
  

 1 スポーツ走行 ビギナーの皆様へ 

 

    

スポーツ走行スポーツ走行スポーツ走行スポーツ走行    ビギナーの皆様へビギナーの皆様へビギナーの皆様へビギナーの皆様へ    

    

    

スポルトファーシューレスポルトファーシューレスポルトファーシューレスポルトファーシューレ９９９９    

－ 富士スピードウエイにおけるスポーツドライビング富士スピードウエイにおけるスポーツドライビング富士スピードウエイにおけるスポーツドライビング富士スピードウエイにおけるスポーツドライビング － 

ビギナー向け特別プログラムビギナー向け特別プログラムビギナー向け特別プログラムビギナー向け特別プログラム    

    

 

プロ（津々見校長プロ（津々見校長プロ（津々見校長プロ（津々見校長他他他他））））ががががマンツーマンでマンツーマンでマンツーマンでマンツーマンでごごごご指導指導指導指導しますしますしますします。。。。    

初めてのサーキット初めてのサーキット初めてのサーキット初めてのサーキット走行走行走行走行でも何の不安も心配もありません。でも何の不安も心配もありません。でも何の不安も心配もありません。でも何の不安も心配もありません。    

ビギナービギナービギナービギナーが走行中、が走行中、が走行中、が走行中、周辺５ｍ以内に他の車輌は近づきませんから、安心して周辺５ｍ以内に他の車輌は近づきませんから、安心して周辺５ｍ以内に他の車輌は近づきませんから、安心して周辺５ｍ以内に他の車輌は近づきませんから、安心して

サーキットを楽しんで頂けます。サーキットを楽しんで頂けます。サーキットを楽しんで頂けます。サーキットを楽しんで頂けます。    

    

あなたもあなたもあなたもあなたもごごごご自身自身自身自身のポルシェでのポルシェでのポルシェでのポルシェで    

富士スピードウェ富士スピードウェ富士スピードウェ富士スピードウェイイイイを走って見ませんか？を走って見ませんか？を走って見ませんか？を走って見ませんか？    

    

    

    

（注）ビギナー向けプログラム参加の対象者は以下のような方々です: 

スポーツ走行など今まで無縁の方、サーキットなど行ったことも走ったこともない方、

他のサーキットでの経験はあるが富士スピードウェイは経験がないので不安な方、 

富士を走った経験はあるがまだまだ自信がない方、その他希望者。 
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ビギナー向けプログラムは以下のような概要ですビギナー向けプログラムは以下のような概要ですビギナー向けプログラムは以下のような概要ですビギナー向けプログラムは以下のような概要です    

    

①①①① 走行前走行前走行前走行前のオリエンテーションのオリエンテーションのオリエンテーションのオリエンテーション（ブリーフィング）（ブリーフィング）（ブリーフィング）（ブリーフィング）：：：：    

サーキットの全般的知識、サーキット走行の注意点、などなどを 1 時間ほどかけじっくりご説

明をしたあとサーキット走行に関するどのような質問もお答えします。 

 

②②②② 走行走行走行走行前の前の前の前の準備準備準備準備・車輌点検・車輌点検・車輌点検・車輌点検：：：：    

車両の簡単な点検、ホイールボルトの増し締め、タイヤの空気圧調整など、安全な走行に向け

ての準備をします。「ムラタチューン」の熟練メカニックがサポートします。津々見友彦校長も

一緒ですから質問や疑問があれば遠慮なくお聞きください。 

 

③③③③ 初めの初めの初めの初めの 1111 時間：時間：時間：時間：    

まずプロの後についてゆっくり 3周走りサーキット全体のイメージをつかんで頂きます。 

次にプロのドライブで同乗頂き数周走ります。フラッグポストの位置やブレーキングポイント、

とアクセル操作に伴うポルシェの加重移動を利用したハンドル操作、走行ラインなど、走り方

について説明をします。 

今度はあなたのドライブでプロが同乗しアドバイスを行います。 

その後、いよいよご自身で走ってもらいます。まずプロが走りますからその後について走って

ください。あなたの車両の車種や技量に応じ安全な範囲で徐々にスピードを上げてゆきます。 

次にあなたが先行し教えられたラインを走り、その後方をプロが追走しチェックをします。 

いずれの場合も必要に応じ都度ピットに戻りアドバイスを行います。 

ビギナーが複数人の場合は、それぞれの車に順にプロが乗りますので、指示に従ってください。 

 

④④④④ お昼休み：お昼休み：お昼休み：お昼休み：    

お弁当の時間ですが、プロと一緒です。1 時間走った感想をお話頂き、プロから感想やアドバ

イスをいたします。 

 

⑤⑤⑤⑤ 2222 回目の回目の回目の回目の 1111 時間：時間：時間：時間：    

基本的にご自身のドライブによる自由走行です。１回目の走行だけではまだ自信のない方や不

安な方は、申し出て頂ければプロの同乗、あるいは前後しながら一緒に走ります。 

 

⑥⑥⑥⑥ 反省会反省会反省会反省会：：：：    

2 回の走行プログラムを終えて、プロが本日の総括をします。その日の皆さんの走行について、

今後のためのアドバイスや注意すべきことを教えてくれます。 

皆さんが実際に走ってみて、疑問な点があればぜひ質問してください。その質問に対するプロ

からの回答はきっと他の参加者の参考にもなることと思います。 
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ビギナーの皆さまの疑問にお答えしますビギナーの皆さまの疑問にお答えしますビギナーの皆さまの疑問にお答えしますビギナーの皆さまの疑問にお答えします    

(1) (1) (1) (1)  何何何何故サーキットを走るのですか？故サーキットを走るのですか？故サーキットを走るのですか？故サーキットを走るのですか？    

ポルシェはどの車種でも基本性能が大変高い車です。公道ではその性能の 30％も発揮できません。 

いや、30％以上発揮してはいけません。ご自身の愛車ポルシェの本当の性能の一端（全てはとても無理）

を垣間見るにはサーキットで走るしかないのです。 

 

(2) (2) (2) (2)  サーキットを走る意味があるのですか？サーキットを走る意味があるのですか？サーキットを走る意味があるのですか？サーキットを走る意味があるのですか？    

サーキットを走りドライビング技術の向上を図る事は大変意味のある事です。慣れて来るにつれ自身の

車の限界がわかるようになって来ます。サーキット走行の楽しさは、「車の限界ぎりぎりのところでどこ

まで速く走れるかを追及する」ところにあるわけですが、この「慣れ」による技術の向上は結果として

「公道上での危険回避能力」につながるからです。 

 

(3) (3) (3) (3)  サーキットは危険ではないのですか？サーキットは危険ではないのですか？サーキットは危険ではないのですか？サーキットは危険ではないのですか？    

対向車も居ない、歩行者もいないサーキットはむしろ公道より安全と言えなくもありません。特に富士

スピードウエイはエスケープゾーンも大きく、世界一安全なサーキットと言われています。とは言え、

その走行速度域は非日常の世界ですから決してあなどってはなりませんが、ルールを守り自身の技量の

範囲で走行している限り、サーキット走行は安全です。 

 

(4) (4) (4) (4)  スピンしたりガードレールにぶつかったりしませんか？スピンしたりガードレールにぶつかったりしませんか？スピンしたりガードレールにぶつかったりしませんか？スピンしたりガードレールにぶつかったりしませんか？    

スピンして運が悪ければガードレールにぶつかる事はありますが、富士スピードウエイの場合はコース

が広いので余程の事がない限り大丈夫です。スピンすることはいくらでもありますが、公道と違いさほ

ど危険ではありません。スピンと言う「結果」にはその「原因」があり、それを考え理解しながら修正

してゆき上達してゆくのです。ですから、上級者ほどよくスピンするとも言えます。 

一方、ビギナーの皆さんは、特に初めて走る方は、そんなにスピードを出しません（出せません）から

まずスピンすることはありません。 

 

(5) (5) (5) (5)  雨の日でも走るのですか？雨の日でも走るのですか？雨の日でも走るのですか？雨の日でも走るのですか？    

もちろんです。ポルシェには屋根がついていますしボクスターだって幌がありますから。 

雨の日は当然滑りやすくなりますから、走行スピードを落として走ります。滑りやすいですら心理的に

恐いと感じますが、低いスピード域で車の挙動が分かるので、むしろ雨天の方が安全で面白いとも言え

ます。 

 

(6) (6) (6) (6)  ポルシェのどの車種でも走行可能ですか？ポルシェのどの車種でも走行可能ですか？ポルシェのどの車種でも走行可能ですか？ポルシェのどの車種でも走行可能ですか？    

基本的にどの車種でも走行可能です。パナメーラだってサーキットで素晴らしい走りをします。 

ボクスターの様に幌つきの車は必ず幌を上げて走行して頂きますので問題はありません。ただ、本来ス

ポーツ走行を目的としていないカイエンの場合、もちろん走行は可能ですがサーキット走行が楽しいか

否かは別の問題です。 
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(7) (7) (7) (7)  ポルシェ以外の車で参加してもいいのですか？ポルシェ以外の車で参加してもいいのですか？ポルシェ以外の車で参加してもいいのですか？ポルシェ以外の車で参加してもいいのですか？    

ポルシェクラブのイベントですから基本はポルシェですが、他の車種でも構いません。プリウスでも構

いません。ただしポルシェとスピード域が違いすぎますから、多少の注意は必要ですので事前にご相談

ください。 

 

(8) (8) (8) (8)  オートマチックでも走れるのでしょうか？オートマチックでも走れるのでしょうか？オートマチックでも走れるのでしょうか？オートマチックでも走れるのでしょうか？    

全く問題はありません。ポルシェの場合はティプトロニックや PDK といったオートマチックで問題ない

どころか、アマチュアよりむしろポルシェの出来の良いオートマチックの方が、ブレーキやアクセル操

作に専念できタイムが良かったりします。 

 

(9) (9) (9) (9)  マニュアルトランスミッションでヒールアンドトマニュアルトランスミッションでヒールアンドトマニュアルトランスミッションでヒールアンドトマニュアルトランスミッションでヒールアンドトゥゥゥゥがががが出来なくても大丈夫でしょうか？出来なくても大丈夫でしょうか？出来なくても大丈夫でしょうか？出来なくても大丈夫でしょうか？    

問題ありません。本場欧州のレーサーは H&T なんかしない、そんなことするのは日本人だけという話も

あるぐらいです。 

とはいえ、減速時にヒールアンドトゥを使わないでシフトダウンするとミッションに負担がかかるので、

初めから必ずしもヒールアンドトゥが必要というわけではありませんが、出来れば少しずつでも練習し

たほうがよいと思います。特に空冷などの古いポルシェであればなおのことです。 

 

(10) (10) (10) (10)  特別なタイヤなどに替えなくても特別なタイヤなどに替えなくても特別なタイヤなどに替えなくても特別なタイヤなどに替えなくてもいいのいいのいいのいいのでしょうか？でしょうか？でしょうか？でしょうか？    

必要ありません。むしろノーマルのタイヤの方がある意味安全です。但し、極端に溝が減っていたり、

製造から４年以上経過したたタイヤは、新しいタイヤに替えて走行することを推奨します。 

 

(11) (11) (11) (11)  サーキットを走って車が故障しませんか？サーキットを走って車が故障しませんか？サーキットを走って車が故障しませんか？サーキットを走って車が故障しませんか？    

サーキットの走行ではブレーキやタイヤ、あるいは車体そのものに通常では考えられないような負荷が

かかりますが、ポルシェはそんなやわな車ではありません。サーキットを走ったから故障すると言う事

はありません。しかし、日ごろのメインテナンスが悪くて故障寸前の車がサーキットを走った場合、そ

の悪いところが顕在化する事はあります。サーキットを走るか否かに関わらず、日ごろのメインテナン

スが大変重要なのです。 

 

(12) (12) (12) (12)  サーキット走行の前に特別なメインテナンスは必要ですか？サーキット走行の前に特別なメインテナンスは必要ですか？サーキット走行の前に特別なメインテナンスは必要ですか？サーキット走行の前に特別なメインテナンスは必要ですか？    

通常のメインテナンス（定期点検）をしている限り特別な事は必要ありませんが、事前に「タイヤ・ブ

レーキ・エンジンオイル」のチェック（※）をしておく方がより安心・安全です。 

長く乗られているお車であれば、ブレーキパッドの残量には注意してください。 

（※）… 普段、整備・点検をお願いしているディーラーやショップで見てもらうと良いでしょう。 
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(13) (13) (13) (13)  走行に際してどんな準備が必要ですか？走行に際してどんな準備が必要ですか？走行に際してどんな準備が必要ですか？走行に際してどんな準備が必要ですか？    

富士スピードウェイの４輪用の規定に少し解説を加えてみましたので、参考にしてください。 

装備 

富士スピードウェイ 

スポーツ走行安全装備規定 

解説 

ヘルメット 

フルフェイス型もしくはジェット型（オー

プンタイプの車両の場合は、不燃性のゴー

グルもしくはシールド付のもの） 

バイク用のもので構いません。フルフェイ

ス型でもジェット型でも OK。バイク用品店

で１万円程度から売っています。 

装着時はあご紐をしっかり締めましょ

う！ 

服装 

綿の長袖、長ズボンで肌の露出しないもの

（不燃性下着の着用が望ましい） 

（レーシングスーツの着用を強く推奨す

る） 

万が一の火災対策です。 

長袖シャツとジーパンで大丈夫です。 

素材がナイロンやポリエステル等の化繊

だと、一瞬で体中が火に包まれることがあ

るそうです。 

シューズ 

レーシングシューズ又は履き慣れた運動

靴（革靴は不可）でペダルタッチの良い物

（不燃性の物が望ましい） 

左記の通り、スニーカーなど、普段履いて

いる運動靴で大丈夫です。 

グローブ 

レーシンググローブもしくは同等の材質

を有するもの（不燃性の物が望ましい）手

首の露出しない物で指先まで保護されて

いること 

指先と手首が隠れる、手が滑らない手袋で

あればよいです。買うのであれば、ネット

通販か近所のショップで探してみましょ

う。１万円程度で手に入ります。スパルコ、

プーマ、アルパインスターズなどがメジャ

ーなブランドです。 

上記解説のように、あるものでも構いませんが、せっかく走るのですから、ジェット型ヘルメット（4

万円程度）とレーシンググローブ（1万円程度）ぐらいはそろえた方が、気分がシャキッとして「その

気」になれます。どうしても「1 回限りだから買いたくない」と言う方は、別途ご相談ください。 

 

(14) (14) (14) (14)  どんな人がどんな人がどんな人がどんな人が面倒を見て面倒を見て面倒を見て面倒を見てくれるのですか？くれるのですか？くれるのですか？くれるのですか？    

往年の名ドライバーである津々見友彦校長と、余郷敦ドライバーです。もちろん必要に応じ経験豊富な

当クラブ会員がお手伝いします。当クラブの会員は皆ポルシェを楽しむ仲間ですから困ったこと・わか

らない事は遠慮なく誰にでも聞いて頂ければ良いのですが、その中でも特に面倒見の良い会員を事前に

ご紹介しますので、心配は何もありません。 

 

(15) (15) (15) (15)  事故が起こったり怪我をした事故が起こったり怪我をした事故が起こったり怪我をした事故が起こったり怪我をした場合場合場合場合どうどうどうどうななななるのですか？るのですか？るのですか？るのですか？    

サーキット走行においては、基本的に何が起ころうとも全て自己責任・自己負担です。 

ですから、クラブ会員が自分の車両に皆さんを乗せてドライブする場合、クラブ会員は最大の注意を払

って安全の確保に努めることになります。不幸にして事故を起こし誰かが負傷しても、その賠償は誰に

も請求できません。プロにドライブしてもらう場合も同様で、たまたまスピンしてガードレールにぶつ

かって車両がへこんでも、車両所有者が修理の負担をします。また逆に、車両の不具合が原因で事故を

起こしてプロが負傷しても、車両所有者への損害賠償請求はありません。 

いずれにしても、「事故を起こさない・車を壊さない・負傷をしない」をモットーに、無理をせず安全面

に最大の注意を払ってスポーツ走行を楽しむのがサーキット走行の原則です。 
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(16) (16) (16) (16)  経験豊富な人の速い車と一緒に走るのですか？経験豊富な人の速い車と一緒に走るのですか？経験豊富な人の速い車と一緒に走るのですか？経験豊富な人の速い車と一緒に走るのですか？    

そうです。ただ、当クラブではビギナーや自信のない人は、目印として太い黄色いテープをリアウイン

ドウ左上から右下に斜めに張り初心者マークとしています。上級者はこの目印の車の５ｍ以内に近づい

てはいけないというのがルールになっていますから怖くはありません。 

サーキットの走り方として、ビギナーはむしろ速い車を変に避けたりしないで、自分のラインを走って

いる方が安全です。上級者が旨く追い越して行ってくれます。 

 

(17) (17) (17) (17)  サーキット走行はビギナーにはハードルが高いように思えますが・・？サーキット走行はビギナーにはハードルが高いように思えますが・・？サーキット走行はビギナーにはハードルが高いように思えますが・・？サーキット走行はビギナーにはハードルが高いように思えますが・・？    

低くはありません。だからこそポルシェクラブ六本木はこの「ビギナー向け特別プログラム」を企画し

たのです。このプログラムに参加して頂くと、初体験のハードルはほとんどないと考えて頂いても良い

と思います。何故なら、ハードルというのは「分からない事・知らない事・初めての経験への心理的不

安」が要因であり、その不安を解消するのがこのプログラムだからです。 

 

(18) (18) (18) (18)  誰でも誰でも誰でも誰でもサーキット走行を「楽しサーキット走行を「楽しサーキット走行を「楽しサーキット走行を「楽しむむむむ」レベルになれるのでしょうか？」レベルになれるのでしょうか？」レベルになれるのでしょうか？」レベルになれるのでしょうか？    

なれます。 

「カッコいいから」「価格が高いから」「見栄で」「お目当ての女性を食事に誘うため」などの理由でポル

シェに乗っている人は別として、ベントレーやアストンマーチンではなくポルシェを選ぶ人には潜在的

に「ドライビングプレジャーを求める」意識があるのだと思います。その潜在意識が顕在化するひとつ

のトリッガーが「サーキットでのスポーツ走行」なのです。そして、このプログラムが皆さんの潜在意

識を解放するお手伝いをします。 

 

 

 

是非是非是非是非一度一度一度一度このプログラムに参加このプログラムに参加このプログラムに参加このプログラムに参加してみてしてみてしてみてしてみてください。ください。ください。ください。    

次回のイベントが待ち次回のイベントが待ち次回のイベントが待ち次回のイベントが待ち遠遠遠遠しくなる事しくなる事しくなる事しくなる事、間違いありません、間違いありません、間違いありません、間違いありません。。。。    

    

 

 

以上 

    


