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２０１７ ＦＣＲ－ＦC ⾞両規則 
 

第 1 条  定  義 
１) 富士チャンピオンレース ― FC ⾞両 

サーキットあるいはクローズドコース上で⾏われるスピードレースのために設計された 4 輪⾃動⾞をいう。 
２) ⾃動⾞ 

直線上に並べられていない少なくとも 4 つの⾞輪によって⾛⾏し、少なくとも 2 つの⾞軸が操舵に、また少なくとも 2 つの⾞輪が
推進に使用される陸上⾞両をいう。 

３) 陸上⾞両 
それ⾃体の⼿段によって、地表に対する実際上の⽀えを常時保持して推進し、その推進および操⾏装置は乗⾞したドライバー
の制御下にある移動装置をいう。 

４) ⾞ 体 
ロールオーバー構造体ならびにエンジン、トランスミッションおよび⾛⾏装置で機械的機構に明らかに関連する部分を除き、外気
にさらされている⾞両のすべての主要懸架部分をいう。エアボックス、ラジエターおよび排気系統は⾞体の⼀部とみなされる。 

５) 空気⼒学的装置 
空気⼒学的な動作に影響することを基本機能とした⾞体の部分をいう。 

６) ホイール 
フランジとリム。 

７) コンプリートホイール 
フランジ、リムおよびタイヤをいう。 

８) 競 技 
競技とは、公式予選および決勝からなる。 

９) 重 量 
⾞両重量とは、レース用装備品をすべて着用した状態のドライバーを含めた競技の⾏われているすべての期間中の重量をいう
（すべての燃料を含まない）。 

１０) レーシング重量 
すべての燃料タンクを満たし、ドライバーが搭乗し、出⾛可能な状態の⾞両重量をいう。 

１１) 気筒容積 
エンジンの気筒内でのピストン運動により排出される容積をいう。この容積は⽴方センチメートルであらわされる。エンジンの気筒
容積を算出する場合のπの数値は 3.1416 とする。 

１２) 吸気系統 
シリンダーヘッドとスロットルリングフランジの外側の間にある吸気系統全ての要素。 

１３) 主要構造体 
サスペンションまたはスプリングの負荷が伝えられる⾞両のすべての主要構造体で、シャシー上の前部サスペンション最前部から
後部にあるサスペンションの最後部にまで縦方向に伸びている部分をいう。 

１４) 懸架・サスペンション 
スプリングを介在して⾞体／シャシーからすべてのコンプリートホイールを懸架する⼿段。 

１５) コクピット 
ドライバーを収容する容積をいう。 

１６) サバイバルセル 
すべての燃料タンクとコクピットを収容する連続した閉鎖構造体をいう。 

１７) アクティブサスペンション 
⾞両が動いているときにサスペンションのいかなる部分および⾞⾼を制御するすべての方式をいう。 

１８) 複合構造 
⼀枚の薄板から成る層の集まり、もしくはコアの材質の両側に接着された２枚の外板で構成される断面を有する同質でない材
質をいう。 

１９) テレメトリー 
⾛⾏中の⾞両とその⾞両の参加に関係しているあらゆる者との間で⾏われるデータの通信をいう。 

第２条    規  定 
１) 参加⾞両は、FC-106(フォーミュラ･チャレンジ･ジャパン)またはフォーミュラルノー2.0、フォーミュラ NZ(FT40)のみとし、本⾞両規

則を満足していなければならない。 
２) 本規則は⼗分な予告期間をもって変更される場合がある。 
３) ⾞両は競技会中いかなる時でも第 3 条 1)に規定される規則に合致していなければならず、疑義がある場合、競技会技術委

員⻑の判断により、いつでも検査することができる。 
４) もし⾞両が危険とみなされる場合は、競技会審査委員会によってその⾞両を除外することができる。 
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第３条    ⾞体と寸法 
       １)  寸 法 

(１) ホイールの中心線 
          ホイールの中心線とは、いずれも床面に垂直に静⽌している⾞両のタイヤトレッドの中心を基準にしてコンプリートホイールの

相対的な側面の 2 つの垂直の中間をいう。 
(２) ⾼さの測定 

全ての⾼さの測定は、⾞両がレース装備した通常の状態にあり、ドライバーが正常に着座した状態で⾏われる。 
(３) 全 幅 

ステアリングホイールを直進状態にしたときのコンプリートホイールを含む⾞体の全幅は、175cm を超えてはならない。 
(４) フロントホイール後端より前方の幅 

フロントコンプリートホイール後端より前方にある⾞体の最⼤幅は、130cm までに制限される。 
(５) フロントホイール後端からリアホイール中心線までの幅 

フロントコンプリートホイール後端より後ろでリアホイール中心線より前の部分にある⾞体の最⼤幅は、140cm までに制限
される。 

(６) リアホイール中心線から後方の幅 
リアホイール中心線よりも後方にある⾞体の幅は、110cm を超えてはならない。 

(７)  全 ⾼ 
            ロールオーバー構造を除く⾞体のいかなる部分も、基準面から 96cm 以上⾼い所にあってはならない。ただし、ロールオーバ

ー構造のうち、基準面からの⾼さが 96cm を超えるいかなる部分も、⾞両の性能に⼤きく影響を与えるような空⼒学的
形状をもってはならない。 

(８) オーバーハング 
⾞両のいかなる部分もリアホイールの中心線より 65cm 以上後方に位置してはならなく、またフロントホイール中心線より
100cm 前方に位置してはならない。 
⾞両の前後方向の中心線から 20cm 以上離れたところにある⾞体のいかなる部分もフロントホイール中心線より 90cm
以上前方にあってはならない。 
ただし、⾞両の後部構造体に取付けられる、空⼒学的効果を目的としない構造物は除く。 

２) ⾞ 体 
当初の部品との材質の変更は認められず、強度は保持すること。スクエアヘッドボルト・ナットは認めない。 

３）ステアリングホイール 
（１） ステアリングホイールの形状 
 ステアリングホイールに切れ目があってはならない。 
（２） スイッチ等の装着 

スイッチやメーター等を装着する場合、それらが突起した形状であってはならない。トグルスイッチ以外のスイッチやメーターを
装着する場合は、ドライバーと対面するステアリングホイールリムの全体で形成される平面よりもドライバーに近いところに位
置していてはならない。緩衝パッドの装着を推奨する。 

第４条    重  量 
１) 最低重量：５５５ kg 
 バラストの使用は許される。 
２) バラスト 

バラストは取り外しに⼯具を使用することが必要な方法で固定されなければならず、安全な方法でなくてはならない。⾞検員が
安易に封印を施すことができるようなものでなければならない。 

第５条    エンジン 
１)  エンジンの種類 

レシプロピストンによる JAF 公認⾞両または登録⾞両のエンジンが使用出来る。輸出用を含む純正部品の使用が認められる。 
       2） 最⼤容積 
          2,000cc を含み 2,000cc までとする。 
第６条    ホイール 
 ホイール幅 前輪：8.0 インチ/後輪：10.0 インチ 
 ホイール直径：13.0 インチ 
第７条    アクティブサスペンション 
  アクティブサスペンションは禁⽌される。 
第８条    燃 料 

 主催者によって発⾏される特別規則書または公式通知により、指定される燃料を使用すること。 
 

第９条     排気系 
全ての⾞両は、消⾳器の装着が義務付けられる。 
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第１０条     統一解釈 
本規定はできる限り変更、改造の範囲を最⼩限にとどめ、廉価なレース用マシンで平等な条件の下に参加できることを目的として作
成されたものである。本規定に関して疑義を生じた場合は主催者の解釈をもって最終とする。 

第１1 条 安全規定 
FCR－FC の安全規定は、下記の項目を除き、2017 年ＪＡＦ国内競技⾞両規則第 13 章リブレ（その他の⾞両）（NE）の
規定に準拠していなければならない。 
１） オイルキャッチタンク 

 ⾞両の潤滑系がオープン方式のサンプブリーザーを有する場合、ブリーザーの排出⼝は最低２リットルの容量を有するキャッチタ
ンクに注がれる様に設けられなければならない。キャッチタンクは透明の材質で作られているか、または透明の板を含むかのいずれ
かでなくてはならない。 

２） リアライト 
全ての⾞両には、競技会中作動する⾚⾊灯を装備していなければならない。 

  －⾞両の中心線に対し９０度の角度で後方に向けられていること。 
  －後方から明確に認知できること 
  －⾞両の中心線から１００ｍｍ以内に設置されていなければならない。 
  －基準面からリアライトの中心までの距離は最低３００ｍｍ以上であること。 
  －レンズの表面で、基準面に平⾏し、リアホイール中心線より４００ｍｍ後方にあること。 
  －⾞両に通常に着席したドライバーが点灯できるものでなければならない。 
  ３つの測定は、レンズの中心で⾏われる。 
３） 牽引用穴あきブラケット 

⾞両の後部構造体には、牽引用ブラケットが取り付けられていなければならず、⾞両がグラベルベットに停⾞した場合にも使用
できる様、しっかりと取り付けられていなければならない。 
穴の⼤きさは、６０ｍｍX３０ｍｍX 角 R５のテンプレートが通ること。 
また、牽引用ブラケットは明瞭に⾒える様、⻩⾊あるいは⾚⾊、⼜はオレンジ⾊に塗装されていること。 

４）安全ベルト J 項 275.14.4 
安全ベルトは FIA 規格 8853/98 に準拠していなければならない。 

 
 【主 要 諸 元】 
 

型  式 FC-106 
Formula Renault 2.0 
Formula NZ(FT40) 

   全⻑        (mm) ４１２５ 
   全幅        (mm) １６７４ 
   全⾼         (mm) ９５４ 
   ホイルベース    (mm) FC-106/ Formula Renault 2.0：２６４５ 

Formula NZ(FT40)：２６５０ 
   重量              (kg) ４９０ 

タイヤ 
       前          

後                   

DUNLOP 
１８０/５３０Ｒ１３ 
２４０/５７０Ｒ１３ 

   エンジン型式   FC-106/ Formula Renault 2.0：F4RS 
Formula NZ(FT40)：2ZZ-GE 

   排気量        (cm3） FC-106/ Formula Renault 2.0：１９９８ 
Formula NZ(FT40)：１８００ 

   最⼤出⼒     (hp/rpm) FC-106/ Formula Renault 2.0：２００／７２００ 
Formula NZ(FT40)：１９０／７６００ 

   最⼤トルク (Nm/rpm) FC-106/ Formula Renault 2.0：２２２／５３００ 
Formula NZ(FT40)：１８０／６８００ 

   トランスミッション型式 ６速 
   変速操作方式      シーケンシャル 

 


