おかえりなさい、ハイラックス。待望の日本発売を果たした話題のピックアップトラック！
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TOYOTA HILUX

ハイラックスがラリーで大健闘！
ASIA CROSS COUNTRY RALLY 2017
究極の悪路に挑む猛者たち
TEAM JAOS ３年目の挑戦

トヨタ4WD快挙
あきんど号がFJクルーザーでAXCR復活
高性能ダンパー BATTLEZ VF-R AXCR SPECIAL by KYB
新作ホイール JAOS TRIBE CLAW
GEOLANDAR M/T G003

月刊 レッツゴー4WD
2017年11月号別冊付録

TOYOTA LAND CRUISER 200
●JAOSフロントバンパースポイラー
●JAOSリヤハーフスポイラー
●JAOSバニティミラーランプ
●BATTLEZエアクリーナー
●BATTLEZマフラーZS-4
●BATTLEZサスペンションセット DVFS
●BATTLEZラテラルロッド
●BATTLEZブレーキパッド
●JAOS BACCHUS CM-11...etc

MITSUBISHI PAJERO

●BATTLEZサスペンションセット DVFS

●JAOSフロントバンパーガード
●JAOSクロームブレードグリル
●JAOSルーフスポイラー
●JAOSマッドガードⅢ
●JAOS LEDルームランプ
●BATTLEZエアクリーナー
●BATTLEZマフラーZS
●BATTLEZコンプリートセットVFCA
●BATTLEZブレーキパッド
●VICTRON ASTELLA CM-02...etc

●BATTLEZコンプリートセット VFCA

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

●BATTLEZコンプリートセット VF-R

●JAOSフロントスキッドバー
●JAOSヘッドライトガーニッシュ
●JAOSクロームブレードグリル
●JAOSオーバーフェンダー
●JAOSブラックサイドステップ
●JAOSマッドガードⅢ
●JAOS LEDルームランプ
●BATTLEZエアクリーナー
●BATTLEZマフラーTF-2
●BATTLEZコンプリートセット VF-R
●BATTLEZブレーキパッド
●JAOS BACCHUS CM-11...etc

MITSUBISHI DELICA D:5
●JAOSフロントスキッドバー
●JAOSヘッドライトガーニッシュ
●JAOSオーバーフェンダー typeX
●JAOSルーフスポイラー
●JAOSブラックサイドステップ
●JAOSブラックリヤラダーⅡ
●JAOSリヤスキッドバー
●JAOSマッドガードⅢ
●BATTLEZエアクリーナー
●BATTLEZマフラーZS-2
●BATTLEZサスペンションセットVFCA
●BATTLEZアルカーボンタワーバー

●BATTLEZサスペンションセット VFCA

●BATTLEZリヤロアアームバー
●BATTLEZブレーキパッド typeM
●VICTRON ASTELLA CM-03...etc

TOYOTA C-HR

●JAOSフロントバンパーガード
●JAOSオーバーフェンダー typeX
●JAOSマッドガードⅢ
●BATTLEZマフラーZS-Ti
●BATTLEZコイル Ti-W
●VICTRON ASTELLA CM-03...etc

SUZUKI JIMNY

●BATTLEZコンプリートセット VFS

●BATTLEZラテラルロッド
●BATTLEZブレーキパッド
●VICTRON EXCEL JXⅡ...etc

●BATTLEZコイルTi-W

JEEP WRANGLER UNLIMITED

●BATTLEZサスペンションセット VFA

●BATTLEZ サスペンションセットVFA
●BATTLEZラテラルロッド
●BATTLEZブレーキパッド...etc

JEEP RENEGADE

●JAOSフロントスキッドバー
●JAOSオーバーフェンダー typeX
●JAOSマッドガードⅢ
●BATTLEZマフラーZS-W
●BATTLEZコイルスペーサー
●VICTRON ASTELLA CM-03...etc

●JAOSフロントスポーツカウル
●JAOSランプバー
●JAOSスポーツカウル用スキッドプレート
●JAOSブラックサイドステップ
●JAOSスペアタイヤブラケット
●JAOSマッドガードⅢ
●JAOS HIDヘッドライトキット
●JAOSアクセルペダルスペーサー
●JAOSフットレスト
●JAOSグラブハンドル
●BATTLEZエアクリーナー
●BATTLEZマフラーZS-4

●JAOSフロントスポーツカウル
●JAOSフロントグリル
●JAOSスポーツカウル用スキッドプレート
●JAOSリヤスポーツカウル
●JAOSアームプロテクター
●JAOSトランスファーガード
●JAOSタンクガードⅢ
●JAOSスペアタイヤブラケット
●JAOSマッドガードⅢ
●BATTLEZエアクリーナー
●BATTLEZマフラーZS
●BATTLEZ コンプリートセットVFS

SUZUKI HUSTLER

●JAOSフロントスポーツカウル
●JAOSルーフスポイラー
●JAOSマッドガードⅢ
●JAOSルームランプ
●JAOSバニティミラーランプ
●BATTLEZマフラーZS-Ti
●BATTLEZサスペンションセットS...etc

●BATTLEZサスペンションセット S

4WD&SUVをもっと力強くもっと楽しくもっと素敵に

http://www.facebook.com/JAOSCORPORATION
http://minkara.carview.co.jp/userid/839780/blog/
●BATTLEZコイルスペーサー

株式会社ジャオス

www.jaos.co.jp

https://www.youtube.com/user/JAOSCORPORATION
https://instagram.com/jaos_corporation/

タイ王国のトヨタディーラーにはこのようにハイラックスの展示車がズラリと並ん
でいる。ダブルキャブだけではなくスタンダードキャブ（２ドア）
、
スマートキャブ（観
音ドア）などのボディ違いから、エンジンやトランスミッションの違いなど数多く
のモデルが存在する。
写真はAXCR2017で訪れたアユタヤのトヨタディーラー。

おかえりなさい、ハイラックス。

COLUMN

松本 晃一（新アポロ出版）

群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1
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JAOS TRIBE CLAW

東京都千代田区一番町29-6

YOKOHAMA GEOLANDAR M/T G003

☎ 03-3222-5322（広告部）

☎ 03-3222-5326（編集部）

13

柳原 信広（新アポロ出版）

されるほか、顔つきもより精悍に
なり大幅に質感が向上している。
その年の夏、アジアクロスカン
トリーラリーでタイ王国を訪れた
際、チームクルーと一緒に現地
ディーラーのショールームに飾
られたハイラックス レボを初め
て見た私は、再びハイラックスへ
の憧れがよみがえってきてしまっ
た。そうなったらもう最後。すぐ
にソーシャルネットワークで検索
し、私のアイフォーンはあっとい
う間に海外のリアルユーザーが発
信する写真でいっぱいになった。
翌年には我がチームのラリーカー
はＦＪクルーザーからハイラック
スに変更。日本で販売されていな
いことを悔やみながら約２年。私
の愛車も 歳になった。期間限定
でもいいからランドクルーザー
のように復活してくれないかと願
っていたらなんと実現してしまっ
たから驚きだ。思わず会社のデス
クで「おかえりなさい、ハイラッ
クス」と独り言を言ってしまった。
今は乗用車を足にしている父もき
っと同じことを感じたんだろうな。

☎ 03-3222-5115（出版営業部）

左：私が子どもの頃は街中もアウトドアスポットもガードバンパー＆
ハイリフトでカスタマイズしたハイラックスがたくさん走っていて
「オト
ナになったらあんな風に遊ぶんだ」
と夢を描いたものだ。
右：
タイ王国では生活を支えるクルマとしてもハイラックスが大活躍。
写真の荷台を改造した乗り合いタクシー（ソンテオ）は街中でみか
ける。奥にチラリと見えるのは先代ハイラックス（ヴィーゴ）だ。
☎ 0279-20-5511

像して歳を重ねることを楽しみに
していた。そんな私の目に映って
いたのはハイラックス・ピックア
ップだった。もちろん、兄弟車の
ハイラックスサーフのほうが人気
だったし、実用性を考えたらこっ
ちのほうが都合がいいに決まって
いる。でもあの自由な雰囲気と日
本の四駆っぽくないキャラクター
が幼き頃の私にはカッコよく見え
たのだ。
私が社会人になって少し余裕が
できた２０００年代半ば、子供の
頃に憧れた無骨なカタチをした四
駆はほぼ残っていなかった。しか
し、地元のトヨタディーラーに行
くとランドクルーザー とハイラ
ックスだけは、当時の私の記憶の
ままの姿で販売され続けていた。
結局、私は販売終了のアナウンス
と同時にランドクルーザー を注
文したのだが、ほぼ同タイミング
でハイラックスも日本から姿を消
した。
しかし、ランドクルーザー と
同じように、ハイラックスも海外
では販売が継続され、日本におい
ては最後のモデルとなった６代目
の後継モデルとして７代目（ハイ
ラックス ヴィーゴ）が登場。ト
ヨタの世界戦略車「Ｉ Ｍ Ｖ シリ
ーズ」のピックアップトラック車
種としてラインアップされたので
ある。これまでとくらべて乗用車
としてのニーズにも応えるカタチ
で、高級感と快適性をプラスして
新興国向け世界戦略車として販
売され、約 年間愛され続けた。
２０１５年５月、８代目となるハ
イラックス レボがタイとオース
トラリアでデビュー。フレームを
刷新して新開発のディーゼルエン
ジンを採用。ＬＥＤヘッドランプ、
本革シートなどの快適装備が追加

株式会社ジャオス
企画・編集

株式会社ぶんか社
発行

Tires & Wheels
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新飼 亮也（ジャオス）

JAOSとKYBの本気
超高性能ダンパー
BATTLEZ VF-R
AXCR SPECIAL by KYB

編集サポート

34

Crawl Red

魅惑のスケルトングラフィック

芳澤 直樹

33

JAOS Creative Room

写真

21人のクルマ大好き学生たちとコラボレーション

原稿・デザイン

32
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TEAM JAOS
Driver 能戸知徳× Co-Driver 田中一弘 対談

新飼 亮也（ジャオス）

30

編集

舞台裏で活躍するチームメカニックたち

70

28

STAFF

MOTOクラスの魅力

新飼 亮也（ジャオス）

26

写真

11

あの“あきんど号”がFJクルーザーで復活

田中 一弘（KYB）

24

能戸 知徳（ジャオス）

トヨタ4WD快挙

コ・ドライバー

22

TEAM JAOS TOYOTA HILUX

アジアクロスカントリーラリー2017 レポート
究極の悪路に挑む猛者たち

ドライバー

14

車両

TEAM JAOS HILUX AXCR 2017 ver.

１９８０年代前半はまさに四駆
ブーム幕開けの時代。Ｓ１１０シ
ルビア、ＡＥ レビンからＥＦ９
シビックを乗り継ぐバリバリのオ
ンロード派だった父が、ある日突
然Ｌ型パジェロ・バン（ショート
の４速Ｍ Ｔ）に乗って帰ってき
た。私はまだ幼稚園に通う少年だ
ったが、あの瞬間を今でも鮮明に
覚えている。きっと、ちょっとへ
んてこな大きいクルマがやってき
たことがよっぽど刺激的だったの
だろう。パジェロが我が家にやっ
てからは当然のように週末に家族
でキャンプに出かけるようになっ
た。当時は四輪駆動車そのもが珍
しく、対抗車線を走ってくるのが
ランクルだろうがサファリだろう
がジムニーだろうが関係ない「四
駆乗り」という共通点だけで、ク
ラクションを鳴らし片手を上げて
すれ違うのがお約束だった。そん
なしぐさをする父の横に乗るのが
私のちょっとした誇りだった。
１９９０年代に入ると街を走る
四駆がさらに増え、友達の家にも
四駆が並ぶようになった。ディー
ゼルターボ＆ＡＴ、そして５ドア
の豪華なモデルが続々と登場しフ
ァミリーカーの仲間入りを果たし
たのである。のちに私の父もラン
ドクルーザー プラド 系に乗り
かえることになるのだが、心のど
こかでずっと憧れていたのがピッ
クアップトラックという存在だ。
すっかり四駆に乗ることが憧れに
なっていた私は、父の運転するＬ
型パジェロの助手席から、若者グ
ループ（当時の私から見るとだい
ぶオトナだが）がピックアップの
荷台にサーフボードやＡＴＶを積
んでワイワイやっている姿を見て
「自分も免許をとったら、こうや
って遊ぶんだろうなぁ」なんて想

ジャオス代表取締役 赤星大二郎 インタビュー
アジアクロスカントリーラリーに挑戦する理由
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ハイラックスがラリーで大健闘！
TEAM JAOS 3年目のチャレンジ
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CONTENTS

TEAM JAOS ３年目のチャレンジ
創立30周年を記念して2015年からアジアクロスカントリーラリーに挑戦。
社員を中心としたTEAM JAOSを結成して３年目を迎えた。
２年連続でハイラックスのラリーカーを使用したAXCR2017も見事完走。
そんな彼らの目的からラリー本番での活躍、話題のハイラックスラリーカーまでを徹底紹介。

2016年で使用したハイラックスを使用。主に
ダンパーやブレーキ、
補強面を強化した。
ドライ
バーは２年連続でジャオス開発部の能戸知徳。
コ・
ドライバーは2015年からTEAM JAOSが使
用しているダンパーの設計者・田中一弘
（K YB
株式会社）
が担当。
タイ王国の中北部を巡るナ
ビゲーション難易度の高いコースに苦戦を強い
られたが無事に完走した。

２０１５年４月、株式会社ジャ
オスは創立 周年を迎えた。オー
ストラリア製４ＷＤパーツの輸入
販売からスタートさせ、めまぐる
しく変化する時代に合わせてオリ
ジナルパーツの開発製造から海外
輸出、ＯＥＭ事業などを展開し、
日本の４ＷＤカルチャーと共に育
ってきたブランドの一つだ。
そんなジャオスが 周年を機に
少しづつ変化をしている。世界中
のユーザーから親しまれてきたカ
ンガルーマークのブランド をＪ
ＡＰＡＮ、ＪＡＯＳの頭文字をと
った「Ｊ」モチーフに変更。オフ
ロード色が強かったイメージを都
会的かつワールドワイドに日本か
ら発信しようという考えだ。その
ほかにも高付加価値商品の展開
やウェブサイトのリニューアル
（２０１７年）などジャオスの
周年プロジェクトは 年目に入っ
た今も進行中だ。
２０１５年に結成したチームジ
ャオスが取り組んでいるアジア
クロスカントリーラリーへの挑
戦もそんな新しい試みのひとつ。
２０１５年はドライバーに日本の
オフロードレース界の第一人者、
塙郁夫選手を迎えてデモカーのＦ
Ｊクルーザーで挑戦。コ・ドライ
バーはジャオスの代表取締役・赤
星大二郎が担当。実際に使用した
高性能ショックアブソーバーをバ
トルズ（ジャオスのパフォーマン
スパーツブランド）からリリース
した。翌年の２０１６年はタイ王
国から新型ハイラックスを並行輸
入して、ラリーカーに改造。ドラ
イバーはジャオス社員の能戸知徳
が担当し、総合５位（改造車ディ
ーゼルクラス４位）という好成績
を収めたのである。
そして３年目の挑戦となる
30

30

30

２０１７年はラリーで使用してい
るダンパー（ショックアブソーバ
ー）の設計者であるＫＹＢ株式会
社の田中一弘をコ・ドライバーに
任命。Ｋ Ｙ Ｂはバトルズ ダンパ
ーのサプライヤーであり、アジア
クロスカントリーラリーにおいて
も２０１５年の初参戦時から大き
な協力体制を築いてきた。設計者
自ら実戦を体感し、さらに深い商
品開発につなげようという計画だ。
ドライバーは引き続きジャオス
の能戸知徳が担い、チームジャオ
スのハイラックスを無事にゴール
まで届けて有終の美を飾った。本
誌ではアジアクロスカントリーラ
リー２０１７を中心にお届けする
が、ジャオスの挑戦はまだ通過点
に過ぎないのだ。

6
7

CI

ドライバーに社員の能戸知徳を起用し、コ・ドライ
バーは前年同様に代表取締役の赤星大二郎。タイ王
国からカンボジアに抜けるコース。タイ王国から輸
入したハイラックスで総合5位を獲得した。

今年で22回目を迎えたアジアクロスカントリーラリー
（AXCR）
はタイ王国を基点とし
た東南アジア各国のジャングルや山岳地帯、
プランテーションなどを走る過酷かつ
大規模なラリーレイドだ。2001年からFIA公認として開催され、
2012年には国際モ
ーターサイクリズム連盟
（FIM）
の公認を受け二輪クラスも設定。近年ではワークスチ
ームや有名ドライバーの参戦も増加し、
知名度とレースのレベルが急上昇。
常連の
青木拓磨選手、
篠塚建次郎選手のほか、
過去には片山右京選手、
新井敏弘選手、
塙郁夫選手なども挑戦。
夏のオフロード業界を盛り上げる華やかな国際ラリーだ。

創立30周年を記念してデモカーのFJクルーザーを
改造して参戦。タイ王国北部の山岳地帯で開催され
た。ドライバーは塙郁夫選手、コ・ドライバーは代
表取締役の赤星大二郎。総合8位でフィニッシュ。

32

2016年 ハイラックスで初参戦

アジアクロスカントリーラリーとは？
2015年 TEAM JAOS誕生

Driver

1988年北海道出身。10歳でジムニーを初運転し、翌年にはバギーで陸別道新
オフロードバトルに参戦してドライバー人生をスタートさせた。以後、学業と
両立しながらオフロードレースの数々に参戦。18歳の時、AXCR2006でジャ
オス・赤星と組みパジェロで完走。翌年の同大会で総合4 位（日本人最高位）
を獲得。ジムニースーパートライアルチャンピオンシップ北海道DV３年連続
シリーズ優勝、BAJA1000ではチームジオランダ―のサブドライバーを務める
など若干29歳にして輝かしい経歴をもつ。AXCR2015ではメカニックとして
TEAM JAOSを支え、同年12月にジャオスに入社。AXCR2016にチームドライ
バーとして参戦し総合5 位入賞。2017年もドライバーを担当した。

1982年福岡県出身。雑誌編集者、クリエイティブディレクター、フォトグラ
ファーを経て2013年に株式会社ジャオスに入社。広報・宣伝業務と商品企画
などに携わる。AXCRでは事前準備やチーム運営などのマネージャー業務をし
ながらフォトグラファー＆ライターとして、現地から特設サイトに最新状況を
アップ。プライベートでは横田紀一郎氏率いるTEAM ACPに所属。

なぜジャオスが今、ＡＸＣＲに本格参戦するのか。
しかも社員自らがドライバーやチームの実行部隊として活躍している。
過去５回に渡りコ・ドライバーを務めた経験をもつ
株式会社ジャオス代表取締役・赤星大二郎が考える社員教育とは？

――精神的にもひと回りタフにな
れそうですが。
そうですね。８月のタイ王国は
湿度が高くとても暑いので体力も
必要ですが、ＡＸＣＲは毎晩ちゃ
んとしたホテルに宿泊できるの
で、その点では快適です。それよ
りも精神的な強さや、状況によっ
て臨機応変に対応する柔軟さが必
要です。ほかのチームや日本人以
外の関係者と行動したり、情報交
換をする機会も多いのでコミュニ
ケーション能力もすごく大切で
す。こういうことって特に難しい
ことではないし、社会人として当
然のことなんですが、なかなか普
段の会社生活で見えてこないし、
試される機会って少ないと思うん
ですよね。

すからね。でも、これからの私の
役目はこういった経験をするチャ
ンスをほかの関係者にさせるこ
と。そしてこの活動をビジネスに
変換することだと考えています。

Ryoya Shinkai

――過去にはパリダカ（現ダカー
ルラリー）に出るチームのスポン
サードをしたり、オフロードレー
サーのマシンに部品を供給するな
ど、サポートをする立場だったジ
ャオスがなぜ今、ＡＸＣＲに挑戦
しようと思ったのでしょうか？
これまではＡＸＣＲに限らず、
部品供給というカタチでさまざな
競技に携わってきましたが、じつ
は、私自身が２００４年から３年
間、コ・ドライバーとしてＡＸＣ
Ｒに出た経験があるんです。これ
らは、ビジネスというよりも、私
自身の「点」での携わりが強く、
これを企業として「面」で取り
組めたらいいなという気持ちが
心のどこかにあって、その後の
ＡＸＣＲの様子も気にしていまし
た。ちょうど弊社が 周年を迎え
た２０１５年、レーサーの塙郁夫
選手から「ジャオスのデモカーで
一緒に出ようよ」とお誘いを受け
たのがキッカケでした。せっかく
デモカーで出るならばと、社員を
巻き込んでチームジャオスを結成。
市販化を見据えた高性能ダンパー
の開発も合わせて行いました。結
果としてこの取り組みがとても良
い効果を生み出したんです。

一級自動車整備士を目指す（専）中央自動車大学校の4年生。同校のカリキュ
ラム「ステップアッププログラム」として車両製作段階からTEAM JAOSに関
わり、AXCR2017本番はメカニックとして一緒に行動。チームクルーと一緒に
約10日間を生活。普段の授業とは違う慣れない現場に苦労しながらも日々成長
し、チームを強力にサポートした。

競技、つまり硬派なイメージを強
化できたこと。特にサスペンショ
ンは性能だけではなく、耐久性や
信頼性にこだわっていますが、そ
の一方でユーザー様には地味なイ
メージを持たれていたようにも感
じます。そこで市販品を装着した
デモカーで難易度の高いラリーを
走りぬいたことで、かなりのイン
パクトを出せたのではないかと思
います。それと、アジア諸国での
サスペンションを中心としたマー
ケット拡大を目指して本格的に動
き始めたところだったので、タイ
ミング的にもピッタリでした。
社員を積極的に関わらせたのも
良かった。準備段階から含めると
多くの社員がこの活動に関係する
ことになります。２０１６年から
はドライバーも開発部の能戸が担
当し、車両製作のプランニングや
作業面でも外部中心ではなく、社
内でも積極的に行うようにしまし
た。普段の仕事とは内容も与えら
れた時間も違うし、探求心や積極
性、 協 調 性 が 必 要 に な っ て き ま
す。そんな活動を行うことによっ
て多くの成長があるし、これまで
目立っていなかった能力が引き出
されることもあります。現地に行
く社員はわずかですが、彼らはす
ごく良い経験をしていると思いま
すよ。私自身も勉強させられるこ
ともたくさんあります。

Mechanic

――それはビジネスとしてという
ことでしょうか？
弊社ブランドにラリーのような

Hiroyuki Wakita

上條 拓人
脇田 寛之

Takuto Kamijo

者 で あ る 田 中 さ ん に コ・ ド ラ イ
バーとして自ら設計したダンパー
で競技を体験してもらうことがで
き、今後の製品開発に大きく生か
されることと思います。チームと
しては３年目でしたが、新しい試
みで挑戦した年になりましたね。
プロジェクトの一部始終を俯瞰的
に見ることができ、とても意義の
あるシーズンでした。

1983年群馬県出身。トヨタ自動車大学校を卒業後2006年に群馬トヨタ自動車
株式会社入社。メカニックとして勤務して一級自動車整備士、トヨタ技術検定
一級、ハイブリッドマイスターなどを習得。2015年からはRVパーク（梯子車
体）のカスタマイズアドバイザーとして活躍するスペシャリスト。プライべー
トではFJクルーザーやランドクルーザー40系、70系を乗り継ぐ四駆愛好家。

ルや他チームのサポートスタッフ
と情報交換をして、刻々と変化す
る競技の状況を把握し、必要なイ
ンフラを整えたり、的確な指示を
出すことができました。また、同
じベース車を使用しているワーク
スチームとの情報交換が、組織の
垣根を越えて活発に行われ、車両
への知見をさらに深めることがで
きたのも大きな収穫でした。

Syunichi Imaizumi

――最後に、今後ジャオスが目指
すものを教えてください
国内だけではなく、アジア諸国
をはじめ中国や中近東さらには北
米などグローバルでファンを作
り、存在感のある企業になること。
まだまだ私たちが入り込めるマー
ケットはありますし、それを求め
ている方もたくさんいらっしゃる
はずです。そんな未来のお客様に、
私たちがこだわって造っている製
品をいち早くお届けすること。そ
して、それが４ＷＤ＆ＳＵＶカル
チャーのさらなる活性化に繋がれ
ば最高ですね。

Manager

30

今泉 俊一

――コ・ドライバーをもう一度や
りたくはならない？
やりたくなるかもしれない
（笑）
。難解なコマ図を読み上げて、
実際のコースがシンクロした時に
生まれるドライバーとの一体感。
緊張感と責任感に押しつぶされそ
うになりながら、ＳＳをナビゲー
トしてゴールした時の達成感は独
特で、病みつきになる方も多いで

1963年群馬県出身。ディーラーメカニック時代に社内でラリーチームを結成
し、WRC ラリージャパンに6回に渡ってチャレンジ。勤続30年を機に独立し、
カーショップ EVOLiSTA を創立。2013年以降はTEAM CERAM のチーフメカ
ニックを務める。また、同時にアップルナビ（コンピューター関連）も経営す
るアップルコンピューターのスペシャリストでもある。

――ラリー活動と普段の業務はま
ったく違いますよね。
ラリーはエントラントに限らず
常にその場での瞬時な判断が求め
られます。それが結果に影響する
場合もある。だから真剣だし、本
気。そしてグズグズ迷っている時
間もない（笑）
。時にはうまく行
かなかったり、意見がぶつかるこ
ともありますが、それぞれが自分
の与えられたポジションで責任を
もって真剣に取り組んでいるから
こそのこと。この緊張感はラリー
ならではと思います。

本格的な競技で社員自らが四駆の性能を試すことが大切。

Masao Kobayashi

――今までよりも各スタッフの動
きを見ることもできたのでは？
そうですね。
「ラリー車を無事
にゴールさせるために、こんなに
いろんなことを考えて、それぞれ
が動いてるんだ」と頭では分かっ
て い た こ と だ け ど、 実 際 に 中 に
入って知ることができ、良い機会
となりました。それにＫＹＢ株式
会社（ダンパーの供給元）の技術

Mechanic

――ラリーの結果や宣伝効果だけ
ではなく社員教育の場としても絶
好の場だということですね。
手段はほかにもたくさんあるん
でしょうけど、これが四駆パーツ
メーカーらしいかなと思っていま
す。自分たちの造った部品やクル
マが国際的なクロスカントリーラ
リ ー を 走 る。 そ れ を 自 ら 見 た り、
乗ったり、直したりするわけです
から、最高ですよね。当然これら
は商品の企画や開発時に生かされ
るわけです。

Chief Mechanic

――チーム監督として今シーズン
を振り返っていかがでしたか。
昨年まで過去の５回すべてコ・
ドライバーとして参加したことし
かなく、特に競技中は自分の仕事
（コ・ドライバーとしての）に徹し
ていましたが、今年はオフィシャ

1978年静岡県出身。大学時代は工学部で機械工学を学び、2001年KYB株式会
社に入社。自動車メーカーからアフターパーツメーカー、モータースポーツま
で幅広いダンパーの設計経験をもち、AXCR以外の国際ラリー用ダンパーの開
発実績もある。豊富な現場経験からドライバーの意のままのチューニングを即
座に施す専門家。AXCRには2015年、2016年の２年間TEAM JAOSのKYB 製
ダンパーの設計を担当し、サービスクルーとしてラリー本番をサポート。自ら
設計したダンパーのよりリアルなデータを収集するために2017年は初めてコ・
ドライバーとして挑戦した。過酷な現場で競技者として得た生のデータを製品
開発にフィードバックする。

Daijiro Akahoshi

大二郎
赤星

8
9

亮也
新飼

正夫
小林

一弘
田中

1972年東京都出身、株式会社ジャオス代表取締役。2004年から3年間
アジアクロスカントリーラリーにコ・ドライバーとして参戦。10年のブ
ランクを経た2015年ではTEAM JAOSを結成して自社のデモカー・FJ
クルーザーで参戦。コ・ドライバーを担当（ドライバー・塙郁夫選手）
し、総合8位（T1Gクラス2位）を獲得した。2016年はタイ王国からハ
イラックスを輸入して挑戦。コマ図を正確に読み上げ、見事チームを入
賞に導く。翌年の2017年はチーム監督として全体を指揮した。

Tomonori Noto

ジャオス創立30周年を記念してアジアクロスカントリー2015に
参戦するために結成。総監督の赤星嘉昭（ジャオス取締役会長）
筆頭にジャオス社員、KYB・田中、そしてエボリスタ・小林、群
馬トヨタ・今泉などの社外メンバーを加えたスぺシャリスト集団。
2016年からはドライバーとして社員の能戸知徳を起用。ラリー
の実践で得た経験やデータをジャオス市販パーツの企画・開発に
フィードバックすることを目的として造られているチームだ。

知徳
能戸

Co-Driver

Kazuhiro Tanaka
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トヨタ・ハイラックス

ENTRY CAR

#

タイヤ

YOKOHAMA GEOLANDAR M/T G003

ホイール

JAOS TRIBE CLAW 17×7.5.J+25

外装・補強

JAOS フロントアンダーガード ジュラルミン製*

ノーマルのハイラックスはこんな仕様です！

JAOS センターガード ジュラルミン製 *
JAOS タンクガード ジュラルミン製*
オクヤマ フロントガード&ウインチマウント*
オクヤマ リヤウインチマウント*
オクヤマ フロアジャッキホルダー*
オクヤマ スペアタイヤキャリア*
JAOS マッドガード（5㎜厚 非売品）
JAOS センターマッドガード*
JAOS フェンダーライナー*
JAOS リヤショックガード*
Ken.Factory FRPボンネット*
Ken.Factory リヤデッキショートパネル*
JAOS LEDフォグランプ（試作品 2017年冬発売予定）
IPF LEDヘッドランプバルブ HB3/4 ハイビーム対応 6500K 351HLB
LED バックフォグランプ
オクヤマ フレーム補強*
JAOS 強化ボディマウント*
オクヤマ ボディ各部スポット増し補強*
内装

オクヤマ FIA規格 フル溶接タイプロールケージ*
トヨタ紡織 フルバケットシート MSH-002（非売品）
タカタ レーシングハーネス RACE6 3HANS BK 72005-0
サベルト ステアリング
ダッシュボード幻惑防止シート

2016年にタイ王国から輸入したハイラックス ダブルキャブ 2.8Ｇ
（6ＭＴ）
は2.8Ｌディーゼル
ターボエンジン
（1ＧＤ-FTV）
を搭載する上級グレード。2017年9月に発売された日本仕様と
は異なる。
プッシュスタートやオートエアコンはもちろん本革&電動シートまで装備。広々とした
高級感のある車内はパッセンジャーカーとしても十分快適に使えるだろう。
年式：2015
型式：GUN126R
エンジン：1GD-FTV 2,755cc 直列4気筒DOHC（ディーゼルターボ）
最高出力：130kW［177 PS］/3,400 r.p.m.
最大トルク：420N・m［42.8 kgf・m］/1,400-2,600 r.p.m.
トランスミッション：6速MT

TEAM JAOS

TOYOTA HILUX

AXCR 2017 ver.

オクヤマ ハイグリップシフトノブ
オクヤマ ペダルセット&フットレスト*
フロアパネル（ワンオフ）*
オクヤマ バッテリーボックス
OPTIMAイエロートップバッテリー
ICE FUSE フューズ&バッテリーターミナル

AXCR2017では2016年で使用した車両をベースに
各部をアップデートしたマシンで挑戦。
過去の実戦から得たノウハウと、
２年の歳月を経て造り上げた完成度高いマシン。
まさにTEAM JAOSの集大成ともいえるハイラックスだ。

IRS 8連ヒューズBOX&サーキットブレーカー
ウォッシャータンク移設
パーツBOX
追加メーター （油温・油圧・水温・ブースト・排気温）
Monit G-100（ツイントリップメーター）
iPad 4 & DX500RALLY.Pro
足回り

フロント BATTLEZ コイル Ti-W
リヤ BATTLEZ スプリング（試作品）
ダンパー BATTLEZ VF-R AXCR SPECIAL by KYB
JAOS ピロアッパーマウント*
アッパーアーム（チューブタイプピロボール式）

駆動系

フロント OS技研 スーパーロックLSD
リヤLSD
ファイナルギヤ変更

エンジン

TDI Tuning TWIN Channel ECUサブコントローラー
オクヤマ インタークーラーパイプ*
オクヤマ サクションパイプ*
HPI アルミ製オイルクーラー
オクヤマ オイルキャッチタンク 3L

オイル

ZETA MOTOR OIL（エンジン、ミッション、LSD）

給排気系

TJM AIRTEC シュノーケル
JAOS オールステンレスマフラー*
フロントブレーキ 17インチ化
リヤブレーキ ディスク化*
プロジェクトμ スリットブレーキローター*
プロジェクトμ 強化ブレーキパット*
プロジェクトμ メッシュブレーキホース
プロジェクトμ ブレーキオイル

ウインチ

WARN TABOR 8K & マルチマウントキャリア

※「*」のパーツはワンオフ製作となります

ＡＸＣＲ２０１５でタイ王国の
古都チェンマイを訪れたチームジ
ャオスのクルーが、発売されたば
かりのハイラックスを見て「も
しかしたら日本でも発売される
かもしれない。いや、ぜひ売っ
てほしい」という想いを込めて、
２０１６年３月にタイ王国から輸
入したハイラックスダブルキャブ
２・８Ｇ。ボディタイプやエンジ
ン、トランスミッションの違いな
ど、現地にはたくさん存在するグ
レードの中から選んだのは日本仕
様とは異なる２・８Ｌディーゼル
ターボエンジンと６速マニュアル
トランスミッションを搭載するモ
デルだ。
ＡＸＣＲはＦＩＡ公認競技のた
め、競技車両に関しても安全装備
を中心とした仕様が細かく定めら
れている。内装はロールケージな
どを装備するめに２名乗車に変更
されてスッキリしているが、外観
はノーマル然としたスタイルを保
ち大きな改造はされていないよう
に見える。しかし、ＡＸＣＲはそ
う優しいものではない。ロック、
マッド、グラストラック、モーグ
ル、サンド、川渡り、など… あ
りとあらゆる悪路を長時間に渡っ
て走る過酷なラリーだ。これを走
破するために必要な最低限のモデ
ィファイが行われている。
チームジャオスがハイラックス
に施したのは補強と簡易的な軽量
化、足回りのチューニングが中心。
このスタイルは２０１５年のＦＪ
クルーザーの時から変わっていな
く、昨年ハイラックスをイチから
製作する時もＡＸＣＲで３回使用
することを想定してオクヤマで徹
底した補強を施している。重い荷
台をキャンセルしてリヤフェンダ
ー（荷台部分のサイドパネル）と

ブレーキ

過去2年間のノウハウをつぎ込んで改良された熟成マシン

ボンネットをＦＲＰ化。リヤシー
トなども取り外して、ロールケー
ジや補強で増えた重量をノーマル
と同等に抑えようという考えだ。
なお、アンダーガード類やマッド
ガードはジャオス製となる。
ラリーでの走りを左右するダン
パーはジャオスのチューニングパ
ーツブランド「バトルズ」のサ
プライヤーであるＫ Ｙ Ｂの協力
で、田中一弘（今年のコ・ドライ
バー）が設計したダンパーを使用。
昨シーズンからはＡＸＣＲのため
に最新技術と高性能部品で専用開
発したものを使用しているが、ね
らいはＡＸＣＲで得たノウハウを
市販品にフィードバックするとい
うものだ。２０１７年仕様の新ダ
ンパーはボディ径やロッド系も拡
大して、さらなる高性能化が図ら
れている（ ページ参照）。また、
リヤブレーキのディスク化や新ホ
イールの採用（ ページ参照）、
荷台のレイアウト変更など、これ
までのノウハウを投入して大きく
アップデートされた。難易度の高
いコース設定でありながらも大き
なトラブルなく、無事に完走を果
たすことができた熟成マシンだ。
34

36

11

10
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トヨタ・ハイラックス

ENTRY CAR

#

3_SNORKEL

3_BONNET

TEAM JAOS HILUX DIMENSION
バケットシート

サスペンション

長時間の激しい走行でも体をしっかりと
包み込むように支えるFIA公認のトヨタ
紡織 MSH-002。
CFRP
（カーボンファ
イバー）
製で、
間に発泡樹脂を使用するこ
とで、
強度と剛性を最大限に引き上げな
がらも極限の軽量化を実現した特別な
フルバケットタイプのシートだ。
※非売品

長時間の悪路走行でも安定した性能を
発揮する別体リザーバタンク式ダンパー
はKYBとJAOSが共同開発した専用品。
フロントのコイルスプリングとリヤのリーフ
スプリングはストリート用に再チューニン
グしてBATTLEZブランドで市販予定だ。
ダンパー詳細は34ページ参照。

11

ラリーコンピューター
ナビゲーション機器は、
iPadにラリーコン
ピュータアプリ
「DX500RALLY.PRO」
をインストールしたものと、
GPSと車速パ
ルスの両方から正しい距離を表示するツ
イントリップメーターを装備。
コ・
ドライバー
はコマ図と距離情報と照らし合わせてド
ライバーにルートを指示する。

13

7

ウインチ
スタックした時の脱出用に備えるウインチ
（WARN TABOR 8K）
とサンドラダーは
使用頻度が低いので荷台部分のキャビ
ン後側に積載。
ウインチを使用するとき
は、
前後にそれぞれ設置してあるヒッチメ
ンバーに装着して使用する仕組みだ。
牽
引ロープ類は車内に積んでいる。

9

インカム
インターカムの略称で、
ドライバーとコ・
ド
ライバーが会話するための通信装置。
、
マ
イク部分はヘルメットに内蔵されている。
ト
ランシーバーとは異なり、
電話のように同
時通話が可能だ。近年は無線タイプも
出回っているがTEAM JAOSは安定し
た通信が可能な有線タイプを使用。

ウォッシャータンク&バッテリー
渡河や水たまりセクションが多いAXCR
では大量にウォッシャー液を使用する。
そ
のため車内に移設してタンクも大型化。
バッテリーも同じく移設してサブバッテリ
ーも追加。
写真右のアルミ製のツールボ
ックスの中には車載工具や最低限の油
脂類、
レスキュー用品などが入っている。

14

競技の現場から誕生したJAOSの市販パーツ
JAOSの製品にはラリーやオフロードレースなどの現
場から生まれたものや、そのまま競技車両に使用で
きるスペックのものもある。マッドガードや下回り
のガード系は、ドレスアップ効果も高い人気アイテ
ムだが、見た目だけではない本格パーツ。2015年の
AXCRに参戦したTEAM JAOS FJクルーザーに搭載さ
れていたダンパーとコイルスプリングは現在市販され
ているBATTLEZ VF-Rシリーズそのもの。その性能
と耐久性は実証済みだ。ガチガチな硬い脚ではなく、
しっとりとした乗り心地の良さがポイント。

12

4_TIRE

スペアタイヤ
荷台部分には２本のスペアタイヤを積載。
競技中にタイヤ交換が必要になった時
は、
ドライバーとコ・
ドライバーの２人で作
業しなければならないため、
素早くできる
ようにフロアジャッキも装備。
ホイール用
のソケットを付けたロングスピンナーハン
ドルも用意している。

8

ロールケージ

5_MUD GUARD

4_WHEEL

1_UNDER GUARD
2_FOG LAMP

ジャングルジムのように車内を張り巡らさ
れたパイプは、
クラッシュや転倒の衝撃
から乗員を守るための安全装備。車体
剛性アップにも貢献している。FIAの規
定でフル溶接タイプであることや、
車両
に合わせた構造などが細かく決められて
いる。株式会社オクヤマにて製作。

10

10_ROLL CAGE

マッドガード

アンダーガード

走行中のタイヤからはね上げられる水、
泥、
砂、
小石などからボディを守る泥除け。
FIAの規定では4ｍｍ厚以上を使用する
よう定められているため、
JAOS マッドガ
ードシリーズよりも厚めの仕様となってい
るが基本的な素材や造りは市販品とま
ったく同じだ。

激しいオフロードを走るため、
下回りのヒ
ットは避けきれない。JAOSの工場で造っ
たジュラルミン製のガードで大切な車両
を守る。
フロント部分はスキッド性を良くす
るためにスカート形状になっている。
なお
フレームやアーム、
ボディなどもキッチリと
補強を行っている。

5

リヤフェンダー
11_BUCKET SEAT

13_RALLY COMPUTER

14_BATTERY

フェンダーから伸びた煙突のようなもの
はエンジンの給気口を高い位置にして
エアクリーナーに直結させるシュノーケル。
渡河時にエンジン内部に水が入るのを
防ぐ。
フロントの重量を軽くするためにボ
ンネットはFRP製に変更。
どちらもクロス
カントリーラリーの定番装備だ。

リヤダンパーのレイアウト自由度と軽量
化を目的として荷台をキャンセル。
フェン
ダー部分のサイドパネルはFRP製に変
更している。
さらにリヤオーバーハング部
分を約30センチ短くしてデパーチャーア
ングルの拡大にも貢献。
これにより車両
の全長は約5メートルに収まっている。

6

8_SPARE TIRE

9_WINCH

1

ボンネット&シュノーケル

3

6_REAR FENDER

通常のペースならば夜間に走行すること
はないが、
ミスコースやマシントラブルに見
舞われてゴールが日没後になる可能性も
ある。昼間でも暗いジャングルの中や激
しいスコールの時に大活躍。
このLEDフ
ォグランプは2017年冬にJAOSから発
売される予定だ。

2

12_INTERCOM

タイヤ＆ホイール
マッド、
サンド、
ロック、
ターマック・
・
・ 先の
路面状況が予測できないラリーにおいて
タイヤの選定はとても重要。AXCRの場
合、
悪路走破性に特化したマッドテレー
ンタイヤを使用するのがベターだ。
ホイー
ルはJAOSの新作、
エンケイ製のTRIBE
CLAW。
詳細は36ページ参照。

JAOS、BATTLEZの市販パーツの詳細はウェブサイトでご確認ください。
www.jaos.co.jp
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LEDフォグランプ

7_SUSPENSION

4

12

ルートを図を使って示した略地図でスタート
地点からの距離と直前のコマからの距離
が書かれている。注意が必要な場所や目
印も記載されているが、
AXCRは正しいルー
トを見つけることが難しい上に短いコマは
数十メートルなんていうのもある。
ミスコース
をして迷子状態になることも珍しくはない。

08.13

公式車検、ブリーフィング、セレモニースタート
08.14

LEG1 アユタヤ ＞ カンチャナブリ
08.15

LEG2 カンチャナブリ ＞ カンチャナブリ
08.16

LEG3 カンチャナブリ ＞ ナコーンサワン
08.17

LEG4 ナコーンサワン ＞ ペッチャブン
08.18

LEG5 ペッチャブン ＞ パクチョン
08.19

LEG6 パクチョン ＞ アユタヤ
セレモニーフィニッシュ、表彰パーティ
競技区間

1171.64㎞（スペシャルステージ）
移動区間

972.24㎞（リエゾン）

ASIA
CROSS
COUNTRY
RALLY 2017
REPORT
アユタヤのオフィシャルホテルの駐車場がサービスパークとな
り、
公式車検もここで行われる。

究極の悪路に挑む猛者たち

左：ブリーフィングは英語で行われ注意事項などが説明される。
右：公式車検では車両や装備品が FIA の規定通りか厳しく
チェックされ、合格したチームのみが競技に参加できる。

ＡＸＣＲは観光名所でもある街
や遺跡をスタートやゴールに設定
することが多く競技者を楽しませ
てくれることでも有名だ。日本の
約１・４倍もの面積をもつタイ王
国にはユネスコの世界遺産リスト
に登録された場所が５ヵ所あるが、
バンコクから日帰りできる場所に
あるアユタヤ遺跡は世界中の観光
客が訪れる人気スポットだ。今年
はそんなアユタヤ遺跡の敷地内を
スタートとゴールにしたループコ
ースが設定された。
６日間の競技を翌日に控えた８
月 日。オフィシャルホテルの敷
地内で車検やブリーフィングが行
われ、Ｌ Ｅ Ｇ１のルートブック
（コマ図）も配布された。ほとん
どのチームが前日までに現地入っ
て準備を開始。ガランとしたホテ
ルの駐車場が各地から集まったカ
ラフルなマシンで彩られていき、
エントラント同士が１年ぶりの再
会を喜ぶ英語やタイ語があちらこ
ちらから聞こえてくる。まるでお
祭りでも始まるかのような雰囲気
だ。そんな和やかな雰囲気の中、
日没後にライトアップされたワッ
ト・プラ・ラームが見渡せる絶好
ロケーションに造られたポディウ
ムにてセレモニアルスタートが
行わた。今年はＡＵＴＯ（四輪）
とＭＯＴＯ（二輪）がそれぞれ
台づつ、さらにサイドカーが１台
エントリー。近年増加しているＡ
ＵＴＯのワークス系チーム（イス
ズ、トヨタ、ＴＡＴＡなど）の参
戦もあり、各チームのサポートス
タッフ、オフィシャルやメディア
スタッフを含めるとなんと総勢約
３５０名。華やかなスタートは、
激しい争いが繰り広げられる東南
アジア最大のクロスカントリーラ
リーの幕開けでもあった。

14
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セレモニースタートに集まったTEAM JAOS
のサポーターはなんと総勢約50名。
大きな声
援をもらい緊張感を高めた夜となった。

競技者を悩ませるコマ図

ＡＸＣＲのホームグラウンド
タイ王国内のみで開催
東南アジアの広大な大地を舞台
に繰り広げられるアジアクロスカ
ントリーラリー（ＡＸＣＲ）が例
年通り日本の夏休みにあたる時期
に開催された。今年で 回目を迎
えるＡＸＣＲはジャングルや山岳
地帯をメインとしたマッド、ロッ
ク、サンド、川渡りなど… あり
とあらゆる悪路を走りぬくＦＩＡ
公認のクロスカントリーラリーだ。
ＬＥＧ１からＬＥＧ６までの６日
間、街から街に移動しながら各エ
リアの競技区間（ＳＳ）でタイム
計測を行うのだが、移動区間（リ
エゾン）も長くオンロード走行も
多い。リエゾンでもターゲットタ
イム（結構タイトに設定された目
標時間）があり、マシンにもドラ
イバーにもマルチな能力が要求さ
れる難易度の高い競技なのだ。
タイ王国を拠点として、近隣諸
国に移動する年もあるが、今年は
国境を越えることなくタイ王国内
だけで開催された。走行距離が短
いのでは？ と想像する方もいる
かもしれないが、昨年のパタヤ
（タイ王国）―アンコールワット
（カンボジア）間よりも長い、総
走行距離約２１５０㎞。さらにタ
イ王国はＡＸＣＲのホームグラウ
ンドであり、当然主催者はこの地
を知りつくしているはずだ。とな
れば難コースを設定するのはそう
難しいことではないはず。また、
カンチャナブリからペッチャブン
に向けたルートは過去にも設定さ
れた実績があり、激しいマッド＆
川渡りセクションが続くコースと
してベテランエントラントの間で
は有名なエリアだ。開催前から波
乱の展開が予想された。
22

第22回 アジアクロスカントリーラリー2017

総走行距離 2143.88㎞（スペシャルステージ+リエゾン）
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インド の 自 動 車 メーカ ー
TATA MOTOR Sは３台の
Xenonで挑むワークス体制だ。

篠塚選手/千葉選手のジムニ
ーシエラはCTSの学生メカニ
ックがサポートしている。

ベテラン選手もミスコース
初日から洗礼を受ける
華やかなセレモニーから一晩明
けたＬＥＧ１。緊張感と闘争心に
満ちた表情で選手や関係者がアユ
タヤのホテルを後にする。いよい
よＡＸＣＲ２０１７がはじまった。
競技期間中は毎朝ホテルからス
タートしてリエゾン（移動区間）
を 走 っ て Ｓ Ｓ（ 競 技 区 間 ） の ス
タート地点まで移動。タイム計測
が行われるＳＳを走行後、その日
に宿泊するホテルまでリエゾンを
走る。サービスパークで整備をし
て翌朝のスタートを迎える。とい
うのが基本的な流れだ。なお、リ
エゾンもルートがコマ図で指示さ
れているし、タイム計測はないが
ターゲットタイムをオーバーした
場合はペナルティが課せられる。
初日のスタートは昨年の成績に
よって決められたカーナンバー順
で、ＬＥＧ２からは前日のリザル
ト
（最終日のみ累計順位）
がスター
ト順になる。基本的には、ＭＯＴ
Ｏ（二輪）が最初に１分間隔でス
タート。その後、ＡＵＴＯ（四輪）
が２分間隔でスタートする。これ
はホテルスタートもＳＳスタート
も同じでＳＳではＭＯＴＯとＡＵ
ＴＯの間に約１時間のインターバ
ルが設けられることになってい
る。後ろのほうでスタートすると
道幅がせまく追い抜きが難しかっ
たり、路面が荒れてくるので上位
スタートを常にキープしておくこ
とが理想的だ。
ＬＥＧ１はアユタヤからカン
チャナブリまでの約３５０㎞の間
に約１９３㎞のＳＳ１が設定され
た。８月のタイ王国は雨期である
ことに加え、今年のエリアは降水
量が多いことでも有名だが、奇跡

的にもこの数日まとまった雨が
降っていない。路面はドライで走
り や す い が、 コ ー ス は 非 常 に ト
リッキーで早くもスタートから
約 ㎞あたりのジャングルで悪
夢が起こった。短い距離で刻まれ
るコマ図に加えて、木々が生い茂
りルートがとても分かりづらい状
況の中、数台のラリーカーがミス
コース。右往左往してオンコース
を探すも向かい側や横からラリー
カーが飛び出してくるような事態
に。 運 よ く 迷 路 か ら 抜 け 出 し て
コースに戻ることができても、ミ
スコースポイント直後に設置され
たスピードリミットエリアをパス
してしまった車両が多く、不通過
による１時間のペナルティを受け
た選手が半数近くにも上った。Ａ
ＸＣＲではこのようなミスコース
しやすいポイントが意図的に造ら
れることが多々あり、選手たちは
このような日を「ＡＸＣＲの洗礼
を受ける」と表現している。
大きく順位が入れ替わってス
タートしたＬＥＧ２。カンチャナ
ブリのホテルを出て戻ってくる今
年唯一のル―プコースだ。ミャン
マー国境付近を走る約２００㎞の
ＳＳ２が設定された。ジャングル、
山岳路、プランテーションに加え
ロック路面のヒルクライムなど、
バラエティに富んだコース。主催
者側の意図とは真逆でこの日も好
天候が続いていたため前半はス
ムーズに進んだ。ところが１６８
㎞付近でトラブル発生。集落を通
過する際に速度を落とすようコマ
図で指示されているにも関わらず
速い速度で通過した車両があり、
住人から苦情が入った。その場で
競技はキャンセル。手前のスピー
ドリミットエリアまでのタイムで
順位が決められることになった。
25

＃102トヨタクロスカントリーチーム タイランド。
SS1でミスコースして4位まで
落とすも、
LEG2後の累計順位は2位。
トップとの差は8分まで追い上げた。

SS１後半、
深い穴に落ちて左前を損傷。
ウインチングで脱出するも大きくタイムロ
スをしたTEAM JAOS。
写真は選手自ら
スマートフォンで撮影。

免許を取った頃からあこがれていた
海外ラリーに初めて参加した浜口選
手。
コ・
ドライバーは23歳の須藤選
手。
ダイナミックなコースを楽しみな
がらもミスコースなどの苦難を乗り
越えて前向きにチャレンジする。
宿泊先のホテルに先回りしてラリーカーの帰りを待ち、
洗車をしたらすぐに
メカニック作業をスタート。
早いときは日没前の夕方から作業が始まるが、
マ
シントラブルが多いと朝方までかかることも珍しくない。

迷路のような難コース

A XCRの常連日本人選手。
ガ
レージモンチの 竹 野 選 手 /
柳川選手はジムニーで参戦。
A XCRでは少ない改造車ガソ
リンクラスでの参加だ。

16
17

TEAM JAOSやトヨタクロスカントリーチーム タイランドと
同じ新型ハイラックス
（REVO）
で挑戦しているタイ人選手。
ハイラックスはラリーカーのベースとしても人気が高い。
先代ハイラックス
（VIGO）
は前走車20台を抜いてLEG1で
は２位にランクインした ＃125Yanapat選手/Athikij選手。
タイ人選手はやはり難コースに強い。

Aug.14 LEG1
Ayutthaya-Kanchanaburi
Aug.15 LEG2
Kanchanaburi-Kanchanaburi
TEAM JAOSも多くの選手と同じようにSS1でミスコースして１時間のペナル
ティを受ける。
コ・
ドライバー経験がない田中選手にとって試練の幕開けとなっ
てしまったが、
昨年入賞したドライバーの能戸選手が追い上げをねらう。
連 勝 記 録更新中の＃101 イスズ D - M a xに乗る
Nutthaphon選手はとにかく速い。
ベテランのコ・
ドライバ
ーも苦戦したSS1も順調にパスしてトップを走り続ける。

ミスコースして現在位置を失った場合、
自
信のあるコマまで戻ったり、
前走車の轍を
信じて走ったりしてオンコースを探す。
コース
上の所々に設置されたアロー
（矢印）
があれ
ばオンコースだということが確認できる。
し
かし、
稀に向きが間違っていることもあるの
で、
結局は自分とコマ図を信じるしかない!?

アローはオンコースの証

中盤戦はドロドロになりながら走る場所が多かった。
手前のマ
シンはサケオ市
（タイ）
の市長がドライする先代フォーチュナー。

#119 トヨタクロスカントリーチームタイランドのハイラッ
クスもとても速く
トップグループで豪快な走りを魅せる。

ミスコースやクラッチの滑りに悩まされながらも前
半の遅れを取り戻そうと攻めるTEAM JAOS。
ナ
ビゲーションにもだいぶ慣れた様子だ。
昨年までコ・ドライバーを担当していたT E A M
JAOSの赤星監督はコ・
ドライバーの田中選手を
サポートし、
コマ図のチェックも一緒に行っていた。

オンコースに戻るといったシーン
も多くみられたもののＳＳ１のよ
うなことはなく、大きなタイムロ
スをせずに各車両フィニッシュし
ていた。この日はトヨタクロスカ
ントリーチーム タイランドの新
堀選手（ハイラックス）がトップ
タイムを記録。前半から好調な走
りを魅せている青木選手（フォー
チュナー）も順調に順位を上げて
５位、続くチームジャオスの能戸
選手
（ハイラックス）
も６位でフィ

長くて多彩なコース

という設定。例えるなら東京ー名
古屋間を移動しながら、途中の静
岡の山中で競技をするといった感
じだろうか。
直角コーナーが続く高速ステー
ジから始まり、プランテーション。
後半は枯川の大きい溝や農道、ア
スファルトの高速ワインディング
や峠越えなどの複合ステージ。相
変わらずナビゲーションは難し
く、曲がるべき場所でオーバーラ
ンして数百メートル走ったあとに

今年のＡＸＣＲはとにかくＳ
Ｓ が 長 か っ た。 総 走 行 距 離 は 約
２１００㎞で例年と変わらない
が、リエゾンよりもＳＳが長いと
いう逆転現状が６日間の競技のう
ち５日間も起きている。ＳＳが長
いということはマシンにもそれだ
け負担がかかるし、選手たちの集
中力や体力も奪うことになる。ロ
ン グ ス テ ー ジ の 場 合、 Ｓ Ｓ の 途
中にＰＣストップが設定されて
前半と後半に分けられることが多
い。再スタートまでの間（約 分
から 分程度のケースが多い）簡
単な整備や給油（リモートサービ
ス）ができる仕組みだ。そのため
メカニッククルーはＰＣストップ
後に設けられたサービスエリアに
先回りしてリモートサービスをし
た後、ホテルに先回りしてラリー
カーの帰りを待つという動き方を
するのが一般的となる。
ラリー中盤戦に突入したＬＥＧ
３。カンチャナブリからナコーン
サワンまでの道のりはなんと約
４１５㎞、内ＳＳ３は約２１０㎞

中盤戦の長距離ステージ
トップ選手をトヨタが追う

Aug.16 LEG3
Kanchanaburi-Nakhonsawan
Aug.17 LEG4
Nakhonsawan-Phetchabun

15

ニッシュするなど、トヨタ車チー
ムの激しい追い上げが目立つ。な
お青木選手は総合リザルトでは４
位に入っている。
続くＬＥＧ４はリエゾン約
４２１㎞、ＳＳ４が２５０㎞。ナ
コーンサワンからペッチャブンに
向かう今年一番のロングステージ
だ。あぜ道や深い水たまり、穴の
連 続、 グ ラ ス ト ラ ッ ク、 農 道 の
マッド路面など… とにかくドロ
ドロ、ヌタヌタだらけの設定。
昨年のカンボジアステージでも
みられたが、田んぼに伸びる車幅
ギリギリのあぜ道がコースになっ
ている。ところが道の高さが低い
ため、田んぼの水があふれ返り浸
水して池のようになってしまった
場所が多くあるのだ。それでも好
天候が続いていたため、比較的水
が少なくスタックするマシンが続
出するようなシーンはなかった。
この時点でトップ争いをしている
ヌタポン選手と新堀選手の総合タ
イ ム 差 は ８ 分 以 下。 新 堀 選 手 の
チームメイトがドライブするファ
ルケンカラーのハイラックスもそ
の後ろについている。青木選手は
総合４位をキープしているものの
ＳＳ前半のミスコースが響いて
トップと１時間以上の差をつける
ことになってしまった。
競技４日目ともなるとマシンへ
の負担が重なりトラブルも増えて
くる。チームジャオスは４・５速
に ク ラ ッ チ の 滑 り が 発 生。 ミ ッ
ションの脱着を伴うクラッチ交換
に時間がかかり、翌朝のスタート
ギリギリまで作業を行っていた。
残りは２日間となるが最終日のＬ
ＥＧ６はショートコースとなるた
め、各チームにとって勝負をかけ
るラストチャンスがＬＥＧ５とい
うことになる。

20
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田んぼの水があふれたあぜ道
（ウォーターベッド）
が連続する
SS4。
フォーチュナーをドライブする青木選手はミスコースに
よるタイム差を挽回するためにアタックする。
宿泊先のホテルに設置されるHQ
（ヘッドク
ォーター）
の掲示板には、
リザルトやスタート
リスト、
コマ図の変更内容など。
あらゆる情
報が公式に発表されるラリー中の貴重な
情報発信源。競技者はもちろん関係者は
常に新しい情報がないかこの掲示板をマ
メにチェックする。

HQの掲示板をマメにチェック

左：初参戦の日本人プライベーター
瀬谷選手は先代 D-Maxで参戦。
右：６年ぶりの復活を遂げたあきん
ど号。
ガソリン車のFJクルーザーでク
ラス入賞をねらう。

スタックした時は助け合い

青木選手のフォーチュナーは２人のコ・
ドライバーが
乗る３名乗車仕様。
マシンの仕上がりはとてもよく、
気持ちよさそうにかっ飛ばす姿が印象的だった。

せまい場所ではスタックしてコースをふさい
でしまうことも。
そんな時は後続車両が追
い越せないのでレスキューするケースが多
い。助けてもらったらその車両を先に通す
のがマナー。競技なので追い越すスペース
がある場所では自力でウインチングする必
要があるし、
チームメイトが助けることもある。

上：SS5の中盤でリモートサービスを受けるTEAM JAOS。
中央
自動車大学校の学生メカニック２名を加えた４名体制だ。
下：初めてコ・ドライバーを担当した TEAM JAOS の田中選手。
リモートサービスを受けている間も PC スタートまでのタイムをカ
ウントしながら携帯保存食でつかの間のブレイク。

TEAM JAOSは痛恨のミスコース。
「来年は上位
をねらって勝負します」
とドライバーの能戸選手。

チームワークの良さが目立ったトヨタク
ロスカントリーチーム タイランドはハイ
ラックスで２、
３位。
チームアワードでは
優勝を獲得した。

激しい争いの最終章

完走メダルをベッセル
の長田氏から受け取
る能戸選手。昨年入
賞を果たしたT E A M
JAOSは総合10 位、
T1Dクラス８位でフィニ
ッシュした。

OVER ALL RESULTS AUTO（上位6位までと日本人選手を抜粋）
Driver

Co Driver

Entry car

Class

1

101

Nutthaphon ANGRITTHANON

Peerapong SOMBUTWONG

ISUZU D-Max

T1D

2

102

Tadamitsu NIIHORI

Chupong CHAIWAN

TOYOTA HILUX

T1D

3

119

Jaras JEANGKAMOLKULCHA

Kittisak KLINCHAN

TOYOTA HILUX

T1D

4

106

Wichawat CHOTIRAVEE

Chonlanut PHOPIPAT

ISUZU Mu-X

T1D

5

103

Wongwirot PALAWAT

Thanyaphat MEENIL

ISUZU D-Max

T2D

6

108

Takuma AOKI

Ittipon SIMARAKS/Katsuhiko SHIINE

TOYOTA FORTUNER

T1D

8

109

Kenjiro SHINOZUKA

Eiiji CHIBA

SUZUKI JIMNY SIERRA T1G

10

105

Tomonori NOTO

Kazuhiro TANAKA

TOYOTA Hilux

14

118

Satoshi TAKENO

Naoyuki YANAGAWA

SUZUKI JIMNY

T1G

16

124

Koichiro HAMAGUCHI

Keigo SUDO

SUZUKI JIMNY

T1G

20

116

Norihiro YAMAMOTO

Takashi TSUJIMOTO/Kazuhisa NISHIKAWA

TOYOTA FJ CRUISER

T1G

21

112

Ryu SEYA

Masayuki FUKANO/Ayumi KAWAMURA

ISUZU D-Max

T1D

T1D

T1D=改造車ディーゼル、T2D=無改造車ディーゼル、T1G=改造車ガソリン
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カルタスの1.6リッターエンジンG16Aに換装して
いるとはいえ、
マシンパワーという点でハンデキャ
ップがあるジムニーシエラで２度目のクラス優勝
を飾ったレジェンド 篠塚選手/千葉選手。

Aug.18 LEG5
Phetchabun-Pak Chong
Aug.19 LEG6
Pak Chong-Ayutthaya(Finish)

MOTOの日本人最高位
は国際ラリー経験豊富
でナビゲーションも得意
なベテランライダー 池
町選手
（チームFB イン
ターナショナル）

Pos. Car No.

最後まで何が起こるか
わからないのがＡＸＣＲ
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６日間のラリーもすでに３分の
２を消化し、ＬＥＧ５から後半戦
に突入する。長丁場のラリーも始
まってしまえばあっという間だ。
上位チームはこのまま順調に走
り、順位アップできるチャンスを
探す。第２グループは一発逆転の
波乱万丈な展開を期待し、マシン
トラブルをかかえているチームは
無事に完走できることを祈る。も
し仮に、ＬＥＧ１の悪夢のような
ことが再び起きれば累計タイムで
トップと３時間以上も差がついて
いる９位以降のチームにも入賞の
可能性が出てくる。そういうこと
があってもまったく不思議じゃな
いのがＡＸＣＲだ。速ければ勝て
るのかといえばそうじゃない。人
知でははかりしれない「運」が勝
敗を分けることだってあるのだ。
各チームそれぞれの想いでＬＥ
Ｇ５の朝をペッチャブンで迎え
た。パクチョンに向かう約３８４
㎞の道のりで、最後の勝負となる
ＳＳ５は約２４０㎞。この日もガ
レ場、ロックやプランテーション、
高速ダートに川渡り、田んぼのあ
ぜ道など… 今年のＡＸＣＲをご
ちゃまぜにしたような設定。しか
し、不思議とラリーがはじまって
からまとまった雨が一度も降って
い な く、 全 体 的 に は ド ラ イ コ ン
ディションだった。テクニカルな
セクションをそつなくこなしてい
く選手が多く、大きな順位の入れ
替わりはないと思われたが、トッ
プ争いを繰り広げている新堀選手
が粘土質の激しいマッドセクショ
ンでスタック。すぐ後を走るチー
ムメイトによる牽引で脱出できた
が、大きくタイムロスをしてしま

うという予想外の展開に。しかし、
１分１秒を争う新堀選手のハイ
ラックスを同じチームのハイラッ
クスが素早くレスキューする姿は
とてもクールでチームワークの大
切さを改めて教えられた感動的な
シーンでもあった。
８月 日、ＬＥＧ６。アユタヤ
を基点にぐるりと周るＡＸＣＲ
２０１７のフィナーレは午前中に
約 ㎞のショートＳＳを消化して
アユタヤのポディウムでフィニッ
シュするという流れだ。最後のＳ
Ｓはエンデューロコースをメイン
にした設定で行われた。長く続く
ロックセクションでは、タイヤを
パンクさせてしまったチーム、逆
に慎重に走るチームなど、それぞ
れの作戦でクリアしていたが、タ
イ王国では有名だというこのエン
デューロコースを走ったことがな
い外国人チームにとっては少し不
利だったのかもしれない。
「今年はナビゲーションがとにか
く難しかった」選手たちは口をそ
ろえて言う。過去のＡＸＣＲと比
較してもコ・ドライバーに与えら
れた試練は厳しすぎたようであ
る。そんな波乱の年を制したのは
圧倒的な強さを誇るタイ人ドライ
バーのヌタポン選手（Ｄ‐Ｍａｘ）
が連勝記録を更新。続いてトヨタ
クロスカントリーチーム タイラ
ンドのハイラックス２台が２、３
位を獲得。青木選手（フォーチュ
ナ ー） は ６ 位、 篠 塚 選 手（ ジ ム
ニーシエラ）は８位でＴ１Ｇクラ
ス優勝。またＭＯＴＯも２、３位
を日本人ライダーという結果で幕
を閉じた。厳しい戦いを終えて達
成感に満ちた選手たちはアユタヤ
のポディウムの前で全員の完走を
祝い、握手を交わして再会を約束
したのであった。
80

若干２9歳にして豊富なオフロードレース経験をもつTEAM JAOS
の能戸選手はスタックしやすいセクションも上手にクリアしていく。
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昨年もこのコンビで準優勝を獲得。
今年はオートマチック車のハイラッ
クスで挑戦し、
最後まで優勝争いを繰り広げるが惜しくも敗退。新堀
選手は
「昨年はうれしい２位、
今年はくやしい２位」
と振り返るが、
優勝チ
ームに大きなプレッシャーを与え、
その実力を見せつけたことだろう。
SSの中間に設けられたリモートサービスではそれぞれが掛け声をか
けながら、
タイヤ交換までもしてしまう本気ぶり。
まるでGTレースのピッ
トインのような動きは他チームからも注目を浴びていた。

トヨタ４ＷＤの底ヂカラ

Toyota Cross Country Teamの
充実したサポート体制がスゴイ!!

世界のオフロードレースで
トヨタ車が大活躍

50
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大勢のメカニックや運営スタッフが帯同し、
専用サポートトラックには
スペアパーツと機材が積み込まれている。
一晩のうちにまるで新車の
ように修復してしまうから驚きだ。正確に素早く作業して優勝をねらう
その姿は誰からみても
“カッコよさナンバーワン”
だった。
総合3位 ＃119
Toyota Cross Country Team Thailand
ドライバー：Jaras Jeangkamolkulchai 選手
コ・ドライバー：Kittisak Klinchan 選手

今、トヨタ４ＷＤが熱い。世界
一過酷だといわれるダカールラ
リーの市販車部門でエントリー
しているのはほとんどがランド
クルーザー２００やプラドだし、
２０１６年で一番多かった車種は
ハイラックス（改造車部門）だっ
たという。ＡＸＣＲも例外ではな
く、今シーズンは 台中９台がト
ヨタ車、ハイラックスは５台がエ
ントリーした。これまでイスズ車
や三菱車が人気だったＡＸＣＲで
も新型ハイラックスのデビュー以
降、急激に増えている。これは強
靭なラダーフレームを採用するト
ヨタ４ＷＤがラリー車のベースと
しても信頼性が高いということな
のではないだろうか。
トヨタ クロスカントリーチーム
タイランドもハイラックスでＡＸ
ＣＲに挑戦するチームだ。昨年の
初 参 戦 で い き な り 準 優 勝、 今 年
は２台体制で２、３位を獲得した
彼らの本気度がスゴイ。２０１７
年は昨年使用したハイラックスを
ブラッシュアップさせるだけでは
なく、さらにもう一台追加。２台
とも２０１６年仕様とはまったく
違うモディファイを施した。その
車両造りに日本のＴＲＤも深く関
わっているそうで現地にも大勢の
日本人スタッフが訪れていた。ま
た、 サ ポ ー ト 体 制 も 充 実 し て い
て専用のサポートトラックと数台
のサポートカーを用意し、スペア
パーツや機材をたくさん持ち込ん
で、大勢のメカニックが帯同する
ワークス体制を構えている。
ＴＲＤカラーのハイラックスを
２年連続で準優勝に導いた新堀忠
光選手は「このハイラックスは足

VS

トヨタ車チーム快挙！
ハイラックスが２、３位フィニッシュ

イスズ車チームの連勝にストップをかけるために
ハイラックスやフォーチュナーを使用するトヨタ車チームが勝負を仕掛けた。

A XCRの常連でもある車いすドライバーの青
木拓磨選手はオートマチック車のフォーチュナ
ーにハンドドライブ装置を装着して参戦。
トップ
グループで華麗な走りを披露した。
「クルマの
完成度も高いし今年でよく理解できた」
来年は
12回目の挑戦となる青木選手。優勝候補選
手の一人だ。

総合6位 ＃108 FORTUNER GEOLANDAR takuma-gp
ドライバー：青木拓磨 選手
コ・ドライバー：Ittipon Simaraks 選手、椎根克彦 選手

青木拓磨選手がフォーチュナーで快走！
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回りこそラリー仕様になっていま
すが、その他のエンジンやトラン
スミッションなどは若干のチュー
ニングをしている程度。市販され
ているパーツを使ったりもしてい
ますし、そんなに特別なことはし
ていません。それでもここまで戦
えるというのはハイラックスその
ものが持っているポテンシャルの
おかげです」と語る。
また、ハイラックスのＳＵＶ版
と位置づけられる新型フォーチュ
ナーの姿も見られた。今年で 年
連続出場となる青木拓磨選手だ。
「 ク ル マ は と て も い い 出 来 で す。
プラットフォームをハイラックス
と共用しているクルマですが、ホ
イールベースはハイラックスより
も センチ以上、全長は センチ
以上短いから回頭性がいい。ＡＸ
ＣＲに向いてます」３年間使用し
たイスズのＭｕーＸ（ＳＵＶ）か
らフォーチュナーに入れ替え、初
めてトヨタ車でＡＸＣＲにチャレ
ンジ。中盤は総合４位に食い込む
ほどの華麗な走りを披露した。
しかし、筋書通りにいかないの
がＡＸＣＲ。勝利を勝ち取ったの
は、
イスズのＤーＭａｘ（ハイラッ
クスのライバル車）で連勝中のヌ
タポン選手（タイ）
。その後をト
ヨタ、トヨタ、イスズ、イスズ、
トヨタ・・・と続く。そう、今年
の入賞争いはタイ王国のピック
アップトラック市場で主導権争い
をしているイスズ トヨタという
バトルがそのまま模写されたかの
ようなカタチとなったのである。
しかし、イスズ勢にとってトヨタ
勢の激しい追い上げが大きなプ
レッシャーになったことは間違い
ない。来年こそ日本人ドライバー
＆トヨタ４ＷＤが勝利することを
期待したい。
30

ラリー後半戦
（SS5）
、
ヌタヌタのマッドセクションでスタックした新堀選手を
すぐ後ろを走るチームメイトのJaras選手が助けるシーン。
チームワークの良
さを見せつけた瞬間だった。

昨年、
新堀選手がドライブした
車両をブラッシュアップしたフ
ァルケンカラーの#119。豪快
な走りで常に新堀選手の前
後をキープしていた。

総合2位 ＃102
Toyota Cross Country Team Thailand
ドライバー：新堀忠光 選手
コ・ドライバー：Chupong Chaiwan 選手

６年間この日を待っていた
昔から変わらないＡＸＣＲオフィシャルスタッフとの再会を喜ぶド ２名乗車仕様だったＦＪクルーザーを３名乗車に変更。
コ・
ドラ
ライバーの山本選手。
イバーを辻本選手と西川選手にした３名体制で参戦した。

左：久々に味わうブリーフィングの雰囲気を楽しみ
ながらも真剣に説明を聞く辻本選手。
右：今年の参戦はラリーカーに３人の名前がならん
だことに意味がある。

歴代のあきんど号を振り返る

プロショップを営んでいて、ＡＸ
ＣＲには過去５回サポートで参加
している。
そこで２０１５年にチームジャ
オスが使用したＦＪクルーザーを
譲り受けて２０１７年から３年計
画で挑戦することになった。もち
ろん、２人目のコ・ドライバーと
して西川選手を加えた３名体制だ。
しかし、元々このＦＪクルーザー
は２名乗車を前提に造られてい
て、後部座席を設置するスペース
がない。ＦＩＡの規定に沿った３
名乗車タイプのロールケージに造
り変える必要があり、その作業は
困難を極めた。作業を担当した西
川選手は「時間も改造資金も余裕
がない中でしたが、自分が乗るス
ペースを造るために頑張りました
よ（笑） でも、走行中のサード
シートから、味わったサスペンシ
ョンの動き、エンジンのサウンド、
そしてタイ王国の悪路からのダイ
レクトな衝撃は最高の体験になり
ました」と振り返る。

左からドライバーの山本選手、
コ・
ドライバーの西川選手
（4WDプロジェク
ト）
と辻本選手。
この３人組で準備段階から進めてきた。2017年から3年
計画でAXCRに挑戦する予定だ。
Garage MONCHI with KONYUDO-KUN
エントリーカー：スズキ・ジムニー
ドライバー：竹野悟史 選手
コ・
ドライバー：柳川直之 選手

Garage MONCHI with mon・tresor
エントリーカー：スズキ・ジムニー
ドライバー：浜口浩一郎選手
コ・
ドライバー：須藤 慶伍 選手

ＡＸＣＲに情熱を注ぐ日本人プ
ライベーターが久々に復活した。
「あきんど号」こと山本選手と辻
本選手だ。彼らは１９９７年から
ランドクルーザー でＡＸＣＲに
年間連続参戦。第２回大会から
のＡＸＣＲを知るアニキ分のよう
な存在として日本人プライベータ
ーたちから頼りにされてきた。し
かし２００９年の出場を最後に活
動を休止。２０１１年は哀川翔選
手の２号車としてスポット参戦し
たり、サポーターとして携わって
いたが、その後もＡＸＣＲへの想
いは薄まることはなく「あきんど
号」の復活を計画していたそう。
「次に出るときは、私たちの活
動をずっと手伝ってくれている４
ＷＤプロジェクトの西川さんと３
人で出ようって決めていたんで
す」とコ・ドライバーの辻本選手。
西川選手は滋賀県で４ＷＤ専門の

＃118

＃124

トロフィーをねらうか、順位を捨
てて安全に完走するのか… とい
う選択の末、最後のＳＳをエスケ
ープすることに。
「結果には満足していませんが、
ぶっつけ本番のような状態でした
から完走できただけで十分。それ
よりもここ（ＡＸＣＲ）に帰って
くることができて、３人で楽しく
ラリーができた。そして、本格的
なオフロードを楽しんでいる他の
プライベーターたちと交流ができ
たし、今年の目標は達成できたよ
うな気がします」と辻本選手。
例えマシントラブルがあっても
いつも笑顔で、ほかの選手やスタ
ッフとのコミュニケーションも欠
かさないあきんど号の３人。ワー
クスチームのように速さを追い求
めるのが競技としての本来の姿で
あることは確かだが、ＡＸＣＲの
一番の楽しみ方を知っているのは
プライベーターたちかもしれない。

Team FB Shinozuka CTS
エントリーカー：スズキ・ジムニー
ドライバー：篠塚建次郎 選手
コ・
ドライバー：千葉栄二 選手
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＃123
＃109

エントリーカー：イスズ・D-Max
ドライバー：瀬谷隆 選手
コ・
ドライバー：深野昌之 選手
川村歩 選手

６年ぶりにＳＳをドライブした
山本選手は「昔より競技性が強く
なりレベルも高くなっていました
が、このＦＪクルーザーはよくで
きていて楽しく走ることができま
した。今年はサービス面でガレー
ジモンチさんたちのお世話になっ
たのですが、みんなでラリーと向
き合っている姿が昔の自分たちの
ようでうれしかったです」
順当に走れば、パワフルなＦＪ
クルーザーであれば十分にガソリ
ン車改造クラス（Ｔ１Ｇ）入賞を
ねらうことができるのだが、ＡＸ
ＣＲは「あきんど号」にも厳しか
った。ラリーコンピューターの補
正も完璧ではない状態でスタート
し、多くのチームがミスコースし
たＳＳ１のポイントで大きくタイ
ムロス。その後は徐々にペースを
上げていくも最終日のスタート前
にエンジンオイル漏れが発生。エ
ンジンが壊れるのを覚悟で走って

大好きなオフロードで
ハジケる３人の紳士

AXCRの日本人エントラントにとって
アニキ分のような存在である山本選手／辻本選手が
長いブランクを経てひさしぶりに復活。
4WDプロジェクトの西川選手を迎えた3名体制で
見事に完走を果たした。

ここ３年間はラリー界のレジェンド篠塚建次郎選手、
過去には片山右京選
手や新井敏弘選手、
哀川翔選手などの有名ドライバーの参戦実績多数。
日
本人プライベーターも多く、
ジムニーで毎年参加するチームもある。
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あの“あきんど号”が
FJクルーザーで復活して完走！
有名ドライバーやプライベーターで賑わうAXCR

FJクルーザー
2015年でTEAM JAOSが使用し
たFJクルーザーを３名乗車に変更。
2017年から３年計画で挑戦する。
FJクルーザー
2011年は
「FLEX GEOLANDAR
Show Aikawa World Rally Team」
として参戦した。
ランドクルーザー70
あきんど号といえばこのランクル70
（HZJ73V改）
。
壊れても壊れても直
し続けて長年活躍した名車だ。

プライベート参戦も可能な
究極のアドベンチャー体験

ギーはいったいどこからくるのだ
ろうか。
「大好きな高速ダートを長距離
走れるのが醍醐味です。今年は少
なかったけれど昨年のカンボジア
では高速ステージのオンパレード
で最高でした」昨年初めてＡＸＣ
Ｒに参戦した小柳選手は日本では
なかなか味わえないダイナミック
なコースを思う存分走れるという
魅力に取りつかれた様子だ。
今年も激しい優勝争いを繰り広
げた池町選手は過去にＡＵＴＯで
ダカールラリーに出場し、クラス
優勝という輝かしい経歴をもつ両
刀使いの選手だ。
「プライベート
参戦する場合、四輪よりもコスト
的な負担も少ないし、ＡＸＣＲで
はトップを目指せる状態でもある
ことが二輪で出る理由かな。それ
に、普通の旅行ではなかなか行け
ない場所を走るクロスカントリー
ラリーはとても新鮮。もう 年の
ラリーキャリアですが、いまだに
毎回ワクドキですね」
エントリーにかかる費用はエン
トリーフィー 万円弱（競技中の
宿泊費と朝・夕食などを含む）と
渡航費、競技期間前後の宿泊費と
ガソリン代、通信費、保険代など。
日本からバイクを送る場合は別途
輸送費用がかかるが、大会事務局
で一括して輸出入をしてくれるの
で手続きがとても容易なのだ。Ａ
ＵＴＯ（四輪）とくらべて改造費
用やスペアパーツ代にかかる費用
も少ないというのも魅力かもしれ
ない。今年は 台中 台が日本か
らのエントリーという日本人ライ
ダーから大人気のＡＸＣＲ。今こ
れを読んでワクワクしたアナタ。
非日常的な夏休みと最高の達成感
を味わいたければ、意外と気軽に
出られるかもしれませんよ

今年はなんとサ
イドカー
（ウラル）
で挑戦した日本
人選手も。
たった
１台のサイドカー
クラスで苦戦し
ながらも立派に
完走を果たした。

ＡＸＣＲは２０１２年にＦＩＭ
（国際モーターサイクリズム連
盟）の公認を受けてＭＯＴＯ（二
輪）クラスが設定された。アジア
圏からだけではなく、近年はスウ
ェーデンなどからもライダーが集
まり大変なにぎわいを見せている。
彼らは運転しながら自分でコマ
図を読み、ラリーカーでも走るの
に苦労する悪路や川渡りをこな
す。壊れたら一人で直さなければ
ならないし、転倒や怪我をするリ
スクも高い。毎日泥だらけの汗だ
くで宿泊先のホテルにチェックイ
ンする姿を見ると、楽しそうとい
うよりも辛そうだなと感じてしま
うのだが、毎朝ＡＵＴＯ（四輪）
クラスよりも早く、笑顔で出発し
て い く の で あ る。 彼 ら の エ ネ ル

手元にあるスイッチでトリップメーターをリセットし、
まるでトイレットペーパーのよう
なロール状のコマ図を送りながらルートを探して走る。
コースはAUTOクラスと同じ
ものだが、
コマ図は部分的に省略されている。

完走後の達成感が最高！

フラットダートを楽しそうに走る小柳選手。
愛車はスズキ・DR-Z400S。
ハスクバ
ーナ、
ホンダ、
ヤマハが多い中、
唯一のスズキ車だ。
東南アジアの大自然と向き合
いながら走ることができるAXCRは一度出たら病みつきになる人が多い。
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⁉

いつも明るく元気なライダーのみなさん。
困ったときは助け合っ
てラリーを攻略する仲間でもあるのだ。
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夢中になっているヒトに聞いてみました！

MOTOで出る理由って？

Narisara選手
（タイ人エンデューロライダーで普段
は会社員だとか）
は今年唯一の女性ライダー。
昨年
は日本人女性ライダーの姿もあった。

二輪も四輪も乗りこなす池町選手
（写真奥）
は２年連続の準優勝。
常に
ライバル選手にマークされている。
な
んと優勝したJakkrit選手との差は約
3分半という接戦。
愛車はKTM 350
EXC-Fだ。

サラリーマンでも出られる！
AXCRは毎年、
日本のお盆休みの時期に開催されるか
らスケジュール調整がしやすいというのが日本人プライ
ベーターからも人気な理由の一つ。
車両代、
エントリーに
かかる費用なども四輪よりも安価なので、
コスト的にも◎。
ちょっと贅沢な海外旅行感覚⁉
（過酷ですが）

完走後の充実感がハンパない！
毎日、
身体がボロボロになるまで走り、
生命にかかわる
危険性もある。
だから競技中は走ることだけに集中！
仕事やプライベートのことを一旦忘れて、
大自然の中を
走りぬき、
ゴールした時の気分は最高なんだとか。都会
暮らしに疲れたライダーにとってはリフレッシュなのかも。

日本人ライダーで盛り上がるMOTO（２輪）クラスの魅力
サポート体制が充実
Team JAPAN スタッフが、
リモートサービスやメカニック
作業を手伝ってくれる。
希望者を募ってサポートにかかる
費用
（ガソリン代やサポート費用）
を日本人選手で割り
勘する仕組みなのだが、
自分で手配するよりも手間も費
用も負担が少なくて安心だ。
選手同士の交流も楽しい。
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悪路を豪快に攻めるラリーカーがフィーチャーされがちなAXCRだが、
5年前にMOTO(二輪）クラスが設定されてからは、
ダイナミックなコースに魅了されたライダーが世界中からやってきてリピーターも続出。
一度出たらクセになってしまうその魅力とは？

26

チーフメカニック

小林

正夫

毎日ダメージを受けて帰ってくるから
メカニックとしての腕が試される
今年は豪雨の中、
ミッションを脱着してのクラッチ交換を朝方までかけて学生たちとやっ
たりと重作業もあってメカニックとしてもやりがいのある年でした。
それでも毎日、
きちんと
ラリーカーが私たちのところに戻ってくるのが励みになります。
限られた時間の中でメカニ
ッククルーがそれぞれの作業を責任もって分担し、
翌朝までに修復してラリーカーをスター
トに並ばせる喜びは何物にも代えがたいものがあります。

メカニック

今泉

普段はそれぞれ別の場所で働いているメカニックたち。
限られた環境の中では
満足のいく整備ができず、
応急処置でしのぐことも多々。
これまで培ってきた
経験とアイデアが勝負だ。

俊一

限られた工具や部品で直す
ディーラーでは味わえない貴重な経験
ここ２年間、
整備の現場から離れていましたが、
久しぶりのメカニック作業。
それも、
こんな
に非日常的な環境で素晴らしいクルーと過ごすことができてうれしかったです。
必要な部
品がなくて現地ディーラーに駆け込んだり、
雨の中徹夜で作業したり、
ロアアームをハン
マーで叩いて応急処置したりと・
・
・ 普段のディーラー整備では決して味わうことがない
貴重な経験ができました。
無事にフィニッシュしたときの達成感は最高です。

CTS学生メカニック

脇田

激しいオフロードを豪快に走るラリーカーを支えているチームメカニック。
彼らはダメージを受けたラリーカーを直して
翌朝、ドライバーにキーを渡すために昼夜問わず働いている。
華やかなラリーの舞台裏にはもうひとつのドラマがあるのだ。

寛之
CTSの脇田と上條は先輩メ
カニックに教わりながら日々
成長していく。なおT E A M
JAOSはベッセルから工具の
サポートを受けている。

学校のように設備の整っていない野外、
工具や部品も最低限のものだけ、
そしてタイ王
国という異国の地・
・
・ そんな初めてだらけの現場でした。限られた時間の中で、
それも
学校の授業ではやったことのないミッションの脱着作業をするなど、
大変なこともいっぱ
いあったけど、
それ以上に新鮮なことばかりで良い刺激になりました。
学生生活最後の夏
休みに通常の学校生活では得ることのできない貴重な体験をすることができました。

上條

ラリーの舞台裏で活躍するチームメカニックたちの仕事

チーフメカニックの小林はドライバーの能戸からヒヤリングして、
その日の作業メ
ニューを決めていく。

初めてだらけのラリーメカニック
辛いこともあったけど最高の思い出

CTS学生メカニック

リミットは翌朝のスタートタイム

TEAM JAOS を支えた4人のメカニックたち

拓人

想像を超える過酷な環境に
くじけそうになったけどまた参加したい
事前に動画とかを観てイメージしていたものより大変で、
体調を崩した日もありました。
でも、
これまで学校で勉強してきたことを実践できる場だし、
分からないことは小林さんや今泉
さんに教えてもらったりと、
たくさんのことを吸収することができました。
大好きな四駆が激
しいオフロード走行をしている姿を見ることができてうれしかったです。
メカニックとしての
腕を上げていつかまたAXCRに参加してみたいです。

昼間は先回りしてリモートサービスを行う
競技中は移動しながらサポートカー
（TEAM JAOSは現地ドライバー付きのハイエ
ースを利用）
で先回りして、
途中で給油や窓ふき、
応急処置などの作業を行う。
与え
られた短い時間でどれだけ作業できるかがポイントとなる。

左：激しい走行で壊れた場所を直すために溶接機を持ち込んで作業するチー
ムもある。 右：篠塚建次郎選手がドライブするジムニーはCTSの学生と先生
たちだけでメカニック作業を担当している。

ラリー中は毎日のように宿
泊先が変わるから、
まるで
旅芸人の一座のよう。
その
日のホテル駐車場が深夜
のサービスパークに早変わ
りし、
各チーム深夜まで作
業をする。

どんなトラブルが起きても
朝までに直して走らせる
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ＡＸＣＲでは予期せぬ出来事が
たくさん起きる。レッキ（下見走
行）がなく、コマ図に記された初
めて走る極悪路を速く走らなけれ
ばならないからだ。もちろん予想
外のことが起きても危険を回避で
きるマージンをとってドライビン
グするのだが、トップグループの
選手たちが出すスピードは素人か
らは想像できないほど速い。当然、
思ったよりも穴が深かったり、天
候の変化で地形が変わっているこ
ともある。ブラインドコーナーの
先でスタックしたラリー車が道を
ふさいでいたり、ミスコースした
ラリー車が対面から走ってきたり
することも珍しくない。道がせま
くて木々にボディをこすらせなが
ら走らなければならないことも日
常茶飯事だ。
そんな環境で競技をするのだか
らマシンにも大きな負担がかかる。
これを６日間繰り返すためにはメ
カニックによるメンテナンスやリ
ペア作業が必要不可欠なのである。
ラリーカーが競技を終えてサービ
スパーク（その日の宿泊先）に到
着するのが夕方頃で、翌朝のスタ
ート時間までの間に完全な状態に
戻さなければ勝負はできなくなっ
てしまう。だから、ワークスチー
ムのように大勢のメカニックがい
て、設備や工具、スペアパーツが
豊富にあることに越したことはな
いのだが、ドライバーとコ・ドラ
イバーが自分でメカニック作業を
こなすプライベーターたちもＡＸ
ＣＲにはたくさんいる。各チーム
がどんな体制でどんな作業をして
いるのか… 夜のサービスパーク
を見て周るのはＡＸＣＲのもうひ

とつの醍醐味だったりする。
今年のチームジャオスは
２０１５年からチーフメカニック
を務める小林（エボリスタ）と初
参加の今泉（群馬トヨタ）の２名
を軸に、中央自動車大学校（ＣＴ
Ｓ）の学生２名を迎えた４名体制。
必要にして十分な作業ができる最
低限の人数であり、ワークスチー
ムとプライベーターのちょうど中
間的な規模と考えればいいだろう。
何もトラブルがなければ、決めら
れたメニュー（洗車と点検や増し
締め、消耗品交換など）の作業を
３～４時間でこなし、 時頃に終
わるのだが、今年は彼らにとって
も厳しいＡＸＣＲだった。
初日のＳＳ（競技区間）では大
きな穴に侵入したことによる左フ
ロントの修復作業をしたり、ラリ
ー中盤ではクラッチの滑りが発
生。ミッション脱着を伴う交換作
業に夜を徹して対応するなど、例
年とくらべて重作業が多かったの
だ。日本から持ち込んだ最低限の
工具とスペアパーツでは対応でき
ないトラブルが起これば、近隣の
ディーラーや部品店を走り回った
り、他チームに協力してもらった
りと、ありとあらゆる手を使って
翌朝のスタートまでにラリーカー
を仕上げるのが彼らの仕事なのだ。
メカニックたちにとっても部品調
達や時間、作業中の雨、暑さや疲
労と戦いながら乗り越えたＡＸＣ
Ｒ２０１７となった。
ラリーカーの派手な走行シーン
ばかりが注目されがちだが、ＡＸ
ＣＲに限らずモータースポーツの
世界にはこういった裏舞台が必ず
あって、そこにはもう一つのドラ
マが存在する。普段とは少し違う
視点で観てみると新たな楽しみが
みつかるかもしれない。
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は市販用の高性能ダンパーとして
完成しましたので、今回はこれま
での２年とは異なり、ＡＸＣＲ専
用にもっと高性能なダンパーを開
発しました。ハイドロバンプクッ
ションの投入など、今までで使っ
ていなかった技術も取り入れたの
でセッティングには苦労しました
ね。（詳細は ・ ぺージ参照）
能戸 リアダンパーのレイアウト
を変更したことにより、イチから
のスタートでしたのでもう少しテ
スト走行と仕様を煮詰める時間が
欲しかったというのが本音ですが、
昨年よりも格段に乗りやすい足回
りになったし、強度が上がったの
で安心感もあります。
田中 最終テスト走行後に唯一残
った課題が「大きな入力があたっ
ときの抑えがもう少し欲しい」と
いうことでした。でも、じゃあ実
際にＡＸＣＲでどのくらいの頻度
でこのような入力があるのか。こ
れは自分で出てみないとわかりま
せんよね。でも、想像を超えるシ
チュエーションばかりで、これは
改良していきたいなと…
能戸 そうなんです。ＡＸＣＲは
テストコースよりもずっと過酷。
それを毎日２００㎞くらい走るん
です。ボクがこだわる理由がわか
ってもらえてうれしいです（笑）
田中 競技に参加することによっ
て技術者として、こんなに大きな
収穫があるとは思ってもいません
でした。今年のダンパーは耐久性
やダンパーの持っているパフォー
マンスをラリー中終始安定して発
揮するという点では合格ですが、
先ほど話したようにチューニング
面ではまだ課題が残っています。
今回で解決策が色々と見えてきま
したので、次回は最高のものにな
るはず。今から楽しみです。

田中 一弘
Co-Driver

能戸 知徳
Driver

新ダンパーの開発と
ラリー本番での苦難を乗り越えた絆

能戸 次は早い段階からテストし
て煮詰めていきたいと思います。

新飼 ダンパーの研究としても競
技者として「ダンパーを使う側」
になることが深い製品開発への近
道だろうということで、田中さん
が２０１７年のコ・ドライバーに
なることになったワケですが、経
験があったんですか？

初めてのコ・ドライバー

傍らＡＸＣＲ２０１６からはドラ
イバーに任命していただき、赤星
社長と組んで総合５位入賞という
成績を収めることができました。
田中 ジャオスに入社したのには
驚いたけど、ピッタリの職場だと
思った。赤星社長に感謝しないと
ね。私は２０１５年に使用したダ
ンパーをスペックアップさせて、
２０１６年もメカニックとして参
加しました。２０１５年ではマネ
ージャー業務をメインで動いてい
た広報の新飼さんがメディアエン
トリーすることになって、彼がや
っていたメカニックチームの仕切
りをなんとなく私がすることに…
新飼 申し訳ないなと思ったんで
すが、田中さんが適任だなぁって
笑( )本当に助かりましたよ。
能戸 今思うと田中さんが今年
コ・ドライバーになったキッカケ
はこれかもしれないですね。そん
な姿を赤星社長も見ていて、まだ
ＡＸＣＲ２０１６が終わってもい
ないのに「来年のコ・ドライバー、
田中さんはどうかな。自分が設計
したダンパーに乗るのも良いと思
うんだよね」って言うんですよ。

新飼 今回はＡＸＣＲのために新
たに開発したダンパーがポイント
になっていますよね。２人で試行
錯誤してセッティングしていたよ
うですが。
田中 今ジャオスさんで市販して
いるＦＪクルーザー用のＶＦーＲ

高性能ダンパーの開発

田中 それがまったくなくて。た
だ、元々モータースポーツは好き
だし、次は（ＡＸＣＲ２０１７）
もっと性能を追求したダンパーを
造りたいという構想があったので、
お声がけいただいた時は「よし、
頑張ろう！ 自分が設計したダン
パーを試せる良いチャンスだ」っ
て思いました。
能戸 ボクはそれが不安で。ＡＸ
ＣＲはレッキ（下見走行）なんて
ないし、とにかくコマ図が細かく
てナビが難しいんです。だから少
しでも練習しなきゃいけないなと。
新飼 どんな練習をしたの？
田中 能戸さんが普段プライベー
ト参戦している国内のラリー（全
日本ラリーや関東群馬ラリーシリ
ーズなど）に参戦してコ・ドライ
バーの仕事内容や実戦の雰囲気、
ドライバーとのコミュニケーショ
ンなどを経験できました。
能戸 レッキがあるラリーとＡＸ
ＣＲはコマ図がまったく違うんで
すが、大きな流れは一緒なので事
前にリハーサルをすることができ
て良かったです。
田中 赤星社長に過去２年のルー
トブックをお借りして、インカー
動画を観ながらイメージトレーニ
ングをしました。コマ図の内容と
実際の地形、コ・ドライバーの赤
星社長がどんな風に指示している
のかなどを勉強しました。

チームジャオスが発足したＡＸＣＲ２０１５に
お互いメカニッククルーとして出会った２人が
今シーズンはコンペティターとして参加して見事完走。
初コンビを組んだ彼らにこれまでのプロセスを聞いた。

最初はお互いメカニック
新飼 ＡＸＣＲ２０１７をフィニ
ッシュした２人にこれまでのスト
ーリーを話してもらおうと思いま
す。ＡＸＣＲ２０１５のときは２
人ともメカニックでしたよね。お
互いの第一印象は？
能戸 当時、父が経営する北海道
の四駆ショップ「パドック」で働
いていてメカニックとして呼んで
もらいました。
田中 私は当時も今もＫＹＢの社
員でダンパーの設計を担当するエ
ンジニアです。ＡＸＣＲ２０１５
用のダンパー設計を担当した関係
で、現地に行ってメンテナンスや
データ取りをしたくて同行しまし
た。だから初めて会ったのはテス
ト走行の時。若いのにクルマ好き
で、オフロード競技についても詳
しいなと…まぁ、当時から生意気
でしたけど（笑）
能戸 それは言いすぎですよ。カ
ンベンしてください。ボクとは真
逆な性格でキッチリしているから、
頼もしいなと。空回りする時も多
いけど（笑）
新飼 ちょっと、ケンカしない
でくださいよ。さて、Ａ Ｘ Ｃ Ｒ
２０１６ではクルマがハイラック
スになり、能戸くんがドライバー
に。しかもジャオスの社員として。
これは客観的に見ても急な展開で
したよね。
能戸 ボクも想像すらしていなか
ったけど、赤星社長にお誘いいた
だき開発スタッフとして勤務する

能戸 今年は仕方ないですよ。こ
んな難コースを最初に経験したか
ら次回からはきっとラクになるは
ずです（笑 )

これからの課題

新飼 ２年間、ＡＸＣＲで新型ハ
イラックスを使ってどうでしたか。
能戸 ２年目ということもあり、
補強やブレーキの強化など細かい
部分にも手を付けられたので、完
成度が上がりました。何より、２
回ＡＸＣＲで同じ車両を使用して
もヘタリを感じない。ボディ剛性、
フレームのねじり剛性、エンジン
やミッションに関してもとてもタ
フです。これは改造によるもので
はなく、ハイラックスが元々もっ
ているポテンシャルです。まだま
だ同じ車両でＡＸＣＲを走れると
感じています。

ハイラックスの魅力

走れる足回りに仕上げたい。これ
でだいぶアベレージスピードが上
がり、タイムがよくなると思いま
す。もちろんこれからも国内ラリ
ーやダートトライアルなどに出場
してドライビングの経験値も上げ
ていきたいと思います。
田中 私もマシン造りに関してい
えばよりＡＸＣＲに向いているサ
スペンションに仕上げていくこと
が課題かと。そのために今年の
コ・ドライバー経験で得たデータ
を元に解決策を導き出し、なるべ
く早い段階で試作を造ってテスト
したいなと思います。
新飼 またコ・ドライバーをやっ
てくれますか？
田中 もちろん、機会を与えてい
ただけるのであればぜひチャレン
ジしたいです。ダンパーの技術者
として改善されたクルマに乗って
確かめたいというのもありますし、
コ・ドライバーとしてもリベンジ
を果たしたい。今年はコマ図と距
離に夢中になってしまい、周りの
景色を観る余裕があまりなかった。
それがミスコースに繋がっていま
す。そのためには、今年の動画を
観ながら復習して、能戸さんと国
内のラリーにも出て現場経験を積
新飼 もし来年もチームジャオス
がＡＸＣＲに挑戦するとしたら？
能戸 ダンパー、スプリング、ス
タビライザーなどのサスペンショ
ン全体をもっと煮詰めて、ちょっ
とした凹凸や穴で都度減速せずに

んでいきたです。
能戸 ボクも田中さんとコンビを
組んでまたチャレンジしたいです。
今年は初めてだし、ハイラックス
に大きな損傷なく完走できただけ
で十分です。来年はハイラックス
を使った３年目のＡＸＣＲになる
ので攻めていきたいなと思ってい
ます。そして、ジャオス、ＫＹＢ
や協力企業のみなさんにとって開
発研究やプロモーションの場とし
て有効活用できるシーズンとなる
ように今から準備していきたいと
思います。
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迷路状態。私もコマ図と距離が合
わない、つまりロストを連発して
しまい、ダメダメでした…
能戸 初めてのコ・ドライバーで
アレは運が悪かったなと（笑）
ベテランのコ・ドライバーでもミ
スコースするほど難しかった。ボ
クはＳＳ２が一番気持ちよく走れ
ました。ミスコースも少なかった
し田中さんとの息もだんだんと合
ってきて。後半がキャンセルにな
ってしまったのが残念です。
田中 ラリー後半のＳＳ４とＳＳ
５はコ・ドライバーとしての仕事
にも慣れてきた頃で楽しく走れま
した。路面は基本的にずっとドラ
イでしたが、ジャングル、プラン
テーション、ロック、マッド、凹
凸の激しい道、高速グラベルなど、
多種多様な悪路をこんなにも走ら
されるのかと…（笑） あまりの
過酷さに驚かされました。
能戸 それにしてもＳＳ１は本当
に辛かった。運良くオンコースに
戻れたけど、チェックポイントを
飛び越えてしまい１時間のペナル
ティが加算されてしまいました。
新飼 そんな状況でケンカとかぶ
つかり合いはないの？
能戸 ありますよ（苦笑）前半は
「もっと早く」とか「どっちなん
ですか 」 とか… 後半になっ
てくると慣れてきているはずなの
に、他のチームがミスコースして
いない場所でミスコースすると指
摘したり… ケンカというよりも
お互い不安や不満は隠さずに伝え
るという感じでしょうか。
田中 しっかりと気持ちを伝えて
くれたので良かったですよ。ミス
コースが多いのは申し訳ないと思
っているし、能戸さんに気持ちよ
く走らせてあげられなくて悪かっ
たなぁと…

日本でのテスト走行時も能戸と田中はコンビを組み、
サ
スペンションのセッティングをした。

難コースに悩まされた本番
新飼 実際ＡＸＣＲ２０１７はど
うでした？
能戸 今年はタイ王国内だけのラ
リーで、クネクネと曲がり角が多
い。そしてＳＳが長い。リエゾン
（移動区間）よりＳ Ｓ（競技区
間）が長い日もあり、過去 回の
ＡＸＣＲとくらべても難易度の高
いほうだったと聞いています。
田中 初めてのＡＸＣＲのナビゲ
ート… すごく大変でした（笑）
ＳＳ１の前半から多くのラリーカ
ーがロスト（現在地を見失う）し
てジャングルの中で右往左往する

⁉

左：コ・
ドライバーの田中はルートブックが配られるとすぐにチェックしてマーキングするのが毎晩の日課。
右：夜のメカニック作業にも積極的に参加するドライバーの能戸。
気なった部分をメカニックに相談する。
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Competitor
Interview●新飼亮也
（ジャオス）

34
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普段の学校生活では学べない
“経験”
をしてほしいという想いで2011
年から一級自動車整備科 4年生のカリキュラムに採用。
ここ5年間は
AXCRへの学生メカニック派遣
（選抜）
や参加チームのマシン造りのサポ
ートをステップアッププログラムの一環に取り入れている。
学生生活最後
の夏にする貴重な現場経験は、
かならず就職後も役に立つし、
一生の思
い出になるはずだ。

21人のクルマ大好き学生たちとコラボレーション

ORAFOL
（使用フィルム）
インクジェットメディアORAJET 3951GRA-010
ラミネート ORAGUARD 290G F-000
マーキングフィルム ORACAL951シリーズ 150ブリリアントブルー
プロテクションフィルム ORAGUARD280G

TE AM JAOSのメカニ
ックたちと一緒に実際に
使用するラリーカーに毎
日触れて作業することで、
確実に技術力が経験を
通じて身に付く。
左：デザイナーの松本氏自らデザインのベースとなる写真を撮影。
中：ボンネットにもエンジンルームの実写をインクジェットプリントしたフィルムを貼る。
右：2015年のFJクルーザー参戦時からラッピングを担当しているP.G.Dの大塚氏。

そ
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２０１７年４月、チームジャオ
スは昨年のＡＸＣＲで使用したハ
イラックスを積んで、約半年ぶり
に中央自動車大学校（ＣＴＳ）を
訪れた。教室では４年生に進級し
たばかりの一級自動車整備科の学
生たちが待っていた。今年は彼ら
と一緒にマシンを造ってＡＸＣＲ
２０１７に挑戦するのだ。
今年は分解清掃と点検、各部の
補 修 や 塗 装、 ミ ッ シ ョ ン の オ ー
バーホール、組み立てまでといっ
たメニューだ。昨年のように新し
く造る部分は少ないが、正確かつ
根気のいる作業が要求される。５
月にシェイクダウンをすることが
決められていたため、与えられた
時間はそう多くはない。メカニッ
ク の 小 林（ エ ボ リ ス タ ） と 今 泉
（群馬トヨタ）
、ドライバーの能戸
（ジャオス）は何度かＣＴＳに足
を運び、彼らを指導しながら共同
で作業をする日々が続いた。最初
は何をしていいか分からずにいた
学生たちは、ハイラックスの完成
が近づいてくるとそれぞれ成長が
あって、工具でボルトを絞める手
つきさえ違うように見えてくるか
ら「若いエネルギーはさすがだな」
と関心してしまう。彼らがラリー
現場で約１週間生活したらどんな
変化を見せてくれるのかとても楽
しみになった。
途中、荷台部分のレイアウト変
更のために昨年ロールケージ製作
と補強を担当した株式会社オクヤ
マにシャシーだけを運んで作業し
たり、ジャオスではシッピング直
前まで毎晩のように深夜まで仕上
げ作業を行い、チームジャオスの
共同製作マシンが完成した。
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高等技術とアイデアが
可能にした超斬新デザイン
「ドア開けていいですか？」ラ
リーカーを展示すると一日に何度
もこう聞かれる。もちろん「どう
ぞ。座ってもいいですよ」と応え
るのだが、競技車の中身ってみん
な気になるものなのだ。
「アクリルボディを被せたかの
ようなスケルトンの表現に挑戦し
たい」とデザイナーの松本氏（ｅ
ｉ８ｈｔ）から提案があった時、
今年のデザインにピッタリだと
思った。精工な透かしのデザイン
をラッピングで表現しようという
ものだ。ドアやボンネットを外し
た状態で何枚もの写真を撮影し、
細かく採寸を行う。写真を編集し
ながら原寸のデータを作成。そこ
からは毎年ラッピング施工をお願
いしているＰ・Ｇ・Ｄへ。ＯＲＡ
ＦＯＬのフィルムにパートごと分
割してインクジェットプリント。
凹凸に合わせて写真と実車がズレ
ないように伸ばしながら貼ってい
くのだ。またたく間にハイラック
スはカラフルなフィルムで覆われ
た。彼らは冗談を交わしながらス
ラスラと作業をするが、真剣な目
つきと繊細な手先の動きは熟練職
人そのもの。これが世界を相手に
活躍する彼らの仕事なのだ。
斬新なアイデアと正確なデー
タ、フィルムの品質、ラッピング
テクニック。これにより摩訶不思
議なスケルトングラフィックが実
現した。パッと見だと本当にドア
が外れているかのように錯覚して
し ま う ほ ど だ。 ま さ に ト リ ッ ク
アートならぬトリックラッピン
グ。こんなラリーカーは誰もみた
ことないハズ。ひょっとしたら世
界中で流行るかもしれない
!?

●オクヤマ ☎045-934-5334 http://www.carbing.co.jp ●学校法人 中央技術学園（専）
中央自動車大学校 ☎0120-516-535 http://cts.ac.jp
Films●ORAFOL JAPAN 03-3243-6231 Wrapping●P.G.D ☎0547-38-3416 http://pgd-wraps.com Desgin●ei8ht 松本秀哉

OKUYAMA
CTS
TEAM JAOS
ei8ht
P.G.D
ORAFOL

Engineering
Design

業界初のスケルトングラフィックで魅せる

頑張った学生はAXCRに行けちゃう！？
中央自動車大学校のステップアッププログラムとは

Damper

KYBとJAOSの本気
超高性能ダンパーを共同開発

BATTLEZ VF-R AXCR SPECIAL by KYB
●ジャオス ☎0279-20-5511 http://www.jaos.co.jp （BATTLEZ）

POINT 1
ロッドとアウターのサイズを拡大し
高強度・高剛性化とオイル増量による耐熱性の向上
ロッドとアウターのサイズを拡大。
具体的にはロッド径がフロントリヤ共にφ16
（Ａ
ＸＣＲ2016）
からフロントφ18、
リヤφ25に変更。
常用悪路走行に特化した新開
発のピストンバルブを投入した。
またリヤのアウターサイズもφ51からφ65にして
２倍のオイル量を確保。
温度上昇を抑制して安定した減衰力を発生させる。
POINT 2
ハイドロバンプクッションを新採用
大入力時に高減衰力を発生し車両安定性を向上させる
ダンパー内部に油圧式バンプクッションを搭載。
常用悪路ではピストンバルブで
低い減衰力を発生させ、
フルバンプ時はハイドロバンプクッションによる高い減
衰力を発生する。
タイヤストローク位置に対して機能する減衰力機構を分担する
ことで、
走行シーンを選ばない優れた悪路走破性を確保した。
POINT 3
ロッドの表面処理にDLCを施すことで
ハンドリングとタイヤの接地性を向上
これまでロッドの表面処理には硬質クロムめっきを使用していたがＤＬＣ
（ダイヤ
モンドライクカーボン）
を採用。
ＫＹＢ独自に開発したダンパーに最適なＤＬＣを施
すことによりフリクションを低減。
ダンパーの応答性が向上し、
しなやかなストロー
クを実現。
タイヤの接地感やハンドリングの応答性をアップさせた。

KYB製 BATTLEZダンパー VF-R （AXCR2017仕様）
ピストン径
ロッド径
ロッド表面処理
アウター径
ストローク
車高調整
リザーバタンク
タンクホース
減衰力調整
バンプストッパー
ロアブッシュ
アッパーマウント

F φ46 〇
R φ46 （新開発ピストンバルブ）
〇
F φ16 〇
R φ25 （特注の高強度鋼材）
〇
F 〇
R DLC被膜
〇
F φ51 〇
R φ65
〇
F 139ｍｍ 〇
R 235ｍｍ
〇
F ネジ式 〇
R 固定式
〇
F
R
ホース式別タンク（高強度アルミ材）
〇〇
F 〇
R ステンメッシュホース、ストーンプロテクター
〇
F 伸側：36段、圧側：低速40段、高速無段階
〇
R 伸側：40段、圧側：低速40段、高速無段階
〇
R ハイドロバンプクッション
F 〇
〇
F 〇
R 高荷重対応ピロボール
〇
F 〇
R 高荷重対応ピロボール
〇

フロントは市販のFJクルーザー&プラド用のバトルズ VF-Rと
基本形状は同じだが、
アウター径を拡大し、
切削ボディが採用
されていたりと見た目も大きく異なる。
コイルスプリングは市販
製品と同じBATTLEZ コイル Ti-Wを組み合わせている。
●ホース式アルミ製別タンク

●ステンメッシュホース&ストーンプロテクター

●DLC被膜
（ダイヤモンドライクカーボン）

●切削ボディ+ピロボール式ロアブッシュ

10

するとともに、豊富なデータと新
たな課題を見つけてプロジェクト
を継続することを決意した。

※当ページで紹介しているダンパー
「BATTLEZ VF-R AXCR SPECIAL by KYB」
は研究開発を目的とし、
TEAM JAOSのハイラックス専用に特別に造られたもので市販されていません。

世界で勝負できる日本製
オフロードダンパーの研究
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これまで使用していた市販製品
（バトルズ Ｖ ＦーＲ）をべース
にしたダンパーが悪かったわけ
ではないが、競技を継続すると
「もっと高性能なものを…」とい
う欲が出てくるものだ。そこで
２０１７年は目的を「製品テス
ト」から「将来の製品開発のため
の研究」に切り替えることに。ジ
ャオスとＫＹＢにできることをす
べて注ぎ込んだ高性能ダンパーの
開発にチャレンジしたのである。
具体的には左ページにある３つ
の施策「サイズ拡大」「ハイドロ
バンプクッションの投入」「ロッ
ドへのＤＬＣ処理」を敢行。さら
なる安定した減衰力と耐熱性能、
セッティングの自由度やドライバ
ビリティの向上を図り、純国産の
本格的なレーシングダンパーを完
成させたのである。さらに、これ
までダンパーの設計を担当（ＡＸ
ＣＲ本番ではメカニック）してい
たＫＹＢの田中一弘が初めてチー
ムジャオスのコ・ドライバー担当。
よりリアルなデータを設計者自ら
競技で体感しようという試みだ。
多くのエントリー車両がインポ
ートブランドのダンパーをダブル
装着（１輪につき２本のダンパー
を装着）しているのに対し、チー
ムジャオスのハイラックスはシン
グル装着で終始安定した走りを披
露しノートラブルで完走。ひょっ
としたらいつの日か世界中のオフ
ロードレースでＫＹＢダンパーを
装着したマシンを見る日がやって
くるかもしれない。

上：
リヤは全長745ｍｍものロングショックを装着するた
めにレイアウトを大きく変更。
スミハツ製リーフスプリン
グはストリート用に再チューニングしてリフトアップキット
としてジャオスから市販される予定だ。
下：
リザーバタンクは放熱対策と調整のしやすさを考慮
して荷台上部に設置している。

長見
年の
いとＡＸＣＲ）
を経て
小
出想
し（
12Wx2L●●
生ま
Ｒ
本
文れ
中た
のバ
場ト
合ル
はズ
３Ｖ
行Ｆ
取‐
り
で

約 年前、ジャオスがチューニ
ングパーツブランド「バトルズ」
のダンパーを初めて造るときにタ
ッグを組んだのが当時のカヤバ工
業つまり、現ＫＹＢだ。プラド＆
ハイラックスサーフ用を皮切りに
今日まで４ＷＤ＆ＳＵＶ用ダンパ
ーを世に送り出してきた。ストリ
ート向けとしてラインアップが増
える一方、両社の間で「競技志向
のユーザーにも親しまれる高性能
なプレミアムダンパーを造って世
界に発信したい」という想いが生
まれはじめたのである。
ＡＸＣＲに限らずダカールラリ
ーやＢａｊａなどの国際的なオフ
ロードレースを走るマシンには速
くて確実・安全に走れるようにさ
まざまなモディファイが行われて
いる。そのハイライトとなるのが
足回り、それもダンパーが担う役
割は大きい。長時間続く凹凸やバ
ンプ、激しいモーグルやハイスピ
ードで駆け抜けるダートやオンロ
ード… しかもそれを走るのはピ
ックアップトラックや大型ＳＵＶ
などをベースとした重量級マシン。
ダンパーにとっては地獄のような
世界なのだが、逆にオフロード用
ダンパーをテストする環境として
は最適だ。構想から約 年の時を
経た２０１５年にダンパー「バト
ルズ Ｖ ＦーＲ」のプロトタイプ
が完成。ＦＪクルーザーでＡＸＣ
Ｒに参戦して性能と耐久性、ユー
テリティ性を確認して市販化した。
２０１６年は競技車両をハイラ
ックスにチェンジし「バトルズ
ＶＦ‐Ｒ」の進化版を用意して挑
戦。見事入賞を果たし、過酷なレ
ースにも十分通用することを実証
20
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Tires & Wheels
足元はタフネス&クールな新作

YOKOHAMA GEOLANDAR

JAOS TRIBE CLAW

Tires●横浜ゴム ☎0120-667-520 http://www.y-yokohama.com Wheels●ジャオス ☎0279-20-5511 http://www.jaos.co.jp

JAOS TRIBE CLAW
17×7.5J+25 シルバー
（写真左）
・
・
・¥45,000
（税抜）
17×7.5J+25 ガンメタリック
（写真右）
・
・¥45,000
（税抜）
17×8.0J+20 ブラックミーリング・
・
・¥50,000
（税抜）
17×8.0J+20 ダークシルバー・
・
・¥46,000
（税抜）
ハイラックスにピッタリな7.5J+25はシルバーとガンメタ
リックの２カラー展開。
このほかにプラドやFJクルーザ
ー用として8.0J+20のブラックミーリングとダークシル
バーをラインアップしている。

GEOLANDAR M/T G003
20インチ

35×12.50R20 LT 121Q
37×12.50R20 LT 126Q

17インチ

33×12.50R17 LT 120Q
LT265/70R17 121/118Q
LT285/70R17 121/118Q
35×12.50R17 LT 121Q
37×12.50R17 LT 124Q

16インチ

LT305/70R16 124/121Q
LT225/75R16 115/112Q
LT235/85R16 120/116Q※
LT245/75R16 120/116Q
LT265/75R16 123/120Q
LT285/75R16 126/123Q
LT315/75R16 127/124Q
6.50R16 LT 97/93Q※

15インチ

30×9.50R15 LT 104Q※
31×10.50R15 LT 109Q
32×11.50R15 LT 113Q※
33×12.50R15 LT 108Q※
35×12.50R15 LT113Q

※10月発売予定サイズ
上記以外の追加サイズは11月以降発売予定

これまでの方向性パタ―ンから、
左右どちらでも装着可能な点対称パターンに変更。
スペアタイヤの選択に迷うことがない。
サイドの剛性がアップして劇的にハンドリングが向上したことによるマシンコントロールのしやすさが大きなアドバンテージとなった。
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ジャオスとエンケイが
コラボした高品質ホイール

16

10

小見出し（ 12Wx2L
）●●
本文中の場合は３行取りで

は競技用ホイールとしても名高
いエンケイとコラボした純国産ホ
イールだ。軽量・高強度・高剛性
を高い次元で実現するエンケイ独
自の最新リム成形テクノロジー
「マットプロセス」を採用し、十
分な強度を確保しながらも重量は
約 ㎏（ＪＷＬーＴ規格）に抑え
ることに成功。軽快感のあるラフ
メッシュデザインをベースに、立
体感を出し、リム部にはレリーフ
を入れて適度なボリュームをプラ
ス。見事４ＷＤ用ホイールとして
の力強さとスポーティ＆ドレッシ
ーなルックスを両立。さまざまな
カスタマイズのニーズに対応でき
る守備範囲の広さが魅力だ。

km

鍛造ホイールや2、
3ピースホイールのリム成形に用いられる
「スピニング製法」
を応用して開発されたリム成形方法。鋳造工程後、
リム部を鍛えながら引き伸ば
して成形。
これにより、
リムは鍛造に匹敵する材料強度を実現し、
ディスクデザインは鍛造では成形不可能な自由度の高いデザインを施すことが可能になる。

「次のＡ Ｘ Ｃ Ｒはブレーキを強
化しよう」。すなわち、ホイール
はこれまでの インチから イン
チに変更することも意味する。幸
いハイラックスのホイールは、プ
ラドやＦＪクルーザーにもマッチ
ングするサイズだ。ジャオスが新
しいホイールを造る理由としては
これで十分なのである。
コンセプトは「高強度で軽量。
放熱性を確保し、競技で使用し
てもドレスアップシーンでもマ
ッチするデザイン」。こうして
生まれた「トライブ・クロウ」

競技で鍛えた強さと
カッコいいビジュアル
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耐摩耗性の向上を測ったのだ。そ
の劇的進化はビジュアルにも反映
され、アグレッシブなルックスへ
と生まれ変わり圧倒的な存在感を
手に入れた。
ＡＸＣＲ２０１７で約２０００
をＧ００３で走破したドライバ
ーの能戸は「サイドの剛性がグン
と上がったことにより、ハンドリ
ングが向上してコントロールしや
すい。マッドやロックでの食いつ
きの良さも印象的でした。パンク
も一度もしなかったし運転してい
て安心感があります」と話す。
先代のＭ／Ｔ ゆ
+ずりの静粛性
や快適性も相まって世界中の４Ｗ
Ｄから支持されることだろう。

200㎞以上のSSで激しい
オフロード走行をした後でも
しっかりとブロックが残って
いる。
オフロードでの高い耐
久性が頼もしい。

過去２回のＡＸＣＲでチームジ
ャオスの足元を支えたジオランダ
ーのマッドテレーンタイヤが 年
ぶりにモデルチェンジした。
今夏発売された新型ジオランダ
ーＭ／Ｔ Ｇ００３はオフロード
ユーザーからのニーズに応えるた
めに、世界中の過酷なオフロード
レースで培った技術を投入して大
幅にトレッドパターンを変更。さ
らにサイドデザイン、構造、コン
パウンド、プロファイルに至るま
での全面刷新を行い、オフロード
性能を追求するとともに耐久性・

トレッド全体に刻まれたラグ
グループやトレッド面のサイ
プなどが様々なオフロード
路面で優れたトラクションを
発揮。
タイヤサイドは厚く設
計され、
上部に設けた
「アグ
レッシブサイドブロック」
を配
置することで耐カット性や耐
摩耗性が向上した。

「MAT PROCESS」とは

立体感を高めるためにセンターに向かって落とし込むコンケイブ形状を採用。
リムやスポークの
デザインも細部までこだわった渾身の作。
エンケイとのコラボの証として刻印が入る。
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ご声援ありがとうございました。
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