保安基準と競技車両レギュレーションに適合した
車両製作について（第１報）*
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Revamping of a Vehicle in Conformity with Safety Standards
and Competition Car Regulations (part 1)
Yasuhiro Kumada

Satoshi Shimobora

According to the questionnaire we conducted about our students’ interest in motor sports, we
decided to give extracurricular classes on Drift. The classes started to develop a trial car fit for the D1
Street Legal drifting race. This meant to revamp an ordinary car into a drift vehicle meeting the Safety
Standards and the D1 Street Legal Regulations. So far, we have gone through taking apart the body of
a Nissan Silvia and built a remodeled body by putting together the decomposed body and other parts
needed for drifting. We finished with mounting the dismantled power train on the conformed body.
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1．まえがき

(B2)

2．学生へのアンケート

高山自動車短期大学（以下，「本学」とする．）において，

本学では以前から WRC や APRC といったラリーに学生メカニ

モータースポーツに興味があり実際に自分の車で競技に出た

ックを起用し参戦している．入学する学生の中にはラリーに

り，走行したりしたいという学生が本学学生を対象としたア

興味があり自分も参加したいという学生もいるが，それ以外

ンケートで多数いることが分かった．中でも最近ではドリフ

の競技にも興味がある学生がいるのではないかということで，

トという競技に興味を示す学生が多く，自分もやってみたい

本学の 1 年生を対象に以下のアンケートを行った．

という学生がいる．
ドリフト競技は「ドリフト角度とアクセルワーク」によって

・あなたは自動車，バイクなどに興味がありますか．

「速度と角度，走行ライン」をコントロールし「ダイナミック

・あなたはモータースポーツに興味がありますか．

にキビキビと美しく調和を取り」走り抜ける運転技術を競う

・「はい」と答えた学生はどのようなモータースポーツに興味

モータースポーツである．
この中で 2 つカテゴリーがあり，1 つは一般公道を走行でき
ないような車両を用いたものと，もう 1 つは一般公道を走行
できる車両を用いたものがある．一般公道を走行できない車

がありますか
・自分でもやってみたいモータースポーツは何ですか．
・学校の授業やクラブ活動で実施してほしいモータースポー
ツは何ですか．

両では，大会会場まで競技車両を積載車に載せて運搬する必
要がある．これは学生では負担が大きくなるため，本研究では

まず，自動車，バイクなどに興味があるかの問いには， 全

一般公道を走行できる車両として競技出場を目標に車両製作

ての学生が興味ありと回答した．またモータースポーツにつ

を行い，併せて，学生に対し保安基準に適合した競技車両の製

いては，図 1 に示すように，69％の学生が興味ありと回答し，

作方法と車両構造や整備内容を理解させる教育も視野に入れ

31％が興味なしやどちらでもないという回答だった．

た車両製作を行った．その経過をここに報告する．

次に，興味ありと答えた学生の中からどのようなモーター
スポーツに興味があるかを調査したところ，図 2 に示すよう
に，
ドリフトと回答した学生が 23％，
ラリーとの回答が 16％，
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GT 選手権との回答が 14％，F1 が 13％となりその他のモータ
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ースポーツに関しても少数ではあるが興味があるという結果
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だった．
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図 4 実施してほしいモータースポーツについて
図 1 モータースポーツについて
アンケートの結果，モータースポーツに興味のある学生が半
数以上を占め，その中で興味があり自分自身でもやってみた
いと思うモータースポーツとしてドリフトという意見が多い
ことがわかった．よって，本研究ではドリフトという競技を選
択し，その中の 1 つである D1 ストリートリーガルに参戦でき
る車両製作をすることにした．
3． ドリフトについて
ドリフトとは，日本発祥のモータースポーツで，定められた
曲線コースを「ドリフト角度とアクセルワーク」によって「速
度と角度，走行ライン」をコントロールし「ダイナミックにキ
ビキビと美しく調和を取り」走り抜ける運転技術を競うモー
図 2 興味があるモータースポーツついて

タースポーツであり，それと同時に観戦者に対するアピール
力も必要とされる，エンターテインメント性の高い競技であ

さらに，学生自身が行ってみたいモータースポーツについ

る．近年では日本だけでなく海外でも人気の高いモータース

ては，図 3 に示すように，ドリフトが 35％，ラリーが 14％，

ポーツであり D1 グランプリ，Formula Drift，ドリフトマッ

F1 が 13％，
GT 選手権とカートが共に 8％という結果になった．

スルといった競技団体がある．

また，授業やクラブ活動などで実施してほしいという回答

今回はその中の D1 グランプリから D1 ストリートリーガル

では，
図 4 に示すように，
ドリフトが 27％，
ジムカーナが 17％，

シリーズを選択した．
これは D1 グランプリシリーズとくらべ，

GT 選手権が 10％，カートとモトクロスが共に 7％という結果

より経済性を考慮したシリーズ規則と車両規則にて行われ，

だった．

使用する競技車両も一般公道が走行可能な範囲の改造までと
されており保安基準に準じた規定を用いているためである．
4. 製作車両
4.1 製作車両の概要
車両製作をするにあたり，ドリフト競技では一般に後輪駆
動が適しているといわれており，今回使用する車両も後輪駆
動の車両を選択した．また，製作は学生とともに 1 から行い，
その作業を通して基本的な車両構造を理解させまた，知識と
整備技術力の向上を目的に車両製作を行った．
車両は以前本学の実習授業で使用していた日産シルビアを

図 3 自分自身で行ってみたいモータースポーツについて

選択した．シルビアはドリフト競技でも非常によく使われて
おり，アフターパーツも豊富なためこの車両をベースに製作
した．製作車両の諸元，外観を表 1 と図 5 にそれぞれ示す．

表 1．製作車両の諸元表
車両型式
車体番号
全長×全幅×全高
エンジン型式
エンジン種類
総排気量
駆動方式
トランスミッション
車両重量

E-PS13
PS13-050947
4470×1690×1290mm
SR20DE
水冷直列 4 気筒 DOHC
1998cc
FR
4 速 AT
1130kg

4.3 車両の解体
車両コンセプトもある程度決まったところで，車両製作の
第 1 項目としては車両の解体から始まる．エンジン，ミッシ
ョンの乗せ換えからロールケージの取り付け，軽量化などを
行うために図 7 に示すようにエンジン，AT，内装部品，外装品
などを取り外す．また，図 8 は取り外した部品を示す．

図 7．各種部品取り外し

図 5．製作車両の外観
4.2 車両コンセプト
車両製作に当たりどのようなコンセプトで製作するかを図
6 に示すように，学生同士で相談をさせ以下の結果が出た．ま
ず，基本として保安基準に適合させるということを大前提と
し，ドリフトをさせるためには大きな出力があった方が有利
であり，走行時は適切なレンジが任意に選択できるマニュア
ルトランスミッションが有利である．しかし，ベースとなる車
両は NA エンジンの AT 車両であるため，ターボエンジンへの
乗せ換え，マニュアルトランスミッションへの変更という意
見が出た．また車両レギュレーションに適合させる必要があ
り，安全対策としてロールケージが必要となる．その取り付け
も必修であり，その他に車両の軽量化やサスペンションの変
更，全塗装などといった意見が出た．

図 8．取り外した部品
車両の解体が終わると次は軽量化とボディ補強を行うため
にアンダーコート，制振材，シーリング材を剥がす作業となる．
図 9 に示すように，今回は車内中心にトランクルームまでを
マイナスドライバーやたがね，金属ヘラなどを使用して剥が
した．本来であればアンダーコートはアスファルト系の物質
なため剥がすのは容易ではないが，車両の年式も古く比較的
クラックが入りやすい状態だったため，放課後の数時間に学
生 3 人がかりで作業し，要した日数は 5 日ほどだった．そし
て剥がしたアンダーコートの重量は 8.2kg となった．

図 6．学生による車両コンセプトについて

図 9．アンダーコート，制振材の除去

4.4 クラッチペダル取り付け穴加工
アンダーコートを剥がし終わった後，AT からマニュアルト

ラットタワー周辺や車内の鉄板合わせ面，車内タイヤハウス
周辺を行った．塗装についてはエンジンルームと車内を行

ランスミッションに乗せ換える際に必要なクラッチペダルの

い，白色に塗装した．これは白くすることにより車内が明る

取り付け加工を行った．使用する車両は元々マニュアル設定

くなり整備性が向上し，さらに，白くすることでオイル漏れ

のある車両で，ペダルの取り付け位置はあるが穴が開いてい

や排気漏れなどの際の汚れを早期発見しやすいためである．

ない．そのため図 10 に示すように，ペダルおよびマスタ・シ

図 12 はコーキングと塗装，塗装後の車両を示す．

リンダの取り付けができるように 9mm の穴を 2 か所開け，
40mm
の穴を 1 か所開けた．

図 12．コーキングおよび塗装
図 10．クラッチペダル取り付け穴加工
4.6 エンジン・オーバーホール
4.5 ボディ補強および塗装

車両製作と同時に NA からターボエンジンに乗せ換える際

今回使用する車両は年式も古くストラットタワー周りなど

に使用するエンジンのオーバーホールを行った．エンジンは

錆びが発生したり，クラックが入ったりしやすく，ボディ全

中古のため，クランクおよびコンロッド・ベアリング，シリ

体も近年の車両に比べると強度が劣るため，エンジンルーム

ンダ・ヘッド・ガスケット，各種オイルシール，ガスケット

から車内にかけて溶接によるボディ補強を行った．溶接箇所

類の交換を行った．ただし，シリンダ・ヘッド・ガスケット

は本学で使用している WRC 参戦車両のインプレッサを参考に

は高い過給圧に耐えられるように通常より厚いものを使用し

し，スポットとスポットの間あるいは各鉄板の合わせ面の溶

た．幸いシリンダやピストンは測定の結果再使用が可能であ

接を行った．今回は専門家に依頼するのではなく学生自身の

り，クランク・シャフト，カムシャフトの曲がりなども正常

勉強も兼ねて，学生が行った．最初は不慣れなこともありう

値であるため使用した．また消耗品の交換以外にラッシュ・

まく溶接ができなかったり穴が開いたりとしていたが，数を

アジャスタのエア抜きも行った．これはエア噛みするとクリ

重ねていくことにより次第にうまくなり，後半は溶接ミスが

アランスがゼロに保てず異音の原因となるためである．図 13

ほとんどなかった．図 11 はその溶接作業の様子と溶接の後

はオーバーホール後のエンジンを示す．

の車両である．

図 13．SR20DET エンジン
図 11．車両溶接

5．車両組み上げ
5.1 エンジン，ミッション取り付け

溶接後は，シーリング材の除去による水の侵入を防ぐため

作業完了後は，エンジン，ミッション，マスタ・バック，

溶接した箇所を新たにコーキングし，溶接により焼けた箇所

クラッチペダルなどの取り付けを行った．エンジンやマス

の補修と防錆のために塗装を行った．コーキングの際はスト

タ・バック，クラッチペダルは本来の取り付け場所に戻すだ

けなので比較的簡単な作業だが，クラッチおよびトランスミ

る必要があったため，今回は 7 点式にサイドバーのついた 9

ッションの取り付けは学生たちも未経験だったため 3 時間ほ

点式を選択した．それに伴い後部座席が斜行バーによって使

ど時間を要した．クラッチのセンター出し時の特殊工具をエ

用できなくなるため 2 名乗車にすることにし，後部座席や内

クステンションバーとテープを使用して特殊工具を作り，ク

貼りは取り付けないことにした．

ラッチの取り付けを行った，トランスミッション取り付け

取り付け手順は，まず仮付けとしてすべてのロールケージ

は，フロア形状の関係でトランスミッション本体を右に傾け

を車内で組み付け各固定場所を決める．その際なるべくボデ

ながら取り付けなければならず，ミッションジャッキ上で取

ィとの隙間がない状態にし，配線との干渉もないように位置

り付け角度を合わせた後，トランスミッションとエンジンの

決めをした．また今回はダッシュボード貫通タイプを選択し

取り付け位置合わせを何度も行ったため，作業完了までに時

たため，ダッシュボードの加工も必要となるためロールケー

間がかかった．図 14 はエンジン，ミッション搭載完了後の

ジの通る位置に合わせて切断加工を行った．次に取り付け位

車両を示す．

置をマーキングし今回は M8 ボルトによる固定を行うため穴
あけ加工を行った．その後保安基準に適合させるために乗員
保護のためのロールバーパッドを取り付けた．ブラケットの
ある場所はパッドを半分に切り接着剤を使用しパッドを張り
合わせ，ブラケットの無いものはパッドをエアで膨らませた
状態にし，その中にロールケージを入れた．図 16 はパッド
の取り付けを示す．

図 14．エンジン，ミッション搭載完了
5.2 ブロア・ユニット，車内配線取り付け
次にヒーターおよびブロア・ユニットと各車内配線の取り
付けを行った．ブロア・ユニットは今回エアコンを取り外す
ため，エバポレータを取り外した状態にして組み付け，車内
配線は AT からマニュアルに乗せ換えても配線の変更はない

図 16．ロールバーパッド取り付け

ため，外した時と同じ状態に戻していく．しかしボディを加
工する際にすべての配線を取り外したため，取り回しを忘れ

その後，ロールゲージの取り付けを行った．この時，仮付

ている場所が何か所かあったが，取り外す際に撮った写真と

けの状態から本締めの状態に入るとフロアパネルの形状とボ

配線図などを確認しながら行った．図 15 は取り付け後を示

ルトの締め付けにより場所によっては穴位置が合わなくなる

す．

ことが分かり，再度穴あけ加工を行い取り付けた．間違って
空いた穴はロールバーの座面に隠れる位置だったためコーキ
ング処理をし，全て取り付けた後車外からの浸水を防止する
ためにコーキング処理をした．図 17 は取り付け完了時を示
す．

図 15．車内配線取り付け
5.3 ロールケージ取り付け
その後，D1 ストリートリーガルで安全対策として必要なロ
ールケージの取り付けを行った．車両規則により 6 点以上の
ロールケージに運転席，助手席にそれぞれサイドバーを設け

図 17．ロールゲージ取り付け

6．まとめ
今回の車両製作は車両の解体と補強，エンジン，ミッション
乗せ換え，ロールケージの取り付けまでとなった．作業は基
本的に放課後を使い行ったため予想以上に時間がかかった．
また作業は 1 年生が主体となって行ったため，車の構造に詳
しくなく各部品も取り外したことがない学生がほとんどで，
手順や構造を確認しながらここまでの作業ができた．作業を
した学生からは，以下のような感想が得られた．
・実際に作業することにより教科書ではわからない作業方
法やボルトの硬さなどを知ることができた．
・配線のコネクタ取り外しのコツなどやってみないとわか
らないことがたくさんあり，作業を通して理解できた．
・競技車両を製作しながら車両構造もわかってきて，保安
基準のことにも関心が持てるようになった．
などといった感想があり，車両製作に携わることにより，車
両の構造をより一層理解することができ，知識の習得や整備
技術の向上に繋がっていると見受けられた．また車両完成ま
での意欲も大きくなっており今後の作業にも期待ができる．
7．今後の課題
今回の作業はロールケージを取り付けるまでで，エンジン
を始動し走行するまでには至っていない．NA エンジンからタ
ーボエンジンに変更により，ディストリビュータからクラン
ク角センサに変更されている部分のエンジンハーネスの加工
や車両配線の見直し，吸排気系部品の取り付けや足回りの変
更などやらなければならないことがたくさんある．また保安
基準に適合させながらさらに車両レギュレーション上必要な
部品も取り付けていかなければならないが，今年中に大会に
出場できることを目標に順次作業を進めている．
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