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FIM アジア並びに FIM アジアロードレース常任委員会は、如何なる場合であっても規則に
ある全ての条項を改訂することができる。
規則書が完成した後に変更や改訂が生じた場合、それは電子的に行われ、オンライン版が前
規則に代わるものとする。
常任委員会の構成は、
・ FIM アジア代表者 1 名
・ トゥーホイールモーターレーシング（TWMR）代表者 1 名

とし、メンバーの利益に関わる全てのアジアロードレースに関し審議、決定する。
常任委員会の招集手順、ミーティング手順（電話またはその他電子的方法）、任命や
欠席時の代理等全ての手順は常に両メンバーの同意の元に行われる。常任委員会の決
定は最終のものとされる。

一般規約および条件
本規則発行前の全ての規則は、本規則にとって代わられる。
アジアロードレース選手権(以下選手権とする)に参加するすべてのライダー、チーム関係者、
オフィシャル、主催者及び関係者全ては、自ら、および自らの雇用人、代理人に、下記の規
則の条項を遵守させる義務がある：
１． スポーツ規則
２． 技術規則
３． 規律および裁定規則
規則は、随時補足および改訂される。
上記に明記された者は、アジアロードレース選手権規則(以下規則とする)に則り、ペナルテ
ィー対象者となりうる。規則は、さまざまな言語に翻訳される場合があるが、解釈に関して
疑義が生じた場合は、公式の英語版規則が優先される。
自らのエントリーに関係する人物全員に，規則の条件を保守させるのがチームの責任であ
る。規則を遵守することは、ライダー、あるいはイベントにマシンを出場させる他の者とチ
ームの合同かつ個別の責任である。
エントリーしているマシンと何らかの形で関係する者、あるいはパドック、ピット、ピット
レーン、またはコースにいる者は、全員がイベントの間、常時適切なパスを身に着けていな
くてはならない。
アンチドーピングコード
関係する者全ては、FIM アンチドーピングコードを熟読しなければならない。状況に応じて
ペナルティーが科せられる。

1

１．

スポーツ規則

１．１

序論

1.1.1 ライダーとチームのための選手権が開催される。
１．２

イベント

1.2.1 イベントは、技術及びスポーツチェックの開始予定時刻になった段階で開始したと
見なされ、すべてのレース終了後の抗議提出期限が終了し、技術的、またはスポー
ツ的な立証が終了した段階（いずれか遅い方）で終了したとみなされる。
レースコントロールは、すべての設備が使える状態のまま、抗議提出期限が終了す
るまで待機し、すべてのオフィシャルとマーシャルも、その間、レースディレクシ
ョン及び FIM アジアスチュワードの要請に答えられるように待機していなければ
ならない。
1.2.2 イベントは、ＦＩＭアジアが当該選手権用に承認したサーキットで開催されなくて
はならない。
1.2.3 イベントで併催できるレースは、TWMR が承認したサポートレースとし、イベント
スケジュール（1.12）に変更を及ぼさないレースのみとする。
1.2.4 イベント中に、
“デモンストレーション”や“ディスプレイ”などのように 4 輪のレ
ースを含み車両を用いた活動を行う場合、事前に TWMR の承認を受けなくてはな
らない。
1.2.5 主催者は、プロモーターによって指名される。
1.2.6 主催者は、イベントのスムーズかつ効率の良い進行のために必要な設備と人員を提
供することに関して責任を持つ。
1.2.7 TWMR は、TWMR の定める全参加者、マニュファクチャラー、ライダー、スポン
サー、チーム、サービス会社及びオフィシャルが大会期間中の事故により補償され
る第三者保険をカバーする保険を手配するか各主催者より提供を受けるものとする。
第三者保険は、FIM アジア及び主催者による第三者に対する補償も規約に含まれて
いなければならない。規約は英語で記載され、主催者、TWMR 及び FIM アジア事
務局に大会の 20 日前までに提出されなければならない。各大会で補償される額は
最低 50 万 US ドルとする。保険適用の開始はレース前の水曜日の午前 8 時（土曜
日決勝の場合は火曜日）とし、レース後の月曜日 24 時までとする。
（土曜日決勝の
場合は日曜日）
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主催者が、独自に第三者保険を準備する場合、本事項 1.2.7 に記載されている補償
以上のものとし、保険会社の署名捺印のされたあ保険証券を TWMR 及び FIM アジ
ア事務局に提出しなければならない。本件に関する申請（用紙は TWMR より提供）
大会の 20 日前までに TWMR に郵送または発送されなければならない。
1.2.8 大会の 3０日前までに、大会主催者は、FIM アジア及び TWMR に下記情報を提供
しなくてはならない。


連絡の為のオーガナイザーの名前と住所、および連絡用の電話番号、ファック
ス番号及び e-mail アドレス



イベントの開催日および開催地



サーキットの詳細図。進行方向（時計回りであるか、逆時計回りか）
、及び全
長。



サーキットにおけるライダーインフォメーションセンターと公式伝達ボード
の位置



第三者賠償保険を担当する会社の名前および住所、および保険証番号



主催国協会名称と住所



競技監督氏名（FIM クラークオブザコースライセンス番号併記）



チーフメディカルオフィサー（ＣＭＯ）氏名、住所、および電話番号



当該大会指定病院名、住所及び電話番号

特記 主催者は、大会特別規則の作成並びに発行を要求されない。
1.2.9

大会の遅くとも 14 日前までに、TWMR は上記の情報を印刷し、イベントに参加
するすべてのチーム宛に発送する。

１．３

パドック

1.3.1 遅くとも火曜日から、チームがパドック、ピットボックス、および他のすべての設
備を使えるように準備され、レース終了後の朝 5 時までは、競技参加者がこれを使
用できるようにしなくてはならない。
1.3.2 パドックは、ピット設営を行うために到着したチームが、７時から２０時３０分の
間、出入りが可能でなければならない。
1.3.3 パドックが使用されている間中、サーキットとパドックの車両進入ゲートは 24 時
間体制で警備されていなければならない。
1.3.4 パドックが使用されている間中、全ライダー、チーム、マニュファクチャラー、ス
ポンサー、サービス会社、オフィシャル、FIM アジア、TWMR 等のためにサーキッ
ト内の基本的な医療サービスと消火サービスが用意されなければならない。
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1.3.5 日曜日のレースに先立つ水曜日の深夜０時から、レース後の月曜日の深夜０時まで、
パドックエリアには完全な警備体制が整っていなければならない。
１．４

オフィシャル及び組織

下記の全てのオフィシャルは大会の円滑な運営のために必要とされる時間までに集合して
いなければならない。
1.4.1

常任オフィシャル

全ての選手権常任オフィシャルは、常任委員会が任命する。
以下の全てのオフィシャルは監督業務を行う監督者として任命される。病気または不可抗
力の場合以外、オフィシャルは各大会に出席するものとされる。
レースディレクター
適切な規則運営、プラクティス及びレースが効率よく行われているかの監督責任を有する。
レースディレクターは、罰則に関する権限を持たない。
レースディレクターは、競技監督と常に相談の上仕事に従事する。
レースディレクターは下記部分について優先的な権限を有し、競技監督はその合意を示し
命令を下す。
・ プラクティス及びレースの運営、タイムテーブルの維持、そして必要な場合、レースデ
ィレクションに対してスポーツ規則に準拠したタイムテーブルの変更を提案する。
・ もし、継続する事によって安全が確保できないと判断する場合、スポーツ規則に準拠し
プラクティス又はレースを停止し、適切な再スタート手順が取れるか確認する。
・ スタート手順
・ メディカルカ―または高速介入車両の使用
テクニカルディレクター
技術規則が適切に遵守されているか確認し、車検の管理及び技術的抗議の対応を行う。
テクニカルディレクターは彼の独断により、安全上の理由から如何なるパーツの使用も拒
否することが出来る。テクニカルディレクターは、随時、技術規則に関わる一般的デザイン
ガイドラインを発行及び改訂することが出来る。
。
メディカルディレクター
主催者によって任命され、チーフメディカルディレクターとの連絡に関して責任を有する
とともにメディカルコードが適切に遵守されているか確認する。
セーフティーオフィサー
安全に関する全般的な監督責任を有する。
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スターター
スタート手順に関する責任を有する。
1.4.2

各大会におけるオフィシャル
全てのイベントオフィシャルは各大会毎に任命され、FIM によって承認される。
A) FIM アジアが任命するオフィシャル
1) 審査委員長及び国際審査団メンバー2 名（FIM スポーティングスチュワ
ードライセンス所持者）イベントが規則に準拠して開催されているかに
関する責任を有する。
B) 主催国協会/主催者が任命するオフィシャル
2) 競技監督（競技監督ライセンス所持者）
役務は
a. 大会期間中に施設が適切な準備を整えているか、大会を開催するにあたり
必要とされる法的要件を満たしているか確認する。
b. 全てのオフィシャル及びサービスが配置についているか確認する。
全てのトラック人員及び装備の配置（マーシャル、消化設備、モトタク
シー、回収車両、介入車両、フラッグ等）がプラクティスセッシ
ョン及びウォームアップの最低 30 分前までにサーキット全周にわたり
配備されているかどうか。
レースディレクター、FIM アジアセーフティーオフィサー、競技監督及び
メディカルディレクターが、毎日の最初のプラクティスセッションまたは
ウォームアップラップ前に最終インスぺクションを行い、規則通りに準備
されているか確認する。
最終インスペクションラップにおける各フラッグマーシャルポストにお
いてイエローフラッグが振動提示され、フラッグ及び FIM アジアセーフ
ティーオフィサーの要望する装備も準備されていなければならない。
c. 大会のスムーズかつ円滑な運営のための決定を下す。
d. 大会が規則の範囲内で運営されているか確認する。
e. レースディレクションに対して抗議に関する報告を行う。
f.

暫定結果（プラクティス、ウォームアップ、スターティンググリッド及び
レース）に速やかに署名及び時間を記載し、国際審査団に報告する。
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3) 事務局
役務は
a. 大会期間中、オフィシャル間の円滑な伝達を補佐する。
b. 国際審査団、レースディレクション及び FIM アジアスチュワードへの秘
書的役割を果たす
4) その他オフィシャル
大会の効率のよい運営に必要とされるマーシャル、テクニカルスチュワード、
警備員、メディカルスタッフ等
各大会におけるオフィシャル間のコミュニケーションは、当該役務を担当する常
任（パーマネント）オフィシャルを経由して行うこととする。
1.4.3

レースディレクション
選手権のレースディレクションは、常任委員会によって任命される。

1.4.4

FIM アジア審査委員
FIM アジア審査委員は、大会毎に FIM アジアが任命する。

１．５
1.5.1

審査委員
大会の運営は、下記構成メンバーによる審査委員会によって行われる。
FIM アジアによって任命された審査委員長。議長となる。
FIM アジアによって任命された第 2 審査委員及び主催国協会によって任命された、
第 3 審査委員
TWMR によって任命されたデレゲート
FIM アジアレースディレクター
FIM アジアテクニカルディレクター
競技監督
FIM アジアセーフティーオフィサー

1.5.2

国際審査団メンバーの役務は常に下記のとおりとする
―大会のスムーズかつ効率のよい運営を確認する。
―規則に反する事例に関する助言をレースディレクションに行う。
―規則違反がある場合、レースディレクションに報告する。
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1.5.3

国際審査団は、大会期間中必要に応じて招集されるが、最低下記ミーティングを
行う。
―第１回プラクティスセッション前
―プラクティス日の終了時
―大会終了時

1.5.4

国際審査団の定足数は３名とする。
投票を必要とする決定の場合、審査委員長、第 2 及び第 3 審査委員のみ投票権を
持っている。
全メンバーが１票を有する。決定は単純過半数による。同票が生じた場合、審査
委員長が決裁権を有する。

1.5.5

テクニカル及びメディカル FIM アジア代表及び環境スチュワードは国際審査団に
出席する事が出来る。国際審査団委員長は、会議の円滑化のためにその他オフィシ
ャルまたは人員を会議に招くことが出来る。

1.5.7

国際審査団の役務
車検、プラクティス及びレースに関する報告を様々なオフィシャルから受ける。
大会の更なる円滑かつ」効率よい運営のための助言を主催者に行う。

１．６
1.6.1

レースディレクション
レースディレクションの構成は以下のメンバーとする。
・

FIM アジア代表

FIM アジアセーフティーオフィサーが議長となる

・ TWMR 代表
・ レースディレクター
1.6.2

レースディレクションミーティングの定足数は 2 名とする。

1.6.3

各メンバーは 1 票の投票権を有する。決定は単純過半数で行われる。

1.6.4

レースディレクションは大会期間中、必要に応じて招集される。

1.6.5

レースディレクションの役務は以下のとおり
a) 規則に明記されたとおりに決定する
b)

FIM アジアロードレース選手権規則に則り、大会の安全、円滑な運営を確実に
するための運用を行う。
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c) 安全条件を考慮したレースフォーマットまたは/及びプラクティスセッショ
ンの変更。これは規則に記載され得ない状況を解決するために絶対的に必要
と判断された場合に限る。このような例外的な状況の場合、規則の特定条項
を上回るものとする。
d)

規則に明記されている以外の条件を解決しなければならない場合、レースデ
ィレクションは、プレレースインストラクション（レース前指示）または状
況説明、場合によってはレース前規則（特定サーキットにおける特別なケー
スとして）を発行する場合がある。しかし、そのような場合、規則に明記さ
れた期間内に発行されなければならない。

e) 大会の円滑かつ適正な運営を怠った主催者または重大な規則違反をした大会
に対するペナルティーを科す。
f)

規則違反に関連する抗議への裁定を行う。

１．７
1.7.1

FIM アジア審査委員
FIM スポーツスチュワードライセンスを所持する FIM アジア審査委員 3 名で構
成されるパネルとし、会の議長は、審査委員長とする。

1.7.2

審査委員長とその他委員は規則の遵守を管理する。年に 4 回以上の審査委員を務
める場合、状に似員会の承認を必要とする。

1.7.3

FIM アジア審査委員会の定足数は 2 名とする。

1.7.4

審査委員長が大会を欠席となる場合、第２審査委員がその空席を埋める。

1.7.5

各メンバーは 1 票の投票権を有する。決定は単純過半数で行われる。タイが生じ
た場合、議長が決裁権を有する。

1.7.6

FIM アジア審査委員は大会の運営に関する役職と兼務しない。

1.7.7

FIM アジア審査委員会は、大会期間中いつでもミーティングを開催する事が出来
る。

1.7.8

FIM アジア審査委員会は以下に関して責任を有する。
a. 大会が、規則に準拠して行われているか確認し、規則違反のある場合、レース
ディレクションに報告する。。
b. レースディレクションの決定に対する抗議の裁定を行う。

1.7.9

FIM アジア審査委員会の全ての決定は、レースディレクション並びに関係する全
ての者に書面で通達される。
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１．８

カレンダー

1.8.1

各選手権の対象となるレースのカレンダーは、原則として選手権開催の 12 月 1
日までに発表される。

1.8.2

常任委員会は、暫定カレンダーにおけるイベントの増加、削除またはキャンセルに
関する権利を有する。

１．９
1.9.1

クラス
以下のカテゴリークラスが設定される。
―

アジアスーパーバイク 1000（ASB1000）

―

スーパースポーツ 600（SS600）

―

アジアプロダクション 250（AP250）

―

アンダーボーン 150（UB150）

１．１０

競技参加適格者

1.10.1 ライセンス
ライダーは、それぞれの協会が発行する有効な FIM コンチネンタルライセンス（ア
ンダーボーン、アジアプロダクション、スーパースポーツ、スーパーバイク）を所
持していなくてはならない。大会によって FIM アジアまたは TWMR の指定する
ライセンスライセンスが発行される場合がある。ライセンスを受けるために、ライ
ダーは、所属する国の協会が発行するライセンスを所持していなければならない。
各アンダーボーン、アジアプロダクション、スーパースポーツ、スーパーバイクク
ラスのライセンスを発行するための最低年齢は以下の通り。
―

アンダーボーン

13 歳

―

アジアプロダクション

13 歳

―

スーパースポーツ

16 歳

―

スーパーバイク

18 歳

ライダーの最低年齢は、ライダーがその年齢に達する年とする。最高年齢に関して
は、ライダーが 50 歳になる年の年末までとする。
１．１１

エントリー及びワイルドカード

1.11.1 各チーム当該年の 2 月 1 日までに TWMR 事務局に当該年を通してアンダーボー
ン、アジアプロダクション、スーパースポーツ及びスーパー場イックの全クラスに
ついて有効となるチームのエントリー用紙を提出しなければならない。但し、特別
な事情のある場合を除く。同時に、チームはチームの指定するサーキット名と共に
ライダー名および参加クラスも提示しなければならない。アンダーボーン、アジア
プロダクション、スーパースポーツ及びスーパーバイク並びにアジアスーパーバ
イクタイヤ開発チームはテストを行うサーキットの中で公式支給タイヤをテスト
するサーキット名を告知しなければならない。
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1.11.2 各エントリーには、FIM 規定に準拠したライダーにかけられている保険の証券番
号並びに満期日が明記されていなければならない。
1.11.3 各チームは、アンダーボーン、アジアプロダクション、スーパースポーツ、スーパ
ーバイク並びにスポーツイベントの FIM アジアの全戦に参加することを誓約しな
ければならない。例外は以下の場合のみ認められる。
―

既に参加しているライダーの負傷によるエントリーの取り下げや、使用車両
の損傷、または不可抗力によるもの。

―

医療的理由による取り下げの場合、当該大会のチーフメディカルオフィサー
またはメディカルディレクターの支持書がなければならない。

―

チームは、更にアジアロードレース選手権におけるアンダーボーン、アジアプ
ロダクション、スーパースポーツ、スーパーバイク及び FIM アジアサポート
カップクラスへのエントリーを医療的理由または不可抗力な理由から取り下
げる場合がある。
医療的理由の場合、資格ある医師による診断が必要とされる。
チームは、エントリー義務を遂行するために有能であると FIM アジア及び
TWMR が認める代理ライダーを立てる努力をしなければならない。

―

医療的または不可抗力の理由以外による取り下げの場合、チームは、FIM a 字
ア及び TWMR の双方の承認を得なければならない。（双方ともに承認するた
めの理由は必要としない）チームは、アジアロードレースにエントリーしてい
るクラスへの代替えライダーを立てることが出来、残りのアンダーボーン、ア
ジアプロダクション、スーパースポーツ、スーパーバイク及びＦＩＭアジアサ
ポートカップのクラスへ参加する。シーズンにつき 1 名の代替えライダーが
認められる。特例については FＩＭアジア及びＴＷＭＲで審議する。

1.11.4 チームが代替えライダーを立てられない場合、FIM アジア及びＴＷＭＲは、エント
リー数を満たすまで大会毎に他のチームからのライダーの追加を認める。事項
1.10 は、全ての代理及び代替えライダーに関して適用される。
1.11.5 各大会、主催国協会は 4 名のワイルドカードライダー、他に 4 名のライダー（Ｔ
ＷＭＲ2 名＋プロモーターの承認のもとに開催施設から 2 名）がワイルドカード
として認められる。アンダーボーン及びアジアプロダクションクラスも同様とす
る。主催国協会または開催施設がワイルドカードエントリー数を満たせない場合、
プロモーターがのころ分のワイルドカードを使用することが出来る。ワイルドカ
ードライダーは、一大会有効なＦＩＭコンチネンタルライセンスまたは主催国協
会のライセンス所持者でなければならない。
サポートイベントクラスのライセンスは如何なる協会のライセンスでも可能とし、
エントリーは主催国協会からＦＩＭアジアに対して公式エントリー硫黄氏を使用
して大会の 30 日前までに行われなければならない。これらエントリーは、レース
ディレクションの承認を必要とする。
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ワイルドカードエントリーは、事項 1.11.2（保険要件）の対象とする。ワイルド
カードの保険は、主催国協会の責務とする。
1.11.6 FIM アジアはスーパースポーツ 600 並びにアジアスーパーバイク 1000 クラス
に 2 名のワイルドカードを申請することが出来、当該ワイルドカードライダーは
FIM コンチネンタル一大会ライセンスを所持していなければならない。エントリ
ーは、公式エントリー用紙を使用して大会の 30 日前までに FIM アジア事務局に
送られなければならない。
このエントリーは、アジアロードレース委員会の承認を必要とする。FIM アジア
に承認されたワイルドカードライダーは、事項 1.11.2 保険要件を条件とされる。
1.11.7 ライダーは、レースディレクター及びレースディレクションが開催するブリーフ
ィングに出席することは義務とされる。
ライダーは、ブリーフィング日時をチームを通じて書面で知らされる。
ブリーフィングに欠席した場合、次に行われスプラクティスまたはレースから失
格とされる。
レースディレクションは免除する場合がある。
1.11.8 初めてのブリーフィングセッションが予定されている日の午後 5 時より選手権委
初めて参加するライダーの為の義務ブリーフィングが開催される。このブリーフ
ィングを欠席した場合、大会から失格とされる。レースディレクションにより免除
される場合がある。
1.11.9 ライダーがイベントに参加したと定義されるためには、最低 1 回のプラクティス
セッションに参加しなければならない。
1.11.10 ライダーがスタート後 1 周目を終えたた時点でレースに参加したこととされる。
1.11.11 選手権に参加する全ライダーは、最低補償額を満たす保険に加入していなけれ
ばならない。最低補償額（US ドルまたはその他通貨）は以下の通りとする。
a) 死亡

35,000 ドル

b)

65,000 ドル

身体障害

c) 送還費用

3,500 ドル

d)

13,000 ドル

治療費

各ライダーは、保険証券コピーを受付時に提示しなければならない。提示できない
ライダーは、そのエントリーを拒否される。
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1.11.12 チーム及びライダーによる公式発表
a)

チーム及びライダーは、アジアロードレース選手権に損害または悪影響を
及ぼす公示やプレスリリースの発行を避けなければならない。従って、ラ
イダー、チーム及びチーム監督及び/又は人員及び/又は代表等により、無
責任に ARRC メンバーの法的利権またはアジアロードレース選手権及び
スポーツの規範に反するようなリリースや公示を控えなければならない。

b)

ARRC メンバーの法的利権または MotoGP 及びスポーツの規範に反する
一般告知内容には下記が含まれるが、それに限定されるものではない。
➢

ARRC メンバーに対する無責任な攻撃、軽蔑、悪評または損害を与
える声明またはメディアに対するコメント

➢

無責任な評価や、イメージまたはスポーツそのものに対して不当にチー
ムライダーやメンバーを害するような、メンバーチームのライダーが知
り得るまたは当然知りうるパブリックコメントは、明確に本規則の適用
範囲とする。

➢

ARRC メンバー及び/またはアジアロードレース選手権の方針に関する
意見の相違についての責任ある合法な表現は禁止されない。

１．１２

スケジュール

1.12.1 大会の基準スケジュールは以下のとおりとする。
木曜日
10:00-12:30

受付（全クラス）

14:00-16:30

受付（全クラス）

13:30-14:30（60 分） 車検及びスポーツチェック（AUB150）
14:30-15:30（60 分） 車検及びスポーツチェック（AP250）
15:30-16:15（45 分） 車検及びスポーツチェック（SS600）
16:15-17:00（45 分） 車検及びスポーツチェック（ASB1000）
17:00-

ブリーフィング（全ライダー）

金曜日
08:30-09:00（30 分） プラクティス１ （UB150）
09:10-09:40（30 分） プラクティス１ （AP250）
09:50-10:20（30 分） プラクティス１ （SS600）
10:30-11:00（40 分） プラクティス１ （ASB1000）
11:20-11:50（30 分） プラクティス２ （UB150）
12:00-12:30（30 分） プラクティス２ （AP250）
12:40-13:10（30 分） プラクティス２ （SS600）
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休憩
13:40-14:20（40 分） プラクティス２ （ASB1000）
14:30-15:00（30 分） 予選

（UB150）

15:10-15:40（30 分） プラクティス３ （AP250）
15:50-16:20（30 分） プラクティス３ （SS600）
16:30-17:10（40 分） プラクティス３ （ASB1000）
土曜日
08:30-08:40（10 分） ウォームアップ （UB150）
08:50-09:20（30 分） 予選

（AP250）

09:30-10:10（40 分） 予選

（SS600）

10:20-10:50（30 分） スーパーポール（上位 15 台）（UB150）
11:00-11:40（40 分） 予選

（ASB1000）

休憩
13:05-

レース１

（UB150）

14:00-

レース１

（AP250）

14:55-

レース１

（SS600）

16:00-

レース１

（ASB1000）

日曜日
09:30-09:40（10 分） ウォームアップ （UB150）
09:50-10:00（10 分） ウォームアップ （AP250）
10:10-10:25（15 分） ウォームアップ （SS600）
10:35-10:55（20 分） ウォームアップ （ASB1000）
休憩
13:05-

レース２

（UB150）

14:00-

レース２

（AP250）

14:55-

レース２

（SS600）

16:00-

レース２

（ASB1000）

1.12.2 上記予定は以下の場合に限り変更される。
―

FIM アジア及び TWMR による大会前の変更

―

レースディレクションによる大会中の変更

―

レースプログラム/レーススケジュールは、LIVE TV に合わせるためまたは
不可抗力により変更される。
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１．１３

テクニカルコントロール/ドーピングコントロール

1.13.1 参加する全車両は、発行されたスケジュールに従い、テクニカルスチュワードによ
って安全に関する確認が第 1 回プラクティス前に行われなければならない。
チームはテクニカルコントロールに 1 台以上の車両を提出することができる。そ
してそれら車両は、車検員によって特別な識別が施される。
レースディレクションによって例外が認められる場合以外、テクニカルコントロ
ールのスケジュールに従わないチームはイベントに出場することができない。
1.13.2 テクニカルコントロール(車検)の手順は、技術規則事項 2.1、2.2 及び 2.3 に明記
される。
1.13.3 ドーピングコントロールを受ける如何なるライダーも、その通知を受けてから 1
時間以内に身分証をとともにメディカルセンター内にあるドーピングコントロー
ルルームに届け出なければならない。
１．１４

プラクティス

1.14.1 プラクティス及び UB150、AP250、SS600、ASB1000 のテスト規制
a. プロモーターの承認を得ずに行うレース開催の土曜日から起算して 21 日前
に行うライダーによるテスト
・21 日以内の如何なる活動もレースディレクション、TWMR 及び FIM アジ
アの承認を要する。
b. 不可抗力の場合、FIM アジアにより例外が認められる場合がある。例えば、チ
ームが、負傷したライダーに代えてライダーを招聘した場合で、当該ライダー
が、選手権開催サーキットで練習をしていた場合。
c. オフィシャルプラクティスの開始前の 4 日間は、エンジンを使用しない車両
のみトラック上に入ることが出来る。
TWMR 及び FIM アジアによって例外が認められる場合がある。本規則に違
反した場合、その違反した日によってライダーのエントリーが拒否されるか、
当該サーキットでの選手権の参加を拒否される。
1.14.2 プラクティスセッション（ウォームアップ含む）
a) ピットレーン出口でグリーンライトが点灯した時点で、ライダーはピットレー
ンからプラクティスを開始する。
b)

プラクティスの時間は、グリーンライトが点灯した時点から開始される。プラ
クティスの残り時間を示すために、見やすいボード、またはカウントダウンが
ピットレーンで掲示される。
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c) プラクティスの終了は、2 本のチェッカーフラッグが振られることによって示
される。この時に、ピット出口は閉鎖される。ライダーのタイムは、時間が終
了し、彼がチェッカーフラッグを通過するまで計測される。チェッカーフラッ
グ後、ライダーはピットに入る前にさらに１周走行することができる。
d)

プラクティスが事故やその他理由により中断された場合、スタートライン及
びすべてのマーシャルポストで赤旗が掲示される。すべてのライダーはゆっ
くりとピットレーンに戻らなくてはならない。プラクティスが再開されるこ
とになったら、プラクティスの残りの時間は、レースディレクションによる調
整の無い限りピットレーンのカウントダウンデバイス、および公式タイムキ
ーパーに赤旗が表示された時点で表示されていた残りの時間とする。

e) 一旦プラクティスが開始されたら、如何なる者もサーキットのコース路面状
況を変更することは b 認められない。これには、レースディレクター及び/
または FIM アジアセーフティーオフィサーの許可及び/または指示無ではト
ラック上の清掃も認められないトラックマーシャル及びフラッグマーシャル
も含まれる。
1.14.3 モーターサイクル
ライダーは、いずれも自身のチーム名で車検を受けていることを条件に１台のマ
シンをプラクティスで使用することが認められる。使用したマシンが破損した場
合、テクニカルディレクターによる検証を受けなければならない。
1.14.4 ラップタイム
全ライダーの全てのラップが計測される。
1.14.5 クォリファイプラクティスの結果
結果はクォリファイプラクティスに参加した全てのライダーの記録された最も良
いタイムに従って出される。
全てのクォリファイプラクティスがキャンセルとされた場合、フリープラクティ
スに参加した全てのライダーの記録された最も良いタイムに従って出される。
タイ（同タイム）の場合、2 番目に良いタイムが考慮される。
１．１５

レース出場資格（全クラス）
レースの出場資格を得るためには、各ライダーは、当該クラスの最も速いライダー
のタイムの 107 %と同等のタイムを出していなくてはならない。予選通過基準を
満たしていないライダーは、同一セッション内にそのセッションの最も速いライ
ダーのタイムの 107 %と同等のタイムを出していれば参加することが認められ
る。
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最後のクォリファイプラクティスまでに予選基準を満たせないライダーは、レー
スディレクションが認めない限り、以降の競技に参加することは出来ない。
（アンダーボーン 150 については、スーパーポール予選について追加の特別規則
（ASR）に明記される）
１．１６

グリッドポジション
1.16.1 スターティンググリッド上のライダーのサイドポジションはサーキット
査察時に決定する。

1.16.2 全クラスのスターティンググリッド形状は、3-3-3 の梯子状とする。
前後列のポジションはオフセットされる。
各列間の距離は、９ｍとする。
1.16.3 ASB1000、SS600 及び AP250 レース１及びレース２のグリッド位
置は、クォリファイプラクティスにおけるライダーのタイムによって決
められる。
UB150 の上位 15 名のグリッド位置は、スーパーポールクォリファイ
のタイムによって決定される。
1.16.4 タイが生じた場合、2 番目に速いタイム及びベストタイムの時点のタイ
ムが考慮される。
1.16.5 最終のスターティンググリッドは、各レースの 1 時間前に発表される。
１．１７

レース

1.17.1 レース距離は以下のパラメーターに従っていなければならない。
― UB150

最低２５Km

最大５０Km

― AP250

最低３０Km

最大６０Km

―

最低４５Km

最大７５Km

― ASB1000 最低５５Km

最大８５Km

SS600

カレンダー確定後に、FIM アジア並びに TWMR によって決定される。
1.17.2 レース距離は、レースディレクションが決定することが出来る。
1.17.3 レース中、視認性のよりカウントダウンボードによって残りの周回数が表示され
る。
1.17.4 計時室の電源が一般的な常設電源である場合、いずれも UPS（無停電電源装置）
と発電機の両方に常時接続されていなければならない。
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１．１８

スタート手順
1． 最低 1 周のサイティングラップを走行したライダーのみが、最終グリッド表
に示された自身のグリッド位置からレースをスタートすることができる。い
かなる状況においても、ピットレーンからマシンを押してグリッドへ移動す
ることは認められない。
２． UB150、AP250、SS600 クラスのスタートの約 15 分前（ASB1000
に限り 20 分前、再スタート時も

しくはスケジュールの変更されたレース

を除く）
、ピットレーン出口がサイティンラップに向け開放される。
ピットレーン出口でグリーンライトが点灯される。
ピット出口にて、５、４、3，２、１分前の順にカウントダウンボードが
提示される。
ライダーは、ピットレーン上での調整やピットボックス外でのタイヤ交換が
行われるピットレーンを通過することにより、サイティングラップを１
周以上行うことが出来る。ピットボックス内で如何なる調整も行われてはな
らない。この規則の違反が確認されたライダーはレースから除外される。
３．UB150、AP250、SS600 クラスのスタートの約 10 分前（ASB1000 ク
ラスに限り 15 分前、再スタート時もしくはスケジュールの変更されたレース
を除く）、ピットレーン出口が閉鎖される。
ピットレーン出口ででレッドライトが点灯される。
４．グリッドに並ばないライダーは、ピットレーン出口にいるマーシャルの指示
の基、ピットレーンからウォームアップ走行をスタートすることがきる。
ピットレーンからウォームアップ走行をスタートするライダーは、レースを
グリッド最後尾からスタートしなければならない。グリッド最後尾からのス
タートを守らないライダーにはライドスルーペナルティーが与えられる。再
スタート時の場合、ライダーはオリジナルの位置に着くことが出来るが、3 周
以内にライドスルーペナルティーを実施しなければならない。
５．サイティングラップ終了後にグリッドに戻ったライダーは、グリッド後方で
止まり、エンジンを停止しなければならない。その後モーターサイクルをチ
ームメンバーが歩くようなペースでグリッド位置まで押して行く。その際に
ライダーは降車しても乗車のまグリッド位置まで移動しても良い。
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グリッド上のライダーには、メカニックとアンブレラを持つ 1 名を含む最大
5 名の関係者が傍についても良い。グリッドに立ち入る者はすべて、グリッ
ドパスを着用していなければならない。
グリッドに着いた時点でヘルメットを取らなければならない。再スタート時
とウェットレースの場合を除く。
ライダーが各自のグリッド位置をみつけ易いよう、オフィシャルがコースサ
イドにてグリッドの列番号を示したボードを提示する。
６．レースをウェットかドライのいずれかを宣言することはない。事項 1.20 参
照。
７．この時点でライダーは、コースコンディションに応じたマシンの調整や、タ
イヤ交換をグリッド上で行うことができる。
グリッド上でのタイヤウォーマーの使用が認められる。バッテリー等他の電
動工具はグリッド上で使用することが認められない。グリッド上でのタイヤ
ウォーマーを使用する為に車両 1 台に付き 1 基のジェネレーターを使用する
ことが出来る。ジェネレーターはコンパクトなポータブルタイプで最大電力
2 キロワットが 2 つ迄でなければならない。ジェネレーターの音量は最大
65dB/A とする。
グリッド上でのエンジンスターターの使用もまた認められる。
ジェネレーターおよびエンジンスターターは、マシンの後方に置かれなけれ
ばならない。
全ての調整作業は、3 分ボードの提示までに完了しなければならない。
3 分前ボードの提示後も調整を続けるライダーは、マシンを押してピットレ
ーンに移動しなければならない。上記のような状況のライダーは、そのマシン
と共に１分前ボードの提示までにグリッドを離れ、ピットレーン内に移動しな
ければならない。ピットレーン上では、引き続きマシンの調整、また MotoGP
に限り交換を行うことができる。当該ライダーは、ウォームアップ走行をピッ
トレーンから開始しなければならず、また決勝レースのスタートはグリッド最
後尾からとなる。
８．グリッド上での給油および燃料タンクの交換は禁止される。
９．ウォームアップ走行開始 5 分前- 5 分ボードがグリッド上で提示される。
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１０．ウォームアップ走行開始 3 分前 - 3 分ボードがグリッド上で提示される。
ジェネレーターを取り外し、グリッドから可能な限り迅速に退去しなければ
ならない。
トロリーとエアブロワーは、グリッドから可能な限り迅速に出されなければ
ならない。タイヤウォーマーをグリッド上のマシンから外す。
この時点で、
ライダーにつき 2 名のメカニック、アンブレラを持った関係者、
ホスト TV 局のクルー、および欠くことのできない競技役員を除き、全ての
人員はグリッドより退去しなければならない。
ライダーは、ヘルメットを装着しなければならない。
この時点以降、
（必要なオフィシャル以外は）誰もグリッドに立ち入ることは
認められない。

１１．ウォームアップラップ開始 1 分前 - 1 分ボードがグリッド上で提示さ
れる。
この時点で、メカニック以外の全てのチーム関係者はグリッドを離れなけ
ればならない。メカニックは、なるべく迅速にライダーがエンジン始動す
る事を補助し、グリッドより退出しなければならない。
１２．ウォームアップラップ開始 30 秒前 - 30 秒前ボードがグリッド上で提示
される。
全てのライダーは各自のグリッドにてエンジンを始動し待機する。
これ以降、メカニックによる補助は認められない。エンジンを始動できない
ライダーは、グリッドマーシャルの指示に従いマシンをピットレーンに移動
させなくてはならない。その後、ピットレーン内にてエンジン始動を試みる
かマシンの変更を行うことができる。上記に該当するライダーは、ピットレ
ーンよりウォームアップ走行を開始することができ、レースのスタートはグ
リッド最後尾となる。
１３．レース開始約 2 分前- グリーンフラッグの振動提示によりウォームアップ
走行が開始される。
グリッド上でエンジンが停止したり、その他問題が発生したライダーは、手
を挙げてそれを知らせなければならない。グリッド上で再始動を試みること
は禁止される。オフィシャルの監視の元、または、オフィシャルの補助を受け
るライダーとマシンは、メカニックの補助を受けることが認められるピット
レーンに速やかにグリッドから運ばれなければならない。そのようなライダ
ーはウォームアップラップをピットレーンからスタートし、レースのスター
トはグリッド最後尾からスタートすることができるが、彼らはピットレーン
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出口が閉鎖される前にピットレーンを離れ、セーフティーカーより早くグリ
ッドにつかなければならない。ピットレーン出口閉鎖前に、コースに復帰で
きない場合、レースをピットレーンから開始しなければならない。チーム員
は、オフィシャルの指示がない限り、一度クリアとなったグリッドに立ち入
ることができない。
ライダーは速度制限なしで１周走行し、その後方をセーフティカーが追尾す
る。低速のマシンがいる場合セーフティカーはそれを追い越す。 ピットレー
ン入り口に至るまでにセーフティーカーより遅れてきたライダーは、ピット
レーンに入り、レースをピットレーン～スタートする。
ライダーがピットレーン出口ライトを通過した時点ですぐピットレーン出口
のグリーンライトが点灯され、その時点でピットレーンで待機しているライ
ダーはウォームアップ走行に加わることができる。３０秒後、レッドライト
が点灯され、ピットレーン出口が閉鎖される。
グリッドに戻ったライダーは、各車両のフロントホイールを、グリッド位置
の前方境界線上またはその後方、またその左右両側の境界を示す直線の中間
に合わせ、エンジンがかかったまま待機する。
２名以上のライダーがグリッド後方よりスタートする場合、そのスタート位
置は、レースの公式予選結果に準ずる。
グリッド前方に立つオフィシャルは、赤旗を静止提示する。
セーフティーカーより遅れてピットレーン入口付近に到達したライダーは、
ピットレーンに入り、ピットレーン出口からレースのスタートを行わなけれ
ばならない。
（その為レースを定められた時間にグリッドからスタートできな
かったライダーは、ピットレーンからスタートしなければならない）
ウォームアップ走行中にマシンに何らかの問題が発生したライダーは、
ピットレーンに戻り修理する事が認められる。
グリッドの各列にライダーが整列終、オフィシャルはパネルを下げることで
グリッド列にライダーが揃ったことを示す。エンジンがストールしたり、マ
シントラブルの発生したライダーのいる場合、その列のパネルは下げられな
い。全てのパネルが降ろされ、セーフティーカーが所定位置についた時点で、
グリッド後方のオフィシャルがグリーンフラッグを振動させる。
スターターは、グリッド前方にて赤旗を掲げているオフィシャルに、コー
ス脇に移動するよう指示する。
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１４．レッドライトが２～５秒間点灯する。レッドライトの消灯が、レーススタ
ートの合図となる。
セーフティーカーは１周目の間、全車を追尾走行する。セーフティーカ
ーは低速マシンを追い越すことができる。
レッドライト装置の電源が通常の常設電源である場合、スタート時にそ
の電源が落ちた場合に備え、カーバッテリーまたは UPS(無停電電源装
置)に接続されていなければならない。
ジャンプスタートをしたライダー及び故意にスタートボックスにつかない
場合、ライドスルーペナルティーとなる。
モーターサイクルは、レッドライト消灯時に静止状態でなければならな
い。ジャンプスタートとは、レッドライトが消えようとした時点に車両
が前進した場合をいう。
レッドライト点灯中に、小さな動きや連続して止まる動作が見られた場
合、その動きがライダーにとって有利となったかどうかの裁定は、レース
ディレクターが決定する。
ペナルティーを適用するとレースディレクションが決定した場合、そのペ
ナルティーの情報を速やかにチームに伝達しなければならない。
１５．スタート後にマシンが停止したライダーは、コースに沿ってエンジン始動
の援助を受けることが出来る。ある程度の時間が経過してもエンジンがか
からない場合、ライダーはメカニックが作業することが出来るピットレー
ンにマシンを入れなければならない。
１６．ライダーがピットロード出口を通過した後、ピットレーン内にまだ残って
いるライダーがスタートするため、ピットレーン出口のグリーンライトを
点灯する。
１７．スタート時に安全を損なうような問題が生じた場合、スターターはスター
トディレイド進行を以下の手順で実施する。
：
― 赤旗がスターター台より振動提示される。レッドライトの点灯は継続。
― スターター台から Start Delayed ボードが提示され、グリッド各列
のマーシャルはシグナリングプラットフォームで黄旗が振動提示される。
―

ライダーは各自のグリッド位置にヘルメットを装着したまま待機してい
なければならない。エンジンは切っても良い。
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―

スタートディレイドの原因となったマシンは、どのような作業が必要な
場合であっても、ピットレーンに運び入れられる。当該マシンが再スター
トできる状態になり、出走することになった場合、そのライダーはウォー
ムアップラップをピットレーンからスタートでき、決勝レースのスター
トはグリッド最後尾からとなる。

―

Start Delayed ボードが提示された後、ライダー１名につき最大２名
のメカニックがグリッドに入ることが許可される。この際にメカニック
の所持が許可されるものはタイヤウォーマー、スタンド、エンジンスター
ター、手持ち可能なツールのみとする。
グリッド上にジェネレーターの持ち込みは許められない。

―

必須オフィシャルのみグリッド上にいることが許可される。メディ
ア、ゲスト、アンブレラを持つ人員、またその他チーム関係者は退去
しなければならないが、選手権オーガナイザーから許可を受けたカメラ
クルーは例外とする。

―

スタート進行は３分ボードから再開する。このボードの提示は、出来る
だけ迅速に、スターターから提示の指示が出される。（通常グリッド
上の全てのライダーに各チームの必要スタッフが着いてすぐに）

―

１分ボード、３０秒ボード提示後にライダーは更にもう一周ウォ
ームアップ走行を行う。レース距離は自動的に１周減算されるか、ある
いはそれ以上の減算をレースディレクションが認めた場合に行われる。

―

グリッド上での行為がスタート遅延の原因となった如何なる者も、更なる
罰則が科される場合がある。

１８ クイックスタートの手順
レースが中断された場合、オフィシャルの支持がない限り、ライダーはピット
レーンに戻らなければならない。再スタートが行われる場合、以下の手順がと
られる。
・ ピットレーンに戻った時点で、車両への修理、調整が認められる。
・ 給油は認められない。ピットボックス内に入った車両は、リタイヤ扱いとされ、
以降の再スタートすることが認められない。
・ 全てのライダーがピットレーンに入ったことが確認された後、レースディレク
ターは、再スタートまでの残り時間をピットレーンに提示する。最低 5 分とす
る。
・ 当該時間経過後、ピットレーン出口は 60 秒間のみ解放される。ライダーは制
限なしのスピードでスターティンググリッドまで 1 周する。セーフティーカ
ーがそれを追従する。サイティングラップに遅れたライダーは、セーフティー
カーに追い抜かれる。セーフティーカーより遅れたライダーはピットレーンに
戻らなければならない。そのようなライダーは、ウォームアップラップをピッ
トレーンから行いレースのスタートはグリッド後方からとする。
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a) ピットレーン出口の閉鎖後もピットレーンにいるライダーは、ウォームア
ップラップをピットレーンから行いレースのスタートはグリッド後方か
らとする。
b)

各ライダー1 名のメカニック（工具を持たず）が、ライダーにグリッド位
置を示すためにグリッドに入ることが認められる。

c) ライダーはグリッドに戻り、自分の位置に停止しなければならない。エン
ジンは作動状態とし、一切の調整は認められない。
d)

グリッド後方にセーフティーカーが到着後、30 秒ボードがグリッド前方
で提示される。この時点だ、メカニックは速やかにグリッドを退出しなけ
ればならない。グリッド上の安全が確認された時点でレースディレクシ
ョンより 30 秒を待たずに次の手順に進められる。

e)

30 秒経過後/またはグリッドの安全確認後、ウォームアップラップ開始
のためにグリーンフラッグが提示される。

f)

ライダーは制限なしのスピードでウォームアップラップを行い、それを
セーフティーカーが追従する。最後のライダーがピットレース出口を通
過した時点で待機しているライダーの為に 30 秒間ピットレーン出口が
解放される。

g) グリッドに戻った時点で通常のステート手順が用いられ、スタートシグナ
ルが通常通りに提示される。
h) ピットレーンからウォームアップラップをスタートしたライダーは、
オフィシャルの指示に従い、レーススタートをグリッド後方から行う。2
名以上のライダーが対象となる場合、彼らの基のグリッドポジション順
とされる。セーフティーカーより遅れてピットレーン入り口付近に戻っ
てきたライダーは、ピットレーンに入り、レーススタートをピットレーン
から行わなければならない。
i)

スタート合図が提示され、最後のライダーがピットレーン出口付近を通
過した時点で、ピット出口が解放される。ピットレーンに待機していたラ
イダーがレーススタートすることが出来る。

j)

必要に応じてクイックスタート手順がレースディレクションによって適
用される場合がある。（例：ディレイドスタート手順）

１．１９

ライドスルーの手順

レース中、ピットレーンを通過するライドスルーを要求される場合があり、その間
の停止は認められない。
その後ライダーはレースに復帰することが出来る。
当該ライダーは、ピットレーンではスピード規制（事項 1.21.14）を遵守しなけ
ればならない。本スピード規制に違反した場合、当該ライダーには、FIMEWC ス
チュワードによりペナルティーが科される（基本的にストップ＆ゴーとするが、そ
の他おペナルティーが科される場合がある）
。レース中に再び違反した場合、更な
るペナルティーの対象となる。
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レースが再スタートされた場合であっても、上記規則は適用される。
ペナルティーが実施される前にレースが中断された場合、第 2 パートのレースの
ある場合、第 2 パートのスタート後に停止を要求される。
ライダーのナンバーを黒字で記したイエローボード（縦 100 ㎝×横 80 ㎝）がフ
ィニッシュラインで提示されるとともに、モニターにその情報が掲示される。
当該ライダーがライドスルーを実施しない場合、最大３回までボードが提示され、
その結果、ストップ＆ゴーペナルティーが科される。
レース終了までにライドスルーペナルティーを実施できない場合、当該ライダー
には自動的にタイムペナルティー20 秒が加算される。
１．２０

ウェット及びドライレース

ウェットまたはドライレースを宣言することはない。ウェットタイヤかドライタ
イヤを使用するかは完全にチームまたはライダーの決定次第とする。天候上の理
由によるレースの中断は特別な状況下以外はなされず、タイや変更を望むライダ
ーはレース中にピットに入り行わなければならない。スーパースポーツ 600、
ASB1000 及び UB150 クラスのみ、レース１又はレース２ノ間に降雨があり、
レースディレクションが危険であると判断した場合、全マーシャルに赤旗の提示
を命令する。この場合、全ライダーは、ピットに戻りスリックからウェットタイヤ
に変更する。最後のライダーがピットレーンに入った時点で 7 分のカウントダウ
ンが開始される。レースは再開され、再レースの周回数は開催施設によって決めら
れる。レースのスタートはクイックスタート手順（事項 1.18）の第 3 項目以降が
適用される。給油は認められない。ピットレーンでは最大 3 名のメカニックが作
業に従事することが出来る。
１．２１

プラクティス及びレース中の行為

１) ライダーは、フラッグシグナル、ライトシグナル（使用された場合）、及び指示
ボードに従わなければならない。これら規則に違反した場合、事項 1.22 によ
りペナルティ－の対象となる。
２) ライダーはコース上、またはピットレーンにおいて、他の競技者、参加者に危
険をおよぼさないライディングをしなくてはならない。この規則に違反した場
合、以下のペナルティーの対象となる。
1.21.2.1 プラクティス、クォリファイ及びウォームアップ中
罰金、最速タイムの抹消、グリッド後方からのスタート
1.21.2.2 レース中
失格、次のレース時にライドスルー、罰金、選手権ポイント 10 ポイン
トの剥奪、資格停止
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３) ライダーはコース、およびピットレーンのみを使用することができる。しかし
ながら、ライダーが誤ってコースを外れてしまった場合、当該ライダーは、オ
フィシャルの指示した場所、または自分の有利とならない場所からコースに復
帰することができる。
プラクティスまたはウォームアップ中にこの規則に違反した場合には、当該ラ
ップのラップタイムの無効とされ、レース中にこの規則に違反した場合には、
レースディレクションによりペナルティーが科される。
順位変動ペナルティーの場合、フィニッシュライン上で簿度が当該ライダーに
対して最大 3 周に亘り提示される。ボードの提示 3 回までに順位変更しない
ライダーにはライドスルーペナルティーが科される。
レースの最終ラップで本規則に違反した場合、レース結果にトラック境界違反
と同様の不利益が与えられる。レースディレクションが
明確な不利益分を s な出出来ない場合、順位の変更かレースディレクションの
裁定によるタイムペナルティーが科される。
更なるペナルティー（罰金、失格、選手権ポイントの剥奪等）が科される場合
がある。
４) レーストラック沿いにおけるどのような修理、または調整も、マーシャルによ
る援助を除き、ライダーがひとりで行うものとし、いかなる外部の援助をも許
可されない。マーシャルはライダーがマシンを起こすことを手伝うことができ
る。
５) ライダーがリタイヤする場合、当該ライダーはマーシャルが指示した安全な場
所にマシンを止めなくてはならない。プラクティスまたはクォリファイ中にセ
ッション中に転倒し、その後そのセッションに復帰を希望するライダーは、ト
ラックマーシャルの指示によりトラック上に戻り、ピットレーンに向かわなけ
ればらない。ピットレーンに戻るまでは、当該車両と自身の安全管理は、当該
ライダーにあるものとする。ピットレーンにおいて、テクニカルディレクター
（または彼の任命する者）が安全確認を行う。
６) マシンに何らかのトラブルが発生し、ライダーが、プラクティスまたはレース
を中止しなくてはならない場合、当該ライダーは減速してピットまで戻ろうせ
ずに、コースを離れ、マーシャルの指示した安全な場所にマシンを止めなくて
はならない。
７) 修理のために減速してピットに戻ろうとするライダーは、できる限りレーシン
グラインから外れて走行しなくてはならない。
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８) ライダーは，レース中にマシンの調整、燃料補給やタイヤ交換のためにピット
に戻ることができる。しかし、ピットボックス内に入れることは認められない。
本規則に違反した場合、失格とされる。
９) ピットでエンジンを停止したライダーは、モーターサイクルを再始動させるた
めにメカニックに補佐してもらうことができる。
10) ライダーは、自分以外の者をマシンに乗せて走行したり、他のライダーのマシ
ンに同乗したりしてはならない。
（例外：他のライダーまたはチェッカーフラッ
グまたは赤旗後の他のライダーによって）
11) ライダーは、コース、およびピットレーンにおいて、オフィシャルに指示され
た場合を除いて、進行方向と逆方向にマシンを押したり、走行してはならない。
12) 動いているモーターサイクルとライダーのチーム、またはそのモーターサイク
ルのチームエントラント、またはライダーに関係している人間の間には、いかな
る種類の信号も送られてはならない。ただし、計時用トランスポンダー、ラップ
トリガー、GPS からの信号、ピット・ボードの判読可能なメッセージ、または
あるいはライダーまたはチームの身体の動きによる合図は例外とする。
13) 上位 10 名のライダーにはその車両に 2 つのオンボードカメラの搭載を要求さ
れる場合がある。カメラ及びその関連部品は全プラクティスセッション及びレ
ース時に全ライダーが装備することは実用的ではないことから、当該器材を提
供する会社の指定するものと同じ重量、サイズ、取り付け位置にダミーを取り付
ける。カメラやその他装備、機能しているものやダミーは、指定チームに対して
第 1 回プラクティスが行われる日の遅くとも 14 時までに配布される。チーム
は、当該サプライヤーが器材を装着するためにアクセスと支援をしなければな
らない。
14) 大会期間中のいかなる時においても、ピットレーンにおける制限速度は、60km
／ｈとする。ライダーはピットレーンが始まる地点、すなわち 60ｋｍ／ｈのサ
インが設置されている地点から、ペナルティーエリアまで、制限速度（60ｋｍ
／ｈ）を守らなくてはならない。
プラクティス中、制限速度を超過したライダーには、150 ユーロの罰金が科さ
れる。
レース中、ピットレーンで速度違反を犯したライダーにはストップ＆ゴーペナ
ルティーが科される。
レースディレクションが、特に高速度であったと判断した場合や、大会期間中に
同じ違反を繰り返した場合、より重いペナルティーの対象とされ、更なるペナル
ティーが科される場合がある。
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レース中にピットレーンスピード違反をしたライダーにはライドスルーペナル
ティーが科される。
レースディレクションは、オフィシャルから違反の情報を得たら、その違反に関
して当該ライダーのピットに伝達しなければならない。
15) プラクティス、およびレース中にコース上で理由なく減速や停止することは禁
止される。
16) プラクティスセッション、ウォームアップ中、スタート練習をすることは認め
られる。
a)

ピットレーン出口からトラック入り口までの間で安全な場合

b)

プラクティスセッション及びウォームアップのチェッカーフラッグ通過後、

安全が確保されることを条件にレーシングラインを外した指定のプラクティ
ススタートゾーンで、第 1 回プラクティス前に各チームに告知した手順にて
行うことが出来る。本規則に違反した場合、即座に 100USD の罰金となり、
更なるペナルティーが科される場合がある。
17)

チェッカーフラッグ提示後、パレードラップや何らかの記念の為に自国の国
旗を持ってパレードラップを行いたいと希望するライダーのある場合、当該
ライダーは安全な地帯のコース端に寄って国旗を受け取ったり、何らかの記
念行事のあと、安全を確認したうえでコースに復帰しなくてはならない。
チェッカーフラッグ提示直後に如何なる記念のためといえどもスタート/フ
ィニッシュのストレート上で停止する事は厳禁とされる。

18) 最終ラップの最終コーナーから出るとき、ライダーは、走行ラインの変更を 1
度以上行ってはならない。本規則が守られない場合、総合タイムに 20 秒加
算というタイムペナルティーが当該ライダーに科される。
17) チェッカーフラッグ後、トラック上を走行しているライダーは、ピットレーン
またはパークフェルメに停止するまでヘルメットを装着していなければなら
ない。
18) ピットレーンまたはトラック以外でのレース用モーターサイクルに乗車するこ
とは認められない。
19) 自分の順位を守るために進路を変更することは禁止される。但し、サーキット
によって右側から左に、または左側から右に進路変更することは一度のみ認
められる。
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本規則に違反した場合、以下のペナルティーが科せられる。
罰金、順位変更、タイムペナルティー、次レースのグリッド位置の降格、選手
権ポイントのはく奪、失格または資格停止。
レースディレクションによるペナルティーの裁定が最終のものとされ、如何
なる抗議/控訴も受けない。
20)

プラクティスまたはクォリファイセッションにおいて、ライダーは停止、減速
または他のライダーの進路妨害をすることは禁止される。本規則に違反した
場合、以下のペナルティーのうち一つが科される。
クォリファイセッション中に出したベストタイムへの 15 秒加算
または
レース¹ノスタートをピットレン～行う
または
罰金 200USD

21)

チェッカーフラッグ後、ピットレーンまたはパルクフェルメに停止するまで、
ライダーはヘルメットを装着していなければならない。

22)

トラック上にオイルを撒き、プラクティス、ウォームアップまたはレースを
同一イベント中に 2 度にわたり中断させる原因となったライダーまたはチ
ームに対して、レースディレクションは重大なペナルティーを科す。

23)

レース中にピットボックスまたはパドックに進入した車両のライダーは、レ
ース終了とみなされ、それ以降レースに復帰することは認められない。

24)

レース中、調整又はタイヤ交換以外のその他理由によりピットレーンに 2 度
入ったライダーは、レースディレクションによりレース復帰は認められない。

25)

ピット出口以降、如何なる時もホワイトラインを交差してはならない。レー
スディレクションによるペナルティーの対象となる。

26)

チェッカーフラッグを 2 度以上受けてはならない。レースディレクション
によるペナルティーの対象となる。

１．２２

フラッグ及びライト

マーシャル、およびその他オフィシャルは、フラッグ、またはライトを提示してラ
イダーに情報を提供する、および／あるいは指示を伝える。
フラッグは全て振動提示される。
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1.22.1 情報を伝えるためのフラッグおよびライト
グリーンフラッグ
トラッククリア
このフラッグは、各マーシャルポストにおいて、各プラクティスセッシ
ョン、プラクティス時のウォームアップラップ、サイティングラップ、
およびウォームアップラップの１周目に振動提示される。
1 つ又はそれ以上のイエローフラッグが必要とされる事故直後のマーシ
ャルポストにおいてこのフラッグが振動状態で提示される。
このフラッグは、ピット出口でグリーンライトとともに振動提示される
場合があり、それはピットレーン出口が解放されたことを表す。
グリーンライト
このライトは、ピットレーン出口においてプラクティスセッションまた
は各ウォームアップスタート時、サイティングラップスタート時、ウォ
ームアップラップスタート時に点灯されなければならない。

赤いストライプの入ったイエローフラッグ（レッドストライプ）
コース上のこの付近において、雨以外の何らかの理由により、影響を及ぼ
す恐れがある。
このフラッグはマーシャルポストにおいて振動提示される。
赤い斜めクロスの入ったホワイトフラッグ（レッドクロス：クロス部分の太さは
10～13ｃｍ）
トラック上のこの地点において降雨がある。
このフラッグはマーシャルポストにおいて振動提示される。
赤い斜めクロスの入ったホワイトフラッグ＋赤いストライプの入ったイエローフ
ラッグ
トラック上のこの地点で雨が降っている。
このフラッグは、マーシャルポストにおいて振動提示される。
ブルーフラッグ
フラッグマーシャルポストにおいて振動提示され、速いライダーにまさ
に追い越されようとしているということを示す。
プラクティスセッションにおいて、当該ライダーは、ラインを維持し、
速いライダーに追い越させるよう徐々にスピードを落とさなければなら
ない。
レース中、当該ライダーは周回遅れになろうとしている。後ろからくる
ライダーまたは集団に可能な限り早く進路を譲らなければならない。
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この規則に違反した場合、以下のペナルティーの対象となる。
罰金、失格、選手権ポイントのはく奪
このフラッグは、ピットレーンから離れようとしているライダーに対し
て、トラック上の集団が迫っている場合に振動提示される。
白黒のチェッカーフラッグ
このフラッグは、コース上においてレースまたはプラクティスセッショ
ンの終了を示すために振動提示される。
白黒のチェッカーフラッグ及びブルーフラッグ
振動提示の白黒のチェッカーフラッグ及び静止提示のブルーフラッグは、
最終ラップにフィニッシュラインの手前でトップのライダーの直前にラ
イダーがいる場合に一緒に出される。（事項 1.24.1 を参照）
1.22.2 情報及び指示を伝達するフラッグ
イエローフラッグ
スターティンググリッドの各列で振動提示され、スタートがディレイド
となった事を意味する。
イエローフラッグが１本フラッグマーシャルポストで振動提示された場
合、前方のコース脇に何らかの危険があることを示す。
イエローフラッグが 2 本フラッグマーシャルポストで振動提示された場
合、前方のコースの一部またはコース全体に危険があることを示す。
ライダーはスローダウンし、いつでも停止できるように準備していなく
てはならない。グリーンフラッグが振動提示される地点まで、追い越し
は禁止される。
プラクティスセッション中にこの規則に違反した場合、
その違反が確認さ
れた当該ラップのタイムが抹消される。
レース中にこの規則に違反した場合、
i)

ライダーは元の位置に戻らなければならない。フィニッシュライン上
で当該ライダーに対し最大 3 周に亘りボードが提示され、ライドスル
ーペナルティが科される。

ii)

最終ラップの違反の場合、総合タイムに 20 秒が加算される。

双方の場合、上記のほかに更なるペナルティーが科される場合がある。
追い越してしまった直後に、当該ライダーが違反に気づいた場合、その
ライダーは手を上げ、追い越してしまったライダーを先に行かせる。こ
の場合、ペナルティーは科されない。
最終インスペクションラップの際、プラクティス、ウォームアップおよ
びレース時にフラッグマーシャルが待機する所定の位置においてこの旗
が振動提示される。
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ブルー点滅灯
プラクティス及びレース時に、ピットレーン出口で点灯される。
レッドフラッグ及びレッドライト
レースまたはプラクティスが中断された場合、各フラッグマーシャルポ
ストにおいて振動提示されコースに沿って設置してあるレッドライトが
点灯される。ライダーはゆっくりとピットに戻らなければならない。
ピットレーン出口が閉鎖されている場合、ライトは点灯される。
ピットレーン出口が閉鎖されている場合、ライトが点灯される。公式レ
ッドライトシグナルと共にレッドフラッグも提示される場合がある。
ライダーはピットレーンから出ることは認められない。
この規則に違反した場合、以下のペナルティーの対象となる。
罰金、失格、選手権ポイントのはく奪、資格停止
レッドフラッグは、サイティングラップ終了後に、スターティンググリ
ッド後方で静止提示される。
ウォームアップ終了時に、レッドフラッグはスターティンググリッド前
方で静止提示される。
レッドフラッグは、トラックを閉鎖する場合にも使用される。
ブラックフラッグ
このフラッグは、一人のライダーのみに指示を与えるために掲示される
もので、ライダーのナンバーとともに各マーシャルポストにおいて振動
提示される。当該ライダーはそのラップ終了後にピットで停止し、ペナ
ルティーとしてこの旗が使用された場合、再スタートすることはできな
い。
このフラッグ提示前に、当該ライダーのチームに通告される。
この規則に違反した場合、下記ペナルティーの対象となる。
罰金、失格、選手権ポイントのはく奪、資格停止

オレンジディスク（φ40cm）付きブラックフラッグ
このフラッグは当該ライダーにのみ指示を与えるものとし、各フラッグ
マーシャルポストでライダーのスターティングナンバーを付したボード
とともに提示される。このフラッグは、当該ライダーのマシンにトラブ
ルが発生しており、彼自身又は他のライダーに危険を及ぼす恐れがある
ことから速やかにトラックから離れなければならないことを表す。
この規則に違反した場合、下記ペナルティーの対象となる。
罰金、失格、選手権ポイントのはく奪、資格停止
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1.22.3

フラッグのサイズ
フラッグのサイズは、横１００ｃｍ Ｘ 縦 80cm とする。

1.224

フラッグの色
“パントーン”の色番号は下記の通りとする：
オレンジ：Pantone 151C
ブラック：Pantone Black C
ブルー ：Pantone 298C
レッド ：Pantone 186C
イエロー：Pantone Yellow C
グリーン：Pantone 248C
フラッグの色は、第 1 回目のプラクティスセッション開始の前日に確認され
る。

１.22.５ ライダーのナンバーボード
ブラックボード（横 70cm×縦 50cm）は、ライダーのナンバーと数字の横幅
が最低４ｃｍで高さが最低３０cm の白い数字のセットとする。
このボードは各フラッグマーシャルポストに配備されなければならない。
１.22.６ フラッグマーシャルポスト
フラッグマーシャルポストの位置は、サーキット査察時に決定される。
1.22.7

マーシャルのユニフォーム
マーシャルのユニフォームは白色、またはオレンジ（Pantone 151Ｃ）とするこ
とが強く薦められる。

１．２３

メディカルカー

メディカルカーがコース上に入る場合、白い車体で青の回転灯を装備しているこ
とを推奨する。MEDICAL CAR と車体後部及び側面に明確に記載されていなけれ
ばならない。
１．２４
１.２４.１

レースの終了およびレース結果
レースの為に規定された周回数をトップのライダーが完了した時点で、フィニ

ッシュラインでチェッカーフラッグが提示される。チェッカーフラッグが振られ
る。チェッカーフラッグは後続ライダーにも出し続けられる。チェッカーフラッグ
がトップを走行するライダーに出されたら、どのライダーもピットレーン出口か
らコースに戻ることはできない。
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チェッカーフラッグが出されたら、ピットレーン出口でレッドライトが点灯され、
レッドフラッグを持つマーシャルがピットレーン出口に立つ。
チェッカーフラッグを提示されるライダーの直前に他のライダーがいる場合、オ
フィシャルは、チェッカーフラッグとブルーフラッグを同時に掲示する。
これは、チェッカーフラッグを受けるライダーにはレース終了を伝え、直前を走行
するライダーには、もう 1 周走行してチェッカーフラッグを受けなくてはいけな
いということを伝えるものとする。
１.２４.2

二人またはそれ以上のライダーがフォトフィニッシュ（写真判定が必要なフィ

ニッシュ）をした場合、フロントホイールの先端がフィニッシュラインの平面を先
に通過した者に対して有利な判定が下される。
ライダーがマシンと一体でない場合のフィニッシュタイムは、ライダーまたはマ
シンのどちらかがフィニッシュラインを超えた時のタイムとする。
タイの場合、レース中のベストタイムの早いチーム順にランクされる。
１.２４.3

レース結果は、ライダーがフィニッシュラインを通過した順番と走行した周回
数に基づく。

１.２４.4 レースの完走者としてみなされ、結果に名前を残すためにチームは：
a 当該クラスの優勝者が走行したラップ数の 75％以上を走行していなけれ
ばならない。
b 優勝者がコース上のフィニッシュライン（ピットレーンではない）を通
過してから 5 分以内にフィニッシュラインを通過しなければならない。
１.２４.5 上位 3 位以内のライダーは、オフィシャルによってエスコートされ、可能な限
り速やかに表彰式に向かわなければならない。上位 3 位までの表彰式への参加
は義務とされる。
1.２４.6

新たなコースレコードは、レース中のライダーによるもののみとされる。

1.２４.7 プラクティス及びレースにおいて、ラップタイムはトラック上にペイントされた
フィニッシュラインを連続して通過したタイムを差し引いたものとする。
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１．２５

レースの中断

１.２５.１ 天候状況またはその他の理由によってレースディレクターがレース中断を決
定した場合、レッドフラッグがフィニッシュライン、およびすべてのフラッグマ
ーシャルポストで提示され、マーシャルはサーキット全域でレッドライトを点
灯する。ライダーはただちにスローダウンし、ピットレーンに戻らなくてはなら
ない。
リザルトは、トップを走行するライダーとこのライダーと同周回にいるすべて
のライダーが、レッドフラッグの掲示を受けずにフルラップを完了した時点で
の結果とする：
例外：

レースがチェッカーフラッグ後に中断された場合、下記の手順が取ら
れる：

・ レース中断前にチェッカーフラッグが掲示されたすべてのライダーに関して
は、レースのラストラップ終了時点での順位を部分的順位とする。
・ レース中断前にチェッカーフラッグが掲示されなかったすべてのライダーに
関しては、レースの最後から２番目のラップ終了時点での順位を部分的順位と
する。
・ 完全な順位が、ラップ／タイムの原則に準じて、二つの部分的順位を総合して
確立される。
レッドフラッグ提示時点でレースに参加していないライダーは順位に含まれ
ない。レッドフラッグ提示後 5 分以内にピットレーンに押したり乗車したり
して戻らないライダーもまた順位に含まれない。
1.25.２

レースが、ASB1000 及び SS600 は 3 周、AP250 及び UB150 は 2 周を
レースのリーダーが完了しておらず、他のライダー全員がリーダーと同一周回
の場合、レースは無効と判断され、新たなレースが行われる。レースディレクシ
ョンは、あらたんレース周回数をチーム及びライダーに通告する。
レースが再開できないと判断された時点で、レースはキャンセルとされ、選手権
として考慮されない。

1.25..3

レースが、ASB1000 及び SS600 は 3 周、AP250 及び UB150 は 2 周以
上をレースのリーダーが完了し、他のライダー全員がリーダーと同一周回の場
合で、オリジナルのレース距離の 2/3 を消化していない場合、事項 1.26.4②
従い、レースは再スタートされる。再スタートが不可能と判断された場合、中断
前のレースで完了したとされ、選手権の半分のポイントが与えられる。

1.25.4

リザルトが、トップライダー以下、同一周回を走行していたその他全ライダーが、
本来のレース距離の２／３を消化している場合、
（双方のケースとも端数を切り
捨て完走した周回数のカウント）、レースは成立したとみなされチャンピオンシ
ップポイントがフルに与えられる。
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1.25.5 積極的なレース参加を本規則上の定義は、トラック上でライディングするライダ
ー、またはマシンを再スタート/修理するライダー、またはトラックに復帰、また
はピットレーンに戻るライダーとする。レースディレクターは、ライダーがその
積極性を判断し、レースディレクターの判断に如何なるライダーも抗議すること
は認められない。
１．２６ 中断されたレースの再スタート
1.26.1

レースが再スタートされる場合、再スタートはコースコンディションが許す限り
できるだけ早く行なわれなくてはならない。ライダーがピットに戻り次第、レー
スディレクターは新たにスタートの手順が開始される時間を可能な限り速やか
に発表する。

1.26.2

第 2 レースが開始される前に、第 1 レースのリザルトがチームに配布されなけ
ればならない。

1.26.3 スタート手順は、レースディレクションによる指示が無い限り、全クラスともにク
イック再スタート手順(事項 1.18)が適用される。
1.26.4 再スタートするレースの条件は、以下のとおりとする。
i)
・

上記事項 1.25.2 に記載された状況の場合
オリジナルのスタート時のサイティングラップまたはウォームアップラップ
を完了していないライダーを含み、全ライダーが再スタートできる。

・ マシンは修理または変更することができる。給油は認められない。
・ 第 2 パートレースの周回数は、本来のレース距離の 2/3 とし（双方のケース
とも端数を切り捨て）最低周回数は 4 周とする。
・ グリッド位置は、オリジナルのレース時のグリッド位置とする。
ii) 事項 1.25.3(2/3 を消化していない場合)及び事項 1.25.4(2/3 を完了した
場
合)の場合
・

第 1 パートのレースで完走したライダーのみが、再スタートすることが認め
られる。再スタートするためにライダーは、中断されたレースにおけるレッ
ドフラッグ提示後 5 分以内にピットレーン（押すか乗車して）に戻らなけれ
ばならない。

・ 車両の修理は認められる。給油は認められない。
・ 第 2 パートのレースの周回数は本来のレース距離の 2/3 を完了するものと
し、最低 2 周とする。
・ グリッド位置は、第 1 パートの順位に基いて決定される。
・ レースの最終順位は、順位、および各ライダーが最終レース終了時にフィニッ
シュラインを通過した周回数を合算したもの双方に基づき決定される。事項
1.25.4 の規定が適用される。
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1.26.5 第 1 レースにおいてスタートポジションペナルティー（例：グリッド順位の降格、
ピットレーンからのスタート）を受けたライダーは、オリジナルのレーススタート
時に実施されたこととされ、再スタートにおいてはそのペナルティは適用されな
い。
事項 1.26.2 における（2 周が完了していない時点でのレース中断）においては、
新たなスタートは、完全に新たなレースのものとなるため、既存のポジションペナ
ルティーが適用される。
1.26.6 再スタートしたレースが中断され、レースディレクションが次の再スタートが可
能
と見なした場合、次の再スタートの判断の条件は事項 1.26.4(ii)に準じるものとす
る。その際のレース距離およびリザルトの決定方法は以下のとおりとする。
・ レースが、ASB1000 及び SS600 は 4 周、AP250 及び UB150 は 3 周
以上をレースのリーダーが完了し、他のライダー全員がリーダーと同一周回の
場合、レースは成立したとみなされチャンピオンシップポイントがフルに与え
られる。レースの順位は事項 1.28 による。

・ 再スタートしたレースが、ASB1000 及び SS600 クラスで 4 周未満の場
合、レースは更に再スタートとされ、レースディレクションが最低 4 周以上
の周回数を決定する。グリッドは、中断されたレースの３または 4 周での従
二に基き決定される。
（3 周に満たないレースの場合、無効とみなし、再スタ
ートのグリッド決定要素がなくなる。）
AP250 及び UB150 クラスにおいて 3 周が完了した場合、第 3 パートのレ
ースは行われない。選手権ポイントの半分のポイントが与えられる。レースの
順位は事項 1.28 に記載されているとおりとする。第 2 レースが再スタート
し、どのレースも 2 周以上を完了できない場合、レースはキャンセルとされ、
選手権ポイントは与えられない。
・ ASB1000 及び SS600 クラスにいて、更に再スタート（第 3 パート）が 4
周未満で中断された場合、これ以上の再レースは行われない。レース結果は、
第 1 パートのレースが 4 周以上の場合、第 1 パートレースの結果に基づき、
選手権ポイントがフルに与えられる。
・ 第 1 レースが再スタートとなり、それ以降のレースがどれも 5 周以上行われ
なかった場合、レースはキャンセルとされ、選手権ポイントは与えられない。
・ レースディレクションは、必要に応じて再スタートレースのスケジュールを調
整する。
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１．２７

チェックエリア

レース終了後、またはレース中断後の後半レースの終了後、テクニカルディレクタ
ーまたは車検員による車検、または抗議の申入れに備え、チェックエリアに移動し
なくてはならない。マシンは通常、レース終了より 30 分後にチェックエリアから
解放される。
１．２８

選手権ポイントおよび順位

1.28.1 ライダーおよびチームは、アジアロードレース選手権のタイトルを競う。
1.28.2 ライダーの獲得ポイントは、各レースにおいて授与されたものを指す。
1.28.3 チームの獲得するポイントは、レースでの順位結果にもとづき、そのマシンの中で
最も上位につけたマシンに対するポイントのみとなる。
1.28.4 レース毎に、下記スケールの選手権ポイントが授与される。
1位

25 ポイント

6位

10 ポイント

11 位

5 ポイント

2位

20 ポイント

7位

9 ポイント

12 位

4 ポイント

3位

16 ポイント

8位

8 ポイント

13 位

3 ポイント

4位

13 ポイント

9位

7 ポイント

14 位

2 ポイント

5位

11 ポイント

10 位

6 ポイント

15 位

1 ポイント

1.28.5 アジアロードレース選手権アンダーボーン、アジアプロダクション、スーパースポ
ーツ、アジアスーパーバイク、全てのレース結果が選手権のランキングに反映され
る。
1.28.6 ポイント数の累計が同点の場合、最終順位は、レースで記録した最上位の回数にも
とづき決定される（1 位の回数、2 位の回数等）
。上記によってタイを解くことが
できない場合、より直近の選手権において最高順位を達成した順に高い順位が与
えられる。
1.28.7 ライダーが、異なるマシンで参加した場合、当該ライダーが最も多くポイントを獲
得したマシン名が最終順位表の氏名横に記載される。コンストラクター順位算出
は改正される。
1.28.8 各カテゴリーの世界チャンピオンは、ＦＩＭ公式セレモニーへの出席を義務付け
られる。
１．２９

競技者への指示と連絡

1.29.1 チームおよびライダーは、レースディレクター及び/または競技監督より、規則
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に準拠した特別な通知書をもって各種指示を受ける場合がある。
通知書は、公式掲示板に掲示され、チーム代表者に配布される。
1.29.2 プラクティスおよびレースの全ての順位とリザルト、ならびに競技役員により
発行された裁定書は、公式掲示板に掲示される。
1.29.3 レースディレクション、常任競技役員、または競技監督より、チームまたはライダ
ーへの伝達事項は、書面かまたは、電子メールや公式計時モニターを含む電子手段
で連絡されなくてはならない。同様に、チームまたはライダーより、レースディレ
クション、常任競技役員、あるいは競技監督への伝達事項も、電子メールを含む電
子手段を含む書面にて連絡されなくてはならない。
１．３０

ピットストップ

ライダーは、レース中、ピットレーン入ることが出来る。（ラインを越してピット
ボックスに入ってはならない）
給油は厳禁とされる。
本規則に違反した場合、失格というペナルティーが科される。
ASB1000 及び SS600 クラスの場合のみ、シーズンをとおして以下の手順が用
いられる。
i)

ピットレーンでタイヤ交換を希望するライダーは、自分のガレージ前で停車
し、エンジンを切らなければならない。パワーツールの使用が認められる。
（電動または圧縮空気、同時に使用できるのは最大２つまでとする）

ii)

リフトのスタンドは、マニュアル操作とし、パワーアシストを用いてはなら
ない。

iii) 車両の再スタート時に予備のスターター及び/あるいはブースターバッテリー
を使用することは認められない。
iv) マーシャルは、常に監視し、本規則に違反のある場合レースディレクション
によりライドスルーペナルティーが科される。
v) ピットストップ中、マシンの調整は認められる。
vi) タイヤ交換に従事できるのは 3 名のクルーメンバーとする。本規則に違反し
た場合、レースディレクションによりペナルティーが科される。
vii) タイヤ変更を伴わないピットストップは本規則に影響されない。
１．３１

ピットレーン内のチーム要員

安全上の理由から、以下の規則が厳密に遵守されなければならない。
1.31.1 マシンの調整作業を行っている間を除き、出場している以外のクラスのプラクテ
ィス、ウォームアップおよびレース中にチーム関係者がピットレーンに立入るこ
とは禁止される。
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1.31.2 ピットの作業エリア内に立ち入ることのできるライダー1 名あたりのチーム要員
の数は以下のように制限される。：
―

SS600 及び ASB1000

― AP250 及び UB150

6名
4名

1.31.3 全クラスとも、シグナリングプラットフォーム上のチーム要員人数は、ライダー１
名につき最大４名までに制限される。
１．３2

抗議が生じた場合に実施されるマシンコントロールに必要な保証金
抗議に基づいてシリンダー容量を測定するためにマシンを分解・組み立てするの
に必要な保証金は下記のとおりである：
（材質を含み） 800USD
抗議を行った側が敗訴した場合、保証金は勝訴側に支払われる。
抗議を行った側が勝訴した場合、保証金は返却される。

１．３３

イベントに参加しなかった場合
イベントにエントリーしたが、その後、当該イベントに参加しないことを決めたラ
イダーは、オーガナイザーに報告しなくてはならない。エントリー用紙を提出し他
にもかかわらず、無断で欠場したライダーに関して国際審査委員会から FIM アジ
アに連絡される。FIM アジアは下記のペナルティーを科す：

1.33.1 １回目の違反

：

罰金 ２００USD

1.33.2 同シーズン中のその後の違反

：

選手権対象となる次の大会への出場停止

国際審査委員会から報告書を受理した段階でＦＩＭアジア執行事務局は、当該ラ
イダーのＦＭＮに無断欠場の理由を尋ねる。遅くとも１５日以内に当該ＦＭＮか
ら無断欠場に関する返事が送られ、ペナルティーに関する決定が出される。
同日に別のイベントに出場したライダーに対して、出場停止が宣言されることも
ある。
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抗議/上訴
抗議

結果発表後 1 時間以内 又は

注意：保証金 500USD

レースディレクション決定から 30 分以内
⇓

レースディレクションによる聴聞

レースディレクションミーティング
⇓

レースディレクション裁定の上訴

30 分

注意：保証金 1,000USD
⇓
FIM アジア審査委員 聴聞

即座
⇓

決定の確定

以降の抗議は認められない
⇓

FIM アジア審査委員裁定に対する上訴

5 日間

注意：保証金 1,000USD
⇓
CDI（国際規律法廷）による聴聞

6 週間
⇓

CAS（スポーツ仲裁法廷）への上訴

5 日間
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技術規則
２．技術規則
アジアスーパーバイク 1000（ASB1000）
、スーパースポーツ 600（SS600）
、
アジアプロダクション 250（AP250）、アンダーボーン 150（UB150 ）
規則の改訂は FIM アジア ARRC 技術委員会にて随時行うことが出来る。
プラクティス中の場合
プラクティス中またはプラクティス終了後に技術規則に準拠していないことが判明し
た場合、当該ライダーには、ライドスルー、次レースのグリッド位置降格、資格停止、
選手権またはカップポイントのはく奪等のペナルティーが科される。
レース後の場合
レース後に技術規則に準拠していないことが判明した場合、当該ライダーにはタイム
ペナルティー、失格等のペナルティーが科される。
2.1 序論
２.１.１ ARRC の車両は、下記地区における一般公道モデルとする。
：アジア、
オセアニアまたはヨーロッパ。モーターサイクルは、近年、または現時
点で量産され、コンストラクターの通常の販売網から一般の人たちが上
記地区において当該年度の選手権での使用が認められる前に入手できる
モーターサイクルをベースとしたものとする。
２.1.２ クラス
プロダクションベースクラスはエンジン排気量及びチューニング範囲で
指定された車両でなければならない。
２.1.３ 一般的アイテム
材質
フレーム、フロントフォーク、ハンドルバー、スイングアームにチタニ
ウムを使用することは禁止される。チタニウム製のナット及びボルトは
限られたクラスにのみ使用することが出来る。
a) 磁気テスト（チタニウムは磁気ではない）
b) ３％の硝酸テスト（チタニウムは反応しない。金属がスチールである
場合、硝酸液は黒い点を残す）
c) 当該パーツの重量を計り、水の入ったメジャー付きグラスに入れて質
量を測定することによって、チタニウム合金の特定質量４．５－５、
スチールの特定質量７．５－８．７を確かめる（インテーク・バルブ、
41

ロッカー、コンロッド等）
。
d) 疑義が生じた場合、テストは公式検査機関にて実施される。
２.1.4 ハンドルバー
2.1.4.1 露出したハンドルバーの先端には、固形材質のものが埋め込
まれる、またはゴムで覆われなくてはならない。
2.1.4.2

中心線または中心の両側に関するハンドルバーの最低回転角
度は、ソロモーターサイクルの場合１５°とする。ハンドル
バーがどのような状態にあっても、フロントホイール、タイ
ア及びフロントフェンダーは、１０ｍｍの隙間が設けられて
いなければならない。フルロック状態の時に、ライダーの指
が挟まれないようにするために、レバーの ついたハンドルバ
ーと燃料タンクの間に最低３０ｍｍのクリアランスを確保す
る目的で、固定ストップ（ステアリング・ダンパー以外）が
装備されなくてはならない。

2.1.4.3

軽合金製ハンドルバーを溶接修理することは禁止される。

２.1.４.4 すべてのハンドルバーレバー（クラッチ、ブレーキなど）
は、原則として先端がボール状（このボールの直径は最低
16ｍｍとする）となっていなくてはならない。このボールは
平らでもよいが、どのような場合においても先端は丸くなっ
ていなくてはならない（平らな部分の厚みは最低 14ｍｍと
する）
。この先端部分は常時固定されたものとし、レバーと
完全に一体となっていなくてはならない。
2.1.4.5

各コントロールレバー（ハンドおよびフットレバー）は、そ
れぞれ別個のピボットに設けられなくてはならない。

2.1.4.6

リアブレーキレバーがフットレストの軸に設けられる場合、
フットレストの湾曲あるいは変形等どのような状況において
も操作できなくてはならない。

2.1.4.7 ライダーコントロールの改造は、モビリティーへの新たな取
り組みとして考慮され、メディカルディレクター、ARRC テ
クニカルディレクターによる考察と承認が必要とされる。
2.1.5 安全上義務とされる部品
2.1.5.1

全てのドレーンプラグにはワイヤーロックが施されていなけ
ればならない。オイルキャビティ―に関わる外部オイルフィ
ルター、スクリュー及びボルトは確実にワイヤーロックされ
なければならない。オイルフィルターには、2 次保留機構を持
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つことも可能とする。
2.1.5.2 ブリーザーまたはオーバーフローパイプが装備される場合、
既存の排出口から排出されなければならない。オリジナルの
クローズトシステムは維持され、待機放出は禁止される。
２.1.6 ホイール及びリム
2.1.6.1 リムに関係してタイヤが動いてしまうのを防ぐために使用さ
れることもあるタイヤリテンションスクリューは例外とす
る。この目的でリムを改造する場合、ボルト、スクリューな
どが装着されなくてはならない。
2.1.6.2 リム幅は、ＥＴＲＴＯに基づいて，ホイールリムの内側フラ
ンジウォールで測定される。
2.1.7 バラスト
2.1.7.1

最低重量を満たすためのバラストの使用が認められる。バラ
ストの使用には、事前車検時に ARRC テクニカルディレクタ
ーに申告しなければならない。バラストは、強固な金属製と
し、アダプターまたは直接フレームまたはエンジンに確実に
最低 2 本のスチールボルト（最低直径 8 ㎜の 8.8 以上のグレ
ードのもの）で固定されなければならない。

2.1.7.2

他の方法を用いる場合、ARRC テクニカルディレクターに申
請し、承認を受けなければならない。

2.1.7.3 燃料及び燃料タンクがバラストとして使用することが出来
る。計測される数値は、設定された最低重量より下回っては
ならない。
2.1.8 公認部品
2.1.8.1

公認パーツは OEM パーツとして車両生産及び搬送時に供給
されるパーツとする。特に明記されない限り、これらパーツ
は再製造、再処理が施されてはならない。

2.1.8.2 コーティングまたは改造。異なる車両からのものや異なる公
認モデルの車両（モデル名が同一である場合を含む）のパー
ツの使用は認められない。しかし、パーツが生産上の理由で
ＦＩＭ及びＦＩＭアジアが認めた場合は例外とする。
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2.1.9 リアセーフティーライト
2.1.9.1 全ての車両のリアシート後部には作動するレッドライトが装
備されていなければならず、このライトは雨、霧や霞等視界不
良の場合にのみ点灯される。ライトオンボードがスタート/フ
ィニッシュラインで提示され、全てのトラック上のライダーは
点灯しなければならない。リアセーフティーライトは下記に準
拠していなければならない。
2.1.9.2 光の方向は、車両のセンターライン（レース進行方向）と並行
とし、車両の中心から最低左右 15 度の範囲の後方から明確に
視認出来るものでなければならない。
2.1.9.3 レッドライトは、シートリアボディーワークの後端の車両の中
心部に装備されていなければならない。取り付け位置またはリ
アセーフティーライトの視認性に関する議論が生じる場合、
FIM アジア ARRC テクニカルディレクターの決定が最終のも
のとする。
a) 出力・光度は約 10～15Ｗ（白熱球）または３～５Ｗ（LED）
とする。トラック上での点灯は継続するものとし、点滅は
認められない。ピットレーンスピード規制が有効な場合の
ピットレーン上では点滅することが認められる。
b) 安全：ライトの電力源は車両のメインぱってリートは別に
なければならない。最低サイズは 4cmX1cm とし、最大
サイズは 8cmX6cm とする。
c) テクニカルディレクターは、安全上満足できないライトシ
ステムの使用を拒否する権限を有する。
2.1.10 音量レベルコントロール
現行の音量規制
最大音量レベルは、平均ピストンスピード 11m/秒で計測される。固定
rpm は事項 2.1.11 が適用される。


計測のためのマイクロフォンの位置は排気管後端から 50cm で、か
つ中心線から後 45°で排気管と同じ高さとする。



音量測定の際、ギヤボックスにニュートラルがないマシンは、スタン
ドに載せた状態で測定を受けなくてはならない。



ギヤはニュートラルとしてエンジンを回転させ、所定の回転数域に
達するまでエンジンの回転を増していかなくてはならない。測定は
所定の回転数に達した時に行うものとする。



回転数は、エンジンのストロークに相応するピストンの平均速度に
基づく次の式にて求められる。
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RPM は以下の計算式で求められる。
N=30,000Xcm
1
N＝ 所定のエンジン回転数（rpm）
Cm=固定平均ピストンスピード m/s
I＝ピストンストローク（㎜）
2.1.11 音量規制
・

音量規制：ASB1000 事項 2.2.24 参照
排気量クラス内のエンジンのピストンストローク形状の相違によ
り、音量テストは以下のｒｐｍで実施される。参考として、音量テ
スト実施時の平均ピストンスピードは 11m/s で実施される。

・

音量規制：SS600 事項 2.3.22 参照
異なる園児形状のピストンストロークの相違の為、音量テスト固定
rpm で行われる。

・

音量規制：AP250 事項 2.4.22 参照
排気量クラス内のエンジンのピストンストローク形状の相違によ
り、音量テストは以下のｒｐｍで行われる。
。参考として、音量テ
スト実施時の平均ピストンスピードは 11m/s で実施される。

・

音量規制：UB150 事項 2.5.20 参照
排気量クラス内のエンジンのピストンストローク形状の類似によ
り、音量テストは固定ｒｐｍで行われる。参考として、音量テスト
実施時の平均ピストンスピードは 11m/s で実施される。

2.1.12 シリンダーが 1 つ以上の最大音量は、各エキゾーストで行われる。
2.1.13 音量規制値に合致しない車両は、複数回の検査を受けることが出来る。
2.1.14 テスト中の検査対象エンジンの周囲５ｍの音は 90dB/A 以下とする。
2.1.15 音量コントロールに使用される機材は国際規格 IEC651 タイプ１とす
る。サウンドレベルメーターには、使用中の管理と調整のためのカリ
ブレーターが装備されていなければならない。
2.1.16 常にスローレスポンスセッティングが使用されなければならない。
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2.1.17 競技終了後の音量検査
結果発表前に最終車検を必要とする競技会では、最終検査には、最低
限上位 3 台の音量検査が含まれていなければならない。
最終車検時の音量規制値には 3dB/A の許容誤差値が適用される。
2.1.18 競技中の音量検査
競技中に音量検査を必要とする大会の場合、車両は、許容誤差値無し
に音量規制値に合致していなければならない。各クラスの規則参照。
2.1.19 サウンドレベルメーター使用のガイドライン
a) サウンドレベル測定機器には、それにふさわしいキャリブレーター
が含まれ、これはテスト開始直前、および規律的罰則が科される
可能性のある際の再テストの前に使用されなくてはならない。タ
コメーター、サウンドレベルメーターまたはカリブレーターの不
具合を想定し、2 セットの器材が準備される。
b) テストは雨天、または湿度が非常に高い場合には実施してはなら
ない。過剰に音量が大きいと判断されたマシンは、状況が許せば
別個にテストされる。

c) 微風が吹いている場合を除いて、マシンは風が吹いてくる方向
に向かって設置される（メカニカルノイズは、マイクロフォンか
ら離れるように前方に流れる）
d) “スロー”メーターレスポンスを用いる。
e) サウンドレベルメーターは“A”ウエイトセッティングとする。
f)

測定された数値の切り捨ては行わない。すなわち：
110.9dB/A=110.9dB/A

g) 補正
タイプ１メーター

：１dB/A を削除する。

h) 計測の精度（許容誤差）
i) すべての許容誤差は累積的なものである。取られるべき措置は、
FIM アジアテクニカルディレクターと行う事前の話し合いの際に
出された決定に基づくものとする。
2.1.20 保護用ウェアとヘルメット
・

ライダーは、常に自身の保護用ウェアとヘルメットが FIM 技術規則
に合致していることの責任を有する。



溶けてライダーの肌に影響を及ぼすような化学合成繊維素材の裏地
や下着類を着用してはならない。



ライダーはレザーのグローブとブーツを着用し、レザースーツと併
用して首から足まで完全に被わなくてはならない。
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レザーの代替素材を使用することもできるが、この場合、これらはチ
ーフテクニカルスチュワードによってチェックされなければならな
い。



チェスト及びバックプロテクターの使用は義務とされる。



ライダーは、状態の良く、適切な装着性を持ち、確実に固定できるヘ
ルメットを装着しなければならない。



ヘルメットはフルフェースタイプとし、以下の規格に合格している
ものとする。
ヨーロッパ：ECE 22-05 （P タイプのみ）
日本：

JIS T 8133:2016（タイプ２フルフェースのみ）

アメリカ： SNELL M 2015
FIM：

FRHPhe-01-2018（FIM レーシング公認プログラ
ムヘルメットのみ）



バイザーは、シャッタープルーフ（粉砕防止）素材でなければなら
ない。



使い捨てタイプ ”ティアオフ“の使用が認められる。ライダーの
装備及び/あるいはヘルメットに関する疑問等のある場合、必要に
応じて決定を下す前に当該マニュファクチャラーと協議するテクニ
カルディレクターに相談しなければならない。
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ヘルメット認証ラベルの例（ヨーロッパについては各国における認証マークも含まれる）

上記 JIS の例は誤りで、以下が正しい例となります。
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ASB1000 技術仕様
技術仕様
以下に記す規則は、公認車両に対して限られた変更を認め安全性及び各車両コンセプト間
の競技性の向上のためのものとする。
本規則に明記されていない事項の一切の変更は禁止される。
パーツまたはシステムで下記に明記されていないものは禁止される。

ASB1000 車両は、FIM 公認を必要とし、FIM 公認車両リストのスーパーバイクカテ
ゴリーにリストされた車両とする。特例的な状況下（COVID-19 の蔓延等）により
公認とすることが出来ない場合、FIM 公認に代わり、以下の方法が用いられる。
― 製造会社の所属する国の公認
― FIM アジア ARRC 技術委員会による公認
全ての車両は、すでに車両製造時点で満足する装備が備わっている場合を除き、本本技術
規則に明記されたロードレースの要件の一つ一つに適合していなければならない。
一度公認となった車両は、当該クラスに新たな規則により公認が取り消されるまで、また
は当該クラスの技術規則が変更となるまでの最大 8 年間使用することができる。
フロント、リアの外観及び AP250 車両のプロフィール（特記事項のない限り）公認時の
車両または生産された形状（マニュファクチャラーによって製作された状態）を保ってい
なければならない。エキゾーストシステムの外観は除く。
2.2

総合仕様
車両の全てのパーツおよびシステムは以下の事項に記載されていない限り
―

マニュファクチャラーが製作したオリジナルのままとする。

―

公認車両に装備されたオリジナルのままとする。

―

すべての車両は自然吸気でなければならない。

―

同一モデル名、同一車両識別番号の製造年度の異なる公認車両同士のパーツの
交換は認められない。ホイールリムは除く。

2.2.1

参加可能車両
本規則は、一般公道用車両にのみ適用される。車両が、FIM 公認車両リストに含
まれているものの、本技術規則に合致しないものがある場合、FIM アジア ARRC
技術委員会が ASB1000 クラスに参加が可能かどうか決定する権限を有する。
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2.2.1.1 エンジン排気量、ボア及びストロークは公認時のサイズを維持してい
なければならない。
2.2.1.2 2022 年は以下の車両が参加可能とする。
2.2.1.2.1

BMWS1000RR

2.2.1.2.2

BMWM1000RR

2.2.1.2.3 DUCATI Panigale V4R
2.2.1.2.4 HONDA CBR1000RR SP2
2.2.1.2.5

HONDA CBR1000RR-R(2020 年以降)

2.2.1.2.6

HONDA CBR1000RR-R SP(2020 年以降)

2.2.1.2.7

KAWASAKI ZX10R

2.2.1.2.8 KAWASAKI ZX10RR（2019 年以降）
2.2.1.2.9

SUZUKI GSX-R 1000

2.2.1.2.10 YAMAHA YZF-R1
2.2.1.2.11 YAMAHA YZF-R1M(2017 年以降)
注：上記リストは、FIM アジア ARRC 技術委員会によって変更される
場合がある。
2.2.2 車両のバランス理念
異なるメーカー及びモデル、排気量の差異やその他仕様の為、性能の均一化を図
るために、車両の性能を見極めた上で、最低重量の変更を行う場合がある。ハン
ディキャップに関する決定は、FIM アジア ARRC 技術委員会が行い、それは競
技の公平性を維持する為にいつでも行う事が出来る。
2.2.3

車両最低重量
競技会中、車両重量及び燃料タンクと残燃料を含む総重量は下記の最低重量より
下回ってはならない。
i. 最低重量は 170Kg
ii. 最低重量に許容誤差値は認められない。
レース終了後の最終車両検査において選ばれた車両は、レース終了時の状態で重
量が計測され、この最低重量を満たしていなければならない。車両には如何なる
物も付加されてはならない。これには全ての液体も含まれる。
プラクティス及びクォリファイセッション中、ライダーは車両を重量検査に提出
することを要請される場合がある。ライダーは如何なる場合であってもこの要請
に従わなければならない。
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最低重量を満たすためのバラストの使用が認められる。バラストを使用する場
合、事前車検時に FIM ARRC テクニカルディレクターの確認を受けなければな
らない。
2.2.4 ナンバー及びナンバープレート
アジアロードレースに受理された各ライダーは、年間をとおして使用する自身のナ
ンバーを選択することができる。１から 10 までは前年の選手権における選手権ポ
イントランキング用とする。
2.2.4.1 バックグラウンドの色は白とし、数字は黒または暗い色とする。
2.2.4.2 フロントナンバーのサイズは
i.

最低高:

140 mm

ii. 最低幅:

80 mm

iii. 数字の太さ:

25 mm

iv. 数字間の最低間隔:

10 mm

2.2.4.3 全てのサイドナンバーのサイズは
v. 最低高:

120 mm

vi. 最低幅:

60 mm

vii. 数字の太さ：

25 mm

viii. 数字間の最低間隔:

10 mm

2.2.4.4 指定されたライダーのナンバー（及びプレート）は以下の通り車両に確
実に取り付けられなければならない。
i. 一つはフロントでフェアリングセンターまたは左右のどちらか。数字
はナンバープレートの全方向より 25 ㎜空け、如何なる広告も禁止さ
れるエリアを開け、センターに入れなければならない。
ii. 車両の左右両側に入れる。推奨する位置は車両の両サイドでメインフ
ェアリング下部後端とする。ナンバーはバックグラウンドの中央に入
れられなければならない。
2.2.4.5 ナンバーの承認フォントタイプは下記とする。
i. フュチュラヘヴィー及びフュチュラヘヴィー・イタリック
ii. ユニバースボールド及びユニバースボールド・イタリック
iii. オリバースメッド及びオリバースメッド・イタリック
iv. フランクリンゴシック及びフランクリンゴシック・イタリック
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2.2.4.6 上記フォント以外の場合、その字体及びレイアウトが FIM ARRC テク
ニカルディレクターの事前承認が第 1 戦の最低 2 週間前までに必要とさ
れる。全ての数字はスタンダードフォームでなければならない。
2.2.4.7 数字のアウトライン（縁取り）は対比色とし、最大幅は 3 ㎜とする。
バックグラウンドの色は、数字の周り（縁取り含む）が明確に視認でき
るものでなければならない。蛍光または反射タイプの数字は認められな
い。
2.2.4.8 数字を重ねることは認められない。
数字の視認性に関する疑義が生じた場合、ARRC FIM アジアテクニカル
ディレクターの裁定が最終のものとされる。

2.2.5

燃料
全ての ASB1000 車両は、オーガナイザーが支給する無鉛ガソリンを使用しなけ
ればならない。

2.2.6

タイヤ
2.2.6.1 タイヤは公式タイヤサプライヤであるダンロップから提供される。
2.2.6.2 各レース大会毎に最大 8 本のフロントと 1 本の追加リアタイヤのみ使
用が認められる。追加のリアタイヤはクォリファイセッション時のみ使
用が認められる。
2.2.6.3 これらはレースウィークエンドに使用可能な最大本数とする。配給内容
の変更のある場合、エントラントに連絡される。
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2.2.6.4 最大 4 本のウェットタイヤがレースウィークエンドに供給される。
2.2.6.5 全ての使用済みタイヤ及び未使用のタイヤは、レース後に公式タイヤサ
プライヤーに返却されなければならない。
2.2.6.6 如何なる変更（カットやグルービング）も認められない。
2.2.6.7 フリープラクティス、クォリファイプラクティス、ウォームアップ及び
レースで使用するドライタイヤは、公式タイヤサプライヤーンによる識
別番号が付されたステッカーによりマークされる。
2.2.6.8 ライダーまたはチームの判断により、レースで使用するタイヤをドライ
にするかウェットタイヤにするか選択することが出来る。
2.2.6.9 タイヤの選択は、公式サプライヤー代表により無作為に行われる。チー
ムメイト間であっても、また、レースディレクションの許可無しに公式
タイヤサプライヤーによっても一度指定されたタイヤを交換することは
認められない。
2.2.6.10 ステッカーには、各ライダーの識別番号が記され、各配布時に異なる色
の者が使用される。
2.2.6.11 ステッカーは、タイヤのサイドウォール右側に貼付しなければならな
い。
2.2.6.12 FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに任命されたオフィシャル
または人員は、ピットレーンにおいて車両が正しくステッカーを貼付
されているか確認する。ステッカーの無いタイヤ車両の場合、適切な指
示を仰ぐため速やかにレースディレクションに報告しなければならな
い。
2.2.6.13 特例的な事情において、ステッカーの損傷や誤って貼付した場合、
FIM アジア ARRC テクニカルディレクターの判断により追加の 1 枚を
支給することが出来る。
2.2.6.14 しかし、その場合、損傷したステッカーの返還、または貼付した無傷
のタイヤを FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに提示しなけれ
ばならない。
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2.2.6.15 レッドフラッグが提示された場合、損傷を受けた車両のタイヤをピッ
トレーン内で確認し、新たなタイヤへの交換となる場合がある。損傷の
度合いは、公式サプライヤーにより確認される。
2.2.7 エンジン
2.2.7.1 各大会において、最大 2 基のエンジンの使用が認められる。全てのエ
ンジンは、最初のプラクティス終了後に車検及び安全確認時に封印さ
れる。
2.2.7.2 エンジン交換を行う場合、変更理由を明記し、書面による要望を行
い、エンジンの封印は、FIM アジア ARRC テクニカルディレクターの
承認を受けるまで開けてはならならない。FIM アジアテクニカルディレ
クターは、問題のある交換されたエンジンの確認を要請することが出来
る。
2.2.7.3 上記以外、大会期間中は、ARRC FIM アジアテクニカルディレクター
による必要が生じ無い限り、エンジンは封印されていなければならな
い。
2.2.8 フュエルインジェクションシステム
2.2.8.1 フュエルインジェクションシステムは、公認時のものとし、如何なる改
造も認められない。フュエルインジェクションシステムとは、スロット
ルボディー、フュエルインジェクター、可変インテークトラクトデバイ
ス及びフュエルプレッシャーレギュレーターを指す。
2.2.8.2 インジェクターは交換することが認められるが、一般生産型の物でなけ
ればならない。インジェクターの数は、公認時または車両が生産された
時と同じでなければならない。
2.2.8.3 可変インテークトラクトデバイスはオリジナルの車両に装備されている
場合か装備されて公認となった場合に使用することが出来る。それは、
装備されているものと同様に作動しなければならない。可変インテーク
トラクトデバイスは、公認システムに装備されていたものを如何なる改
造もせずに維持されてなければならない。
2.2.8.4 スロットルボディーは公認時に装備されているものとし、如何なる改
造も認められない。
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2.2.8.5 バタフライバルブは公認時に装備されていたものまたは以下の制限を
遵守した公認パーツのみ認められる。
2.2.8.5.1

セカンダリースロットルバルブは取り外したりオープンポ
ジションに取り付けることが出来、電子機器は接続を断つ
か取り外すことが出来る。

2.2.8.6

ライドバイワイヤとして知られている電子制御式スロットルバルブ
は、公認時の車両に装備されている場合または同一システムが一般生
産モデルとして存在する場合、使用することが認められる。

2.2.8.7 大気及び空気と燃料の混合のみスロットルボディーバタフライを介し
て燃焼室に送り込むことが認められる。
2.2.8.8 スロットルボディークランプは変更することが出来る。
2.2.8.9 エアファンネル及びベルマウスは公認車両の為にオリジナルのマニュ
ファクチャラーが製作したものに限られる。
2.2.9 燃料供給
2.2.9.1 フュエルポンプ及びフュエルプレッシャーレギュレーターは、公認さ
れた車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでな
ければならず、改造は認められない。
2.2.9.2 フュエルプレッシャーは、公認された車両用にマニュファクチャラー
が生産したオリジナルのものでなければならない。
2.2.9.3 燃料タンクから供給パイプアッセンブリ―（除く）へのフュエルライ
ンは交換することができる。
2.2.9.4 フュエルベントラインは交換することが出来る。
2.2.9.5 フュエルフィルターを追加することが出来る。
2.2.9.6 クイックコネクターの使用または追加が認められる。
例：ドライブレーキコネクター等
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2.2.10 シリンダーヘッド
2.2.10.1 シリンダーヘッドは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生
産したオリジナルのものでなければならず、改造は認められない。
2.2.10.2

ヘッドガスケットは自由とする。

2.2.10.3

バルブ、バルブシート、ガイド、スプリング、タペット、オイルシー
ル、シム、コッタ―バルブ、ロッカーアーム、スプリングベース及び
スプリングリテイナーは、オリジナルとして生産され、公認された車
両のマニュファクチャラーが供給した時と同じ位置になければならな
い。

2.2.10.4

バルブスプリングシムは認められない。

2.2.10.5

通常のメンテナンスサービスにあるバルブラッピングは認められる。

2.2.11 カムシャフト
カムシャフトは公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナ
ルのものでなければならず、改造は認められない。
2.2.12 カムシャフトスプロケットまたはギヤ
2.2.11.1

カムスプロケットは、カムタイミングの調整の為の溝を入れることが
出来る。

2.2.11.2 加圧されたカムスプロケットを調整可能なボス及びカムスプロケット
に交換されても良い。
2.2.13 シリンダー（シリンダーブロック）
シリンダーは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナ
ルのものでなければならず、改造は認められない。
2.2.14 ピストン、ピストンリング、ピン及びクリップ
2.2.14.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナル
のものでなければならず、改造は認められない。
2.2.14.2 全てのピストンリングが取り付けられていなければならない。
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2.2.15 コネクティングロッドアッセンブリー
公認されたパーツでなけれならず、改造は認められない。しかし、信頼性の向
上を目的とし、チタニウム製のコネクティングロッドを、同一マニュファクチ
ャラーの同じか似通ったモデル名または VIN 番号を持つスチール製のコネクテ
ィングロッドに交換することが出来る。
2.2.16 クランクシャフト
公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなけ
ればならず、改造は認められない。
2.2.17 クランクケース/ギヤボックスハウジング
2.2.17.1

クランクケース内を真空にするためのポンプの追加は認められない。

2.2.17.2

公認された車両に真空ポンプが装備されている場合、公認された時の
用途の場合のみ認められる。

2.2.18 側面カバー（エンジンサイドカバー）及び保護
2.2.18.1

側面カバーは変更、改造または交換することが認められる。変更また
は改造する場合、カバーはオリジナルと同等以上の耐久性を持たなけ
ればならない。

2.2.18.2

転倒時に路面と接触する恐れのあるオイルを含む全ての側面カバー/
エンジンケースは、金属製（アルミニウム合金、ステンレススチー
ル、スチールまたはチタニウム）の追加のカバーで保護されなければ
ならない。

2.2.18.3 追加のカバーは、オリジナルカバーの最低 1/3 をカバーしていなけ
ればならない。トラック路面に損傷を与えるような鋭利な角であっ
てはならない。
2.2.18.4 これらカバーは、確実かつ強固に最低３つのケースカバーボルトでオ
リジナルカバー/エンジンケースをクランクケースに固定しなければ
ならない。
2.2.18.5 貼付式の追加カバーは認められない。
2.2.18.6

オイルを含むエンジンカバーはスチールボルトで固定しなければなら
ない。
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2.2.18.7 FIM 公認カバーは、その素材、寸法に関係なく使用が認められる。
2.2.18.8

FIM アジア ARRC テクニカルダイレクターは、安全が確認されない
側面カバー及びプロテクションカバーを拒否する権利を有する。

2.2.18.9 このカバーに追加し、アルミニウムまたはスチール製のプレートまた
はクラッシュバーが認められる。このようなデバイスは全て突然起
こりうる衝撃、磨滅及び転倒による損傷に耐えうるものでなければ
ならない。
2.2.19 トランスミッション及びギヤボックス
2.2.19.1

公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも
のでなければならない。

2.2.19.2

ギヤ比及び変則ギヤ数は、公認された車両用にマニュファクチャラー
が生産したオリジナルのものでなければならず、変化を持たせては
ならない。

2.2.19.3 FIM アジア ARRC 技術委員会が認めたものまたは公認クイックシフ
ターシステムのみ認められる。（ワイヤ及びポテンショメーターむ）
2.2.19.4

ギヤボックスへのオートセレクター機構の追加は認められない。

2.2.19.5 電子式または油圧式作動シフターは認められない。
2.2.19.6 カウンターシャフトスプロケット、リヤホイールスプロケット、チェ
ーンピッチ及びチェーンサイズは交換することが出来る。
2.2.19.7

カウンターシャフトスプロケットカバーは装備されていなければなら
ないが、改造することが認められ、安全上、追加の穴あけは 15mm
より小さいものでなければならない。

2.2.19.8

リヤフェンダーと合体式でないトップチェーンガードは取り外すこと
が出来る。

2.2.20 クラッチ
2.2.20.1 公認車両が使用している場合のみ、ドライクラッチの使用が認められ
る。
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2.2.20.2 クラッチは、湿式を維持していなければならず、ドライタイプへの変
更は認められない。
2.2.20.3

公認車両が装備している場合のみ、油圧式クラッチの使用が認められ
る。

2.2.20.3.1 クラッチの作動方式はケーブル死期を維持し、油圧作動式
への変更は禁止される。
2.2.20.4 バックトルクリミットまたはスリッパ―クラッチの使用が認められ
る。
2.2.20.5 クラッチスプリングは自由とし、事前ロードされたものはシムの追加
により変更が出来る。
2.2.20.6 クラッチプレートは自由とする。
2.2.20.7

クラッチケーブルのタイプは自由とする。

2.2.21 オイルポンプ及びオイルライン
2.2.21.1

公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも
のでなければならず、改造は認められない。

2.2.21.2 オイルラインは改造または交換が認められる。
2.2.21.3 正圧を含むオイルラインが変更される場合、圧印コネクターを持つメ
タル強化構造でなければならない。
2.2.21.4 オイルパンは、アフターマーケット製のユニットまたはその他プロダ
クションモデルのものを使用することが出来る。
2.2.22 クーリングシステム、ラヂエター及びオイルクーラー
2.2.22.1

ラヂエター及び全クーリングシステム内には水のみが認められる。
一切の添加物、アンチフリーズ、ラヂエタークーラントまたはその
他液体は認められない。

2.2.22.2 ラヂエターキャップは自由とする。
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2.2.22.3

ラヂエター及び取り付けブラケットは交換することが出来るが、取り
付け位置は公認時の取り付け位置を維持していなければならない。

2.2.22.4 追加のラヂエター及びオイルクーラーが認められるが、フロント及び
リアの外観は公認時のものと同じでなければならない。
2.2.22.5 公認時の熱交換器（オイル/水）はオイルクーラー及び冷却回路とは
別のチューブに交換することが出来る。オリジナルのオイルラヂエタ
ーが装備されている場合、それも交換することが出来る。
2.2.22.6 ラヂエターに向かってエアの流れを増加させるための追加のラヂエタ
ーシュラウド及びインナーエアダクトは認められるが、車両のフロン
ト及びリヤの外観並びにプロフィールを変更することは出来ない。
2.2.22.7 オイル及び/あるいはウォーターラヂエター前部へのプロテクティブ
メッシュの追加が認められる。
2.2.22.8

クーリングシステムのホース及びキャッチタンクは変更することが出
来る。

2.2.23 エアボックス
2.2.23.1 エアボックスは公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した
オリジナルのものでなければならないが、エアボックスドレーンは塞
がれなければならない。
2.2.23.1.1

エアフィルターエレメントは自由とする。

2.2.23.1.2

エアボックスドレーン口は、封印されていなければならな
い。

2.2.23.1.3

全ての車両（エンジン）はクローズトブリーザーシステム
なければならない。全てのオイルブリーザーラインは接
続され、オイルキャッチタンクを介してエアボックス内
に排出されなければならない。

2.2.23.2 フェアリングとエアボックス間のオリジナルのエアダクトは公認時の
ものまたは以下の改造範囲内の公認パーツとする。
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2.2.23.2.1 開口部に装備されたオリジナルのパーティクルグリル又は
ワイヤメッシュは取り外されても良い。
2.2.24 エキゾーストシステム
2.2.24.1

エキゾーストパイプ及びサイレンサーは改造及び変更することが出来
る。エキゾーストパイプ及びサイレンサーの材質は自由とする。

2.2.24.2 サイレンサーは、公認された車両と同じ側並びに位置になければなら
ない。
2.2.24.3

安全上、エキゾーストパイプの露出した先端は鋭利な先端を避けるた
めに丸められていなければならない。

2.2.24.4 カタリティックコンバーターは取り外されなければならない。
2.2.24.5

エキゾーストシステムのラッピングは認められないが、安全上、ライ
ダーの足またはフェアリングが接触する部分については熱から保護す
るために例外とする。

2.2.24.6 ASB1000 の音量規制値は 107ｄB/A とする。（レース後は＋３
dB/A）音量測定は以下のとおり行われる。
2.2.24.6.1 4 気筒車両の場合、5500rpm
2.2.24.6.2 2 気筒車両の場合、5000rpm
2.2.25 電気及び電子装置
2.2.25.1 イグニッション/エンジンコントロールユニット（ECU）
2.2.25.1.1

全てのエンジンコントロールユニット（ECU）は、FIM
アジア ARRC 技術委員会の事前承認が必要とされる。

2.2.25.1.2 ECU とオリジナルのワイヤリングハーネスを繋げるため
の特別なコネクター/アダプターが使用される。
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2.2.25.1.3

ソフトウェア、チューニングツール、ダウンロード/コネ
クションケーブル、アクティベーション、ワイヤリング
ハーネス及びアップグレードを含む総合計の価格は、社
会一般的価格とし、選手権の全チームが購入できるもの
でなければならない。

2.2.25.1.4 ECU（ソフトウェア及びアクティベーション）及びハーネ
スパーツは、個々に料金設定され、販売されなければなら
ない。
2.2.25.1.5 ソフトウェア及びファームウェアは供給されなければなら
ず、当該車両マニュファクチャラーによって承認されなけ
ればならない。FIM アジア ARRC 技術委員会に対してソ
フトウェア/ファームウェアは提供され、それが使用され
る前に公認リストに掲載されなければならない。
2.2.25.1.6

マニュファクチャラーは、FIM アジア ARRC 技術委員会
にソフトウェアチェックのためのツールとソフトウェアを
提供しなければならない。

2.2.25.1.7

シーズンを通してマニュファクチャラーはソフトウェアの
最新化を行うことが出来、その最新化は当該システムを利
用するユーザー全てに無料かつ同時に行われなければなら
ない。チームによる最新化は義務とはされない。

2.2.25.1.8 エンジンコントロールユニット（ECU）は位置を変更す
ることが出来る。
2.2.25.1.9

コーナー間または距離/位置を基準とする調整方式は認め
られない。

2.2.25.1.10 公認モデル用にモーターサイクルマニュファクチャラー
販売するオプション装備は車両の公認には含まれず、公認
電子装置/データロガーの要件に従わなければならない。
2.2.25.1.11 大会期間中、FIM ARRC テクニカルダイレクターは、チ
ームに対し ECU またはマニュファクチャラーから支給さ
れたサンプルとともに外部モジュールを交換するよう要
請する権限を有する。全チームは、この要請に従わなけ
ればならない。
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2.2.25.1.12 シフトロッドセンサー、ホイールスピードセンサー及び
ラムダセンサー以外に制御方策のためのセンサーを追加
することは出来ない。これらセンサーは、方策（クロー
ズトループラムダ）として必要な場合、キット ECU 及び
ハーネスパッケージに含まれていなければならない。
2.2.25.1.13 公認車両に装備されていないその他追加の電子ハードウ
ェア装備は、以下を除き追加することは認められない。
2.2.25.1.14 抵抗器/ロードは、ECU エラーを避けるため、取り外さ
れた電気システム（ライト及びラムダセンサー含む）の
パーツ交換時に追加することが出来る。
2.2.25.1.15 ABS 交換/バイパスを取り付け及び/または ECU を残し
ABS ユニットの取り外しをすることが出来る。
2.2.25.1.16 スタンドアローンユニットの場合、ロガーは全レースチ
ームに対して半版可能とし、FIMARRC 公認データロガ
ーリストに掲載されていなければならない。
2.2.25.1.17 公認データロギングシステムの特徴は下記のとおりとす
る。
2.2.25.1.18 販売価格は公共価格とし本選手権に参加する全チームが
購入可能でなければならない。
2.2.25.1.19 下記のデータロギングは、車両のオリジナルセンサーに
センサーを追加することによってなされなければならな
い。センサーのリストは下記とする。
i.

フォークポジション

ii. ショックポジション
iii. フロントブレーキプレッシャー
iv

リヤブレーキプレッシャー

v

フュエルプレッシャー（温度とは別）

vi オイルプレッシャー
vii オイル温度
viii トランスポンダー/ラップタイムシグナル
ix

GPS ユニット（ラップタイミング及びトラック位
置）
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2.2.25.1.20 センサーは単純機能でなければならない。公認された車
両に完成プラットフォームがインストールされていない
場合、慣性プラットフォームを追加することは認められ
ない。
2.2.25.1.21 ECU からの公認データロガーへの CAN（またはその他
データプロトコール、k-line、lin）交信は、CAN チャン
ネルロガー数に制限無く認められる。データロガーは、如
何なる方策または ECU セッティングを管理するものであ
ってはならない。但し、オリジナルダッシュボードが取り
外されている場合、オリジナルのダッシュボードシグナル
の複製をすることは出来る。ロガーは、このセッティング
変更を自動化してはならない。
2.2.25.1.22 ラムダドライバーモジュール、クイックシフターや CAN
へのアナログ等、他の活性化、管理、計算ユニットは、
販売尾価格を公表し、選手権に参加する全てのチームが
購入できなければならない。これらデバイスは FIM
ARRC 公認を必要とする。
2.2.25.1.23 テレメトリーは禁止される。
2.2.25.1.24 エンジン作動状態または車両走行状態時の車両へのデー
タ交信やセッティングのための遠隔操作またはワイヤレ
スコネクションは認められない。
2.2.25.1.25 公認を受けるためには、ECU キット、キットハーネス及
びチューニングツールを含む外部モジュールのサンプル
がテクニカルデータと販売価格と共にマニュファクチャ
ラーから選手権シリーズ開催の最低 3 週間前までに FIM
アジア ARRC 技術委員会に提出されなければならない。
マニュファクチャラーは FIM アジア ARRC 技術委員会に
ECU ソフトウェア管理のためのツールを提供しなければ
ならない。
2.2.25.1.26 外部モジュールは、ライドバイワイヤシステムまたはイ
グニッションコイル及びフュエルインジェクターを除く
車両の如何なる部分のコントロール/作動に関連するセン
サーシグナルを変更するものであってはならない。
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2.2.25.1.27 外部モジュールには、公認された車両に装備されている
場合を除きトラクションコントロール方法を追加するこ
とは認められない。
2.2.25.1.28 外部ダウンシフトブリップモジュールは、スタンダード
として入手できない場合のみ認められる。
2.2.25.1.29 ダッシュボードは自由とするが、スタンダードのダッシ
ュボード機能（スイッチロジック及びディスプレイを含
む）に代わるものであり、スーパーストックキットに含
まれていない場合、車両のその他ロジック機能に影響し
てはならない。電子装置の操作上必要である場合、それ
はスーパーストックキットに含まれていなければならな
い。これにはデータロガーも含まれる。作動するタコメ
ーターディスプレイは残されていなければならない。
2.2.25.1.30 スパークプラグは交換することが出来る。
2.2.25.1.31 バッテリーは自由とし、位置を変更することが出来る。
2.2.25.2 ハーネス
2.2.25.2.1 メインのウィングハーネスは、車両マニュファクチャラー
が製作し FIM が公認したキット ECU モデルと共に供給さ
れたキットワイヤハーネスに交換することが出来る。
2.2.25.2.2

キットウィングハーネスはデータロギングハーネスに併合
することができる。

2.2.25.2.3

データロギングハーネスに併合されたキットハーネスに
は、９つの追加センサーが認められる。

2.2.25.2.4

キー/イグニッションロックは位置変更、交換、取り外す
ことができる。

2.2.25.2.5

オリジナルのメインウィングハーネスのカットが認められ
る。
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2.2.25.2.6

データロギングハーネス
データロガーワイヤーハーネスには、７つの認められたセ
ンサー以外の如何なるセンサーも含まれてはならない。デ
ータロガーワイヤーハーネスに認められた機能は、7 つの
センサーとデータロガーを接続し、データの移送及びパワ
ー供給することである。

2.2.25.3 ジェネレーター、アルタネーター、エレクトリックスターター
2.2.25.3.1 ジェネレーター（ACG）は、公認された車両に装備され
ているものとし、改造は認められない。
2.2.25.3.2

スターターは、オリジナルの位置にオフセットせずに取り
付けられていなければならない。

2.2.25.3.3 エレクトリックスターターは正常に作動しなければなら
ず、大会期間中のいつでもエンジンを始動させることがで
きなければならない。
2.2.25.3.3.1 車両保管中、エレクトリックスターターは、ブ
ースとバッテリーを使用せずに適切なスピード
でクランクを回転させ、エンジンを最低 2 秒間
始動させなければならい。ブーストバッテリー
は認められない。
2.2.26 メインフレームボディー及びリアサブフレーム
2.2.26.1

ライダーまたはチームでフレームを交換する場合、スペアフレーム使
用嘆願を FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに提出しなけれ
ばならない。

2.2.26.2 フレームは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオ
リジナルのものでなければならず、如何に記す以外の改造は認めら
れない。
2.2.26.3 認められたパーツ（フェアリングブラケット、ステアリングダンパー
マウント、センサー）を取り付けるための穴あけは認められる。
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2.2.26.4

フレームボディー側面は、複合素材製の保護用部品で覆うことが認め
られる。このプロテクターはフレーム形状に合うものでなければな
らない。

2.2.26.5 クラッシュプロテクター（プロテクティブコーン）は、既存のポイン
トを利用しフレームまたはホイールアクスル端部に圧入し取りつける
ことができる。例外なく、アクスルは改造することは認められない。
2.2.26.6

フレームボディーへの追加や切削は、ステアリングダンパーの取り付
け以外は禁止される。

2.2.26.7 全ての車両には車両識別番号（VIN）がフレームまたはボディーまた
はサブフレーム上のメタルプレートに刻印されていなければならな
い。
2.2.26.8 エンジンマウントブラケットまたはプレートは公認された車両用にマ
ニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならな
い。
2.2.26.9 フロントサブフレーム/フェアリングマウントは変更、交換が認めら
れるが、カーボンまたはチタニウム製（または類似金属）のものは
認められない。
2.2.26.10 リヤサブフレームは変更、交換することが出来、材質は自由とす
る。
2.2.26.11 追加のシートブラケットは認められるが、非ストレスで突出しない
ブラケットとする。アッセンブリ―または構造上の安全性を損なわ
なければ、取り外すことが認められる。リヤサブフレームへのボル
トオンアクセサリーも取り外すことが出来る。
2.2.26.12 ブラケットまたはマウントポイントは、フレームに溶接してはなら
ない。
2.2.26.13 ボルトオンタイプのブラケットは交換、改造、取り外すことが出来
る。
2.2.26.14 ボルトオンアクセサリーは取り外すことが出来る。
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2.2.26.15 ペイントスキームは制限されないが、フレームボディーまたはサブ
フレームの研磨は認められない。
2.2.27 事前に組まれたスペアフレーム及びスペア車両
フレームの交換が必要となった場合、ライダーまたはチームは FIM アジア
ARRC テクニカルディレクターにスぺアフレームの使用について申請しなけれ
ばならない。事前に組まれたスペアフレームが FIM アジア ARRC テクニカルデ
ィレクターに提示され、車両組み込みの承諾を得なければならない。
2.2.27.1 事前に組まれたフレームは下記のとおりとする。
i.

メインフレームアッセンブリ―

ii.

ベアリング（ステアリングヘッドアッパー及びロワートリプルクラン
プ、スイングアーム他）

iii.

スイングアーム

iv.

リヤサスペンションリンケージ及びショックアブソーバー

v.

アッパー及びロワートリプルクランプ

vi.

ワイヤリングハーネス

2.2.27.2 再生された車両は、使用前に車検員による安全確認を受け、車両のフ
レームに新たなシールが貼付されなければならない。
2.2.27.3 完全なスペア車両を使用することも認められるが、その場合は、登録
されたメインの車両が損傷を受け、競技者がセッションを逃してしま
った場合やレースを完走できなかった場合とする。チームは書面で
FIM アジア ARRC テクニカルダイレクターに車両変更を申請しなけ
ればならない。
22.27.4

それ以降の競技会において損傷車両は保管され、その車両のパーツが
スペアパーツとして使用されないようにされる。

手順の説明
・ 1 台の車両のみ事前テクニカルチェックに提示することが認められ、その車
両のみがトラック上、プラクティス、予選、ウォームアップ及びレース時に
ピットボックスの展示スペースに置くことが出来る。
・ 転倒し損傷を受けた車両のフレーム交換が必要であると判断したチームは、
FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに申告しなければならない。車
両が転倒その他事故により損傷を受けた場合、事前に組み込まれたスペアフ
レームを使用し車両を再生することが認められる。
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・ 再生した車両の組み上げが完了した時点で、車検及び安全チェックを受け、
公式にシールが貼付される。
・ 損傷を受けた車両のシールは車検員によって破棄され、当該車両のシャーシ
は当該大会期間中に使用することは認められない。
・ 新たな識別番号が FIM アジア ARRC テクニカルディレクターによって記録
される。
・ 損傷を受けた車両のパーツは、新たな再生車両に利用することが出来る。
・ 交換した新たな車両は、車両が損傷を受けたプラクティス、予選セッション
またはレース終了後以降でなければトラック上で使用することは認められな
い。
・ 損傷を受けた車両は、速やかにピットボックスから取り除かれ、ピットボッ
クスの展示エリアの外に保管されなければならない。
・ 事前組み込みされたスペアパーツとしてのフレームが使用され、再度転倒や
事故によりフレーム変更が必要となった場合、全く構成部品の取り付けられ
ていない真新しいフレームを使用しなければならない。
・ FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、その真新しいフレームを車
両再生作業開始前に確認しなければならない。
・ 本手順の条項に反する場合、スポーツ規則に明記された罰則の対象となる。
2.2.28 サスペンション – 総合
2.2.28.1 電子式サスペンション
2.2.28.1.1

アフターマーケットまたはプロトタイプの電子制御サスペ
ンションの使用は出来ない。電子制御サスペンションは、
公認された車両に生産時点で装備されている場合のみ使用
することが認められる。

2.2.28.1.2 電子制御バルブは公認時の状態を維持していなければなら
ない。シム、スペーサー及びフォーク/ショックスプリング
でこのバルブに接続されていない場合、変更することが出
来る。
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2.2.28.1.3 電子式サスペンションの ECU は公認時の状態を維持し、
如何なる車両の位置情報、セクター情報をも受信してはな
らず、サスペンションはトラック位置に調整してはならな
い。
2.2.28.1.4 ライダーとサスペンション間の電子インターフェースは公
認時の状態を維持していなければならない。このインター
フェースの取り外しまたは機能を停止させることは出来
る。
2.2.28.1.5 フロントフォーク及びステアリングダンパー
2.2.28.1.5.1 ステアリングステムピヴォット位置は公認された車
両の位置と同じ（市販車両と同じ位置）でなければ
ならない。市販車両にインサートがある場合、オリ
ジナルインサートのオリエンテーション/位置は変更
することが出来るが、インサートの交換または改造
は認められない。
2.2.28.1.5.2 ダストシールは、フォークが完全にオイルシール
（密封）状態の場合、改造、変更、取り外すことが出
来る。
2.2.28.1.5.3 フォークチューブ（支柱、フォークパイプ）の表面
処理は変更することが出来る。追加の表面処理が認
められる。
2.2.28.1.5.3.1 電子式フォーク
2.2.28.1.5.3.1.1

電子式フロントサスペンションは、メカニ
カルシステムに交換することが出来る。但
し、同一マニュファクチャラーの同様の公
認モデルのものとする。

2.2.28.1.5.3.1.2

電子式フォークには従来のダンピングシス
テムに変更された完全な内部パーツ（全て
の電子制御を含む）を持つことが認めら
れ、それらはメカニカルフォークとして考
慮される。
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2.2.28.1.5.3.2 メカニカルフォーク
2.2.28.1.5.3.2.1

フォーク（支柱、ステム、ホイールスピン
ドル、アッパー及びロワークラウン他）
は、公認された車両用にマニュファクチャ
ラーが生産したオリジナルのものでなけれ
ばならず、如何に記す以外の改造は認めら
れない。

2.2.28.1.5.3.2.2

公認されたフォークのオリジナル内部パー
ツは改造または変更することが出来る。

2.2.28.1.5.3.2.3

アッパー及びロワーフォーククランプ（ト
リプルクランプ、フォークブリッジ）は公
認された車両用にマニュファクチャラーが
生産したオリジナルのものでなければなら
ない。

2.2.28.1.5.3.2.4

メカニカルフォークのフォークキャップは
外的調整を可能とするためにのみ改造また
は変更することが出来る。これには公認電
子フォークセットに含まれるメカニカルフ
ォークレッグは含まれない。

2.2.28.1.5.3.2.5 ステアリングダンパーは、追加または非電
子式アフターマーケットのステアリングダ
ンパーに交換することが出来る。
2.2.28.1.5.3.2.6

ステアリングダンパーは、ステアリングロ
ックリミティングデバイスとして作動して
はならない。

2.2.28.1.5.3.2.7

電子制御ステアリングダンパーは、公認さ
れた車両または一般公道用モデルに装備さ
れていない場合、使用することは出来な
い。使用される場合、完全なスタンダード
（テクニカルまたは電子パーツも公認され
た状態または生産されたオリジナルの状
態）でなければならない。
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2.2.28.1.6 リヤスイングアーム（リヤフォーク）
2.228.1.6.1 リヤスイングアームは、公認された車両用にマ
ニュファクチャラーが生産したオリジナルのも
のでなければならず、以下に記す以外の改造は
認められない。
2.2.28.1.6.2 強固なプロテクティブカバー（シャークフィ
ン）は、シングアームに取り付けられ、常にロ
ワーチェーン可動部、スイングアーム及びリヤ
ホイールスプロケット開口部を覆い、リヤホイ
ールの位置に関係なくライダーの身体の一部が
ロワーチェーン可動部とリヤホイールスプロケ
ット間に挟まれることを防がなければならな
い。
2.2.28.1.6.3 リヤホイールスタンドブラケットは、リヤスイ
ングアームに溶接またはボルトにて追加するこ
とが出来る。ブラケットは端部が丸められてい
なければならない。（大きな直径で）締め付け
ボルトは凹所になければならない。
2.2.28.1.6.4 スイングアームの側面は薄いビニールカバーで
のみ保護することが認められ、合成物または構
造的カバーは認められない。（例：ハードボン
ド・カーボンファイバーカバー）
2.2.28.1.6.5 リアスイングアームヴォットボルトは、公認時
の状態を維持していなければならず、改造は認
められない。
2.2.28.1.6.6 リヤスイングアームピヴォット位置は、ステア
リングステムピヴォット位置は公認された車両
の位置と同じ（市販車両と同じ位置）でなけれ
ばならない。市販車両にインサートがある場
合、オリジナルインサートのオリエンテーショ
ン/位置は変更することが出来るが、インサー
トの交換または改造は認められない。
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2.2.28.1.7

リアショックアブソーバー（リアサスペンションユニッ
ト）

2.2.28.1.7.1 リヤショックアブソーバーは、交換することが
認められるが、オリジナルのフレーム及びリヤ
フォーク（スイングアームまたはリンケージ）
の付属品は公認時の状態を維持しなければなら
ない。
2.2.28.1.7.2 リヤサスペンションリンケージ部品の全ては、
公認された車両に装備されたものとし、如何な
る改造も認められない。
2.2.28.1.7.3 取り外し可能なトップショックマウントは公認
された車両に装備されたものとし、如何なる改
造も認められない。ナットはトップショックマ
ウント上に固定されても良い。また、シムスペ
ーサーは車高調性のためにその後ろに取り付け
ることが出来る。
2.2.28.1.7.4 メカニカルサスペンション：リヤショックアブ
ソーバーユニット及びスピリングは変更するこ
とが出来る。
2.2.28.1.7.5 電子サスペンション：スタンダードのンシステ
ムが車高調性機能を備えていない場合で、もし
油圧パーツが改造されていない場合、スタンだ
ーのショックを改造し、ショック

の長

さを調整することが認められる。電子ショック
アブソーバーは、メカ二カル式の物に変更する
ことが出来る。
2.2.29 ホイール
2.2.29.1

全てのホイールは公認された車両に装備されたものか部品として製作
されたものか、同一フレーム VIN 番号及び同一モデルのものは互換性
が認められ、使用が認められる。

2.2.29.2

カーボン（または同様の複合素材）ホイールは如何なる状況において
も認められない。
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2.2.29.2.1

オリジナルの車両が、スタンダードの段階で装備されてい
る場合、それは非カーボン製のものに交換しなければなら
ない。

2.2.29.3

ホイールは上塗りが可能とされるが、オリジナルの仕上げは剥がされ
てはならない。

2.2.29.4

ベアリングスペーサーは変更することは出来ない。

2.2.29.5

スピードメータードライブは取り外しが認められ、スペーサーとの交
換も認められる。

2.2.29.6 ホイールスペーサー及びカラーは改造、追加、交換することが認めら
れる。
2.2.29.7

ホイールバランスウェイトは、取り除き、変更、追加することが認め
られる。

2.2.29.8

如何なるインフレーションバルブの使用も認められる。

2.2.29.9

フロント及びリヤホイールアクスルは、公認された車両用にマニュフ
ァクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならない。

2.2.30 ブレーキ
2.2.30.1

ブレーキディスクは、アフターマーケット製のディスクに交換するこ
とが認められるが、下記の要件を満たしていなければならない。

2.2.30.1.1 ブレーキディスク及びキャリアは、公認された車両のディ
スク及びキャリアと同じ材質とするか、またはスチール製
（最大カーボン含有量は 2.1wt%）（全ての公認された車
両のディスクがスティール製ではない）とする。
2.2.30.1.2

非フローティングまたはシングルピースディスクは、フロ
ーティングディスクに交換することが出来る。ディスクキ
ャリアは、公認された車両と同じ材質とし、スチール製ま
たはアルミニウム製とする。

2.2.30.1.3

ブレーキディスクの外径及び内径は、公認された車両の物
より大きいものであってはならない。
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2.2.30.1.4 ブレーキディスクの厚みは増加しても良いが、ディスク
は公認された車両のブレーキキャリパーに改造すること
なく装備できなければならない。フローターの数は自由
とする。
2.2.30.2

ホイール上へのキャリアの取り付けは、公認ディスクと同じでなけれ
ばならない。

2.2.30.3

フロントブレーキキャリパー（マウント、キャリアー、ハンガーを含
む）は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジ
ナルのものでなければならず、改造は認められない。

2.2.30.4

リアブレーキキャリパー（マウント、キャリアー、ハンガーを含
む）は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジ
ナルのものでなければならず、改造は認められない。

2.2.30.5

作動液の熱を軽減する為にキャリパー、パッドとキャリパー間へのメ
タリックシムの追加及び穴痔キャリパー製作会社によるスチール製の
ピストンから軽合金ピストンへの変更が認められる。

2.2.30.6

リヤブレーキキャリパーブラケットはスイングアームに取り付けられ
ても良いが、ブラケットは公認された車両で使用されているキャリパ
ーの取付位置を使用しなければならない。

2.2.30.7

この理由から、スイグアームは、リヤブレーキキャリパーブラケット
を取り付けるため溶接、穴あけまたはヘリコイルによる改造が認めら
れる。

2.2.30.8

フロントマスターシリンダー及びブレーキフルードリザーバーは変更
することが出来、ハンド及びフットブレーキレバーは自由とする。

2.2.30.9

リアマスターシリンダーは公認された車両用にマニュファクチャラー
が生産したオリジナルのものでなければならず、改造は認められな
い。

2.2.30.10 フロント及びリヤの油圧ブレーキラインは変更することが出来る。
両方のフロントブレーキキャリパー用のフロントブレーキラインの
分岐点はロワーフォークブリッジより上になければならない。
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2.2.30.11 ブレーキラインのクイック（またはドライーブレーク）コネクター
が認められる。
2.2.30.12 フロントとリヤのブレーキパッドは変更することが出来る。ブレー
キパッドロッキングピンはクイックチェンジタイプに変更すること
が出来る。
2.2.30.13 フロントブレーキシステム冷却ダクトまたはブレーキエアスクープ
が認められる。
2.2.30.13.1

ブレーキを完全に覆うカバーは認められない。
ASC 02 図を参照

2.2.30.13.2 非金属素材から製造されたものとする。（例：ナイロ
ン、プラスチック、CRP 等）
2.2.30.13.3

フロントフェンダーは、冷却ダクトまたはブレーキエア
スクープを取り付けを実行するために若干の改造が認め
られる。

2.2.30.13.4

FIM アジア ARRC 技術委員会は、ブレーキ冷却ダクト
またはブレーキエアスクールアッセンブリーが危険であ
ると判断した場合、拒否する権限を有する。

2.2.30.14

アンチロックブレーキシステム（ABS）は、公認された車両に公道
用として装備されている場合にのみ使用することが出来る。しか
し、それは完全なスタンダードの状態でなければならない。（如何
なる機械部品、電子部品も公認時の状態のままとする。ブレーキデ
ィスクとマスターシリンダーは除く）ABS のソフトウェアのみ改
造することが出来る。

2.2.30.15

アンチロックブレーキシステム（ABS）を切断し、ECU を取り除
くことが出来る。ABS ローターホイールは、削除、改造または変
更することが出来る。

2.2.30.16

ブレーキパッドは自由とする。ブレーキパッドロッキングピンは、
クイックチェンジタイプに改造することが出来る。
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2.2.30.17

車両には、他の車両との接触等により誤って作動しないようにハン
ドルバーブレーキレバーを保護するためのブレーキレバープロテク
ションが装備されていなければならない。複合素材のガードは認め
られない。材質に関わらず、FIM 公認のガードの使用は認められ
る。

2.2.30.18

FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、安全目的を満足し
ないガードを拒否する権利を有する。

2.2.31 ハンドルバー及びハンドコントロール
2.2.31.1

ハンドルバーは交換することが出来る。

2.2.31.2 ハンドルバー及びハンドコントロールの位置を変更することは認めら
れる。（ブレーキマスターシリンダーは除く）
2.2.31.3 スロットルコントロールは、手で握っていないときには自動的に元に
戻るものでなければならない。
2.2.31.4

スロットルアッセンブリ―及び関連ケーブルは改造または変更するこ
とが認められるが、スロットルボディーとスロットルコントロールと
の接続は、公認車両の状態を維持していなければならない。ケーブル
式のスロットル（グリップアッセンブリ―）は、リモートドライブバ
イワイヤグリップ/デマンドセンサーの作動時を含むオープニング及
びクロージングケーブルが装備されていなければならない。
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2.2.31.5

クラッチとブレーキレバーは、アフターマーケットのものと交換する
ことが出来る。レバーの動きの調整並びにブレーキレバーアジャスタ
ーは認められる。

2.2.31.6

スイッチは変更することが出来るが、エレクトリックスタータースイ
ッチ及びエンジンストップスイッチはハンドルバーに装備されなけれ
ばならない。

2.2.31.7

モーターサイクルには有効なイグニッションキルスイッチまたはボタ
ンがハンドルバー右側（グリップに手がある時に届く範囲）に装備さ
れ、作動しているエンジンを止めることが出来なければならない。ボ
タンまたはスイッチは赤色でなければならない。

2.2.32 フットレスト/フットコントロール
2.2.32.1

フットレスト/フットコントロールの位置は変更することは出来る
が、フレーム上のオリジナルの取り付け位置を維持しなければならな
い。

2.2.32.2

フットコントロール：ギヤシフト及びリヤブレーキは足によって操作
するものでなければならない。

2.2.32.3

フットレストはリジッド（強固）タイプまたは折り畳み式のものとす
る。折り畳み式フットレストは自動で戻るメカニズムを備えていなけ
ればならない。

2.2.32.4

フットレストの端部は最低直径 8mm の強固な球状でなければならな
い。

2.2.32.5

リジッドタイプの金属製フットレストの端部にはプラスチック製、ナ
イロンまたは同等の素材タイプ製のエンドプラグが取り付けられてい
なければならない。プラグの表面は可能な限り大きくデザインされて
いなければならない。

2.2.32.6

FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、安全目的を満足しな
いガードを拒否する権限を有する。
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2.2.33 燃料タンク
2.2.33.1 燃料タンクは、ストック ECU（キット ECU ではない）が利用され
る場合、追加の 3 リットルを保持できるよう改造することが出来る。
2.2.33.2

全ての燃料タンクは防爆剤が充填されていなければならない。（オー
プンコールドメッシュまたは Explosafe®）

2.2.33.3

タンクブリーザーパイプの装備された燃料タンクにはノンリターンバ
ルブが装備され、適切な素材で作られた最低容量 250 ㏄のキャッチ
タンクに排出されなければならない。

2.2.33.4

燃料キャップは変更が認められる。燃料キャップは閉じられた時に漏
れ防止になっていなければならない。更に、誤って開いてしまわない
ように確実にロックできるものでなければならない。

2.2.33.5

ライダースペーサー/パッドは、非永久接着剤によってタンクの後部
に取り付けることが出来る。それは発泡体パッドまたは複合素材の物
でも良い。

2.2.33.6

タンクには、公認された車両に装備されていない場合、全体をカバー
で覆われていてはならない。

2.2.33.7

燃料タンクの側面は、複合素材製のカバーで保護されていなければな
らない。このカバーは燃料タンクの形状と同じでなければならない。

2.2.34 フェアリングとボディーワーク
2.2.34.1

フェアリング及びボディーワークはオリジナルパーツの複製品と交換
する事が出来るが、レース使用であり若干の変更はあるものの（異な
る点数、取り付け位置、フェアリングボトム等）、外観は公認車両用
に製作したオリジナルの形状と同じでなければならない。

2.2.34.2

全てのボディーワークに関して材質、ペイント及びデカールデザイン
は自由とする。

2.2.34.3

全般的なサイズと寸法は、オリジナルパーツと同じとし、（許容誤差
+/-10mm）可能な限り公認された時の特徴を適用しなければならな
い。フロントエリアの全幅は最大+10mm まで可能とする。FIM アジ
ア ARRC テクニカルディレクターが最終判断を下す。
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2.2.34.4

フェアリングブラケットは交換または変更することが出来る。

2.2.34.5

ウインドスクリーンは、アフターマーケットのものと交換することが
できる。ウインドスクリーンの高さは自由であるが、それはアッパー
フォークブリッジから垂直方向に+/-15 ㎜を許容誤差とする。ダブル
バブルまたはワイドタイプは認められない。ライダーのクリアランス
を確保する為、上方から見たウィンドスクリーン長は最大 25mm 短
くすることが出来る。ウィンドスクリーンの端部は鋭利であってはな
らない。

2.2.34.6

RAM エアインテイクは、公認時の形状及び寸法を維持していなけれ
ばならない。

2.2.34.7

ロワーフェアリングは、エンジン破損時に、エンジンに使用されてい
るオイルおよびエンジンクーラント総量の最低半分（最低６リット
ル）を維持できる構造とする。フェアリング開口部の下端は、フェ
アリングの底より最低 70mm 上に設けられなくてはならない。ロワ
ーフェアリングの横行壁の上端は最下部より最低 70mm 上方でなけ
ればならない。この壁と床面との角度は≦90°とする。

2.2.34.8 ロワーフェアリングの前方部分において、40mm より下並びに車両
のホイールアクスル間のラインより下に排出菅を設けてはならな
い。FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、追加の通気口が
オイル保持要件を満足している場合に限り許可することが出来る。
2.2.34.9

水またはオイルラヂエター後方にあるロワーフェアリング前方への排
出菅の追加は認められない。

2.2.34.10 もし、マニュファクチャラーが製作し、FIM アジア ARRC テクニカ
ルディレクターが完全合意し、ベリーパンに加えて FIM アジアが承
認する密封オイル含有エンジンシュラウドが取り付けられている場
合、(2.2.34.7 に対して)例外が認められる場合がある。この場合、
OEM 排出菅はロワーフェアリング前部に認められる。
2.2.34.11 フェアリングの下方にある如何なる排出菅の内面処理も外面と重複
させることにより車両から液体が噴出される危険性を軽減できる。
2.2.34.12 ボディーワーク側面のオリジナルの冷却用オープニングはスポンサ
ーロゴやレタリング貼り付けのため部分的に塞ぐことが認められ
る。
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2.2.34.13 この改造は、ワイヤーメッシュまたは穿孔プレートで行われなけれ
ばならない。
2.2.34.14 材質は自由とするが、全ての開口部の孔の中心、円の中心は同間隔
でなければならない）製が認められる。孔または点線状の孔の下位
行面積は 60％未満でなければならない。
2.2.34.15 車両には、ラヂエターへの空気の流れを向上させるためにラヂエタ
ーシュラウド（インナーダクト）を装備することが出来るが、フロ
ント、リヤ、側面からのプロフィールの変更があってはならない。
2.2.34.16 ロワーフェアリングには、直径 25mm の孔がフロント底部に設けら
れなくてはならない。この孔は、ドライコンディションでは閉じら
れ、競技監督がウェットレースコンディションだと宣言した場合に
のみ開けることができる。
2.2.34.17 全ての露出した端部は丸められていなければならない。
2.2.34.18 オリジナルのコンビネーション・インストルメント／フェアリン
グ・ブラケットは交換することができるがチタニウム及びカーボン
（または類似複合素材）は禁止される。
2.2.34.19 本来、ストリームライニングを装備していないモーターサイクルに
は、いかなる形状のストリームライニングも装着することができな
い。但し、ロワーフェアリング（ベリーパン）を除く。このデバイ
スは、ホイールアクスルからホイールアクスルまで水平に引かれた
ラインより上に超えてはならない。
2.2.34.20 フロントフェンダー/マッドガードは、オリジナルパーツのコスメテ
ィックデュプリケート（複製したもの）に交換する事が出来る。
2.2.34.21 リヤフォーク（スイングアーム）に固定されたリヤマッドガーは、
大きい直径のリヤスプロケット取付けの為に改造すること出来る。
2.2.34.22 チェーンガードはリヤマッドガードと別に考慮される。
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2.2.35 シート
2.2.35.1

シート、シートベース及び関連するボディーワークは、マニュファク
チャラーが公認車両の為に製作した物と同様の形状のものに交換す
ることが出来る。

2.2.35.2

リヤシート周りのリヤボディーワーク上部はソロシートに改造するこ
とが出来る。

2.2.35.2.1 材質は自由とする。
2.2.35.3

フロント及びリヤからの外見及びプロフィールは公認車両の形状を維
持していなければならない。

2.2.35.4 公認またはオリジナルに製作されたシートロッキングシステム（プレ
ートピン、ラバーパッド等）は、取り外すことが出来る。
2.2.35.5

全ての露出された端部は丸められていなければならない。

2.2.36 ウィング及びエアロダイナミックエイズ
2.2.36.1

ウィング及びそのたエアロダイナミックエイズは、アジア、オセアニ
ア、ヨーロッパの公道用車両で公認された車両に装備されている場
合、認められる。

2.2.36.2

レースでウィングを使用する場合、以下のサイズ及び公認時のプロフ
ィールに合致していなければならない。（+/-2mm）

2.2.36.3

先端（エンドプレート含む）は、最低周囲３ｍｍとする。

2.2.36.4

全てのウィングは先端が丸められて（直径８ｍｍ）いるか、フェアリ
ングに含まれるか合体されていなければならない。

2.2.36.5

あるいは、オリジナルの公認された車両に装備され、公道用車両が使
用できるウィングを、フェアリングマウント以外の改造無しに取り付
ける。

2.2.36.6 ウィングの取り付け位置は、+/-5mm で抑え角+/-2mm とする。
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2.2.37 ファスナー
2.2.37.1

タンダードのファスナーは、如何なるデザイン及び材質の物に変更す
ることが認められる。しかし、チタニウムまたはその他特殊軽合金素
材のファスナーを除くことが本規則内に明記されていたり特筆されて
いる場合を除く。

2.2.37.2

強度とデザインは十分なものとし、スタンダードファスナーと比較し
同等以上のものでなければならない。

2.2.37.3

ファスナーには、セーフティーワイヤー取り付けのための穴あけが認
められるが、故意に軽量化のための穴あけは認められない。

2.2.37.4

フェアリング/ボディーワークのファスナーはクイックディスコネク
トタイプのものに交換することが出来る。

2.2.37.5

アルミニウム製のファスナーは、車両構造に影響しない場所にのみ使
用することが出来る。

2.2.37.6

如何なる特殊または特製ファスナーで性能向上またはエンジン性能の
向上に関する物は禁止される。

2.2.38 以下は変更することが出来るまたは公認された車両用に製作されたものから交換
することが出来る。
2.2.38.1 如何なるブレーキオイルまたはサスペンションオイルも使用すること
が出来る。
2.2.38.2

全てのガスケット及びその材質も自由とする。

2.2.38.3

オリジナルでないパーツ（フェアリング、エキゾースト、計器類等）
をフレーム（またはエンジン）に取り付けるためのブラケットの材
質は、チタニウムまたは強化繊維素材であってはならない。但し、
カーボン製のエキゾーストサイレンサーハンガーは認められる。

2.2.38.4 フレーム、チェーン及びフットレストのプロテクティブカバーは、そ
れが公認された車両に取り付けられたオリジナルのパーツの位置を
変更しない場合、繊維複合材等、別の材質のものが認められる。
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2.2.38.5

外部ペイントワーク、デカール及びカラースキームは自由とする。

2.2.38.6

計器、計器ブラケット及び関連ケーブルは交換することが出来る。

2.2.39 以下のアイテムは取り除くことが出来る
2.2.39.1

エアボックス内及び周囲の排気ガスコントロール装置（非公害）及び
エンジン（O2 センサーエアインジェクションデバイス）

2.2.39.2

リヤサブフレームのボルトオンアクセサリー

2.2.39.3

計器、計器ブラケット及び関連ケーブル

2.2.39.4

ラヂエターファン及びワイヤリング

2.2.39.5 冷却システム内のサーマルスイッチ、水温センサー及びサーモスタッ
トは取り除くことが出来る。
2.2.39.6 余分なハンドルバースイッチ類
2.2.40 以下のアイテムは取り除かれなければならない
2.2.40.1

ヘッドランプ、リヤランプ及び方向指示器は取り除かれなければなら
ないが、前方からの外観プロフィールは維持されなければならな
い。

2.2.40.2 バックミラー
2.2.40.3 ホーン
2.2.40.4

ライセンスプレートブラケット

2.2.40.5 工具
2.2.40.6

ヘルメットフック及び荷物用フック

2.2.40.7

パッセンジャー用フットレスト及び取り付けブラケット（ある場合）

2.2.40.8

パッセンジャー用グラブレール
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2.2.40.9

セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなけれ
ばならない。（固定されたブラケットはそのまま残さなければならな
い）

2.2.40.10 触媒装置
2.2.41 以下のアイテムは変更されなければならない
2.2.41.1

トラック上へのオイル飛散を防ぐため、車両にはオイルキャッチタン
クが装備されなければならない。

2.241.2 ブリーザーまたはオーバーフローパイプが装備される場合、それは既
存の排出口から排出されなければならない。
2.2.41.3

全てのエンジンにはクローズドブリーザーシステムが装備されていな
ければならない。全てのオイルブリーザーパイプ/ラインは、オイル
キャッチタンクに接続され、エアボックスに排出されなければならな
い。外部への排出は厳禁される。

2.2.41.4 エアボックスドレーンは封印されなければならない。
2.2.41.5 以下のパーツは確実にワイヤーロックが施されなければならない。
i.

オイルドレーンプラグ

ii.

オイルフィラーキャップ

iii.

外部オイルフィルター

iv.

全てのホイールアクスルナット（または代わりに適切な素材のセーフ
ティーピンが取り付けられなければならない）

2.2.42 追加の装備
2.2.42.1 データーロガーに使用が認められるが、テレメトリーは禁止される。
2.2.42.2 エンジン作動中またはバイクが奏功している間のリモート又はワイヤ
レス方式により、バイクから如何なるデータ交換やセッティングを
行う事は認められない。
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SS600 技術仕様
技術仕様
以下に記す規則は、公認車両に対して限られた変更を認め安全性及び各車両コンセプト間
の競技性の向上のためのものとする。
本規則に明記されていない事項の一切の変更は禁止される。
パーツまたはシステムで下記に明記されていないものは禁止される。

SS600 車両は、FIM 公認を必要とし、FIM 公認車両リストのスーパーバイクカテゴ
リーにリストされた車両とする。特例的な状況下（COVID-19 の蔓延等）により公
認とすることが出来ない場合、FIM 公認に代わり、以下の方法が用いられる。
― 製造会社の所属する国の公認
― FIM アジア ARRC 技術委員会による公認
全ての車両は、すでに車両製造時点で満足する装備が備わっている場合を除き、本本技術
規則に明記されたロードレースの要件の一つ一つに適合していなければならない。
一度公認となった車両は、当該クラスに新たな規則により公認が取り消されるまで、また
は当該クラスの技術規則が変更となるまでの最大 8 年間使用することができる。
フロント、リアの外観及び AP250 車両のプロフィール（特記事項のない限り）公認時の
車両または生産された形状（マニュファクチャラーによって製作された状態）を保ってい
なければならない。エキゾーストシステムの外観は除く。
2.3

総合仕様
車両の全てのパーツおよびシステムは以下の事項に記載されていない限り
―

マニュファクチャラーが製作したオリジナルのままとする。

―

公認車両に装備されたオリジナルのままとする。

―

すべての車両は自然吸気でなければならない。

―

同一モデル名、同一車両識別番号の製造年度の異なる公認車両同士のパーツの
交換は認められない。ホイールリムは除く。

2.3.1

参加可能車両
本規則は、一般公道用車両にのみ適用される。車両が、FIM 公認車両リストに含
まれているものの、本技術規則に合致しないものがある場合、FIM アジア ARRC
技術委員会が ASB1000 クラスに参加が可能かどうか決定する権限を有する。
86

2.3.1.1 エンジン排気量、ボア及びストロークは公認時のサイズを維持してい
なければならない。
2.3.1.2 2022 年は以下の車両が参加可能とする。
2.3.1.2.1 HONDA CBR600RR (2013 年以降 PC40)
2.3.1.2.2 HONDA CBR600R3（2021 年）
2.3.1.2.3 KAWASAKI ZX-6R（2009 年以降）
2.3.1.2.4 SUZUKI GSX-R L1（2011 年以降）
2.3.1.2.5 YAMAHA YZF-R6 （2012 年以降）
2.3.1.2.6 YAMAHA YZF-R6 （2017 年以降）
注：上記リストは、FIM アジア ARRC 技術委員会によって変更される
場合がある。
2.3.2

車両最低重量
競技会中、車両重量及び燃料タンクと残燃料を含む総重量は下記の最低重量より
下回ってはならない。
2.3.2.1 最低重量は 160Kg
2.3.2.2 最低重量に許容誤差値は認められない。
2.3.2.3 レース終了後の最終車両検査において選ばれた車両は、レース終了時
の状態で重量が計測され、この最低重量を満たしていなければならな
い。車両には如何なる物も付加されてはならない。これには全ての液
体も含まれる。
2.3.2.4 プラクティス及びクォリファイセッション中、ライダーは車両を重量
検査に提出することを要請される場合がある。ライダーは如何なる場
合であってもこの要請に従わなければならない。
2.3.2.5 最低重量を満たすためのバラストの使用が認められる。バラストを使
用する場合、事前車検時に FIM ARRC テクニカルディレクターの確認
を受けなければならない。

2.3.3 ナンバー及びナンバープレート
アジアロードレースに受理された各ライダーは、年間をとおして使用する自身のナ
ンバーを選択することができる。１から 10 までは前年の選手権における選手権ポ
イントランキング用とする。
87

2.3.3.1 バックグラウンドの色は白とし、数字は黒または暗い色とする。
2.3.3.2 フロントナンバーのサイズは
2.3.3.2.1 最低高:

140 mm

2.3.3.2.2 低幅:

80 mm

2.3.3.2.3

数字の太さ:

25 mm

2.3.3.2.4

数字間の最低間隔:

10 mm

2.3.3.3 全てのサイドナンバーのサイズは
2.3.3.3.1

最低高:

120 mm

2.3.3.3.2

最低幅:

60 mm

2.3.3.3.3

数字の太さ：

25 mm

2.3.3.3.4

数字間の最低間隔:

10 mm

2.3.3.4 指定されたライダーのナンバー（及びプレート）は以下の通り車両に確
実に取り付けられなければならない。
2.3.3.5 一つはフロントでフェアリングセンターまたは左右のどちらか。数字
はナンバープレートの全方向より 25 ㎜空け、如何なる広告も禁止され
るエリアを開け、センターに入れなければならない。
2.3.3.6 車両の左右両側に入れる。推奨する位置は車両の両サイドでメインフ
ェアリング下部後端とする。ナンバーはバックグラウンドの中央に入れ
られなければならない。
2.3.3.7 ナンバーの承認フォントタイプは下記とする。
2.3.3.7.1 フュチュラヘヴィー及びフュチュラヘヴィー・イタリック
2.3.3.7.2

ユニバースボールド及びユニバースボールド・イタリック

2.3.3.7.3

オリバースメッド及びオリバースメッド・イタリック

2.3.3.7.4

フランクリンゴシック及びフランクリンゴシック・イタリ
ック

2.3.3.8 上記フォント以外の場合、その字体及びレイアウトが FIM アジア
ARRC テクニカルディレクターの事前承認が第 1 戦の最低 2 週間前ま
でに必要とされる。全ての数字はスタンダードフォームでなければなら
ない。

88

2.3.3.9 数字のアウトライン（縁取り）は対比色とし、最大幅は 3 ㎜とする。
バックグラウンドの色は、数字の周り（縁取り含む）が明確に視認でき
るものでなければならない。蛍光又は反射タイプの数字は認められな
い。
2.3.3.10 数字を重ねることは認められない。
2.3.3.11 数字の視認性に関する疑義が生じた場合、FIM アジア ARRC テクニカ
ルディレクターの裁定が最終のものとされる。

2.3.4 燃料
全ての SS600 車両は、オーガナイザーが支給する無鉛ガソリンを使用しなけれ
ばならない。
2.3.5

タイヤ
2.3.5.1 タイヤは公式タイヤサプライヤであるダンロップから提供される。
2.3.5.2 各レース大会毎に最大 5 本のフロントのみ使用が認められる。更に、１
本のクォリファイ用スリックタイヤが、クォリファイセッション時のみ
使用するために供給される。
2.3.5.3 これらはレースウィークエンドに使用可能な最大本数とする。配給内容
の変更のある場合、エントラントに連絡される。
2.3.5.4 最大 3 本のウェットタイヤがレースウィークエンドに供給される。
2.3.5.5 全ての使用済みタイヤ及び未使用のタイヤは、レース後に公式タイヤサ
プライヤーに返却されなければならない。
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2.3.5.6 如何なる変更（カットやグルービング）も認められない。
2.3.5.7 フリープラクティス、クォリファイプラクティス、ウォームアップ及び
レースで使用するドライタイヤは、公式タイヤサプライヤーンによる識
別番号が付されたステッカーによりマークされる。
2.3.5.8 ライダーまたはチームの判断により、レースで使用するタイヤをドライ
にするかウェットタイヤにするか選択することが出来る。
2.3.5.9 タイヤの選択は、公式サプライヤー代表により無作為に行われる。チー
ムメイト間であっても、また、レースディレクションの許可無しに公式
タイヤサプライヤーによっても一度指定されたタイヤを交換することは
認められない。
2.3.5.10 ステッカーには、各ライダーの識別番号が記され、各配布時に異なる色
の者が使用される。
2.3.5.11 ステッカーは、タイヤのサイドウォール右側に貼付しなければならな
い。
2.3.5.12 FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに任命されたオフィシャル
または人員は、ピットレーンにおいて車両が正しくステッカーを貼付
されているか確認する。ステッカーの無いタイヤ車両の場合、適切な指
示を仰ぐため速やかにレースディレクションに報告しなければならな
い。
2.3.5.13 特例的な事情において、ステッカーの損傷や誤って貼付した場合、
FIM アジア ARRC テクニカルディレクターの判断により追加の 1 枚を
支給することが出来る。
2.3.5.14 しかし、その場合、損傷したステッカーの返還、または貼付した無傷
のタイヤを FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに提示しなけれ
ばならない。
2.3.5.15 タイヤは、レースディレクションの許可なしに、タイヤ供給会社が指
定したものをチームメートを含むライダー間で交換してはならない。
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2.3.6 エンジン
2.3.6.1 各大会において、最大 2 基のエンジンの使用が認められる。全てのエ
ンジンは、最初のプラクティス終了後に車検及び安全確認時に封印さ
れる。
2.3.6.2 エンジン交換を行う場合、変更理由を明記し、書面による要望を行
い、エンジンの封印は、FIM アジア ARRC テクニカルディレクターの
承認を受けるまで開けてはならならない。FIM アジア ARRC テクニカ
ルディレクターは、問題のある交換されたエンジンの確認を要請するこ
とが出来る。
2.3.6.3 上記以外、大会期間中は、ARRC FIM アジアテクニカルディレクター
による必要が生じ無い限り、エンジンは封印されていなければならな
い。
2.3.7 フュエルインジェクションシステム
2.3.7.1 フュエルインジェクションシステムとは、スロットルボディー、フュエ
ルインジェクター、可変インテークトラクトデバイス及びフュエルプレ
ッシャーレギュレーターを指す。
2.3.7.2 インジェクターは、公認時または車両が生産された時と同じでなければ
ならない。
2.3.7.3 インジェクターの数は、公認時または車両が生産された時と同じでなけ
ればならない。
2.3.7.4 スロットルボディーは公認時に装備されているものとし、如何なる改造
も認められない。
2.3.7.5 ベルマウスは、公認時に装備されているものとし、如何なる改造も認
められない。
2.3.7.6 可変長インテークトラクトデバイスは、オリジナルの車両に装備されて
いない場合、追加することは認められない。
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2.3.7.7 可変長インテークトラクトデバイスは、オリジナルの車両に装備されて
いる場合、使用することが出来る。それは、装備されているものと同様
に作動しなければならない。
2.3.7.8 可変インテークトラクトデバイスは、公認システムに装備されていたも
のを如何なる改造もせずに維持されてなければならない。
2.3.7.9 セカンダリースロットルバルブは取り外したりオープンポジションに取
り付けることが出来、電子機器は接続を断つか取り外すことが出来る。
2.3.7.10 大気及び空気と燃料の混合のみスロットルボディーバタフライを介し
て燃焼室に送り込むことが認められる。
2.3.7.11 ライドバイワイヤとして知られている電子制御式スロットルバルブ
は、公認時の車両に装備されている場合または同一システムが一般生
産モデルとして存在する場合、使用することが認められる。
2.3.7.12 スロットルボディークランプは変更することが出来る。
2.3.8 燃料供給
2.3.8.1 フュエルポンプ及びフュエルプレッシャーレギュレーターは、公認さ
れた車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでな
ければならず、改造は認められない。
2.3.8.2 フュエルプレッシャーは、公認された車両用にマニュファクチャラー
が生産したオリジナルのものでなければならない。
2.3.8.3 燃料タンクから供給パイプアッセンブリ―（除く）へのフュエルライ
ンは交換することができる。
2.3.8.4 フュエルベントラインは交換することが出来る。
2.3.8.5 フュエルフィルターを追加することが出来る。
2.3.8.6 クイックコネクターの使用または追加が認められる。
例：ドライブレーキコネクター等
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2.3.9 シリンダーヘッド
2.3.9.1 シリンダーヘッドは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産
したオリジナルのものでなければならず、改造は認められない。
2.3.9.2 シリンダーヘッドは、如何なるものも追加あるいは切削してはならな
い。
2.3.9.3 追加の溶接は禁止される。
2.3.9.4 ヘッドガスケットは自由とする。
2.3.9.5 HONDA CBR600RR（PC40:2013 年以降）のみ：
バルブスプリングは、異なるスプリング比を持つ同等のスプリングに
交換することが出来る。
2.3.9.6 バルブ、バルブシート、ガイド、スプリング、リテイナーは、オリジ
ナルとして生産され、公認された車両のマニュファクチャラーが供給
したもの同じものでなければならず、如何なる改造も認められない。
2.3.9.7 通常のメンテナンスサービスにあるバルブラッピングは認められる。
2.3.10 カムシャフト
2.3.10.1 カムシャフトは公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した
オリジナルのものでなければならず、改造は認められない。
2.3.10.2 全てのカムシャフト変更：オリジナルのカムシャフトまたは同一ロー
ブ仕様でオリジナルのモーターサイクルマニュファクチャラーが製作
した強化版カムシャフトのみ仕様することが出来る。
2.3.10.2.1 強化カムシャフトは、パーツナンバーを持ち、事前に FIM
アジア ARRC 技術委員会の事前承認を受けていなければな
らない。これは、カムシャフトの破損を防ぐためのもので
あり、如何なる手法においてもエンジン性能を向上させる
ものではない。交換するカムシャフトは、公認時のパーツ
と同等以上の重量を持っていなければならない。
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2.3.11 カムシャフトスプロケットまたはギヤ
2.3.11.1 カムシャフトスプロケットまたはギヤは、カムタイミングの調整の為
の改造をすることが出来る。
2.3.11.2

カムシャフトスプロケットまたはギヤは、オリジナルの取付け穴に取
り付けられなければならない。

2.3.11.3 カムチェーンは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産
したオリジナルのものでなければならず、改造は認められない。
2.3.12 シリンダー（シリンダーブロック）
シリンダーは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナ
ルのものでなければならず、改造は認められない。
2.3.13 ピストン、リング、ピン及びクリップ
2.3.13.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナル
のものでなければならず、改造は認められない。
2.3.13.2 全てのピストンリングが取り付けられていなければならない。
2.3.14 コネクティングロッドアッセンブリー
公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなけ
ればならず、改造は認められない。
2.3.15 クランクシャフトアッセンブリー
公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなけ
ればならず、改造は認められない。
2.3.16 クランクケースエンジンカバー及びギヤボックスハウジング
2.3.16.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも
のでなければならず、改造は認められない。
2.3.16.2

転倒時に路面と接触する恐れのあるオイルを含む全てのクランクケー
スまたはエンジンカバーは、追加のカバーで保護されなければならな
い。
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2.3.16.2.1 追加のカバーは、オリジナルカバーの最低 1/3 をカバー
していなければならない。トラック路面に損傷を与える
ような鋭利な角であってはならない。
2.3.16.2.2

これらカバーは、確実かつ強固に最低３つのケースカバー
ボルトでオリジナルカバー/エンジンケースをクランクケ
ースに固定しなければならない。

2.3.16.2.3 貼付式の追加カバーは認められない。
2.3.16.2.4 オイルを含むエンジンカバーはスチールボルトで固定しな
ければならない。
2.3.16.2.5 FIM アジア ARRC テクニカルダイレクターは、安全が確
認されない側面カバー及びプロテクションカバーを拒否
する権利を有する。
2.3.17 トランスミッション及びギヤボックス
2.3.17.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも
のでなければならない。
2.3.17.1.1 安全を目的として、トランスミッションギヤの材質は、強
度の向上を目的とした場合のみ変更することが出来る。
2.3.17.1.2 ギヤ比及び変則ギヤ段数は、公認された車両用にマニュフ
ァクチャラーが生産したオリジナルのものでなければなら
ない。
2.3.17.1.3 トランスミッション及びギヤに対する上記以外の改造は認
められない。
2.3.17.2 メカニカルクイックシフターの追加が認められる。
2.3.17.3

ギヤボックスへのオートセレクター機構の追加は認められない。

2.3.17.4 電子式または油圧式作動シフターは認められない。
2.3.17.5 トランスミッション及びギヤに対する上記以外の改造は認められな
い。
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2.317.6 カウンターシャフトスプロケット、リヤホイールスプロケット、チェ
ーンピッチ及びチェーンサイズは交換することが出来る。
2.3.17.7 リヤフェンダーと合体式でないトップチェーンガードは取り外すこと
が出来る。
2.3.18 クラッチ
2.3.18.1 クラッチは、湿式を維持していなければならず、ドライタイプへの変
更は認められない。
2.3.18.2 クラッチの作動方式はケーブル死期を維持し、油圧作動式への変更は
禁止される。
2.3.18.3 バックトルクリミットまたはスリッパ―クラッチの使用が認められ
る。
2.3.18.4 クラッチスプリングは自由とし、事前ロードされたものはシムの追加
により変更が出来る。
2.3.18.5 クラッチプレートは自由とする。
2.3.18.6 クラッチケーブルは自由とする。
2.3.19 オイルポンプ及びオイルライン
2.3.19.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも
のでなければならず、改造は認められない。
2.3.19.2 メタルオイルラインは溶接又は強化する事が認められる。
2.3.19.3 正圧を含むオイルラインが変更される場合、圧印コネクターを持つメ
タル強化構造でなければならない。
2.3.20 ラヂエター、クーリングシステム及びオイルクーラー
2.3.20.1 ラヂエター及び全クーリングシステム内には水のみが認められる。
一切の添加物、アンチフリーズ、ラヂエタークーラントまたはその
他液体は認められない。
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2.3.20.2 ラヂエターキャップは自由とする。
2.3.20.3 ラヂエター及び取り付けブラケットは交換することが出来るが、取り
付け位置は公認時の取り付け位置を維持していなければならない。
2.3.20.4 追加のラヂエター及びオイルクーラーが認められるが、フロント及び
リアの外観は公認時のものと同じでなければならない。
2.3.20.5 オイル及び/あるいはウォーターラヂエター前部へのプロテクティブ
メッシュの追加が認められる。
2.3.20.6 クーリングシステムのホース及びキャッチタンクは変更することが出
来る。
2.3.21 エアボックス
2.3.21.1 エアボックスは公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した
オリジナルのものとするが、以下の改造のみ認められる。
2.3.21.1.1 エアフィルターエレメントは自由とする。
2.3.21.1.2 全ての車両（エンジン）はクローズトブリーザーシステム
なければならない。全てのオイルブリーザーラインは接
続され、オイルキャッチタンクを介してエアボックス内
に排出されなければならない。
2.3.21.1.3

エアボックスドレーンは、封印されていなければならい。

2.3.21.2 フェアリングとエアボックス間のオリジナルのエアダクトは公認時の
ものまたは以下の改造範囲内の公認パーツとする。
2.3.22 エキゾーストシステム
2.3.22.1 エキゾーストパイプ及びサイレンサーは自由とする。
2.3.22.2 チタニウム及びカーボン製エキゾースト及びサイレンサーの使用が認
められる。
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2.3.22.3 エキゾーストシステムのラッピングは認められないが、安全上、ライ
ダーの足またはフェアリングが接触する部分については熱から保護す
るために例外とする。
2.3.22.4 SS600 の音量規制値は 105ｄB/A とする。（レース後は＋３
dB/A）音量測定は以下のとおり行われる。この計測は 5500rpm
で行われる。

2.3.22.5

安全上、エキゾーストパイプの端部は鋭利なエッジとならないように
丸められていなければならない。

2.3.23 イグニッション/エンジンコントロールシステム
2.3.23.1 ECU は自由とし、交換が認められる。
2.3.23.2

以下の電子ライディングエイドが認められる。

2.3.23.2.1 ダウンシフトブリッパーを含む 2 方向クイックシフター
2.3.23.2.2 トラクションコントロール及びランチコントロール
2.3.23.2.3 これら電子ライディングエイド及び関連ハードウェアは、
車両のスタンダード時に搭載されていない場合、追加する
ことが認められる。
2.3.23.3

ピットレーンスピードリミッターが認められる。

2.3.23.4

ECU マップセレクションスイッチの追加が認められる。

2.3.23.5

ECU の位置を変更することが出来る。

2.3.23.6

抵抗器/ロードは、ECU エラーを避けるため、取り外された電気シス
テム（ライト及びラムダセンサー含む）のパーツ交換時に追加するこ
とが出来る。

2.3.23.7

イグニッションコイルの位置変更が出来る。

2.3.23.8

スパークプラグは変更することが出来る。
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2.3.23.9

コーナー間または距離/位置を基準とする調整方式は認められない。

2.3.24 ジェネレーター、アルタネーター、エレクトリックスターター
2.3.24.1 ジェネレーター（ACG）は、公認された車両に装備されているもの
とし、改造は認められない。
2.3.24.2

スターターは、オリジナルの位置にオフセットせずに取り付けられて
いなければならない。

2.3.24.3 エレクトリックスターターは正常に作動しなければならず、大会期間
中のいつでもエンジンを始動させることができなければならない。
2.3.24.4

車両保管中、エレクトリックスターターは、ブースとバッテリーを使
用せずに適切なスピードでクランクを回転させ、エンジンを最低 2
秒間始動させなければならい。ブーストバッテリーは認められな
い。

2.3.25 ワイヤリングハーネス
2.3.25.1

ワイヤリングハーネス及びコネクターは自由とする。

2.3.25.2

キー/イグニッションロックは位置変更、交換または取り外しが認め
られる。

2.3.26 バッテリー
2.3.26.1

バッテリーは自由とし、位置変更も認められる。

2.3.27 メインフレームボディー及びリアサブフレーム
2.3.27.1 ライダーまたはチームでフレームを交換する場合、スペアフレーム使
用嘆願を FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに提出しなけれ
ばならない。
2.3.27.2 フレームは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオ
リジナルのものでなければならず、如何に記す以外の改造は認めら
れない。
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2.3.27.3 フレームボディー側面は、複合素材製の保護用部品で覆うことが認め
られる。このプロテクターはフレーム形状に合うものでなければな
らない。
2.3.27.4

承認された部品（例：フェアリングブラケット、ステアリングダンパ
ーマウント、センサー）を取り付けるため、フレームにドリルで穴
をあけることが認められる。

2.3.27.5 フレームボディーへの追加や切削は、ステアリングダンパーの取り付
け以外は禁止される。
2.3.27.6 全ての車両には車両識別番号（VIN）がフレームまたはボディーまた
はサブフレーム上のメタルプレートに刻印されていなければならな
い。
2.3.27.7 エンジンマウントブラケットまたはプレートは公認された車両用にマ
ニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならな
い。
2.3.27.8 追加のシートブラケットは認められるが、非ストレスで突出しない
ブラケットとする。アッセンブリ―または構造上の安全性を損なわ
なければ、取り外すことが認められる。リヤサブフレームへのボル
トオンアクセサリーも取り外すことが出来る。
2.3.27.9 ペイントスキームは制限されないが、フレームボディーまたはサブ
フレームの研磨は認められない。
2.3.27.10 ブラケットまたはマウントポイントは、フレームに溶接してはなら
ない。
2.3.27.11 ボルトオンタイプのブラケットは交換、改造、取り外すことが出来
る。
2.3.27.12 ボルトオンアクセサリーは取り外すことが出来る。
2.3.27.13 クラッシュプロテクター（プロテクティブコーン）は、既存のポイ
ントを利用しフレームまたはホイールアクスル端部に圧入し取りつ
けることができる。例外なく、アクスルは改造することは認められ
ない。
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2.3.28 事前に組まれたスペアフレーム及びスペア車両
2.3.28.1

大会期間中、各ライダーは、車検に提示し、フレームに識別シールを
貼付された１台の車両のみ使用することが出来る。

2.3.28.2 フレームの交換が
必要な場合、ライダーまたはチームは FIMARRC テクニカルディレ
クターにスペアフレームの使用を申請しなければならない。
2.3.28.3 事前に組まれたスペアフレームが FIM ARRC テクニカルダイレクタ
ーに提示され、車両組み込みの承諾を得なければならない。
2.3.28.4 事前に組まれたフレームとは下記のとおりとする。
2.3.28.4.1 メインフレームアッセンブリ―
2.3.28.4.2 ベアリング（ステアリングヘッドアッパー及びロワートリ
2.3.28.4.3 プルクランプ、スングアーム他）
2.3.28.4.4 スイングアーム
2.3.28.4.5 リヤサスペンションリンケージ及びショックアブソーバー
アッパー及びロワートリプルクランプ
2.3.28.4.6 ワイヤリングハーネス
2.3.28.5 リビルトされた車両は、使用前に車検員による安全確認を受け、車両
のフレームに新たなシールが貼付されなければならない。
2.3.28.6 登録したメインの車両が損傷を受け競技者のセッション参加機会を失
う原因となった、またはレースを終えることが出来なかった場合、完
全なスペア車両への変更が認められる。
2.3.28.7 それ以降の競技会において損傷車両は保管され、その車両のパーツ
がスペアパーツとして使用されないようにされる。
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2.3.28.8 手順の説明
2.3.28.8.1 1 台の車両のみ事前テクニカルチェックに提示することが
認められ、その車両のみがトラック上、プラクティス、予
選、ウォームアップ及びレース時にピットボックスの展示
スペースに置くことが出来る。
2.3.28.8.2 転倒し損傷を受けた車両のフレーム交換が必要であると判
断したチームは、FIM ARRC テクニカルダイレクターに申
告しなければならない。車両が転倒その他事故により損傷
を受けた場合、事前に組み込まれたスペアフレームを使用
し車両を再生することが認められる。
2.3.28.8.3 再生した車両の組み上げが完了した時点で、車検及び安全
チェックを受け、公式にシールが貼付される。
2.3.28.8.4 損傷を受けた車両のシールは車検員によって破棄され、当
該車両のシャーシは当該大会期間中に使用することは認め
られない。
2..3.28.8.5 新たな識別番号が FIM ARRC テクニカルダイレクターに
よって記録される。
2.3.28.8.6 損傷を受けた車両のパーツは、新たな再生車両に利用する
ことが出来る。
2.3.28.8.7 交換した新たな車両は、車両が損傷を受けたプラクティ
ス、予選セッションまたはレース終了後以降でなければト
ラック上で使用することは認められない。
2.3.28.8.8 損傷を受けた車両は、速やかにピットボックスから取り除
かれ、ピットボックスの展示エリアの外に保管されなけれ
ばならない。
2.4.28.8.9 事前組み込みされたスペアパーツとしてのフレームが使
用され、再度転倒や事故によりフレーム変更が必要とな
った場合、全く構成部品の取り付けられていない真新し
いフレームを使用しなければならない。
2.3.28.8.10 FIM ARRC テクニカルディレクターは、その真新しいフ
レームを車両再生作業開始前に確認しなければならない。
102

2.3.28.8.11 本手順の条項に反する場合、スポーツ規則に明記された
罰則の対象となる。
2.3.29 フロントフォーク及びステアリングダンパー
2.3.29.1

フロントサスペンションシステム（支柱ステム、ホイールスピンド
ル、アッパー及びロワークラウン等）は、公認された車両用にマニュ
ファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならず、以下
に記す以外の改造は認められない。

2.3.29.2

フロントフォークインナーチューブサイズは公認された車両用にマニ
ュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならな
い。

2.3.29.3

アッパー及びロワーフォーククランプ（トリプルクランプ、フォーク
ブリッジ）は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した
オリジナルのものでなければならない。

2.3.29.4 以下のスタンダードのフォークのインナーパーツは改造することが出
来る。
2.3.29.4.1

シム、ダンパー、油圧ピストン、オイルパッセージ、スプ
リング及びスペーサー

2.3.29.4.2 アフターマーケットダンパーキットまたはバルブを取り付
けることが出来る。
2.3.29.4.3 フォークオイルのタイプ及びオイルの量は自由とする。
2.3.29.5

フロントフォークキャップは改造または交換することが出来る。

2.3.29.6

フロントフォークのフロントクランに対する高さ及び位置は自由とす
る。

2.3.29.7 ステアリングダンパーの追加やアフターマーケット製の者への交換が
認められる。
2.3.29.8 アフターマーケット製の非電子制御式スタリングダンパーが認められ
る。
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23.3.29.8.1 ステアリングダンパーはステアリングロックデバイスと
しての機能を持たせてはならない。
2.3.29.9

電子制御ステアリングダンパーは、公認された車両または一般公道用
モデルに装備されていない場合、使用することは出来ない。使用され
る場合、完全なスタンダード（テクニカルまたは電子パーツも公認さ
れた状態または生産されたオリジナルの状態）でなければならない。

2.3.29.10 ダストシールは、改造、変更または交換することが出来る。
2.3.30 ショックアブソーバー（リアサスペンションユニット）
2.3.30.1

ショックアブソーバーユニット及びスプリングは自由とする。

2.3.30.2

取り付け位置及びリンク/リンケージは、公認された状態または生産
されたオリジナルの状態）でなければならず、改造は認められな
い。

2.3.30.3 電子制御式ショックアブソーバーは認められず、それは、通常のショ
ックアブソーバーに交換されなければならない。
2.3.31 リアスイングアーム（リアフォーク）
2.3.31.1

リアスイングアームは、公認された状態または生産されたオリジナル
の状態）でなければならず、改造は認められない。

2.3.31.1.1 リアホイールスタンドブラケットが、リアスイングアーム
に溶接又はボルトによって追加することが出来る。ブラ
ケットの端部は丸め（大きな半径）られていなければな
らない。閉めボルトは凹んでいなければならない。オリ
ジナルのブレーキキャリパーを維持する為のアンカレッ
ジシステムまたはポイントはリアスイングアームに追加
することが出来る。
2.3.31.1.2 全ての車両には、チェーンガード（シャークフィン）が、
スイングアームの後部に取り付けられ、リヤスプロケッ
トを覆い、ライダーの身体の一部がロワーチェーン可動
部とリヤホイールスプロケット間に挟まれることを防が
なければならない。
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2.3.31.2 リアスイングアームピボット位置は公認された状態または生産された
オリジナルの状態）でなければならず、改造は認められない。
2.3.31.3 スタンダードの車両がインサートを装備されている場合、オリエンテ
ーション/オリジナルのインサート位置を変更することが出来る。し
かし、インサート自体の効果や改造は認められない。
2.3.32 ホイール
2.3.32.1

全てのホイールは公認された車両に装備されたものか部品として製作
されたものか、同一フレーム VIN 番号及び同一モデルのものは互換性
が認められ、使用が認められる。

2.3.32.2 ホイールの直径及びリム幅は、公認時のままでスタンダート同じでな
ければならない。
2.3.32.3

ホイールスペーサー及びカラーは、改造、追加または変更することが
出来る。

2.3.32.4

リアホイールのクッションドライブを含むオリジナルのデザインの場
合、公認時の車両と同じオリジナルの状態が維持されていなければ
ならない。

2.3.32.5

ホイールバランスウェイトは取り外し、変更、追加することが出来
る。

2.3.32.6 ノンスリップコーティング/処理が、リムのビードエリアに施すこと
が出来る。
2.3.32.7 インフレーションバルブ及びバルブキャップの使用が認められる。
2.3.32.8

フロント及びリアホイールアクスルは、公認された車両用にマニュフ
ァクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならない。

2.3.32.9 スピードメータードライブは取り外し、またはスペーサーへの交換が
認められる。
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2.3.33 ブレーキ
2.3.33.1

公認車両又はオリジナルの車両が ABS を装備している場合、それは
切断しなければならない。

2.3.33.2

ABS 交換品/バイパスは、取り付けることが認められるが、ABS ユ
ニットを取り外し ECU のみ残すことも出来る。

2.3.33.3

フロント及びリアブレーキディスクは、アフターマーケット製のブレ
ーキディスクに交換することが出来るが、オリジナルのキャリパー
及びマウントに取り付けられなければならない。しかし、外径、オ
フセット、ホイールマウント及びヴェンチレーションシステムはオ
リジナルのものまたは公認パーツと同じものとし、改造は認められ
ない。インターナルヴぇンチレーテッドディスクは、公認時の車両
が装備していない場合、認められない。

2.3.33.4 スチール製（最大カーボン含有量は 2.1wt%）ブレーキディスクに
のみ交換が認められる。
2.3.33.5 ブレーキディスクローターの厚みを増加することが出来るが、ディス
クは公認された車両のブレーキキャリパーに改造することなく装備
できなければならない。
2.3.33.6 フロント及びリアブレーキキャリパーは、公認された車両用にマニュ
ファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならない。
2.3.33.7 フロントマスターシリンダーは交換することが出来る。ハンド及びフ
ットブレーキレバーは自由とする。
2.3.33.8 リアマスターシリンダーは、公認された車両用にマニュファクチャラ
ーが生産したオリジナルのものでなければならない。
2.3.33.9 フロント及びリヤの油圧ブレーキラインは変更することが出来る。
両方のフロントブレーキキャリパー用のフロントブレーキラインの
分岐点はロワーフォークブリッジより上になければならない。
2.3.33.10 ブレーキパッド自由とする。
2.3.33.11 ブレーキパッドロッキングピンは、クイックチェンジタイプに改造
することが出来る。
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2.3.33.12 作動液の熱を軽減する為にキャリパー、パッドとキャリパー間への
シムの追加が認められる。
2.3.33.13 追加のエアスクープまたはダクトは認められない。
2.3.33.14 テクニカルディレクターは、安全上、本規則に適合しないガードの
使用を拒否する権限を有する。
2.3.34 ハンドルバー及びハンドコントロール
2.3.34.1 ハンドルバーは交換することが出来る。
2.3.34.2 ハンドルバー及びハンドコントロールの位置を変更することは認めら
れる。（ブレーキマスターシリンダーは除く）
2.3.34.3 クラッチとブレーキレバーは、アフターマーケットのものと交換する
ことが出来る。ブレーキレバーアジャスターが認められる。
2.3.34.4 スイッチは変更することが出来るが、エレクトリックスタータースイ
ッチ及びエンジンストップスイッチはハンドルバーに装備されなけれ
ばならない。
2.3.34.5 スロットルアッセンブリ―及び関連ケーブルは改造または変更するこ
とが認められるが、スロットルボディーとスロットルコントロールと
の接続は、公認車両の状態を維持していなければならない。ケーブル
式のスロットル（グリップアッセンブリ―）は、リモートドライブバ
イワイヤグリップ/デマンドセンサーの作動時を含むオープニング及
びクロージングケーブルが装備されていなければならない。
2.3.34.6

モーターサイクルには有効なイグニッションキルスイッチまたはボタ
ンがハンドルバー右側（グリップに手がある時に届く範囲）に装備
され、作動しているエンジンを止めることが出来なければならな
い。ボタンまたはスイッチは赤色でなければならない。

2.3.34.7 ボタンまたはスイッチは赤色とする。
2.3.34.8 スロットルコントロールは、手で握っていないときには自動的に元に
戻るものでなければならない。
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2.3.34.9

車両には、他の車両との接触等により誤って作動しないようにハンド
ルバーブレーキレバーを保護するためのブレーキレバープロテクショ
ンが装備されていなければならない。

2.3.35 フットレスト/フットコントロール
2.3.35.1 フットレスト/フットコントロールの位置は変更することは出来る
が、フレーム上のオリジナルの取り付け位置を維持しなければならな
い。
2.3.35.2 フットレストはリジッド（強固）タイプまたは折り畳み式のものとす
る。折り畳み式フットレストは自動で戻るメカニズムを備えていなけ
ればならない。
2.3.35.3 フットレストの端部は最低直径 8mm の強固な球状でなければならな
い。
2.3.35.4 リジッドタイプの金属製フットレストの端部にはプラスチック製、ナ
イロンまたは同等の素材タイプ製のエンドプラグが取り付けられてい
なければならない。プラグの表面は可能な限り大きくデザインされて
いなければならない。
2.3.36 燃料タンク
2.3.36.1 燃料タンクは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した
オリジナルのものでなければならない。
2.3.36.2 燃料キャップは変更が認められる。燃料キャップは閉じられた時に漏
れ防止になっていなければならない。更に、誤って開いてしまわない
2.3.36.3 タンクブリーザーパイプの装備された燃料タンクにはノンリターンバ
ルブが装備され、適切な素材で作られた最低容量 250 ㏄のキャッチ
タンクに排出されなければならない。
2.3.36.4 タンクパッドは、非永久接着剤によってタンクの後部に取り付けるこ
とが出来る。それは発泡体パッドまたは複合素材の物でも良い。
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2.3.37 フェアリングとボディーワーク
2.3.37.1 フェアリング及びボディーワークはオリジナルパーツの複製品と交換
する事が出来るが、レース使用であり若干の変更はあるものの（異な
る点数、取り付け位置、フェアリングボトム等）、外観は公認車両用
に製作したオリジナルの形状と同じでなければならない。
2.3.37.2 材質は自由とするが、カーボンファイバーまたはカーボン福蔵素材は
認められない。
2.3.37.3 全般的なサイズと寸法は、オリジナルパーツと同じとする。
2.3.37.4 フェアリングブラケットは交換または変更することが出来るが、チタ
ニウム及びカーボンファイバーや似通った複合素材の使用は禁止さ
れる。
2.3.37.5 フェアリングの通風路上のオリジナルのエアシュラウドは、取り外す
ことが出来る。
2.3.37.6 ロワーフェアリングは、エンジン破損時に、最低４リットルのオイル
/液体を保持でる構造でなければならない。
2.3.37.7 ロワーフェアリングの横行壁の下端は、フェアリング最下部より少な
くとの 70 ㎜上方になければならない。
2.3.37.8 ロワーフェアリングの横行壁の上端は最下部より最低 70mm 上方で
なければならない。
2.3.37.9 この壁と床面との角度は≦90°とする。
2.3.37.10 ロワーフェアリングには、直径 25mm の孔がフロント底部に設けら
れなくてはならない。
2.3.37.11 この孔は、ドライコンディションでは閉じられていなければならな
い。
2.3.37.12 全ての露出する端部は丸められていなければならない。
2.3.37.13 ウィンドスクリーンは複製品と交換することが出来るが、それは透
明素材でなければならない。
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2.3.37.14 交換するウインドスクリーンの高さはオリジナルのものより最大 15
㎜まで認められる。垂直方向の寸法はアッパーフォークブリッジよ
りウィンドスクリーンリップまでを計測する。
2.3.37.15 オリジナルのコンビネーション・インストルメント／フェアリン
グ・ブラケットは交換することができるがチタニウム及びカーボン
（または類似複合素材）は禁止される。
2.3.37.16 本来、ストリームライニングを装備していないモーターサイクルに
は、いかなる形状のストリームライニングも装着することができな
い。但し、ロワーフェアリング（ベリーパン）を除く。
2.3.37.17 このデバイスは、ホイールアクスルからホイールアクスルまで水平
に引かれたラインより上に超えてはならない。
2.3.37.18 フロントフェンダー/マッドガードは、オリジナルパーツのコスメテ
ィックデュプリケート（複製したもの）に交換する事が出来る。
2.3.37.19 リヤフォーク（スイングアーム）に固定されたリヤマッドガーは、
大きい直径のリヤスプロケット取付けの為に改造すること出来る。
2.3.37.20 チェーンガードはリヤマッドガードと別に考慮される。
2.3.38 シート
2.3.38.1 シート、シートベース及び関連するボディーワークは、マニュファク
チャラーが公認車両の為に製作した物と同様の形状のものに交換す
ることが出来る。
2.3.38.2 リヤシート周りのリヤボディーワーク上部はソロシートに改造するこ
とが出来る。
2.3.38.3 フロント及びリヤからの外見及びプロフィールは公認車両の形状を維
持していなければならない。
2.3.38.4

全ての露出された端部は丸められていなければならない。

2.3.38.5 公認またはオリジナルに製作されたシートロッキングシステム（プレ
ートピン、ラバーパッド等）は、取り外すことが出来る。
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2.3.39 ファスナー
2.3.39.1 スタンダードのファスナーは、如何なるデザイン及び材質の物に変更
することが認められる。しかし、チタニウムまたはその他特殊軽合金
素材のファスナーを除くことが本規則内に明記されていたり特筆され
ている場合を除く。
2.3.39.2 強度とデザインは十分なものとし、スタンダードファスナーと比較し
同等以上のものでなければならない。
2.3.39.3 ファスナーには、セーフティーワイヤー取り付けのための穴あけが認
められるが、故意に軽量化のための穴あけは認められない。
2.3.39.4 フェアリング/ボディーワークのファスナーはクイックディスコネク
トタイプのものに交換することが出来る。
2.3.39.5 アルミニウム製のファスナーは、車両構造に影響しない場所にのみ使
用することが出来る。
2.3.40 以下は変更することが出来るまたは公認された車両用に製作されたものから交換
することが出来る。
2.3.40.1 如何なるブレーキオイルまたはサスペンションオイルも使用すること
が出来る。
2.3.40.2 如何なるタイプのスパークプラグも認められる。
2.3.40.3 全てのガスケット及びその材質も自由とする。
2.3.40.4

外部ペイントワーク、デカール及びカラースキームは自由とする。

2.3.40.5 ボルト及びなっとは変更または交換することが出来る。しかし、材質
は、特記されているか上記規則で認められている場合を除き、オリ
ジナルのものと同じでなければならない。
2.3.40.6 計器、計器ブラケット及び関連ケーブルは交換することが出来る。
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2.3..40.7 オリジナルでないパーツ（フェアリング、エキゾースト、計器類
等）をフレーム（またはエンジン）に取り付けるためのブラケット
の材質は、チタニウムまたは強化繊維素材であってはならない。但
し、カーボン製のエキゾーストサイレンサーハンガーは認められ
る。
2.3.40.8 フレーム、チェーン及びフットレストのプロテクティブカバーは、そ
れが公認された車両に取り付けられたオリジナルのパーツの位置を
変更しない場合、繊維複合材等、別の材質のものが認められる。
2.3.40.9 全ての燃料タンクは防爆剤が充填されていなければならない。（オー
プンコールドメッシュまたは Explosafe®）
2.3.41 以下のアイテムは取り除くことが出来る
2.3.41.1 計器、計器ブラケット及び関連ケーブル
2.3.41.2 タコメーター及びスピードメーター
2.3.41.3

ラヂエターファン及びワイヤリング

2.3.41.4 冷却システム内のサーマルスイッチ、水温センサー及びサーモスタッ
トは取り除くことが出来る。
2.3.41.5 リアサブフレームのボルトオンアクセサリー
2.3.41.6

余分なハンドルバースイッチ類

2.3.41.7

エアボックス内及び周囲の排気ガスコントロール装置（非公害）及び
エンジン（O2 センサーエアインジェクションデバイス）

2.3.41.8 リアフェンダーに干渉しないチェーンガード上部
2.3.42 以下のアイテムは取り除かれなければならない
2.3.42.1 ヘッドランプ、リヤランプ及び方向指示器は取り除かれなければなら
ないが、前方からの外観プロフィールは維持されなければならな
い。
2.3.42.2 バックミラー
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2.3.42.3 ホーン
2.3.42.4 ライセンスプレートブラケット
2.3.42.5 工具
2.3.42.6 ヘルメットフック及び荷物用フック
2.3.42.7 パッセンジャー用フットレスト及び取り付けブラケット（ある場合）
2.3.42.8 パッセンジャー用グラブレール
2.342.9 セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなけれ
ばならない。（固定されたブラケットはそのまま残さなければならな
い）
2.3.42.10 触媒装置
2.3.43 以下のアイテムは変更されなければならない
2.3.43.1 トラック上へのオイル飛散を防ぐため、車両にはオイルキャッチタン
クが装備されなければならない。
2.343.2 ブリーザーまたはオーバーフローパイプが装備される場合、それは既
存の排出口から排出されなければならない。
2.3.43.3 全てのエンジンにはクローズドブリーザーシステムが装備されていな
ければならない。全てのオイルブリーザーパイプ/ラインは、オイル
キャッチタンクに接続され、エアボックスに排出されなければならな
い。外部への排出は厳禁される。
2.3.43.4 エアボックスドレーンは封印されなければならない。
2.3.43.5 以下のパーツは確実にワイヤーロックが施されなければならない。
2.3.43.6 オイルドレーンプラグ
2.3.43.7

オイルフィラーキャップ

113

2.3.43.8 外部オイルフィルター
2.3.43.9

全てのホイールアクスルナット（または代わりに適切な素材のセーフ
ティーピンが取り付けられなければならない）

2.3.44 ウィング及びエアロダイナミックエイズ
2.3.44.1

ウィング及びそのたエアロダイナミックエイズは、アジア、オセアニ
ア、ヨーロッパの公道用車両で公認された車両に装備されている場
合、認められる。

2.3.44.2

レースでウィングを使用する場合、以下のサイズ及び公認時のプロフ
ィールに合致していなければならない。（+/-2mm）

2.3.44.3

先端（エンドプレート含む）は、最低周囲３ｍｍとする。

2.3.44.4

全てのウィングは先端が丸められて（直径８ｍｍ）いるか、フェアリ
ングに含まれるか合体されていなければならない。

2.3.44.5

あるいは、オリジナルの公認された車両に装備され、公道用車両が使
用できるウィングを、フェアリングマウント以外の改造無しに取り付
ける。

2.3.44.6 ウィングの取り付け位置は、+/-5mm で抑え角+/-2mm とする。
2.3.45 追加の装備
データーロガーに使用が認められるが、テレメトリーは禁止される。エンジン
作動中またはバイクが奏功している間のリモート又はワイヤレス方式により、
バイクから如何なるデータ交換やセッティングを行う事は認められない。
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AP250 技術仕様
技術仕様
以下に記す規則は、公認車両に対して限られた変更を認め安全性及び各車両コンセプト間
の競技性の向上のためのものとする。
本規則に明記されていない事項の一切の変更は禁止される。
パーツまたはシステムで下記に明記されていないものは禁止される。
AP250 車両は、ARRC FIM アジア技術委員会の公認を受けていなければならない。全
ての車両は自然吸気でなければならない。全ての車両は、すでに車両製造時点で満足する
装備が備わっている場合を除き、本本技術規則に明記されたロードレースの要件の一つ一
つに適合していなければならない。
一度公認となった車両は、当該クラスに新たな規則により公認が取り消されるまで、また
は当該クラスの技術規則が変更となるまでの最大 8 年間使用することができる。
フロント、リアの外観及び AP250 車両のプロフィール（特記事項のない限り）公認時の
車両または生産された形状（マニュファクチャラーによって製作された状態）を保ってい
なければならない。エキゾーストシステムの外観は除く。
2.4

総合仕様
車両の全てのパーツおよびシステムは以下の事項に記載されていない限り
―

マニュファクチャラーが製作したオリジナルのままとする。

―

公認車両に装備されたオリジナルのままとする。

―

すべての車両は自然吸気でなければならない。

―

同一モデル名、同一車両識別番号の製造年度の異なる公認車両同士のパーツの
交換は認められない。ホイールリムは除く。

2.4.1

参加可能車両
2022 年、以下の車両が競技に参加することができる。

i.

Honda CBR250RR (2016 年以降)

ii.

Kawasaki Ninja 250R

iii.

Yamaha YZF-R25

iv.

Honda CBR300R

v.

TVS Apache RR310
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この規則は一般生産型車両のみ適用する。一般生産型のストリートエンデューロ/
モトクロスベースのオフロード車両は除く。FIM アジアロードレース技術委員会は
当該クラスに参加可能な車両を特定する。
注：このリストはいつでも FIM アジア技術委員会によって変更する事ができる。
2.4.2

車両最低重量
競技会中、車両重量及び総重量は下記の最低重量より下回ってはならない。
定義

車両重量：燃料タンク内の燃料を含む車両重量
総重量：車両重量及びレース装備を装着したライダーの合計重量

2.4.2.1 2 気筒車両
2.4.2.1.1

ホンダ CBR250RR 及び カワサキ Ninja 250R

2.4.2.1.1.1 最低車両重量

135Kg

2.4.2.1.1.2 最低総重量:

200Kg

2.4.2.1.2

ヤマハ YZF R25

2.4.2.1.2.1 最低車両重量:

130Kg

2.4.2.1.2.2 最低総重量:

195Kg

2.4.2.2 単気筒車両
2.4.2.2.1

最低車両重量:

127Kg

2.4.2.2.2

最低総重量:

192Kg

2.4.2.3 各モデルに規定された最低重量を満たすためバラストの使用が認めら
れる。
2.4.2.4 バラストを使用する場合、事前車検時に ARRC 車検長に申告しなけれ
ばならない。
2.4.2.5 重量が低い場合であっても、車両重量が最低重量より 5Kg 多い場合、
当該車両に対する重量加算のペナルティーは科されない。
2.4.2.6 最終車検時に、無作為抽出された車両は、レースを終えた状態で重量
が検査され、この状態で最低重量を満たしていなければならない。この
時点では全ての液体が含まれる。
2.4.2.7 最低車両重量に対する許容誤差は設定されない。
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2.4.3

ナンバー及びナンバープレート
アジアロードレースに受理された各ライダーは、年間をとおして使用する自身のナ
ンバーを選択することができる。１から 10 までは前年の選手権における選手権ポ
イントランキング用とする。
2.4.3.1 地色は白とし数字は黒または暗い色とする。
2.4.3.2 フロントナンバーのサイズは
2.4.3.2.1 最低高:

140 mm

2.4.3.2.2 最低幅:

80 mm

2.4.3.2.3 数字の太さ:
2.4.3.2.4 数字間の最低間隔:

25 mm
10 mm

2.4.3.3 全てのサイドナンバーのサイズは
2.4.3.3.1 最低高:

120 mm

2.4.3.3.2 最低幅:

60 mm

2.4.3.3.3 数字の太さ：

25 mm

2.4.3.3.4 数字間の最低間隔:

10 mm

2.4.3.4 指定されたライダーのナンバー（及びプレート）は以下の通り車両に確
実に取り付けられなければならない。
2.4.3.5 一つはフロントでフェアリングセンターまたは左右のどちらか。数字は
ナンバープレートの全方向より 25 ㎜空け、如何なる広告も禁止される
エリアを開け、センターに入れなければならない。
2.4.3.6 車両の左右両側に入れる。推奨する位置は車両の両サイドでメインフェ
アリング下部後端とする。ナンバーはバックグラウンドの中央に入れら
れなければならない。
2.4.3.7 ナンバーの承認フォントタイプは下記とする。
2.4.3.8 フュチュラヘヴィー及びフュチュラヘヴィー・イタリック
2.4.3.9 ユニバースボールド及びユニバースボールド・イタリック
2.4.3.10 オリバースメッド及びオリバースメッド・イタリック
2.4.3.11 フランクリンゴシック及びフランクリンゴシック・イタリック
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2.4.3.12 上記フォント以外の場合、その字体及びレイアウトが FIM ARRC テク
ニカルディレクターの事前承認が第 1 戦の最低 2 週間前までに必要とさ
れる。全ての数字はスタンダードフォームでなければならない。
2.4.3.13 数字のアウトライン（縁取り）は対比色とし、最大幅は 3 ㎜とする。
バックグラウンドの色は、数字の周り（縁取り含む）が明確に視認でき
るものでなければならない。蛍光または反射タイプの数字は認められな
い。
24.3.14 数字を重ねることは認められない。
2.4.3.15 数字の視認性に関する疑義が生じた場合、ARRC FIM アジアテクニカル
ディレクターの裁定が最終のものとされる。

2.4.4

燃料
全ての AP250 車両は、オーガナイザーが支給する無鉛ガソリンを使用しなけれ
ばならない。

2.4.5

タイヤ
2.4.5.1 タイヤは公式タイヤサプライヤであるダンロップから提供される。
2.4.5.2 各レース大会毎に 4 セットのドライタイヤと 2 セットのウェットタイ
ヤが支給される。この本数が 1 レースで使用できる最大限となる。支給
内容の変更のある場合、エントラントに連絡される。
2.4.5.3 レース用に支給された使用済または未使用の全てのタイヤは、公式サプ
ライヤーに返還されなければならない。
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2.4.5.4 公式指定タイヤ以外のタイヤは認められない。
2.4.5.5 如何なる変更（カットやグルービング）も認められない。
2.4.5.6 ライダーまたはチームの判断により、レースで使用するタイヤをドライ
にするかウェットタイヤにするか選択することが出来る。
2.4.5.7 タイヤの選択は、公式サプライヤー代表により無作為に行われる。チー
ムメイト間であっても、また、レースディレクションの許可無しに公式
タイヤサプライヤーによっても一度指定されたタイヤを交換することは
認められない。
2.4.5.8 フリープラクティス、クォリファイプラクティス、ウォームアップ及び
レースで使用するドライタイヤは、公式タイヤサプライヤーンによる識
別番号が付されたステッカーによりマークされる。
2.4.5.9 ステッカーには、各ライダーの識別番号が記され、各配布時に異なる色
の者が使用される。
2.4.5.10 ステッカーは、タイヤのサイドウォール右側に貼付しなければならな
い。
2.4.5.11ARRC FIM アジアテクニカルディレクターに任命されたオフィシャルま
たは人員は、ピットレーンにおいて車両が正しくステッカーを貼付され
ているか確認する。ステッカーの無いタイヤ車両の場合、適切な指示を
仰ぐため速やかにレースディレクションに報告しなければならない。
2.4.5.12 特例的な事情において、ステッカーの損傷や誤って貼付した場合、
ARRCFIM アジアテクニカルディレクターの判断により追加の 1 枚を
支給することが出来る。しかし、その場合、損傷したステッカーの返
還、または貼付した無傷のタイヤを ARRC FIM アジアテクニカルディ
レクターに提示しなければならない。
2.4.5.13 上記 2.4.5.7 と同一の為、本規則より削除
2.4.6

エンジン
2.4.6.1 全てのエンジンは、クォリファイセッション終了後に封印され、エンジ
ンに損傷のある場合を除き交換することはできない。
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2.4.6.2 クォリファイ終了後にエンジン交換を行う場合、変更理由を明記し、
書面による要望を行い、エンジンの封印は承認されるまで開けてはならな
らず、ARRC FIM アジアテクニカルディレクターはエンジンの確認を要
請することが出来る。
2.4.6.3 上記以外、大会期間中は、ARRC FIM アジアテクニカルディレクターに
よる必要が生じ無い限り、エンジンは封印されていなければならない。
2.4.7

フュエルインジェクションシステム
フュエルインジェクションシステムとは、スロットルボディー、フュエルインジェ
クター、可変インテークトラクトデバイス及びフュエルプレッシャーレギュレータ
ーを指す。
2.4.7.1 インジェクターは交換することが認められるが、一般生産型の物でなけ
ればならない。
2.4.7.2 インジェクターの数は、公認時または車両が生産された時と同じでな
ければならない。
2.4.7.3 インジェクターの位置変更は認められない。また、公認時または車両が
生産された時と同じ位置になければならない。
2.4.7.4 エアファンネルは自由とする。
2.4.7.5 可変インテークトラクトデバイスは、公認時または車両が生産されて時
点で装備されていない場合に追加することが出来る。
2.4.7.6 可変インテークトラクトデバイスはオリジナルの車両に装備されている
場合か装備されて公認となった場合に使用することが出来る。それは、
装備されているものと同様に作動しなければならない。可変インテーク
トラクトデバイスは、公認システムに装備されていたものを如何なる改
造もせずに維持されてなければならない。
2.4.7.7 燃料ポンプ及びフュエルプレッシャーレギュレーターは、公認時にさ
れていたものと同じとし如何なる改造も認められない。
2.4.7.8 フュエルプレッシャーは、公認時に装備されたものと同じでなければ
ならない。
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2.4.7.9 燃料タンクからインジェクターまでのフュエルライン（フュエルホー
ス、配管パイプアッセンブリー、ジョイント、クランプ、フュエルキャ
ニスター）の位置を変更することが出来るが、転倒時の衝撃から守る方
法で取り付けられていなければならない。
2.4.7.10 フュエルベントラインの位置を変更しても良い。
2.4.7.11 フュエルフィルターの追加が認められる。
2.4.7.12 クイックコネクターが使用されても追加されても良い。例：ドライブ
レーキコネクター
2.4.7.13 スロットルボディー
以下に特筆されていない限り、全てのスロットルボディーは公認時に
装備されているものまたは公認パーツで如何なる改造も認められな
い。
2.4.7.13.1 アフターマーケットまたはカスタムビルドのスロットルボ
ディーは認められない。
2.4.7.13.2 ライドバイワイヤ
ライドバイワイヤとして知られている電子制御式スロット
ルバルブは、公認時の車両に装備されている場合または同
一システムが一般生産モデルとして存在する場合、使用す
ることが認められる。
2.4.7.13.3 ソフトウェアを含むライドバイワイヤは、全ての安全機能
及び手順がオリジナルの製作モデルと同じ場合、改造する
ことが認められる。
2.4.7.13.4 シャフトを含まないセカンダリースロットルバルブは取り
外したりオープンポジションに取り付けることが出来、電
子機器は接続を断つか取り外すことが出来る。
2.4.7.13.5 スロットルバルブ（バタフライバルブ）スピンドルに隣接
するヴェンチュリーの最大直径は、
2.4.7.13.5.1 ホンダ CBR250RR 及びカワサキ ninja250R
は、32 ㎜
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2.4.7.13.5.2 ヤマハ YZF25Ｒは、34 ㎜（ストックのスロッ
トルボディーのみ改造可能）
2.4.7.13.5.2.1 ストックスピンドルシャフトは改造する
ことが出きる。
2.4.7.13.5.2.2 スロットルバルブプレート（バタフライ
バルブ）は、改造または交換することが
出来る。
2.4.7.13.5.2.3 スロットルバルブプレート（バタフライ
バルブ）の止めネジは改造または交換す
ることが出来る。
2.4.7.13.5.3 TVS アパッチＲＲ310 及びホンダ CBR300
Ｒは、46 ㎜とする。
2.4.7.13.5.3.1 単気筒車両においては、他の一般生産型
車両のスロットルボディーを取り付ける
ことが出来る。その他関連部品は変更可
能とする。例：ゴム製栓、ホースクリッ
プ、ＴＰＳ等。
2.4.7.13.5.3.2 他の一般生産型車両からの全スロットル
ボディーは FＩＭアジアＡＲＲＣテクニ
カルチームに詳細仕様及び公認車両のス
ロットルボディー製作会社によるパーツ
ナンバーと共に申告しなければならな
い。
2.4.8

シリンダーヘッド
2.4.8.1 シリンダーヘッドは公認車両に装備されてものまたは下記改造が認め
らた公認パーツとする。
2.4.8.2 圧縮比を変更するためのシリンダーデッキ表面の機械加工が認められ
る。
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2.4.8.3 ポーティング及び磨きは認められる。材質の切削やエポキシ（樹脂）
の追加によるポート形状を変更するためのインテーク及びエキゾース
トポートの改造は認められる。
2.4.8.4 追加の溶接は認められない。

2.4.8.5 バルブは公認車両に装備されたものまたは公認パーツとし、一切の改
造は認められない。
2.4.8.6 バルブスプリングは、異なるスプリング比の似通ったものに変更する
ことが出来る。また、スプリングの数は公認時のものまたは公認パー
ツから変更されてはならない。
2.4.8.7 バルブラッピング（バルブ及びバルブシート）は、通常のメンテナン
スの範囲で認められる。
2.4.8.8 ヘッドガスケットは自由とする。
2.4.9

カムシャフト
2.4.9.1 カムシャフトは公認時のものまたは公認パーツとし、如何なる改造も
認められない。
2.4.9.2 カムシャフト端部の突起物は、カムタイミングのダイアリングを容易
にするために取り除くことが出来る。その他改造は一切認められな
い。下記図を参照。
2.4.9.3 全ての公認カムシャフトの交換は、正規のカムシャフトまたは同一の
ローブプロフィールを持つオリジナルのモーターサイクルマニュファ
クチャラーが製造した表面を有する強化版のものが認められる。
2.4.9.4 強化カムシャフトは、パーツナンバーを持ち、事前に FIM アジア
ARRC 技術委員会の事前承認を受けていなければならない。
2.4.9.5 これは、カムシャフトの破損を防ぐためのものであり、如何なる手法
においてもエンジン性能を向上させるものではない。交換するカムシャ
フトは、公認時のパーツと同等以上の重量を持っていなければならな
い。
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2.4.10

カムシャフトスプロケットまたはギヤ
2.4.10.1

カムシャフトスプロケット又はギヤは、カムタイミング調整を目的と
した改造が認められる。

2.4.10.2 カムチェーンは、公認時に装備されているものまたは改造されていな
い公認パーツでなければならない。
2.4.10.3 カムチェーンテンショナーは、公認時に装備されているものまたは改
造されていない公認パーツでなければならない。
2.4.11 シリンダー（シリンダーブロック）
2..4.11.1

シリンダーは公認時に装備されているものまたは以下の認められた
改造をしている公認パーツでなければならない。

2.4.11.2

圧縮比を変更するためにシリンダーブロックデッキまたはベース表面
の機械加工が認められる。

2.4.12 ピストン
2.4.12.1

2 気筒車両

2.4.12.1.1

ピストンは、公認時に装備されているものまたは改造され
ていない公認パーツでなければならない。

2.4.12.2

単気筒車両

2.4.12.2..1

信頼性を目的としたアフターマーケットピストンが認めら
れ、以下が守られなければならない。

2.4.12.3 形状はスタンダーと同じでなければならない。
2.4.12.4

重量はスタンダードと同じかそれ以上でなければならない。

2.4.12.5

ピストンの材質及び製作方法は自由とする。（鋳造、ビレット等）
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2.4.12.6

表面処理は、スタンダードと同じでなければならない。

2.4.12.7

これらピストンは、パーツナンバー及び仕様とともに FIM アジア
ARRC 技術委員会に提出され、使用の許可を受けなければならな
い。

2.4.13 ピストンリング、ピン及びクリップ
2.4.13.1

ピストンリング、ピン及びクリップは公認時に装備されているものま
たは改造されていない公認パーツでなければならない。

2.4.13.2 全てのピストンリングは装備されていなければならない。
2.4.14 コネクティングロッドアッセンブリー
2.4.14.1

コネクティングロッドアッセンブリーは、公認時に装備されているも
のまたは改造されていない公認パーツでなければならない。

2.4.15 クランクシャフト
公認時に装備されているものまたは改造されていない公認パーツでなければな
らない。
2.4.16 クランクケース、エンジンカバー
2.4.16.1

公認時に装備されているものまたは公認パーツで以下の範囲内の改造
が認められる。

2.4.16.2

クランクケースとシリンダーブロックの合わせ面は、圧縮比を変更す
るための機械加工が認められる。

2.4.16.3

オイルを含む含むエンジンカバーは、金属製のボルトで確実に固定し
なければならない。

2.4.16.4

転倒時に路面と接触する恐れのあるオイルを含む全ての側面カバー/
エンジンケースは、金属製（アルミニウム合金、ステンレススチー
ル、スチールまたはチタニウム）の追加のカバーで保護されなければ
ならない。

2.4.16.5 追加のカバーは、オリジナルカバーの最低 1/3 をカバーしていなけ
ればならない。トラック路面に損傷を与えるような鋭利な角であって
はならない。
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2.4.16.6 これらカバーは、確実かつ強固に最低３つのケースカバーボルトでオ
リジナルカバー/エンジンケースをクランクケースに固定しなければ
ならない。
2.4.16.7

貼付式の追加カバーは認められない。

2.4.16.8

FIM 公認カバーは、その素材、寸法に関係なく使用が認められる。

2.4.16.9

FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、安全性を満足してい
ない如何なるカバーの使用をも拒否することが出来る。

2.4.16.10

フェアリングが、オリジナルエンジンカバーの 1/3 を覆っている
場合、追加のカバーは要求されない。

2.4.16.11

このカバーに追加し、アルミニウムまたはスチール製のプレートま
たはクラッシュバーが認められる。このようなデバイスは全て突然
起こりうる衝撃、磨滅及び転倒による損傷に耐えうるものでなけれ
ばならない。

2.4.17 トランスミッション及びギヤボックス
2.4.17.1

公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも
のでなければならず、安全上、下記の改造が認められる。

2.4.17.2

ギヤの再設計

2.4.17.3

トランスミッションギヤの材質は、構造上の強度向上を目的とする変
更が認められる。

2.4.17.4

ギヤ比及び変則ギヤ数は、公認された車両用にマニュファクチャラー
が生産したオリジナルのものでなければならず、多様性を持たせては
ならない。

2.4.17.5

クイックシフトシステムが認められる。

2.4.17.6

電子式または油圧式作動シフターは認められず、ギヤシフトは足によ
る操作が維持されていなければならない。

2.4.17.7

フロント及びリアのスプロケット、チェーンピッチ及びチェーンサイ
ズは交換することが出来る。
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2.4.17.8 リヤフェンダーと合体式でないトップチェーンガードは取り外すこと
が出来る。
2.4.18 クラッチ
2.4.18.1

クラッチは湿式タイプを維持してなければならず、ドライタイプへの
変更は禁止される。

2.4.18.2

クラッチの作動は、ケーブルによるものとし、油圧作動式に変更する
ことは認められない。

2.4.18.3

バックトルクリミットまたはスリッパ―クラッチの使用が認められ
る。

2.4.18.4

クラッチスプリングは自由とし、事前に装備されたものはシムの追加
により変更が出来る。

2.4.18.5

クラッチプレートは自由とする。

2.4.18.6

クラッチケーブルは自由とする。

2.4.19 オイル分プ及びピルライン
2.4.19.1

公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも
のでなければならず、改造は認められない。

2.4.19.2 オイルパンはアフターマーケットのものと交換または他の一般生産型
モデルのものを使用することが出来る。
2.4.20 ラヂエター、冷却システム及びオイルクーラー
2.4.20.1

ラヂエター及び全クーリングシステム内には水のみが認められる。

2.4.20.2 一切の添加物、不凍液、ラヂエタークーラントまたはその他液体は認
められない。
2.4.20.3

オイル及び/あるいはウォーターラヂエター前部へのプロテクティブメ
ッシュの追加が認められる。

2.4.20.4

オリジナルのラヂエター位置にメインフレームへの改造なしで取り付
けられる場合、アフターマーケットのラヂエターへの変更または追加
ラヂエターを追加することが出来る。
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2.4.20.5

追加のラヂエターのための追加の取り付けブラケットを取り付けるこ
とが出来る。

2.4.20.6

ラヂエターキャップは自由とする。

2.4.20.7

オイルクーラーの追加が認められる。

2.4.20.8

柔軟なオイルラインコネクションを持つ如何なる追加オイルクーラー
も、モーターサイクルに取り付ける場合、全てのオイルラインは強化
タイプとし、外部防御素材でオリジナルのファクトリの取り付け基準
を満たす高性能なものでなければならない。

2.4.20.9

全てのオイルラインの接続部はスウェージタイプでなければならな
い。スクリュークランプはタイプは禁止される。

2.9.20.10

フレームの一部に近接するオイルライン、ボルトまたはその他突起
物は、ストラップ、クランプまたは他のメカニカル器材で保持され
ていなければならない。

2.4.20.11

全てのクーリングシステムのホース及びキャッチタンクは変更する
ことが出来る。

2.4.21 エアボックス
2.4.21.1

ＲＡＭエアシステム取り入れるためにエアボックスを改造することが
出来る。

2.4.21.2

エアフィルターエレメントは自由とし、取り外すことも出来る。

2.4.21.3

全ての車両（エンジン）はクローズトブリーザーシステムなければな
らない。全てのオイルブリーザーラインは接続され、オイルキャッチ
タンクを介してエアボックス内に排出されなければならない。

2.4.21.4 エアボックスのドレーンは封印されなければならない。
2.4.22 エキゾーストシステム
2.4.22.1

エキゾーストパイプ及びサイレンサーは自由とする。

2.4.22.2 安全上、エキゾーストパイプの露出した先端は鋭利な先端を避けるた
めに丸められていなければならない。
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2.4.22.3 エキゾーストシステムのラッピングは認められないが、安全上、ライ
ダーの足またはフェアリングが接触する部分については熱から保護す
るために例外とする。
2.4.22.4 エキゾーストシステムの音量値は 115dB/A とする。
2.4.22.4.1
2.4.22.5

レース後の許容誤差は+3dB/A とする。

音量計測時の rpm は下記のとおりとする。

2.4.22.5.1

ヤマハ YZF-R25

7500pm

2.4.22.5.2

カワサキ Ninja250R

7500rpm

2.4.22.5.3

ホンダ CBR250RR

7500rpm

2.4.22.5.4

ホンダ CBR300R/TVSRR310

5000rpm

2.4.23 イグニッション及びエンジンコントロールユニット（ＥＣＵ）
2.4.23.1

ＡＲＲＣ技術委員会は、下記に明記する aRacer システムのみ承認し
ており、全参加者が使用しなければならない。以下が承認パーツとす
る。
2.4.23.1.1

aRacer RC Super2 ECU

2.4.23.1.2

aRacer クイックシフターモジュール及びセンサー

2.4.23.1.3

aRacer Spec Speed Tuning Super2 カリブレーショ
ンツール

2.4.23.1.4 aRacer ECU と PC 用リンク・コミュニケーションケー
ブル
2.4.23.1.5

aRacer Race Function Module GPS 及びジャイロモ
ジュール

2.4.23.1.6
2.4.23.2

aRacer モニターロガー – データロガー

大会期間中、FIM ARRC テクニカルダイレクターまたは公式 ECU
技術者は、以下の権限を有する。

2.4.23.2.1 不正行為確認のためのデータログダウンロード
2.4.23.2.2

性能の統一化のための最大回転数規制

2.4.23.2.3 ECU ハードウェア及び関連部品の交換
2.4.23.2.4 ECU ソフトウェアの変更または最新化
2.4.23.2.5 別のハードウェアまたはソフトウェア ECU サプライヤーの
変更
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2.4.23.3 そのような変更が行われる場合、全参加者の ECU ハードウェア及び
ソフトウェアも変更される。
2.4.23.4 ワイヤリングハーネス及びワイヤリングコネクターは、以下の改造を
除きオリジナルのものでなければならない。
2.4.23.5 承認された ECU、クイックシフター並びに全ての承認モジュールセン
サーに接続するための改造が認められる。
2.4.23.6

未使用及び/あるいは余分なワイヤハーネス及びコネクターは取り外
しても接続を切っても良い。

2.4.23.7

ECU マップスイッチの追加が認められる。

2.4.23.8

イグニッションコイル及びスパークプラグは自由とする。

2.4.23.9

キー/イグニッションロックは位置の変更、交換、取り外すことが出
来る。

2.4.24 ジェネレーター、オルタネーター、エレクトリックスターター
2.4.24.1

これらパーツは、公認された車両に装備されているものとし、改造は
認められない。

2.4.24.2 スターターは、オフセットすることなく、オリジナルの取り付け位置
になければならない。
2.4.24.3

エレクトリックスターターは正常に作動しなければならず、大会期間
中のいつでもエンジンを始動させることができなければならない。

2.4.24.4 車両保管中、エレクトリックスターターは、ブースとバッテリーを使
用せずに適切なスピードでクランクを回転させ、エンジンを最低 2 秒
間作動させなければならい。ブーストバッテリーは認められない。
2.4.25 バッテリー
バッテリーは自由とする。
2.4.26 メインフレームボディー及びリアサブフレーム
2.4.26.1

フレームは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオ
リジナルのものでなければならず 以下に記す以外の改造は認められな
い。
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2.4.26.2 クラッシュプロテクター（プロテクティブコーン）は、既存の取り付
け位置を利用しフレームまたはホイールアクスル端部に圧入し取りつけ
ることができる。
2.4.26.3

メインフレームは、ガセットまたはチューブの追加により強化するこ
とが出来る。

2.4.26.4

この目的のための溶接は認められる。

2.4.26.5

認められたパーツ（フェアリングブラケット、ステアリングダンパー
マウント、センサー）を取り付けるための穴あけは認められる。

2.4.26.6

フレームボディー側面は、複合素材製の保護用部品で覆うことが認め
られる。

2.4.26.7 このプロテクターはフレーム形状に合うものでなければならない。
2.4.26.8 エンジンマウントブラケットまたはプレートは公認された車両用にマ
ニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならな
い。
2.4.26.9 ブラケットまたはマウントポイントは、フレームに溶接してはならな
い。
2.4.26.10 ボルトオンタイプのブラケットは交換、改造、取り外すことが出来
る。
2.4.26.11 ボルトオンアクセサリーは取り外すことが出来る。
2.4.26.12 追加のシートブラケットは認められるが、非ストレスで突出しないブ
ラケットは、モーターサイクルの安全構造またはアッセンブリーに影
響を与えない場合、取り外すことが出来る。
2.4.26.13 サブフレームは自由とし、取り外し可能なものまたは固定タイプでも
良い。
2.4.26.14 サブフレームとは、シート、リヤシートカウリング及び燃料タンク後
端の下に設けられ、メインフレームのショックアブソーバーの上部取り
付け部分とスイングアームピボット近くに平行に走る２つの 3 社をつ
なぐスチールチューブである。
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2.4.26.15 サブフレームに、カーボン複合素材を利用またはそれで製造すること
が認められる。
2.4.26.16 全ての車両には車両識別番号（VIN）がフレームまたはボディーまた
はサブフレーム上のメタルプレートに刻印されていなければならな
い。
2.4.26.17 規則に従ってサブフレームを変更、改造する場合、オリジナルサブフ
レームの VIN 番号が位置する車両の場合も、取り外し、新たなサブフ
レームのオリジナルの位置と 30 ㎝以内への位置変更が認められる
が、それは車検時に同一角度及び同一側になければならない。
2.4.27 事前に組まれたスペアフレーム
2.4.27.1 大会期間中、各ライダーは、車検に提示し、フレームに識別シールを
貼付された１台の車両のみ使用することが出来る。フレームの交換が
必要な場合、ライダーまたはチームは FIMARRC テクニカルディレ
クターにスペアフレームの使用を申請しなければならない。
2.4.27.2 事前に組まれたスペアフレームが FIM ARRC テクニカルダイレクタ
ーに提示され、車両組み込みの承諾を得なければならない。
2.4.27.3

事前に組まれたフレームとは下記のとおりとする。

2.4.27.4

メインフレームアッセンブリ―

2.4.27.5

ベアリング（ステアリングヘッドアッパー及びロワートリプルクラン
プ、スングアーム他）

2.4.27.6

スイングアーム

2.4.27.7

リヤサスペンションリンケージ及びショックアブソーバーアッパー及
びロワートリプルクランプ

2.4.27.8

ワイヤリングハーネス

2.4.27.9

リビルトされた車両は、使用前に車検員による安全確認を受け、車両
のフレームに新たなシールが貼付されなければならない。

2.4.27.10 それ以降の競技会において損傷車両は保管され、その車両のパーツが
スペアパーツとして使用されないようにされる。
132

2.4.28 完全なスペア車両
2.4.28.1

完全なスペア車両への交換は認められない。

2.4.28.2

完全な車両は、登録した車両へのスペアパーツとして個々のパーツを
利用するために準備される。

手順の説明
2.4.28.3

1 台の車両のみ事前テクニカルチェックに提示することが認められ、
その車両のみがトラック上、プラクティス、予選、ウォームアップ及び
レース時にピットボックスの展示スペースに置くことが出来る。

2.4.28.4

転倒し損傷を受けた車両のフレーム交換が必要であると判断したチー
ムは、FIM ARRC テクニカルダイレクターに申告しなければならな
い。車両が転倒その他事故により損傷を受けた場合、事前に組み込ま
れたスペアフレームを使用し車両を再生することが認められる。

2.4.28.5

再生した車両の組み上げが完了した時点で、車検及び安全チェックを
受け、公式にシールが貼付される。

2.4.28.6 損傷を受けた車両のシールは車検員によって破棄され、当該車両のシ
ャーシは当該大会期間中に使用することは認められない。
2..4.28.7 新たな識別番号が FIM ARRC テクニカルダイレクターによって記録
される。
2.4.28.8

損傷を受けた車両のパーツは、新たな再生車両に利用することが出来
る。

2.4.28.9

交換した新たな車両は、車両が損傷を受けたプラクティス、予選セッ
ションまたはレース終了後以降でなければトラック上で使用すること
は認められない。

2.4.28.10 損傷を受けた車両は、速やかにピットボックスから取り除かれ、ピッ
トボックスの展示エリアの外に保管されなければならない。
2.4.28.11 事前組み込みされたスペアパーツとしてのフレームが使用され、再
度転倒や事故によりフレーム変更が必要となった場合、全く構成部
品の取り付けられていない真新しいフレームを使用しなければなら
ない。
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2.4.28.12 FIM ARRC テクニカルディレクターは、その真新しいフレームを車
両再生作業開始前に確認しなければならない。
2.4.28.13 本手順の条項に反する場合、スポーツ規則に明記された罰則の対象と
なる。
2.4.29 フロントフォーク及びステアリングダンパー
2.4.29.1

フロントサスペンションシステム（インナーチューブ、ホイールスピ
ンドル等）は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した
オリジナルのものでなければならず、以下に記す以外の改造は認めら
れない。

2.4.29.2

ダンピング調整の為、フォーク内部の改造は認められる。

2.4.29.3

内部ダンパーは改造、交換または取り外すことが出来る。

2.4.29.4

内部フォークスプリングは他の似通った異なるレートの物に交換する
ことが出来る。

2.4.29.5 内部フォークスプリングは、追加または取り外すことが出来る。
2.4.29.6

アッパー及びロワーフォーククランプ（トリプルクランプ、フォーク
ブリッジ）は、交換又は改造することが出来る。

2.4.29.7 フォークキャップ（フォークの上端部にある）は、スプリングのプリ
ロード又はダンピングを外部から調整するために改造、または交換す
ることが出来る。
2.4.29.8 電子制御式ステアリングダンパーは、公認された車両または一般公道
用モデルに装備されていない場合、使用することは出来ない。
2.4.29.9

公認車両に装備された物か、公認されたシステムを如何なる改造もせ
ずに使用しなければならない。

2.4.29.10 アフターマーケットの非電子式ステアリングダンパーは認められ
る。ステアリングダンパーは、ステアリングロックデバイスとして機
能してはならない。
2.4.29.11 ダストシールは改造、変更または取り外すことが出来る。
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2.4.29.12 オイルシールは、完全な状態を維持し、フロントフォークは適切に
オイルシールされていなければならない。
2.4.30 ショックアブソーバー（リアサスペンションユニット）
2.4.30.1

ショックアブソーバーユニット及びスプリングは自由とする。

2.4.30.2

取り付け位置及びリンク/リンケージは公認時の位置が維持されてい
なければならず、改造は認められない。

2.4.30.3

電子制御式ショックアブソーバーは認められず、それらは通常タイプ
のショックアブソーバーに交換されなければならない。

2.4.31 リヤスイングアーム（リヤフォーク）
2.4.31.1

リヤスイングアームは、公認された車両用にマニュファクチャラーが
生産したオリジナルのものでなければならず、如何に記す以外の改造
は認められない。

2.4.31.2 ガセットまたはチューブを追加することによるスイングアームの強化
が認められる。
2.4.31.3

このための溶接が認められる。

2.4.31.4

リヤスイングアームピボット位置はオリジナルまたは公認車両と同じ
位置に無ければならない。

2.4.31.5 市販車両にインサートがある場合、オリジナルインサートの位置は変
更することが出来るが、インサートの交換または改造は認められな
い。
2.4.31.6

リヤホイールスタンドブラケットは、リヤスイングアームに溶接また
はボルトにて追加することが出来る。ブラケットは端部が丸められてい
なければならない。（大きな直径で）締め付けボルトは凹所になければ
ならない。オリジナルのリヤブレーキキャリパー取り付け位置を維持す
る為の固定システムまたはポイントをリヤスイングアームに追加するこ
とが出来る。

2.4.31.7 強固なプロテクティブカバー（シャークフィン）は、シングアームに
取り付けられ、リヤホイールの位置に関係なく、常にロワーチェーン可
動部、スイングアーム及びリヤホイールスプロケット開口部を覆ってい
なければならない。
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2.4.32 ホイール
2.4.32.1

ホイールは交換することが認められる。アフターマーケットのホイー
ルはアルミニウム製でなければならない。

2.4.32.2

ホイールの直径はオリジナル又は公認時のサイズとし、以下の仕様が
認められる。

2.4.32.3

最大ホイールリム幅は、

2.4.32.3.1

フロントホイール最大リム幅 3.0 インチ

2.4.32.3.2

リヤホイール最大リム幅：

4.5 インチ

2.4.32.4

ホイールスペーサーは改造または交換することが出来る。

2.4.32.5

ホイールバランスウェイト取り外し、変更、追加することが出来る。

2.4.32.6

オリジナルのスプロケットキャリアは交換することが出来る。

2.4.32.7

ノンストップコーティング/処理はリムのビードエリアに施すことが
出来る。

2.4.32.8 如何なるインフレーションバルブも使用することが出来る。
2.4.33 ブレーキ
2.4.33.1

オリジナルの車両又は公認時に車両に ABS が装備されている場合、
システムを切断することが出来る。

2.4.33.2 フロント及びリヤブレーキディスクは、アフターマーケットのブレー
キディスクに交換することが出来るが、オリジナルのキャリパー及びマ
ウントに取り付けることが出来なければならない。
2.4.33.3 しかし、外径、オフセット、ホイールマウント及びベンチレーション
システムはオリジナルの車両の物か公認時の寸法及びシステムが改造
なしで取り付けることが出来る。
2.4.33.4

オリジナル又は公認時の車両がインターナルベンチレーテッドディス
クを装備していない場合、その使用は認められない。
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2.4.33.5 交換する場合、スチール製（最大カーボン含有量は 2.1wt%）のもの
のみとする。
2.4.33.6

ブレーキローターの厚みを増加することは出来るが、オリジナル又は
公認時のキャリパーに改造なしで取り付けられなければならない。

2.4.33.7 ブレーキディスクローターの数または量（シングルまたはダブル）
は、オリジナル又は公認時のものと同じでなければならない。
2.4.33.8 フロント及びリヤブレーキキャリパー（マウント、キャリアー、ハン
ガー）は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリ
ジナルのものでなければならず、改造は認められない。
2.4.33.9

フロント及びリヤのマスターシリンダーは、公認された車両用にマニ
ュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなければならず、改造
は認められない。

2.4.33.10 フロント及びリヤの油圧ブレーキラインは変更することが出来る。両
方のフロントブレーキキャリパー用のフロントブレーキラインの分岐点
はロワーフォークブリッジより上になければならない。
.4.33.11 ブレーキパッドは自由とする。
2.4.33.12 ブレーキパッドロッキングピンは改造またはクイックタイプに変更
することが出来る。
2.4.33.13 作動液の熱を軽減する為にキャリパーシムの追加が認められる。
2.4.33.14 追加のエアスクープまたはダクトは認められない。
2.4.33.15 車両には、他の車両との接触等により誤って作動しないようにハンド
ルバーブレーキレバーを保護するためのブレーキレバープロテクション
が装備されていなければならない。
2.4.33.16 テクニカルディレクターは、安全を確保できないと判断するガード
類の使用を拒否する権限を有する。
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2.4.34 ハンドルバー及びハンドコントロール
2.4.34.1

ハンドルバーは交換することが出来る。

2.4.34.2

ハンドルバー及びハンドコントロールの位置を変更することは認めら
れる。

2.4.34.3

クラッチパーチ（留め具）とクラッチレバー及びブレーキレバーは、
アフターマーケットのものと交換することが出来る。レバーの動きの
調整並びにブレーキレバーアジャスターは認められる。

2.4.34.4

スイッチは変更することが出来るが、エレクトリックスタータースイ
ッチ及びエンジンストップスイッチはハンドルバーに装備されなけれ
ばならない。

2.4.34.5

スロットルアッセンブリ―及び関連ケーブルは改造または変更するこ
とが認められるが、スロットルボディーとスロットルコントロールと
の接続は、公認車両の状態を維持していなければならず、如何なる改
造も認められない。

2.4.34.6

ケーブル式のスロットル（グリップアッセンブリ―）は、リモートに
よるライドバイワイヤセンサーを含み、解放及び閉鎖を行うケーブル
が装備されていなければならない。

2.4.34.7

スロットルコントロールは、手で握っていないときには自動的に元に
戻るものでなければならない。

2,4,34,8 モーターサイクルには有効なイグニッションキルスイッチまたはボタ
ンがハンドルバー右側（グリップに手がある時に届く範囲）に装備さ
れ、作動しているエンジンを止めることが出来なければならない。ボ
タンまたはスイッチは赤色でなければならない。
2.4.35 フットレスト及びフットコントロール
2.4.35.1

フットブレーキペダルは自由とする。

2.4.35.2

フットレスト、ブラケット及び固定具は交換や位置変更も認められる
が、ブラケット自体はオリジナルの取り付け位置を維持しなければな
らない。

138

2.4.35.3 フットレストは固定タイプまたは折り畳み式のものが認められる。折
り畳み式フットレストは自動で戻るメカニズムを備えていなければな
らない。
2.4.35.4

フットレストの端部は最低直径 8mm の強固な球状でなければならな
い。

2.4.35.5

リジッドタイプの金属製フットレストの端部にはプラスチック製、ナ
イロンまたは同等の素材タイプ製のエンドプラグが取り付けられてい
なければならない。

2.4.35.6

FIM ARRC テクニカルディレクターは、安全目的を満足しないプラ
グを拒否する権限を有する。

2.4.36 燃料タンク
2.4.36.1

燃料タンクは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産した
オリジナルのものでなければならず、改造は認められない。

2.4.36.2

タンクパッドはタンク後部に簡易に取り付けることが出来るが、永久
接着は不可とする。

2.4.36.3

タンクブリーザーパイプの装備された燃料タンクにはノンリターンバ
ルブが装備され、適切な素材で作られた最低容量 250 ㏄のキャッチ
タンクに排されなければならない。

2.4.36.4

燃料キャップは変更が認められる。燃料キャップは閉じられた時に漏
れ防止になっていなければならない。

2.4.36.5

更に、誤って開いてしまわないように確実にロックできるものでなけ
ればならない。

2.4.37 フェアリング/ボディーワーク
2.4.37.1

フェアリング/ボディーワークのデザインは自由とする。

2.4.37.2

ウィンドスクリーンのデザイン及び形状は自由とする。

2.4.37.3

カーボンファイバーまたはカーボン複合素材の使用は認められない。

2.4.37.4

オリジナルのエアダクトの取り外しまたは交換が認められる。
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2.4.37.5

穴の周囲または強度が必要な特定エリアのケブラー又はカーボンファ
イバーによる補強が認められる。

2.4.37.6

オリジナルのコンビネーション・インストルメント／フェアリング・
ブラケットは交換することができるがチタニウム及びカーボン（また
は類似複合素材）は禁止される。

2.4.37.7

その他全てのフェアリングブラケットは変更または交換することが認
められる。

2.4.37.8

ロワーフェアリングは、エンジン破損時に、最低６リットルを保持で
きる構造でなければならない。フェアリング開口部の下端は、フェア
リングの底より最低 70mm 上に設けられなくてはならない。ロワー
フェアリングの横行壁の上端は最下部より最低 70mm 上方でなけれ
ばならない。この壁と床面との角度は≦90°とする。

2.4.37.9 ロワーフェアリングには、直径 25mm の孔がフロント底部に設けら
れなくてはならない。この孔は常に閉じられていなければならない。
2.4.37.10 フロントフェンダー/マッドガードは、オリジナルパーツのコスメテ
ィックデュプリケート（複製したもの）に交換する事が出来る。
2.4.37.11 リヤマッドガードは交換または取り外すことが認められる。
2.4.37.12 チェーンガードは、リヤマッドガードと別に装備されなければなら
ない。
2.4.38 シート
2.4.38.1

シートベース及び関連するシートボディーワークは交換することが出
来る。

2.4.38.2

リヤシート周りのリヤボディーワーク上部はソロシートに改造するこ
とが出来る。

2.4.38.3 シートロッキングシステム（プレート、ピン、ラバーパッド等）は、
取り外すことが出来る。
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2.4.39 ファスナー
2.4.39.1

スタンダードのファスナーは、如何なるデザイン及び材質の物に変更
することが認められる。しかし、チタニウムまたはその他特殊軽合金
素材のファスナーを除くことが本規則内に明記されていたり特筆され
ている場合を除く。

2.4.39.2

強度とデザインは十分なものとし、スタンダードファスナーと比較し
同等以上のものでなければならない。

2.4.39.3

ファスナーには、セーフティーワイヤー取り付けのための穴あけが認
められるが、故意に軽量化のための穴あけは認められない。

2.4.39.4

フェアリング/ボディーワークのファスナーはクイックディスコネク
トタイプのものに交換することが出来る。

2.4.39.5

アルミニウム製のファスナーは、車両構造に影響しない場所にのみ使
用することが出来る。

2.4.40 以下は変更することが出来るまたは公認された車両用に製作されたものから交換
することが出来る。
2.4.40.1

如何なるブレーキオイルまたはサスペンションオイルも使用すること
が出来る。

2.4.40.2 如何なるスパークプラグも使用することが出来る。
2.4.40.3
2.4.40.4

全てのガスケット及びその材質も自由とする。
外部ペイントワーク、デカール及びカラースキームは自由とする。

2.4.40.5 計器、計器ブラケット及び関連ケーブルは交換することが出来る。
2.4.40.6 オリジナルでないパーツ（フェアリング、エキゾースト、計器類等）
をフレーム（またはエンジン）に取り付けるためのブラケットの材質
は、チタニウムまたは強化繊維素材であってはならない。
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2.4.40.7 フレーム、チェーン及びフットレストのプロテクティブカバーは、そ
れが公認された車両に取り付けられたオリジナルのパーツの位置を変
更しない場合、繊維複合材等、別の材質のものが認められる。
2.4.40.8 全ての燃料タンクは防爆剤が充填されていなければならない。（オー
プンコールドメッシュまたは Explosafe®）
2.4.41 以下のアイテムは取り除くことが出来る
2.4.41.1 計器、計器ブラケット及び関連ケーブル
2.4.41.2 タコメーター及びスピードメーター
2.4.41.3

ラヂエターファン及びワイヤリング

2.4.41.4

サーモスタット、サーマルスイッチまたは水温センサー

2.4.41.5

リオやサブフレームのボルトオンアクセサリー

2.4.41.6

余分なハンドルバースイッチ類

2.4.41.7

エアボックス内及び周囲の排気ガスコントロール装置（非公害）及び
エンジン（O2 センサーエアインジェクションデバイス）

2.4.41.8

リヤフェンダーに干渉しないトップチェーンガード

2.4.42 以下のアイテムは取り除かれなければならない
2.4.42.1

ヘッドランプ、リヤランプ及び方向指示器は取り除かれなければなら
ないが、前方からの外観プロフィールは維持されなければならない。
開口部は適切な素材のもので覆われなければならない。

2.4.42.2

バックミラー

2.4.42.3

ホーン

2.4.42.4

ライセンスプレートブラケット

2.4.42.5 工具
2.4.42.6

ヘルメットフック及び荷物用フック
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2.4.42.7
2.4.42.8

パッセンジャー用フットレスト及び取り付けブラケット（ある場合）
パッセンジャー用グラブレール

2.4.42.9 セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなけれ
ばならない。（固定されたブラケットはそのまま残さなければならな
い）
2.4.42.10 触媒装置
2.4.43 以下のアイテムは変更されなければならない
2.4.43.1

トラック上へのオイル飛散を防ぐため、車両にはオイルキャッチタン
クが装備されなければならない。

2.4.43.2 ブリーザーまたはオーバーフローパイプが装備される場合、それは既
存の排出口から排出されなければならない。
2.4.43.3

全てのエンジンにはクローズドブリーザーシステムが装備されていな
ければならない。全てのオイルブリーザーパイプ/ラインは、オイル
キャッチタンクに接続され、エアボックスに排出されなければならな
い。外部への排出は厳禁される。

2.4.43.4 エアボックスドレーンは封印されなければならない。
2.4.43.5 以下のパーツは確実にワイヤーロックが施されなければならない。
2.4.43.6

オイルドレーンプラグ

2.4.43.7 オイルフィラーキャップ
2.4.43.8 外部オイルフィルター
2.4.43.9 全てのホイールアクスルナット（または代わりに適切な素材のセーフ
ティーピンが取り付けられなければならない）
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2.4.44 追加の装備
2.4.44.1

データーログコネクターは認められる。全ての車両には、FIM アジア
ARRC テクニカルクルーまたは指名された aRacer 技術者によるデー
タのダンロードを目的とした aRacer モニターロガーモジュールが装
備されなければならない。

2.4.44.2 推奨される装備部位はダッシュボード上とする。モジュールは、予選
並びに決勝後に全ての車両からのダウンロードを速やかに行うために
作業が行う安い位置に取り付けられなければならない。
2.4.44.3

aRacer モニターロガーモジュールは、ECU 供給会社/開発社の所有
とし、要求のある場合速やかに返還しなければならない。

2.4.44.4 テレメトリーは禁止される。
2.4.45 車両のバランス理念
FIM アジア及び ARRC 技術委員会は、車両マーケット内における公平性を維
持する為同一クラス内の車両のバランス方法に関する権限を有する。FIM アジ
ア及び ARRC 技術委員会は車両毎の性能を比較検討する。
以下が、2022 年の方法とする。
2.4.45.1

重量

2.4.45.2 スロットルボディーサイズバランス
事項 2.4.7.13 を参照。
スロットルボディーサイズ規制
車両

サイズ（ｍｍ）

カワサキ Ninja250R

32

ホンダＣＢＲ２５０ＲＲ

32

ヤマハＹＺＦ25

34

単気筒車両

46
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2.4.45.3

2.4.45.4

最大 rpm 規制基準による（ARRC aRacerＥＣＵ仕様に合わせて）
車両

Rpm

カワサキ Ninja250R

14750

ホンダＣＢＲ２５０ＲＲ

14600

ヤマハＹＺＦ25

15200

単気筒車両

規制なし

最大 rpm 規制特別容認調整
注：詳細は以下を参照
最大 rpm 規制特別容認調整
誘因

第 1 戦 レース１及びレース２
15200rpm の車両モデルが第 1
戦後に rpm 規制値上限の最大ポイ
ント（50）に到達した場合

規制値調整

車両の最大 rpm 上限規制値を
14750rpm とする

いつから

第 2 戦より適用される

期間

レースシーズン終了まで

2.4.46 ライダーの均衡化
2.4.46.1

最初の均衡化

最初の均衡化は以下の通り実行される。
2.4.46.1.1

誘因：上位 5 名（ランキング）のポイントが、選手権の
他のライダー（6 位以下）に対するポイント差が
25 ポイントとなった場合。

2.4.46.1.2

調整：次戦より、当該ライダーの車両の最高 rpm 規制値
から 500rpm 差し引かれる。

2.4.46.1.3 期間：調整された最高 pm 規制値はレースシーズンを通し
て適用さるか、または、2 度目の均衡化が実施され
調整される迄。
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2.4.46.2 第 2 次均衡化
第 2 次均衡化は以下の通り実施される。
2.4.46.2.1

誘因：上位 5 名（ランキング）のポイントが、選手権の
他のライダー（6 位以下）に対するポイント差が 50
ポイントとなった場合。

2.4.46.2.2

調整：次戦より、当該ライダーの車両の最高 rpm 規制値
から 500rpm 差し引かれる。

2.4.46.2.3 期間：調整された最高 rpm 規制値はレースシーズンを通
して適用さるか、または、2 度目の均衡化が実施さ
れ調整されたものの必要に応じて調整が図られる
迄。
注：第三次均衡化は実施されない。
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UB150 技術仕様
以下に記す規則は、公認車両に対して限られた変更を認め安全性及び各車両コンセプト間
の競技性の向上のためのものとする。
本規則に明記されていない事項の一切の変更は禁止される。
パーツまたはシステムで下記に明記されていないものは禁止される。

UB150 車両は、FIM アジア ARRC 技術委員会による公認を必要とする。全ての車両
は自然吸気でなければならない。全ての車両は、すでに車両製造時点で満足する装備が
備わっている場合を除き、本本技術規則に明記されたロードレースの要件の一つ一つに適
合していなければならない。
一度公認となった車両は、当該クラスに新たな規則により公認が取り消されるまで、また
は当該クラスの技術規則が変更となるまでの最大 8 年間使用することができる。
フロント、リアの外観及び UB150 車両のプロフィール（特記事項のない限り）公認時の
車両または生産された形状（マニュファクチャラーによって製作された状態）を保ってい
なければならない。エキゾーストシステムの外観は除く。
2.5

総合仕様
車両の全てのパーツおよびシステムは以下の事項に記載されていない限り、

2.5.1

―

マニュファクチャラーが製作したオリジナルのままとする。

―

公認車両に装備されたオリジナルのままとする。

―

すべての車両は自然吸気でなければならない。

参加可能車両
以下の車両が競技に参加することが認められる。
―

136 ㏄から 150 ㏄の 4 ストローク垂直傾斜型エンジンを持つアンダーボー
ン車両

これらの規則は一般公道用車両の為のものである。一般生産型エンデューロモト
クロスをベースとしたオフロード車両は特に認められない。FIM アジア ARRC
技術委員会が ASB1000 クラスに参加が可能かどうか決定する権限を有する。
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2.5.2

重量規制
競技会中、車両重量及び燃料タンクと残燃料を含む総重量は下記の最低重量より
下回ってはならない。
2.5.2.1 最低重量を満たすためのバラストの使用が認められる。
―

総重量を満たすためにバラストを追加することが認められる。
最大５Kg までの追加が認められる。

2.5.2.2 最低車両重量：

９８Kg

2.5.2.3 最高車両重量（目標値）：

１０３Kg

2.5.2.4 総重量※（目標値）：

１５８Kg

※ 総重量とは、車両重量に加えフル装備のライダー重量を合算した重量
2.5.2.5 総重量が１５８Kg 以下の場合であっても、車両重量が１０３Kg 以上
であった場合、追加の重量ペナルティーは科されない。
2.5.2.6 プラクティス及びクォリファイセッション中、ライダーは車両を重量
検査に提出することを要請される場合がある。ライダーは如何なる場
合であってもこの要請に従わなければならない。
2.5.2.7 レース終了後の最終車両検査において選ばれた車両は、レース終了時
の状態で重量が計測され、この最低重量を満たしていなければならな
い。車両には如何なる物も付加されてはならない。これには全ての液
体も含まれる。
2.5.2.8 車両の最低重量に関する許容誤差値は設定されない。
2.5.3 スターティングナンバー
アジアロードレースに受理された各ライダーは、年間をとおして使用する自身のナ
ンバーを選択することができる。１から 10 までは前年の選手権における選手権ポ
イントランキング用とする。
2.5.3.1 バックグラウンドの色は黒とし、数字は白または明るい色とする。
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2.5.3.2 フロントナンバーのサイズは
i.

最低高:

１４０ mm

ii. 最低幅:

８０ mm

iii.

数字の太さ:

２５mm

iv.

数字間の最低間隔:

１０mm

2.5.3.3 全てのサイドナンバーのサイズは
i.

最低高:

９５ mm

ii. 最低幅:

５５ mm

iii.

１２mm

数字の太さ：

iv. 数字間の最低間隔:

６mm

2.5.3.5 ナンバーの承認フォントタイプは下記とする。
i. フュチュラヘヴィー及びフュチュラヘヴィー・イタリック
ii. ユニバースボールド及びユニバースボールド・イタリック
iii. オリバースメッド及びオリバースメッド・イタリック
iv. フランクリンゴシック及びフランクリンゴシック・イタリック
2.5.3.6 指定されたライダーのナンバー（及びプレート）は以下の通り車両に
確実に取り付けられなければならない。
2.5.3.7 一つはフロントでフェアリングセンターまたは若干左右のどちらかに
寄らすことが出来る。数字はナンバープレートのセンターに入れなけ
ればならない。
2.5.3.8 アウトラインは対照的な色としアウトラインの最大幅は３mm とす
る。
2.5.3.9 数字を重ねることは出来ない。
2.5.3.10 バックグラウンドの色は、数字の周り（縁取り含む）が明確に視認で
きるものでなければならない。蛍光または反射タイプの数字は認められ
ない。
2.5.3.11 数字の視認性に関する疑義が生じた場合、ARRC FIM アジアテクニカ
ルディレクターの裁定が最終のものとされる。
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2.5.4

燃料
全ての UB150 車両は、オーガナイザーが支給する無鉛ガソリンを使用しなけれ
ばならない。

2.5.5 タイヤ
2.5.5.1 タイヤは公式タイヤサプライヤーであるダンロップから提供される。
2.5.5.2 各レース大会毎に最大 2 本のフロントと 3 本のスリックタイヤのみ使
用が認められる。
2.5.5.3 最大 1 本のフロントト 2 本のリアのウェットタイヤのみ使用が認めら
れる。
2.5.5.4 これらはレースウィークエンドに使用可能な最大本数とする。配給内容
の変更のある場合、エントラントに連絡される。
2.5.5.5 全ての使用済みタイヤ及び未使用のタイヤは、レース後に公式タイヤサ
プライヤーに返却されなければならない。
2.5.5.6 如何なる変更（カットやグルービング）も認められない。
2.5.5.7 フリープラクティス、クォリファイプラクティス、ウォームアップ及び
レースで使用するドライタイヤは、公式タイヤサプライヤーンによる識
別番号が付されたステッカーによりマークされる。
2.5.5.8 ライダーまたはチームの判断により、レースで使用するタイヤをドライ
にするかウェットタイヤにするか選択することが出来る。
2.5.5.9 タイヤの選択は、公式サプライヤー代表により無作為に行われる。チー
ムメイト間であっても、また、レースディレクションの許可無しに公式
タイヤサプライヤーによっても一度指定されたタイヤを交換することは
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認められない。
2.5.5.10 ステッカーには、各ライダーの識別番号が記され、各配布時に異なる色
の者が使用される。
2.5.5.11 ステッカーは、タイヤのサイドウォール右側に貼付しなければならな
い。
2.5.5.12 FIM アジア ARRC テクニカルディレクターに任命されたオフィシャル
または人員は、ピットレーンにおいて車両が正しくステッカーを貼付
されているか確認する。
2.5.5.13

ステッカーの無いタイヤ車両の場合、適切な指
示を仰ぐため速やかにレースディレクションに報告しなければなら
ない。

2.5.5.14 特例的な事情において、ステッカーの損傷や誤って貼付した場合、
FIM アジア ARRC テクニカルディレクターの判断により追加の 1 枚を
支給することが出来る。
2.5.5.14.1 しかし、その場合、損傷したステッカーの返還、または貼
付した無傷のタイヤを FIM アジア ARRC テクニカルディレ
クターに提示しなければならない。
2.5.5.15 2.5.5.9 と同じ
2.5.6 エンジン
2.5.6.1 エンジンのタイプ：4 ストロークの垂直傾斜型
2.5.6.2 エンジンはクォリファイセッション後に封印される。封印するポイン
トはシリンダーヘッド、ヘッドカバーとシャーシフレームとする。
注：左右クランクケース（マフネトとクラッチカバー）は封印されな
い。
2.5.6.3 全ての車両には、封印用ワイヤを通すための穴があけられていなけれ
ばならない。（ドリルまたはその他）
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2.5.6.3.1

封印を解く必要のある状況や修理が必要な場合、参加者又
はチームマネージャーは FIM アジア ARRC テクニカルディ
レクターに封印解除要望書を提出しなければならない。

2.5.6.3.1.1 封印解除に関して参加者は 50 ドルを支払わなけ
ればならない。
2.5.6.3.1.2 FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、
修理完了後または状況改善後に再度封印するこ
とを要望出来る。
2.5.6.3.2 エンジンの封印は、レース終了までの間、FIM アジア
ARRC テクニカルディレクターの承認なしに開封すること
は認められない。事前承認なしに封印を取り除いた場合、
当該参加者は失格とされる。
2.5.6.4 上記以外、大会期間中は、FIM アジア ARRC テクニカルディレクター
による必要が生じ無い限り、エンジンは封印されていなければならな
い。
2.5.7 フュエルインジェクションシステム
2.5.7.1 フュエルインジェクションシステムとは、スロットルボディー、フュ
エルインジェクター、可変インテークトラクトデバイス及びフュエル
プレッシャーレギュレーターを指す。
2.5.7.2 バタフライバルブタイプのスロットルボディーのみ認められる。
2.5.7.3 スロットルボディーの最大サイズは 32 ㎜とする。計測位置は、バタ
フライバルブに隣接するヴェンチュリとする。
2.5.7.4 他の一般生産型車両のスロットルボディー及びアフターマーケットの
バタフライバルブタイプのスロットルボディーが認められる。
2.5.7.5 特注またはプロトタイプのスロットルボディーは認められない。
2.5.7.6 大気及び空気と燃料の混合のみスロットルボディーバタフライを介し
て燃焼室に送り込むことが認められる。
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2.5.7.7 インジェクターの数は、公認時または車両が生産された時と同じでな
ければならない。
2.5.7.8 インジェクターは交換することが出来るが、一般生産型のものとす
る。
2.5.7.9 エアファンネルまたはベロシティースタックは自由とする。
2.5.7.10 燃料デリバリーシステム及びイグニッションシステムを管理する ECU
は自由とする。フュエルマップは自由とする。
2.5.7.11 燃料ポンプへのワイヤリングハーネスは自由とする。
2.5.7.12

インテークパイプ及びインテークマニフォールドインシュレータープ
レートは自由とする。

2.5.7.13

可変長インテークトラクトデバイスは認められない。

2.5.8 燃料供給
2.5.8.1 フュエルポンプ及びフュエルプレッシャーレギュレーターは、公認さ
れた車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでな
ければならいが改造は認められる。
2.5.8.2 燃料タンクからインジェクター（フュエルホース、デリバリーパイプ
アッセンブリー、ジョイント、クランプ、フュエルキャニスター）へ
のフュエルラインは交換することができるが、それは、転倒による損
傷を避けられるようにされなければならない。
2.5.8.3 フュエルベントラインは交換することが出来る。
2.5.8.4 フュエルフィルターを追加することが出来る。
2.5.8.5 クイックコネクターの使用または追加が認められる。
例：ドライブレーキコネクター等
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2.5.9 シリンダーヘッド
2.5.9.1 シリンダーヘッドは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産
したオリジナルのものでなければならず、以下の改造のみ認められる。
2.5.9.1.1

シリンダーヘッド表面は、圧縮比調整のために機械加工が
認められる。圧縮比は自由とする。

2.5.9.1.2 材質の除去（ポーティング及びポリッシング）及びエポキ
シ―の追加によるポートシェイプの変更によるインテーク
及びエキゾーストポートの改造が認められる。
2.5.9.1.3 インテーク及びエキゾーストポートの位置は変更及び/ある
いは交換が認められる。
2.5.9.2 溶接は認められない。
2.5.9.3 バルブシートの材質は自由とする。
2.5.9.4 バルブ角は変更することが出来ない。
2.5.9.5 シリンダーヘッドのナット及びワッシャーは自由とする。
2.5.9.6 バルブコッターピン及びその材質はスタンダードのものを維持しなけ
ればならない。
2.5.9.7 最大バルブサイズは以下とする。
2.5.9.7.1

インテークバルブ：22 ㎜

2.5.9.7.2

エキゾーストバルブ：19 ㎜

2.5.9.8 バルブの材質は自由とする。その重量は 13 グラムより軽くてはなら
ない。
2.5.9.9 バルブインスペクションキャップ（インテーク及びエキゾースト）は
自由とする。
2.5.9.10 インテーク及びエキゾーストバルブシールの両方ともに交換すること
が出来るが、装着されていなければならない。
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2.5.9.11 バルブスプリングは、異なるスプリング比の同等のスプリングに交換
することが出来る。
2.5.9.12 バルブガイドは、公認時に装着されているものまたは公認パーツでな
ければならないが、カット及びグラインドは認められる。
2.5.10 カムシャフト及びカムシャフトスプロケットまたはギア
2.5.10.1

カムシャフトは自由とする。

2.5.10.2

カムシャフトカバーまたはカムスプロケットインスペックションキャ
ップは改造、変更することが認められる。

2.5.10.3 カムシャフトチェーンガイド及びテンショナーは自由とする。
2.5.10.4

カムシャフトスプロケットまたはギアは自由とする。

2.5.10.5

カムシャフトベアリングは自由とする。

2.5.11 ロッカーアーム及びロッカーアームシャフト
ロッカーアーム及びロッカーアームシャフトは自由とする。
2.5.12 タイミングチェーン及びタイミングチェーンガイド
タイミングチェーン及びタイミングチェーンガイドは自由とする。
2.5.13 ペアバルブ（エアクリーナーボックスへの）―（クローズトブリーザーシステ
ム）
ペアバルブは取り外しまたは封印することが出来る。
2.5.14 シリンダー（シリンダーブロック）
シリンダーは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナ
ルのものでなければならず、改造は認められない。
2.5.15 ピストン及びピストンリング
2.5.15.1 ピストン表面及び寸法は自由とする。但し、直径は公認時の仕様と同
じでなければならない。
2.5.15.2 ピストン及びリングの材質は自由とする。ピストンには 3 つのリン
グ溝(グルーブ)がなければならない。
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2.5.15.3

ピストンリングのタイプは自由とするが、全て装着されていなければ
ならない。

2.5.15.4 ビッグエンドピン（クランクピン）は、公認時に装備されたものでな
ければならない。
2.5.16 コネクティングロッドアッセンブリー
2.5.16.1 コネクティングロッドアッセンブリーは、公認時に装備されたパーツ
でなけれならず、以下の改造のみ認められる。
2.5.16.2 コネクティングロッドの端部の小さな孔は、大きなピストンピンを取
り付けるために改造することが出来る。
2.5.16.3 コネクティングロッドベアリングは自由とし、交換が認められる。
2.5.16.4

ビッグエンドピン（クランクピン）は、公認時に装備されたものでな
ければならない。

2.5.17 クランクシャフトアッセンブリー
2.5.17.1

クランクシャフトは、公認された車両用にマニュファクチャラーが生
産したオリジナルのものでなければならず、改造は認められない。

2.5.17.2 クランクシャフトフライホイールへの機械加工又は磨きは認められな
い。
2.5.17.3 クランクシャフトバランサーギアは取り外しまたは改造が認められ
る。
2.5.18 クランクケースエンジンカバー
2.5.18.1

公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも
のでなければならず、以下の改造のみ認めらる。

2.5.18.2

クランクケースカバーへの追加のプロテクティブカバーの装着が強く
推奨される。

2.5.18.3 クランクケースとシリンダーブロックの合わせ面は、圧縮比を変更す
るために機械加工が認められる。
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2.5.18.4 マグネトー/スターターエンジンカバーは穴あけが認められる。しか
し、安全上、その穴の直径は 10 ㎜以上とする。
2.5.18.5 イグニッションタイミングインスペクションキャップは取り外すこと
が出来る。
2.5.18.6 マグネトー/スターターエンジンカバーは、同一エンジンシリーズの
異なる機種の似通ったものと変更することが出来る。
2.5.18.7

全てのドレーンプラグ（エンジンオイルリリーススクリュー）は適切
かつ確実にワイヤーロックされなければならない。

2.5.19 フロントスプロケットプロテクティブカバー
2.5.19.1

安全上、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジ
ナルのスプロケットカバーが装着されていなければならない。

2.5.19.2

カバーには、ドリル又は機械加工で穴をあけることが認められるが、
その穴は 10 ㎜以上であってはならない。

2.5.20 オイルシール
全てのクランクケースに使用されているオイルシールは自由とする。
2.5.21 ベアリング
全てのベアリングは自由とする。
2.5.22 トランスミッション及びギヤボックス
2.5.22.1 ギヤ比は自由とする。
2.5.22.2 最高ギヤ段数は 6 速とする。
2.5.22.3 キックスターターアッセンブリーは取り外すことが出来る。
2.5.22.4

エンジンカバーのキックスターターシャフト用の穴は塞ぐことが出来
る。

2.5.22.5

スターターモーターは取り外すことが出来る。
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2.5.22.6

スターターワンウェイクラッチは取り外すことが出来る。

2.5.22.7

スターターギア及びベアリングは取り外すことが出来る。

2.5.22.8

ギアシフトフォーク及びギアシフトシャフトの構造は自由とする。

2.5.22.9

カウンターシャフトの構造及び材質は自由とする。

2.5.22.10 ギアシフトカムの構造及び機構は自由とする。
2.5.22.11 メカニカルクイックシフターの追加が認められる。
2.5.22.12 電子式又は油圧式作動シフターは認められない。
2.5.22.13 フロント、リアスプロケット、チェーンピッチ及びチェーンサイズ
は変更することが出来る。
2.5.22.14 リアフェンダーに干渉しないチェーンガードの上部は取り外すこと
が出来る。
2.5.23 クラッチ
2.5.23.1 クラッチシステムは、湿式を維持していなければならない。
2.5.23.2 油圧式クラッチシステムは認められない。

2.5.23.3 スリッパ―クラッチまたはバックトルクリミッターの使用が認められ
る。
2.5.23.4 その他クラッチ構成部品は自由とする。
2.5.24 プライマリードライブ
2.5.24.1

プライマリードライブ比は変更することが出来ない。

2.5.24.2

機械加工またはスキミングダウンによるプライマリードライブ及びド
リブンギアの重量削減が認められる。
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2.5.25 オイルポンプ
2.5.25.1 内部オイルポンプは改造することが出来る。またはアフターマーケッ
トのものに変更することが出来る。
2.5.25.2

外部エレクトリックポンプは認められない。

2.5.25.3

オイルフィルターは自由とする。

2.5.26 ラヂエター及びクーリングシステム
2.5.26.1 ラヂエターサイズ、位置、取り付け位置は変更することが出来る。
2.5.26.2

追加のウォーターラヂエターが認められるが、フロント及びリアの外
観は公認時のものと同じでなければならない。

2.5.26.3 ラヂエターキャップは自由とする。
2.5.26.4 ラヂエター前部へのプロテクティブメッシュの取り付けが出来る。
2.5.26.5

ウォーターポンプを変更することが出来る。

2.5.26.6

エレックトリックウォーターポンプをオリジナルのものに代えて取り
付けることが出来る。

2.5.26.6.1

配管及び取り付け備品は、この目的のために製造すること
が出来る。

2.5.26.7

この目的のためのワイヤリングハーネスの改造が認められる。

2.2.26.8

ラヂエター及び冷却システム全体に使用できるのは水のみとする。

2.2.26.8.1

如何なる添加物、不燃液、ラヂエタークーラントまたはそ
の他液体も認められない。

2.2.26.9 ラヂエターファンは自由とする。
2.2.26.10 追加のラヂエターを取り付けるための追加のマウントブラケットの
取り付けが認められる。
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2.2.26.11 ラヂエターに向かってエアの流れを増加させるための追加のラヂエ
ターシュラウド及びインナーエアダクトは認められるが、車両のフ
ロント及びリヤの外観並びにプロフィールを変更することは出来な
い。
2.5.27 エアボックス
2.5.27.1 RAM エアシステムは認められない。
2.5.27.2 エアボックス及びエアボックスからの突出したダクトは認められな
い。
2.5.27.3 エアボックスは、スロットルボディーへのもの以外に繋がるエアダク
トがあってはならない。
2.5.27.4

エアボックスの構造及び形状は自由とするが、上記規則を遵守しなけ
ればならない。

2.5.28 エキゾーストシステム
2.5.28.1 エキゾーストパイプ及びサイレンサーは自由とする。
2.5.28.2 エキゾーストの材質は自由とする。チタニウムが認められる。
2.5.28.3

排気は他のライダーへの障害とならないように後方になされなければ
ならない。

2.5.28.4 安全上、エキゾーストパイプの露出した先端は鋭利な先端を避けるた
めに丸められていなければならない。
2.2.28.5

エキゾーストパイプの後端は、リアホイールの後端を超えてはならな
い。

2.2.28.6 エキゾーストパイプの方向はオリジナルのままとする。
2.2.28.7

エキゾーストは確実に取り付けられていなければならない。

2.2.28.8

エキゾースト及びマフラーの取り付けステー/ブラケットの材質は自
由とする。

160

2.2.28.9 エキゾーストシステムの音量規制値は 130dB/A(6000rpm)とす
る。
2.2.28.9.1 レース後の許容誤差は＋３dB/A とする。
2.5.29 イグニッション/エンジンコントロールユニット（ECU）
2.5.29.1 マグネトー（ローター）システム及びチャージングシステムは自由と
する。
2.5.29.2 CPU/ECU は自由とする。
2.5.29.3

フュエル及びイグニッションマップは自由とする。

2.5.29.4

トラクション及びラウンチコントロールシステムが認められる。

2.5.29.5

イグニッションコイル及びリードワイヤは自由とする。

2.5.29.6

スパークプラグ及びスパークプラグキャップは自由とする。

2.5.29.7

キー/イグニッションロックは位置変更、交換または取り外すことが
出来る。

2.5.29.8 その他構成部品は、公認された車両用にマニュファクチャラーが生産
したオリジナルのものでなければならず、改造は認めらない。
2.5.30 エレクトリカル
2.5.30.1

ワイヤーハーネスは自由とする。
― 安全上、ワイヤーハーネスは取り回しを確実に行い、漏電がな
いか確認しなければならない。

2.5.30.2

バッテリーのタイプは自由とする。確実に取り付けられ、外部に露出
してはならない。

2.5.31 シャーシー
2.5.31.1

シャーシ―、フレームはオリジナルのものでなければならない。

2.5.31.2

シャーシ―、フレームは強度向上が認められる。
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2.5.31.3

未使用のステー類は切削することが出来る。

2.5.31.4

ヘッドセットベアリングは変更することが出来る。

2.5.31.5

リアアブソーバーマウントの位置変更のための改造が認められる。

2.5.31.6

大きな径を持つリアショックアブソーバー及びショックスプリングを
取り付けるための改造が認められる。

2.5.31.7 バイクシャーシーフラームの後部は、軽量化の為に削除することが出
来る。
2.5.31.8 承認された構成部品（例：フェアリング、ステアリングダンパー、セ
ンサー等）を取り付けるためにフレームに穴あけ加工を施すことが
出来る。
2.5.32 完全なスペア車両
2.5.32.1

完全なスペア車両への交換は認められない。

2.5.32.2

完全なスペア車両とは、登録された車両へのパーツ交換のために部品
を供給するためのものである。

2.5.33 フロントフォーク及びステアリングダンパー
2.5.33.1

通常の RWU(right Way Up)正立フロントフォークのみ認められる。

2.5.33.1.1

アップサイドダウンのフロントフォークを装備する車両
は、この RWU（正立）フォークタイプに変更しなければ
ならない。これらのパーツは車両を生産している供給元
による適合品で東南アジア地域で半版されていなければ
ならない。

2.5.33.2 フォークオイルのタイプ及びフォークオイルの量は自由とする。
2.5.33.3

内部スプリング及びダンパーシステムは改造または変更することが出
来る。
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2.5.33.4

オリジナルのキャップボルト/アッパースプリングシートは、スプリ
ングのプリロード及びダンピング調整のために改造することが出来
る。

2.5.33.5 オリジナルのキャップボルトアッパースプリングシートは、更なるス
プリングのプリロード及びダンピング調整機能のみ出来るアフター
マーケットのものと変更することが出来る。
2.5.33.6 追加の外部ダンパーユニットは認められない。
2.5.33.7

ダストシールは改造、変更、取り外すことが出来る。

2.5.33.8

全てのフォークは適切にオイルシールが施されていなければならな
い。

2.5.33.9 ロワーフロントフォークのアウターチューブにあるホイールスピンド
ルシャフトホールは、大きなスピンドルシャフトに合わせるために
機械加工することが出来る。
2.5.33.10 ハーフフロントフォークモデルの車両
i.

アッパーブラケットコンプリート（フォーククランプ）は、完全
なフォーククランプコンプリートユニットのカスタム製作を含み
自由とする。

ii.

フォークインナーチューブの最大直径は 31 ㎜とする。

iii.

他のアジアで生産された車両、モデルの 31 ㎜フロントフォーク
も使用することが出来る。

2.5.33.11 フルフロントフォークモデルの車両
i.

フロントフォークアッセンブリー（トップブリッジ、フォーク
ヨーク、インナー及びアウターチューブ）は、公認された車両
用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのものでなけ
ればならない。

2.5.33.12 アフターマーケットの非電子式ステアリングダンパーは、フロント
フォークインナーチューブに直接止付けることが出来るが、ステア
リングロックデバイスとしての機能を持っていてはならない。
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2.5.34 ショックアブソーバー（リアサスペンションユニット）
2.5.34.1 リヤショックアブソーバー及びスプリングは自由とする。
2.5.34.2

トップ及びボトムショックアブソーバーマウントは位置の変更が認め
られる。

2.5.34.3 マウントポイントは一か所のみとする。
2.5.34.4 調整可能なマウントポイントは禁止される。
2.5.35 スイングアーム
2.5.35.1

スイングアーム強化のためのスタビライザーまたはブレースのアタッ
チメントは認められる。

2.5.35.2 追加材質（ブレース）の大きさの制限は、オリジナルのスイングアー
ムより大きなものであってはならない。
2.5.35.3

金属製のガセット及びチューブの追加による強化が認められる。この
ための溶接は認められる。

2.5.35.4

リアアブソーバーマウントの位置変更によるスイングアームの改造が
認められる。

2.5.35.5 台形のリアアブソーバー及びショックスプリングを装着するためのス
イングアームの改造が認められる。
2.5.35.6

スイングアームブッシュ及びカラーは自由とする。

2.5.35.7

スイングアームピボットっシャフトの直径は公認時のままとする。

2.5.35.8

ホイールベースを調整するためのチェーンアジャストスロットの改造
が認められる。

2.5.35.9 ファイナルドライブチェーンガイドは変更、取り外しまたは交換が認
められる。
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2.5.36 ホイール
2.5.36.1 ホイールは、鋳造アルミニウムタイプのアフターマーケット製ホイー
ルに交換することが出来るが、公認時の直径とし以下の幅が順守さ
れなければならない。
2.5.36.1.1 フロント：最低 2.15、最大 2.5 インチ
2.5.36.1.2
2.5.36.2

リア：

最低 3.0、最大 3.5 インチ

ホイールアッセンブリー（ホイール、インナーチューブ（ある場合、
エアインフレーションバルブ、ブレーキディスク/ローター、事前に
設定されたホイールバランスウェイト及びベアリング））の最低重量
は以下のとおり

2.5.36.2.1

フロント

６Kg

2.5.36.2.2

リア

7.5Kg

2.5.36.3

鋳造アルミニウムタイプのホイール以外にスポークタイプホイールの
使用が出来る。

2.5.36.3.1 ホイールハブはスポークタイプホイールに変更、交換する
ことが出来る。
2.5.36.3.2 ホイールの直径は、公認時のものを維持していなければな
らない。
2.5.36.4

クッションドライブ（スプロケットダンパー）は維持されていなけれ
ばならず、交換、変更することが認められる。しかし、完全に取り
除くことは出来ない。（例外として、オリジナルに装着されていな
い場合を除く）

2.5.36.5 ホイールのバランスを目的としたホイールバランスウェイトは、追
加、取り外し、変更することが出来る。
2.5.36.6 バランス用鉛ウェイトは確実に取り付け及び安全にテープ止めされな
ければならない。
2.5.36.7 ノンスリップコーティング/処理をリムのビードエリアに施すことが
出来る。
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2.5.36.8 如何なるインフレーションタイプ及びバルブキャップも使用すること
が出来る。
2.5.36.9 スピードメータードライブは取り外し、スペーサーに代えることが出
来る。
2.5.36.10 ホイールスペーサー及びカラーは、改造、追加または変更すること
が出来る。
2.5.36.11 フロントホイールスピンドルシャフトのサイズは自由とし、その材
質は SUS（ステンレススチール）を含む金属製でなければならな
い。
2.5.36.12 ホイールベアリング及びホイールベアリングサイズは自由とする。
2.5.37 ブレーキ
2.5.37.1 アフターマーケット製のノンセラミックタイプのブレーキディスクロ
ーター及びアフターマーケット製のディスクキャリアが認められる。
2.5.37.2 ブレーキディスクの数（シングルかダブルか）は、公認された車両用
にマニュファクチャラーが生産した状態でなければならない。
2.5.37.3 フロントディスクはフローティング製のものも認められるが、オリジ
ナルのローター及びマウンティングポイントを使用しなければなら
ない。
2.5.37.4 フローターの数は自由とする。
2.5.37.5

ディスクローターの寸法は自由とする。

2.5.37.6

フロントブレーキシステムクーリングダクトまたはブレーキエアスク
ープが認められる。

2.5.37.6.1 完全に覆うタイプのディスクカバーは認められない。（以
下の参考図参照）
2.5.37.6.2

それは金属以外の材質で製造されていなければならない。
例：ナイロン、プラスチック、CRP 等
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2.5.37.6.3 フロントフェンダーは、冷却ダクトまたはブレーキエアス
クープを取り付けを実行するために若干の改造が認めら
れる。
2.5.37.6.4 FIM アジア ARRC 技術委員会は、ブレーキ冷却ダクト
またはブレーキエアスクープアッセンブリーが危険であ
ると判断した場合、拒否する権限を有する。

2.5.38 ハンドルバー及びハンドコントロール
2.5.38.1 ハンドルバーは交換することが出来る。
2.5.38.2 ハンドルバー及びハンドコントロールの位置を変更することは認めら
れる。（ブレーキマスターシリンダーは除く）
2.5.38.3

ブレーキ及びクラッチレバーは、交換することが出来る。しかし、レ
バーの端部は、最低直径 16 ㎜とし、最低 14 ㎜の厚みを持たせてい
なければならない。

2.5.38.4

ブレーキ及びクラッチレバーの長さは、ピボットポイント中央から計
測し 200 ㎜を超えてはならない。

2.5.38.5 ブレーキレバーの行程を調整するためのアジャスターをブレーキレバ
ーに取り付けることは認められる。
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2.5.38.6

スロットルケーブルは交換することが出来る。

2.5.38.7

安全上、スロットルケーブルは、ライダーや他の競技者への障害とな
らないように配置されなければならない。

2.5.38.8 クイックスロットルタイプのスロットルシステムが認められる。
2.5.38.9

スロットルコントロールは手で握られていないときに自動で閉じるも
のでなければならない。

2.5.38.10 スイッチ類は交換することが認められるが、エンジンストップスイ
ッチはハンドルバーになければならない。
2.5.38.11 モーターサイクルには有効なイグニッションキルスイッチまたはボ
タンがハンドルバー右側（グリップに手がある時に届く範囲）に装
備され、作動しているエンジンを止めることが出来なければならな
い。
2.5.38.12 ボタンまたはスイッチは赤色でなければならない。
2.5.38.13 車両には、他の車両との接触等により誤って作動しないようにハン
ドルバーブレーキレバーを保護するためのブレーキレバープロテク
ションが装備されていなければならない。
2.5.39 フットレスト及びフットコントロール
2.5.39.1 フットレストの位置は変更することは出来るが、ブラケットは確実に
取り付けられていなければならない。
2.5.39.2 フットレストはリジッドタイプでなければならない。
2.5.39.3 折り畳み式フットレストの全てのタイプは認められない。
2.5.39.4 フットレストの端部は最低直径 15mm を維持していなければならな
い。
2.5.39.5 フットレストの端部にはプラスチック製、ナイロンまたは同等の素材
タイプ製のエンドプラグが取り付けられていなければならない。

168

2.5.39.6 エンドプラグは、最低 8 ㎜の直径とする。
FIM アジア ARRC テクニカルディレクターは、安全目的を満足しな
いプラグを拒否する権限を有する。
2.5.39.7 リアブレーキペダルは自由とする。
2.5.39.8 ギアシフトレバーは自由とする。
2.5.39.9 クイックシフトシステムは自由とする。
2.5.40 燃料タンク
2.5.40.1 公認された車両用にマニュファクチャラーが生産したオリジナルのも
のでなければならず、改造は認めらない。
2.5.40.2

燃料タンクの位置変更は認められない。

2.5.40.3

容量増加の為の燃料タンクへの改造が認められる。

2.5.40.4

燃料キャップは交換することが出来る。燃料キャップは閉じられた時
に漏れ防止になっていなければならない。

2.5.40.5

追加の措置として、如何なる時も誤って開いたりしないような安全ロ
ックが施されていなければならない。

2.5.40.6 タンクブリーザーパイプの装備された燃料タンクにはノンリターンバ
ルブが装備され、適切な素材で作られた最低容量 250 ㏄のキャッチ
タンクに排出されなければならない。
2.5.40.7

燃料タンク内の燃料の跳ね返りを防ぐためにフィンの追加が認められ
る。

2.5.40.8 燃料ホース及びクリップは交換することが出来る。サイズ及び燃料ホ
ースの長さは自由とする。
2.5.40.8.1 安全上、ホース類はライダーの動きを邪魔するようなもの
であってはならない。
2.5.40.9 燃料ホースに沿ってクイックコネクターの使用が認められる。
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2.5.41 ボディーワーク（カバー、パネル、レッグシールド等）
2.5.41.1

シングルシートカバーの追加が出来る。

2.5.41.2

シングルシーターカバーとテールピースを繋げることが出来る。左右
のサイドパネルでシングルユニットを形成することが出来る。

2.5.41.3

カーボンファイバー又はケブラーをボディーワークの構成に使用する
ことは認められない。

2.5.41.4 交換されたボディーワークは、一般生産型車両と同じ外観でなければ
ならない。
2.5.41.5 全てのボディーワーク（レッグシールド、ボディーパネル、ハンドル
カバーを含む）は、オリジナルのシルエットを維持する範囲の変
更、若干の調整、ドリルによる穴あけや切削が認められる。
2.5.41.6 シートユニットは自由とする。
2.5.41.7

フロントフェンダーは似通った複製品に変更することが出来る。

2.5.41.8

カバー類の全ての端部は丸められていなければならない。

2.5.41.9

フロントバイザースクリーンはハンドルカバーに追加することが出来
る。

2.5.42 ファスナー
2.5.42.1 スタンダードのファスナーは、如何なるデザイン及び材質の物に変更
することが認められる。（チタニウムを含む）
2.5.42.2 強度とデザインは十分なものとし、スタンダードファスナーと比較し
同等以上のものでなければならない。
2.5.42.3 ファスナーには、セーフティーワイヤー取り付けのための穴あけが認
められるが、故意に軽量化のための穴あけは認められない。
2.5.42.4 フェアリング/ボディーワークのファスナーはクイックディスコネク
トタイプのものに交換することが出来る。
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2.5.42.5 アルミニウム製のファスナーは、車両構造に影響しない場所にのみ使
用することが出来る。
2.5.43 以下は変更することが出来るまたは公認された車両用に製作されたものから交換
することが出来る。
2.5.43.1 如何なるブレーキオイルまたはサスペンションオイルも使用すること
が出来る。
2.5.43.2 如何なるスパークプラグも使用することが出来る。
2.5.43.3

ホイールバランスウェイトは取り外し、変更または交換することが出
来る。

2.5.43.4 全てのガスケット及びその材質も自由とする。
2.5.43.5

外部ペイントワーク、デカール及びカラースキームは自由とする。

2.5.43.6

ボルト及びナットは変更または交換することが出来る。しかし、その
材質はオリジナルのものと同じでなければならない。

2.5.43.7

計器、計器ブラケット及び関連ケーブルは交換することが出来る。

2.5.43.8 オリジナルでないパーツ（フェアリング、計器類等）をフレーム（ま
たはエンジン）に取り付けるためのブラケットの材質は、チタニウ
ムまたは強化繊維素材であってはならない。但し、遠くに認められ
ている場合を除く。例：エキゾースト
2.5.43.9 フレーム、チェーン及びフットレストのプロテクティブカバーは、そ
れが公認された車両に取り付けられたオリジナルのパーツの位置を
変更しない場合、繊維複合材等、別の材質のものが認められる。
2.5.43.10 全ての燃料タンクは防爆剤が充填されていなければならない。（オ
ープンコールドメッシュまたは Explosafe®）
2.5.44 以下のアイテムは取り除くことが出来る
2.5.44.1 計器、計器ブラケット及び関連ケーブル
2.5.44.2 タコメーター及びスピードメーター
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2.5.44.3

ラヂエターファン及びワイヤリング

2.5.44.4 冷却システム内のサーマルスイッチ、水温センサー及びサーモスタッ
トは取り除くことが出来る。
2.5.44.5 リアサブフレーム上のボルトオンアクセサリー
2.5.44.6

余分なハンドルバースイッチ類

2.5.44.7

エアボックス内及び周囲の排気ガスコントロール装置（非公害）及び
エンジン（O2 センサーエアインジェクションデバイス）

2.5.44.8

リヤフェンダーに干渉しないトップチェーンガード

2.5.44.9 上記 2.5.44.5 と同じ
2.5.44.10 如何なる機能または目的の無い小さな二次カバー類は取り外すこと
が出来る。しかし、車両の外観形状に影響を与えるものではならな
い。
2.5.45 以下のアイテムは取り除かれなければならない
2.5.45.1 ヘッドランプ、リヤランプ及び方向指示器は取り除かれなければなら
ないが、前方からの外観プロフィールは維持されなければならな
い。開口部は適切な素材で塞がれていなければならない。
2.5.45.2 バックミラー
2.5.45.3 ホーン
2.5.45.4 ライセンスプレートブラケット
2.5.45.5 工具キット
2.5.45.6 ヘルメットフック及び荷物用フック
2.5.45.7 パッセンジャー用フットレスト及び取り付けブラケット（ある場合）
2.5.45.8 パッセンジャー用グラブレール
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2.5.45.9 セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなけれ
ばならない。（固定されたブラケットはそのまま残さなければならな
い）
2.5.45.10 触媒装置
2.5.46 以下のアイテムは変更されなければならない
2.5.46.1 2.5.38.11 と同じ
2.5.46.2

全てのドレーンプラグ（エンジンオイルリリーススクリュー）は、確
実にワイヤーロックが施されていなければならない。

2.5.46.3

オイルキャビティ―への外部オイルフィルターボルトは安全にワイヤ
ーロックされていなければならい。（例：クランクケース上）

2.546.4 ブリーザーまたはオーバーフローパイプが装備される場合、それは既
存の排出口から排出されなければならない。オリジナルのクローズト
システムが維持されていなければならない。大気への直接的な排出は
禁止される。
2.5.46.5

ブリーザー及びオーバーフローパイプはホースクリップで確実に留め
られていなければならない。

2.5.46.6

トラック上へのオイル飛散を防ぐため、車両にはオイルキャッチタン
クが装備されなければならない。そのキャッチタンクは最低 250 ㏄
のオイルを保持できなければならない。別のイラスト図参照。

2.5.46.7

全ての車両にはベリーパン（ロワーフェアリング）は装備されていな
ければならず、エンジン破損等の場合に最低 1 リットルのオイル/液
体を保持出来るものでなければならない。

2.5.46.8 フェアリングのロワーエッジは、フェアリングの最下部より最低 50
㎜上方に位置していなければならない。
2.5.46.9 ロワーフェアリングの横行壁の上端は最下部より最低 50mm 上方で
なければならない。この壁と床面との角度は≦90°とする。
2.5.46.10 ロワーフェアリングには、直径 15mm の孔がフロント底部に設けら
れなくてはならない。この孔は、ドライコンディションでは閉じら
れていなければならない。
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2.5.46.11 この封印はウェットレースまたはウェットプラクティスが宣言された
場合に開放されなければならない。
2.5.46.12 全ての車両には、チェーンガード（シャークフィン）が、スイングア
ームの後部に取り付けられ、リヤスプロケットを覆い、ライダーの身
体の一部がロワーチェーン可動部とリヤホイールスプロケット間に挟
まれることを防がなければならない。
2.5.47 追加の装備
2.5.47.1 データーロガーの使用が認められる。
2.5.47.2 テレメトリーは禁止される。
2.5.47.3 エンジン作動中またはバイクが奏功している間のリモート又はワイヤ
レス方式により、バイクから如何なるデータ交換やセッティングを
行う事は認められない。

2.5.48 車両のバランス理念
2.5.48.1 FIM アジア及び ARRC 技術委員会は、公平性を維持する為、第 3 戦
及び第 6 戦後に車両性能のバランスを見直す。
2.5.48.2

FIM アジア ARRC 技術委員会は、同一クラス内にある車両の公平性
を維持する為にバランスを調整する権限を有する。

2.5.48.3

以下がその方法とする。

2.5.48.3.1 エンジン REV 規制
2.5.48.3.2

車両重量規制の変更

2.5.48.3.3

エンジンのメカニカル数値規制
例：バルブサイズまたはバルブリフト規制

2.5.48.3.4
2.5.48.4

インテークサイズ規制

バランス理念に関する決定は、大会の公平性の維持の為、FIM アジア
ARRC 技術委員会により必要に応じて行われる。
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オイルキャッチタンク図
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３ 規律及び裁定規定
3.1

原則
参加者、オフィシャル、オーガナイザーにかかる義務に関しては、FIM アジアの
発行する諸規定に明記される。
これらの義務に違反したことが証明された、あるいはこれを守らなかったことが
証明された場合には、本規律および裁定規則に明記されるペナルティーの対象と
なる。

3.2 ペナルティー
ペナルティーには下記の種類がある：
・ 警告
・ 罰金
・ ライドスルー
・ 順位変動
・ ストップ＆ゴー
・ タイムペナルティー
・ グリッドペナルティー
・ 失格
・ 選手権ポイントの剥奪
・ 資格停止
・ 資格剥奪
3.2.1 ペナルティーの定義と適用
・警告

個人的又は公に行われ、聴聞会無しに与えられる

・罰金

50US ドルから 10000US ドルまでの現金による
ペナルティー

・ライドスルー

事項 1.19 参照

・順位変更

事項 1.22.2 参照

・ストップ＆ゴー

事項 1.19.2 参照

・タイムペナルティー

ライダーの実質的な結果に影響を及ぼす 2 分までの
加算かあるいはタイムの削除
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・失格

自動的またはその他ペナルティーとは別の大会、プラ
クティス、レースまたはランキングで得た結果の喪失
大会、プラクティスセッションまたはレース（ブラッ
クフラッグまたはオレンジディスクによる）からの即
座に失格

・選手権ポイントの剥奪 選手権ポイントの剥奪
・資格停止

選手権における一つまたはそれ以上のプラクティスセ
ッションに対して適用される。

・資格剥奪

FIM アジアの管轄下で行われる全ての活動に参加する
権利を最終的かつ完全に失う事。

3.2.2

複数のペナルティー
状況に応じて、ひとりの違反者に複数のペナルティーが科されることもある。

3.3

規律及び裁定組織
規律および裁定に関する要件を扱う資格のあるＦＩＭの規律および裁定組織には
下記がある：

3.3.1

―

レースディレクション

―

FIM アジア審査委員

―

FIM アジア規律法廷(CDI)

レースディレクション

3.3.1.1 構成
レースディレクションは、事項 1.6 に基づいて構成される。
3.3.1.2 権限
レースディレクションは規律要件に関して権限を有し、下記の場合にライダー、
チーム人員、オフィシャル、プロモーター/オーガナイザー及び全てのイベント
または選手権に関わる人物に自動的にペナルティーを科すことが出来る。
―

ライダーまたはチームメンバー、または上記の者による故意的または過失的
な現行規則または大会オフィシャルの指示に反する行為のある場合

―

オフィシャル及びプロモーターオーガナイザーの故意的または過失的な、大
会のスムーズかつ効率よい運営を阻害したり重大な規則不履行のあった場合
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レースディレクションは規則違反に関連する抗議を裁定する資格を有する。
レースディレクションによるペナルティーは以下のとおり
a)

警告

b) 罰金
c)

ライドスルー

d) 順位変更
e)

タイムペナルティー

f)

失格

g)

選手権ポイントのはく奪

h) 資格停止
更に、レースディレクションは、レースディレクション最低以上の罰則を求め国
際規律法廷（ＣＤＩ）に提訴する場合がある。
3.3.2

FIM アジア審査委員パネル
構成
FIM アジア審査委員パネルは、事項１.7 に明記されている要件を備えている人員
によって構成される。
権限
FIM アジア審査委員パネルは、レースディレクションによる裁定に対する控訴を
受ける。
ＦＩＭアジア司祭インパネルによって科すことのできるペナルティーは以下のと
おり
a) 警告
b) 罰金
c) タイムペナルティー
d) 失格
e) 選手権ポイントの剥奪
f) 資格停止
更に、FIM アジア審査委員パネルは、更に重いペナルティーを科してもらうため
に、その違反について国際規律法廷（CDI）に連絡することもできる。
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3.3.3

FIM アジア司法委員会

3.3.3.1 構成
FIM アジア司法委員会（ＣＪＩ）は、下記によって構成される。
―

FIM アジア司法委員会は、各協会から任命されたメンバーにより構成され
る。各国協会は、1 名又はそれ以上の当該国咳を有する者を任命することが
出来る。総審議会におよって決定され、任期は 4 年とする。

資格
ＦＩＭアジア司法委員会（ＣＪI）に任命される資格は、その候補者が大学レベル
における法律学科卒業していなければならない。また、最低 FIM の公式言語の一
つに堪能でなければならない。また、候補者は役員またはＦＩＭライセンス所持
者であってはならない。
3.3.4

ＦＩＭアジア規律法廷（ＣＤＩ）
委員の任命
FIM アジア規律法廷の委員は、FＩＭアジア司法委員会委員長が任命する。
手順
任命されたメンバーの氏名は、すべての関係者に通達される。関係者は、構成メ
ンバーに関する通達を受けてから３日以内に、正当性を証明する抗議文を添え
て、当該裁定委員会の構成に、部分的、または全体的に反対する権利を有する。
FIM アジア最高委員会が、この反対は妥当だと判断した場合、必要な代替者が任
命される。それ以外の場合、この反対を拒否し、公聴会日程を確定する。
法廷は、専門家の意見を要請したり、有効と思われる証人を招集する場合があ
る。
権限及び資格
ＦＩＭアジア規律法廷（CDI）は、FIM アジア審査委員パネルの決定に対する控
訴を聴聞する。
ＦＩＭアジア規律法廷（CDI）は、レースディレクションまたはＦＩＭアジア審
査委員パネルの要請に基づき、判決を宣告する。
競技会終了後、5 日以内に、FIM アジア会長、FＩＭアジア最高委員会または取
締役会は、FIM アジア規則違反に関して国際規律法廷（CDI）に委ねることがで
きる。
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3.3.5

法的機関としての FIM アジア
機能
国際司法パネル（ＣＤＩ）に対する全ての控訴は、ＦＩＭアジアは起訴の形式で
その利益について主張する、または立場について説明する権限を有する。
任命
各事例において、ＦＩＭアジア最高委員会がＦＩＭアジアを代表する人物を任命
する。
手順
ＦＩＭアジアによる介入が、FＩＭアジア最高委員会の理解のもとに随時行われ
る。
本コードに従い、当事者としてのＦＩＭアジアは、他の当事者と同様の権利と義
務を有する。
ＦＩＭアジアは、聴聞会に出席者を出す、あるいは文書にて主張を行うことがで
きる。

3.4.1

抗議と控訴
抗議権
ＦＩＭアジアの決定によって影響をうける者、すなわちライダー、パッセンジャ
ー、スポンサー、マニュファクチュラー、オフィシャル等は、その決定に対して
抗議することができる.
以下に関するレースディレクションの決定に対して抗議する事は認められない。
―

順位変更

―

ライドスルー

―

ブラックフラッグ及びオレンジディスク旗によるプラクティスまたはレース
から失格

―

ピットレーンにおけるスピード違反に関する罰金

写真判定を基準とするレースディレクションの事実確認後の最低に対する抗議は
受け付けられない。
控訴権
ＦＩＭアジアの規律決定に対する控訴に関する規則は下記のとおりとする：
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レースディレクションの裁定に対する FIM アジア審査委員パネルへの控訴
以下に関するレースディレクションの決定に対して抗議する事は認めら
れない。
―

ピットレーンスピード違反に対する罰金、ピット出口ライン違反、またはス
タート練習違反。

―

順位変更

―

ライドスルーペナルティーまたは順位変更ペナルティーに代わるタイムペナ
ルティー

―

ライドスルー

―

プラクティス中のトラック境界違反による当該周ラップタイムの抹消

―

ブラックフラッグ及びオレンジディスク旗によるプラクティスまたはレース
から失格

―

レース時のグリッドペナルティー

―

ＦＩＭアジア審査委員パネルが、レースディレクションから CＤＩへの裁定
を批准しない場合のＦＩＭアジア審査委員パネルの裁定。

3.4.3

抗議の手順および期限
すべての抗議は、直接関与する者によってのみ署名され、提出されなければなら
ない。ひとつの抗議はひとつの要件に関してのみとし、抗議は、競技監督が署名
してから１時間以内に提出されなければならない。
抗議は大会特別規則の条項に基づいて、責任のあるオフィシャル（競技監督、レ
ースディレクターまたは大会事務局）に抗議料金 500UＳドルまたは同等の通貨
と供に提出されなければならない。選手権年間契約をしているチーム及びライダ
ーは、ＴＷＭＲに対して抗議料に代わり保証書を提出しなければならない。
ライダー、チームの資格や、クラスまたは大会にエントリーする車両に関する抗
議はオフィシャルプラクティス開始前に提出されなければならない。
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3.4.4

抗議の聴聞
聴聞後、レースディレクションは、大会期間中に出されたすべての抗議に対して
決定を出さなくてはならない。抗議は、付則及び特別規則に基づいて判定され
る。

3.4.5

抗議裁定の有効
レースディレクションが下すペナルティーの裁定は、即時有効とする。

3.4.6

控訴提出の期限
控訴提出の期限は下記のとおりとする：
―

レースディレクションの決定に対する控訴

３０分

―

FIM アジア審査委員パネルの決定に対する控訴

5日

－

スポーツ仲裁法廷（CAS）に提出する控訴文書

5日

期限は、控訴人が決定を受領した日から換算される。
3.4.7 控訴の提出
控訴を受理してもらうためには、その控訴を書面（FIM アジア審査委員パネルに
至る控訴）書留郵便または特別な輸送方法（ＦＩＭアジア規律法廷 CDI に至る控
訴）で執行事務局宛てに提出しなくてはならない。
正しい控訴状と保証金は、FIM アジア審査委員長（FIM アジア審査委員への控訴
の場合）、ＦＩＭアジア事務局（ＦＩＭアジア規律法廷 CDI への控訴の場合）あ
てに提出されなければならない。
ＦＩＭアジア規律法廷（ＣＤＩ）への控訴状が提出されてから 10 日以内に、控
訴人はＦＩＭアジア事務局に対しその控訴事実に関して簡潔な説明を行う。
控訴が提出されなかった、および／あるいは保証金が事項 3.4.6 に明記された期
日までに送られてこなかった場合、聴聞を行わずにその控訴を却下することがで
きる。
抗議または控訴を行う際に支払う料金
控訴する際の保証金は、1000ＵＳドルとする。
選手権への参加契約をしているチーム及びライダーについてはＴＷＭＲへ支払い
誓約書を提出する。
延会の場合に支払う料金
当事者のいずれかが、証人喚問の延期を申請する場合、この当事者には、当該裁
定組織が設定する追加の保証金の支払いが要請される。この保証金が支払われる
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まで、聴聞は再開されない。この保証金が期限内に支払われなかった場合、裁定
組織は当初の証人の証言のみによって控訴に対する裁定を行う。
控訴の聴聞に関して守られる期限
FIM アジア審査委員パネルは控訴が受理されたら直ちに精査するために招集され
る。
FＩＭアジア規律法廷（CDI）は、控訴を受理してから６週間以内に招集して、そ
の控訴について審議を行わなくてはならない。
FIM アジア審査委員パネル及びＦＩＭアジア規律法廷（CDI）は、どのような場
合においても決定を出さなくてはならない。
3.4.8

控訴の有効性
控訴人の要望により、ＦＩＭアジア審査委員パネルは、レースディレクションに
よって裁定された仮決定を差止め命令または裁決によって猶予することもでき
る。
控訴人の要望によりＦＩＭアジア規律法廷（CDI）は、FIM アジア審査委員パネ
ルによって裁定された仮決定を差止め命令または裁決によって猶予することもで
きる。

3.5

すべての規律および裁定組織が取る手順
聴聞の権利
規則に基づいて違反を犯した個人、または組織は、自ら、または代理人を立てて
弁護を行う絶対的権利を有する。
規律または裁定組織に召集された者は、自分が選び、自分の費用で雇った弁護団
を立てる権利を有する。弁護団を雇ったことに関する適切な通達が FIM アジアに
行われ、この要件に関与している他の当事者にもそのことが伝わらなければなら
ない。
これを怠った場合、該当する規律または裁定組織が、この弁護団の加入に意義を
申し立てることもある。
召集を要請されたが、それに従わずに欠席した当事者は、裁判欠席され、放棄と
みなされる。
規律又は裁定組織の前で行う聴聞に関して，規律または裁定組織は、聴聞を電話
会議の形式で行う、あるいは電話または他の電子デバイスを用いた通信手段を用
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いて行うと決定することもできる。このような聴聞の方法は、関係者全員が同意
した場合に限り行なわれる。
3.5.2

聴聞
例外的な状況において、該当する規律または裁定組織が特別の決定を出した場合
以外、聴聞は公開されるものとする。
聴聞は FIM アジア公用語で行なわれる。当事者のいずれかが別の言語を用いるこ
とを希望する場合には、その当事者が必要とする通訳を用意し、その費用を負担
する。
控訴人は、出席するかまたは代理人を出席させなければならない。これを怠った
場合、その抗議は容認されず、費用は控訴人が負担するものとする。
委員長が聴聞会を開始したら、当事者を呼び、証人の出席していない状態で、
個々の陳述を言明させる。
当事者の陳述が終わったら、該当する規律または裁定組織は、証拠を完成させる
ためにさまざまな証人と専門家の発言を聴聞する。当事者は、証人と専門家に彼
らの証拠に対して質問する権利を有する。
該当する規律または裁定組織のメンバーは、聴聞の際に委員長の承認さえ得れ
ば、いつでも当事者、証人、および専門家に質問することができる。

3.5.3

証人および専門家
各当事者は、独自に証人を召集し、出席させることができる。この場合、費用は
その当事者の負担となるが、当該裁定委員会が別の決定を下した場合は例外とす
る。
該当する規律または裁定組織は、証人に宣誓を強いる権利を持たない。したがっ
て、宣誓証言は自由に行なわれる。証人は自らが知っている事実に関してのみ宣
言し、意見を述べてはならない。ただし、規律または裁定組織がその証人をある
特定の分野における専門家とみなし、意見を述べるように要請した場合は、例外
とする。
証言後、証人は裁定室を離れてはならない。また、これから証言を行う他の証人
と話をしてはならない。
裁定委員会は、専門家を招集することができる。
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3.5.4

判決
規律または裁定組織の決定は、すべて非公開形式で、単純過半数評決の方法で行
なわれる。すべてのメンバーには、平等の評決権が与えられ、決定を出す際には
この権利が行使されなければならない。投票棄権は認められない。
いかなる場合においても、控訴を提出している当事者側は、控訴されている当事
者側の申し出の後に、陳述を増やすことはできない。

3.5.5

判決の告知
レースディレクションまたは FIM アジア審査委員パネルの決定は、大会会場にて
直接通達しなければならないが、これができなかった場合、受領確認の取れる書
留郵便で送付されなければならない。
ＦＩＭアジア規律法廷（CDI）によって出されたすべての判決は、文書にされ、
関係するすべての当事者に書留で送付される。

3.5.6

判決の公表
抗議、または控訴を裁定する規律または裁定組織は、抗議または控訴を公表す
る、あるいは調査結果を公表し、関係する当事者の名前を明記する権限を持つも
のとする。これらの言明書の中に名前の記載された個人または団体は、FIM アジ
アまたは言明書を作成したその他のいかなる者に対しても控訴する権利を持たな
い。

3.6

手続き上の費用
規律または裁定の決定を出すのに要した費用が、裁定委員会の委員長によって査
定され、敗訴側に請求される。ただし、裁定委員会が別の決定を下した場合は例
外とする。

3.6.1

罰金および費用の支払い
裁可が決定的なものとなり、罰金あるいは費用が事項 3.5.5 に基づいて判決の日
から 30 日以内に支払われなかった場合、決定によって影響を受ける個人または
団体は、自動的にＦＩＭのすべての活動への参加を停止させられる。
これはすべての支払いが FIM 執行事務局に対して行なわれるまで続くものとす
る。

3.7

ペナルティーの相互作用
１９４９年 4 月 30 日、国際的にモータースポーツを運営している４つの組織の
相互作用に関する合意が得られ、FIM に加え、
―

国際自動車連盟（FIA）

―

国際航空機連盟（FAI）
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―

国際モーターボート連盟（UIM）

FIM の要請に基づいて、資格停止、または資格剥奪のペナルティーも上記組織の
管轄にあるスポーツにも適用される。
3.8

赦免
ＦＩＭアジア運営評議会は、ＦＩＭアジア司法委員会（CJI）委員長と相談の
後、または彼の提案により最終的に罰則を与えられた者に対して罰則の緩和もし
くは赦免を行う事ができる。

3.9

裁定条項
司法組織または FIM アジア総審議会によって下された最終決定に対して、通常の
裁判所へ控訴することはできない。このような決定は、スポーツ裁定法廷に提出
され、スポーツ裁定法廷が、当該スポーツに適用される裁定規則（事項 3.4.6）
に基づいて、最終的な判決を出す独占的な権限を有する。

４．サーキット規格
サーキット規格は、ＦＩＭサーキット規格（ＳＲＲＣ）に明記される。
4.1 タイトル及び総論
FIM アジアは、ライダーとマニュファクチャラーが競技する各ＦＭＮが主催しツー
ホイールモーターレーシングがプロモートするアジアロードレース選手権、ＴＶＳ
ワンメークレースを行う。
4.2 車両とクラス
4.2.1 車両
レースはアジアロードレース選手権技術規則に景帝されている車両が参加するこ
とが出来る。
4.2.2 クラス
クラスは以下のとおり
・ アンダーボーン 150
・ アジアプロダクション 250
・ スーパースポーツ 600
・ アジアスーパーバイク 1000
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4.3 ライダー
4.3.1 ライセンス
ライダーは、コンチネンタルユニオンが発行するコンチネンタルライセンスを所
持していなければならない。主催国のライダーは、主催国ライセンスで参加する
ことが出来る。グランプリライセンス（MotoGP クラスのみ）、スーパーバイク
世界選手権ライセンス（SBK クラスのみ）所持者は、参加することが出来な
い。但し、主催国ライセンス所持者の場合、ポイント対象外としての参加は認め
られる。（賞金は除く）
4.3.2 契約ライダー
各大会の 30 日前に、FIM アジア及びプロモーターは契約ライダーのリストを公
表する。
4.3.3 ライダーの受理及び拒否
以下の優先順位に基いて受理するか決定される。
・ 契約ライダー
・ 選手権ポイントを有している
・ 各国のグレーディングリスト上のライダー
・ その他ライダー
4.3.4 バックプロテクター及びチェストガード
全ライダーは、フルスケールの頑丈なプラスチック製のアックプロテクター及び
チェストガードを使用することは義務とされる。
4.4 タイムテーブル
タイムテーブルは、以下のスキームに則り、各大会の特別規則に明記される。しか
し、以下はガイドラインであり、変更される場合があることを理解しなければなら
ない。
木曜日

到着及びセットアップ
14 時―17 時 受付及び車検、その他確認

金曜日

車検及びその他確認
フリープラクティス（午前）
予選（午後）

土曜日

フリープラクティス（午前）
予選（午後）
レース（午後）

日曜日

ウォームアップ（午前）
レース（午後）
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4.5 プラクティス及びレース
4.5.1 スタート許可
最低ベストタイムの 107％同等以上のタイムが通過基準タイムとする。
4.5.2 レース距離
レースは以下に従って開催される。
クラス

最低距離

最高距離

アンダーボーン 150

２５Km

５０Km

アジアプロダクション 250

３０Km

６０Km

スーパースポーツ 300

５０Km

９０Km

アジアスーパーバイク 1000

５５Km

９５Km

4.5.3 レースのスタート
FIM ロードレース規則に準拠し、エンジンランニングスタートが行われる。
4.5.4 トラック閉鎖
レースに参加する全ての参加者の為に月曜日からサーキットが閉鎖される。
4.6 章典
4.6.1 各クラスのライダーへの章典は以下のとおり。
アンダーボーン 150
1位

300 ドル ＋ トロフィー

2位

200 ドル ＋ トロフィー

3位

125 ドル ＋ トロフィー

4位

75 ドル

5位

50 ドル

スーパースポーツ 600
1位

500 ドル ＋ トロフィー

2位

375 ドル ＋ トロフィー

3位

250 ドル ＋ トロフィー

4位

150 ドル

5位

75 ドル

アジアプロダクション 250
1位

400 ドル ＋ トロフィー

2位

300 ドル ＋ トロフィー
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3位

200 ドル ＋ トロフィー

4位

125 ドル

5位

75 ドル

アジアスーパーバイク 1000
1位

1500 ドル ＋ トロフィー

2位

900 ドル ＋ トロフィー

3位

500 ドル ＋ トロフィー

4位

300 ドル

5位

200 ドル

6位

125 ドル

7位

75 ドル

4.6.2 各契約チームへの各レースに対する章典は以下のとおりとする。
選手権シリーズを展開するための保証金を納めたチームのみ、以下の章典が与え
られる。
アンダーボーン 150
1位

300 ドル ＋ トロフィー

2位

200 ドル

3位

125 ドル

4位

75 ドル

5位

50 ドル

スーパースポーツ 600
1位

500 ドル ＋ トロフィー

2位

375 ドル

3位

250 ドル

4位

150 ドル

5位

75 ドル

アジアプロダクション 250
1位

400 ドル ＋ トロフィー

2位

300 ドル

3位

200 ドル

4位

125 ドル

5位

75 ドル
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4.7 エントリー料金
返還対象とならないエントリー料金は以下のとおりとする。
契約ライダー/チーム
アンダーボーン 150

一大会 350 ドル

スーパースポーツ 600

一大会 1500 ドル

アジアプロダクション 250

一大会 1070 ドル

アジアスーパーバイク 1000

一大会 2350 ドル

非契約ライダー/チーム
アンダーボーン 150

一大会 650 ドル

スーパースポーツ 600

一大会 2250 ドル

アジアプロダクション 250

一大会 1650 ドル

アジアスーパーバイク 1000

一大会 3650 ドル

4.8 選手権ポイント及び順位
ポイントは選手権の各レースに与えられる。各レースで与えられたポイントの総
ポイントにより決定される。ポイント数が同点の場合、各大会における上位入賞
回数を比較して決定される。（優勝の数、2 位の数等）それでもタイガ生じる場
合、最も順位の高かったレースを比較し、早い時点で上位に入ったライダーを優
先する。エントリーが 12 台に満たない場合、プロモーターは、章典の変更を行
うことが出来る。
4.8.1 選手権賞金
アンダーボーン 150 ライダー
1位

900 ドル ＋ トロフィー ＋ 総合トロフィー

2位

500 ドル ＋ トロフィー

3位

350 ドル ＋ トロフィー

4位

200 ドル

5位

125 ドル

アンダーボーン 150 チーム
1位

900 ドル ＋ トロフィー

2位

500 ドル ＋ トロフィー

3位

350 ドル ＋ トロフィー

4位

200 ドル

5位

125 ドル

アジアプロダクション 250 ライダー
1位

1200 ドル ＋ トロフィー ＋ 総合トロフィー

2位

700 ドル ＋ トロフィー
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3位

500 ドル ＋ トロフィー

4位

350 ドル

5位

125 ドル

アジアプロダクション 250 チーム
1位

1200 ドル ＋ トロフィー

2位

700 ドル ＋ トロフィー

3位

500 ドル ＋ トロフィー

4位

350 ドル

5位

125 ドル

スーパースポーツ 600 ライダー
1位

1500 ドル ＋ トロフィー ＋ 総合トロフィー

2位

900 ドル ＋ トロフィー

3位

500 ドル ＋ トロフィー

4位

375 ドル

5位

200 ドル

スーパースポーツ 600 チーム
1位

1500 ドル ＋ トロフィー

2位

900 ドル ＋ トロフィー

3位

500 ドル ＋ トロフィー

4位

375 ドル

5位

200 ドル

アジアスーパーバイク 1000 ライダー
1位

4500 ドル ＋ トロフィー ＋ 総合トロフィー

2位

2000 ドル ＋ トロフィー

3位

1500 ドル ＋ トロフィー

4位

1000 ドル

5位

500 ドル

アジアスーパーバイク 1000 チーム
1位

4500 ドル ＋ トロフィー

2位

2000 ドル ＋ トロフィー

3位

1500 ドル ＋ トロフィー

4位

1000 ドル

5位

500 ドル
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