂点までの間

が少なくとも９５０ｍｍなければならない。 

但し、１１.９.１)「サバイバルセル」４)基づきＦＩＡの承認を受けて

いるサバイバルセルまたは製造後１０年を経過しＪＡＦにその使用を

申請し承認されたサバイバルセルを使用する場合は、ロール構造体最低

寸法９５０ｍｍの規則適用を免除する。 

３）～ 一般考察  ［略］ 

１１.１０）  ［略］ 

 

第１２条  ［略］ 

 

第１０章 スーパーフォーミュラ・ライツ（ＳＦＬ） 

第1条～第４条  ［略］ 

 

第５条 燃料システム 
５.１）燃料タンク 
５.１.１）燃料タンクは、ＦＩＡ／ＦＴ５-１９９９の仕様に合致するか、あるいは

それを上回る単一の燃料ブラダーでなければならない。 

また、仕様以外については、第５編“細則”「ＪＡＦ／ＦＩＡ公認の安全燃料タ

ンク」を参照のこと。 

第１０章 スーパーフォーミュラ・ライツ（ＳＦＬ） 

第1条～第４条  ［略］ 

 

第５条 燃料システム 
５.１）燃料タンク 
５.１.１）燃料タンクは、ＦＩＡ／ＦＴ５-１９９９の仕様に合致するか、あるいは

それを上回る単一の燃料ブラダーでなければならない。 

また、仕様以外については、第４編“細則”「ＪＡＦ／ＦＩＡ公認の安全燃料タ

ンク」を参照のこと。 



５.１.２）～５.６）  ［略］ 

 

第６条～第１１条  ［略］ 

 

第１２条 安全装置 
１２.１）～１２.３）  ［略］ 

１２.４）安全ベルト 
２本の肩部ストラップ、２本の腰部ストラップ、および２本の脚部ストラップ

の装着が義務付けられる。これらのストラップは、車両に確実に固定され、ＦＩ

Ａ基準８８５３／２０１６に合致していなければならない。 

１２.５）～１２.１０）  ［略］ 

 

第１３条～細則４  ［略］ 

 

５.１.２）～５.６）  ［略］ 

 

第６条～第１１条  ［略］ 

 

第１２条 安全装置 
１２.１）～１２.３）  ［略］ 

１２.４）安全ベルト 
２本の肩部ストラップ、１本の腰部ストラップ、および２本の脚部ストラップ

の装着が義務付けられる。これらのストラップは、車両に確実に固定され、ＦＩ

Ａ基準８８５３／２０１６に合致していなければならない。 

１２.５）～１２.１０）  ［略］ 

 

第１３条～細則４  ［略］ 

 

第１１章 スーパーフォーミュラ（ＳＦ） 

第１条  ［略］ 

 

第２条 車体と寸法 
２.１）～２.２）  ［略］ 

２.３）車体の幅 
２.３.１）  ［略］ 

２.３.２）リアホイールの中心線とフロントホイールの中心線との間にある車体の

幅は、１,７２０ｍｍを超えてはならない。 

 
第２-３図 

２.３.３）リアホイールの中心線より後方の車体の幅は、１,１６０ｍｍを超えては

ならない。 

第１１章 スーパーフォーミュラ（ＳＦ） 

第１条  ［略］ 

 

第２条 車体と寸法 
２.１）～２.２）  ［略］ 

２.３）車体の幅 
２.３.１）  ［略］ 

２.３.２）リアホイールの中心線とフロントホイールの中心線との間にある車体の

幅は、１,７１０ｍｍを超えてはならない。 

 

２.３.３）リアホイールの中心線より後方の車体の幅は、１,０００ｍｍを超えては

ならない。 



基準面から６５０ｍｍ以上の高さに位置する車体部分の幅は、リアホイール中

心線とその後方７００ｍｍ間では１,１００ｍｍを超えてはならず、７００ｍｍ

以上後方は、１,１６０ｍｍを超えてはならない。 

 
第２-３-３図 

２.４）  ［略］ 

２.５）フロント車体部分 
車両中心線から８００ｍｍ以上でフロントホイール中心線の前方４７５ｍｍ

から１,０５０ｍｍを超えて車体部分が有ってはならない。 

車両中心線から８００ｍｍの間にあるすべての車体部分は基準面より上方４

０ｍｍ以上でなければならず、８００ｍｍを超える所にある車体部分は基準面よ

り上方５０ｍｍ以上３０５ｍｍ以下でなければならない。 

基準面から６５０ｍｍ以上の高さに位置する車体部分の幅は、リアホイール中

心線とその後方７５０ｍｍ間では９００ｍｍを超えてはならず、７５０ｍｍ以上

後方は、９５０ｍｍを超えてはならない。 

 
２.４）  ［略］ 

２.５）フロント車体部分 
車両中心線から８００ｍｍ以上でフロントホイール中心線の前方４１５ｍｍ

から１,０５０ｍｍを超えて車体部分が有ってはならない。 

車両中心線から８００ｍｍの間にあるすべての車体部分は基準面より上方５

０ｍｍ以上でなければならず、８００ｍｍを超える所にある車体部分は基準面よ

り上方５０ｍｍ以上３３０ｍｍ以下でなければならない。 



 
第２-５図 

なお、本項記載の数値については、年度途中に変更を行う可能性があることを

予め通知します。 

２.５.１）車体上面視で、フロントホイールの中心線の後方１,１５０ｍｍ以上で、

車両中心線から２６０ｍｍに平行する２本の線により形成される領域内および、

フロントホイールの中心線の後方３５０ｍｍから１,１５０ｍｍ間で両中心線か

ら４６０ｍｍの平行する２本の線により形成される領域内に有る懸架部分を除

き車両の下から見ることができるすべての懸架部分は、基準面から高さ２５ｍｍ

以上になくてはならない。 

これらの領域の構造体は基準面より下に構成されていてはならない。 

 
第２-５-１図 

 
 

 

２.５.１）車体上面視で、フロントホイールの中心線の後方１,１５０ｍｍ以上で、

車両中心線から２５０ｍｍに平行する２本の線により形成される領域内および、

フロントホイールの中心線の後方３５０ｍｍから１,１５０ｍｍ間で両中心線か

ら４６０ｍｍの平行する２本の線により形成される領域内に有る懸架部分を除

き車両の下から見ることができるすべての懸架部分は、基準面から高さ２５ｍｍ

以上になくてはならない。 

これらの領域の構造体は基準面より下に構成されていてはならない。 

 



２.５.２）  ［略］ 

２.６）リア車体部分 
２.６.１）リアホイールの中心線から後方の、基準面からの高さ６５０ｍｍ以上にあ

る車体はリアホイール中心線から２３０ｍｍ以上後方になくてはならない。 

 
第２-６-１図 

２.６.２）基準面から６５０ｍｍ以上の高さに位置し、リアホイールの中心線から３

４０ｍｍ以上後方で車両中心線からそれぞれ５００ｍｍの間にある車体部分は、

車両を側面から見た場合に基準面上方６８０ｍｍと９６０ｍｍの間で、リアホイ

ール中心線後方３４０ｍｍ以上と７６５ｍｍの間に位置する領域に収まってい

なければならない 

 
第２-６-２図 

なお、本項記載の数値については、年度途中に変更を行う可能性があることを

予め通知します。 

２.７）～２.１０）  ［略］ 

２.１１）空気力学的装置 
［略］ 

－ガーニータイプのトリムタブ 

 

 

 

２.５.２）  ［略］ 

２.６）リア車体部分 
２.６.１）リアホイールの中心線から後方の、基準面からの高さ６５０ｍｍ以上にあ

る車体はリアホイール中心線から２１５ｍｍ以上後方になくてはならない。 

 

２.６.２）リアホイールの中心線から３２５ｍｍ以上後方で、車両中心線からそれぞ

れ４５０ｍｍの間にある車体部分は、車両を側面から見た場合に基準面上方７０

０ｍｍと９６０ｍｍの間で、リアホイール中心線後方３２５ｍｍ以上と７５０ｍ

ｍの間に位置する領域に収まっていなければならない。 

 

 

 

 

２.７）～２.１０）  ［略］ 

２.１１）空気力学的装置 
［略］ 

－ガーニータイプのトリムタブ 

フロントおよびリアの車体部分に、それぞれに定められた基準面からの

高さまでに折り目から１５ｍｍを超えないガーニータイプのトリムタブ

の追加。 



２.１２）  ［略］ 

２.１３）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 
［略］ 

１）  ［略］ 

２）ラジエター、オイルクーラーから放出される空気量を制御するオリジナルの

ダクトやルーバーに対するフラットなカバーの取り付け。 

３）～５）  ［略］ 

６）オリジナルに設定のある箇所へのガーニータイプのトリムタブの取り付けお

よび取り外し。 

（１）取り付けた面より１５ｍｍ以下とし、折り目から鉛直を超えない角度とす

ること。 

（２）取り付け後の寸法は車体に関する規定に準拠すること。 

 

第３条  ［略］ 

 

第４条 エンジン 
４.１）～４.３）  ［略］ 

４.４）冷却 
４.４.１）ウォーターラジエターのコアは１体（１個）のみが認められる。 

競技中（ピットボックス内での作業を除き）のウォーターラジエター、オイル

クーラー、インタークーラーおよびエンジン各部の冷却は、空気のみが認められ、

空気以外のいかなる物質の噴射、または噴霧による方法は禁止される。サイドポ

ット内にインタークーラーへの導風のみを目的とした単一な平面で構成される

導風板は認められる。 

４.５）～４.６）  ［略］ 

 

第５条～第６条  ［略］ 

 

第７条 電気系統 
７.１）～７.３）  ［略］ 

７.４）無線装置 
［略］ 

７.４.１）テレメトリーシステム 

２.１２）  ［略］ 

２.１３）許されるオリジナル仕様の改造、取り付けおよび変更 
［略］ 

１）  ［略］ 

２）ラジエター、オイルクーラーから放出される空気量を制御する開口部および

ルーバーの設置。 

３）～５）  ［略］ 

６）ガーニータイプのトリムタブの取り付けおよび取り外し。 

 

 

 

 

 

第３条 ［略］ 

 

第４条 エンジン 
４.１）～４.３）  ［略］ 

４.４）冷却 
４.４.１）ウォーターラジエターのコアは１体（１個）のみが認められる。 

競技中（ピットボックス内での作業を除き）のウォーターラジエター、オイル

クーラー、インタークーラーおよびエンジン各部の冷却は、空気のみが認められ、

空気以外のいかなる物質の噴射、または噴霧による方法は禁止される。 

 

 

４.５）～４.６）  ［略］ 

 

第５条～第６条  ［略］ 

 

第７条 電気系統 
７.１）～７.３）  ［略］ 

７.４）無線装置 
［略］ 

 



テレメトリーシステムとは走行中の車両から測定したデータをピット、もしく

はその他の場所から相互通信により遠隔監視、操作ができるシステムのことをさ

し、車両供給者が供給するシステムのみ搭載が許される。 

７.５）  ［略］ 

 

第８条～第１０条  ［略］ 

 

第１１条 ホイールとタイヤ 
１１.１）  ［略］ 

１１.２）寸法 
１１.２.１）コンプリートホイールの最大幅：１８.０インチ 

コンプリートホイールの最大直径：２６.５インチ 

ホイール本体の直径：１３.０インチ 

ホイールのリム幅：フロント／１０.５J リア／１５.０J 

１１.２.２）～１１.６）  ［略］ 

 

第１２条 安全装置 
１２.１）～１２.３）  ［略］ 

１２.４）安全ベルト 
２本の肩部ストラップ、２本の腰部ストラップ、および２本の脚部ストラップ

の装着が義務付けられる。これらのストラップは、車両に確実に固定され、ＦＩ

Ａ基準８８５３／２０１６に合致していなければならない。 

１２.５）～１２.１０）  ［略］ 

 

第１３条～第１６条  ［略］ 

第１７条 燃料 
１７.１）燃料 

供給された燃料には何も加えてはならない。 

１７.２）  ［略］ 

 

第１８条  ［略］ 

 

 

 

 

７.５）  ［略］ 

 

第８条～第１０条  ［略］ 

 

第１１条 ホイールとタイヤ 
１１.１）  ［略］ 

１１.２）寸法 
１１.２.１）コンプリートホイールの最大幅：１８.０インチ 

コンプリートホイールの最大直径：２６.５インチ 

ホイール本体の直径：１３.０インチ 

 

１１.２.２）～１１.６）  ［略］ 

 

第１２条 安全装置 
１２.１）～１２.３）  ［略］ 

１２.４）安全ベルト 
２本の肩部ストラップ、１本の腰部ストラップ、および２本の脚部ストラップ

の装着が義務付けられる。これらのストラップは、車両に確実に固定され、ＦＩ

Ａ基準８８５３／２０１６に合致していなければならない。 

１２.５）～１２.１０）  ［略］ 

 

第１３条～第１６条  ［略］ 

第１７条 燃料 
１７.１）燃料 

一般市販燃料に限定され、供給された燃料には何も加えてはならない。 

１７.２）  ［略］ 

 

第１８条  ［略］ 

 



第１２章 リブレ（その他の車両）（ＮＥ） 

本規則第１編レース車両規定、もしくは国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項

のグループのいずれにも属さない車両で競技会を開催する場合、オーガナイザー

は、特別規則書に車両規則を明記しなければならず、ＦＩＡの承認を受けている場

合（ＦＩＡ国際スポーツカレンダーに登録されたインターナショナルシリーズ等適

用車両規則）を除き、下記に従いＪＡＦの許可を得なければならない。 
ただし、第４編カーボンニュートラル活動に関する共通規定に合致する電気自動

車および水素自動車については、本章リブレの申請対象とはならず、オーガナイザ

ーは特別規則にてその使用ならびに出場クラス区分等を規定することができる。 
 
 

なお、上記ＦＩＡの承認を受けている車両規則ならびに他承認済リブレ車両規則

については、オーガナイザーまたは申請者の責任においてその実施もしくは申請に

先立ち使用許諾を得ているものとする。 
１）～７）  ［略］ 
［略］ 

ライト： １ 第５章５条５.７） 

２ 付則J項２７５.１４.５ 

３ 

 
［以下略］ 
 

第１２章 リブレ（その他の車両）（ＮＥ） 

本規則第１編レース車両規定、もしくは国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項

のグループのいずれにも属さない車両で競技会を開催する場合、オーガナイザー

は、特別規則書に車両規則を明記しなければならず、ＦＩＡの承認を受けている場

合を除き、下記に従いＪＡＦの許可を得なければならない。 
 

ただし、２０２２年ＦＩＡ国際競技規則付則Ｊ項第２５１条第３項および第２５

３条第１８項に合致する電気自動車、および同第２５１条第４項および第２５３条

第１９項に合致する水素自動車については、本章リブレの申請対象とはならず、オ

ーガナイザーは特別規則にてその使用ならびに出場クラス区分等を規定すること

ができる。 
 
 
 

１）～７）  ［略］ 
［略］ 

リアライト： １ 付則J項２７５.１４.５ 

２ 

３ 

 
［以下略］ 

ＦＩＡインターナショナルシリーズ ＳＵＰＥＲ ＧＴ 適用車両規則 

［略］ 
 

ＦＩＡインターナショナルシリーズ ＳＵＰＥＲ ＧＴ 適用車両規則 

［略］ 
 

以上 




