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ごあいさつ

ASIA CROSS COUNTRY RALLY 2015
　アジア・クロスカントリーラリー（AXCR）は、
1996 年に幕を開けました。2001 年からは FIA 公
認ラリーとして開催されるようになり、2012 年
からからは国際モーターサイクリズム連盟（FIM）
の公認を受けて 2 輪のクラスも設定。東南アジ
ア最大のラリーレイドとして大きく成長しまし
た。　今年で 20 周年を迎える今大会はスタート /
ゴールをチェンマイに設定し、タイ北部の山岳地
帯をメインステージにして開催。年を重ねるに連
れてラリーの知名度が上がり、ワークスチームの
参戦も増える一方で、レースのレベルが上がると
ともに、上位入賞することにより大きな宣伝効果
をもたらす企業戦略的イベントになりつつありま
す。　今年は AXCR 常連のタイのチームや連続出
場を続けている青木琢磨選手はもちろんのこと、
篠塚健次郎選手や新井敏弘選手などの著名なドラ
イバーも多く参戦し非常にレベルの高い大会と

　株式会社ジャオスの 30 周年を記念プロジェク
トの一環として、日本を代表するオフロードレー
サー塙郁夫選手とタッグを組み、2015 年 8 月に
タイ王国北部で開催された FIA 公認クロスカン
トリーラリー「アジアクロスカントリー ラリー
2015」に参戦いたしました。
　参戦マシンは弊社製市販パーツを基本に必要
な安全装備を施した JAOS のデモカー (FJ クルー
ザー )、ボディサイズそして重量面で大きなハン
デを抱える中、T1G クラス 2 位、総合 8 位を獲得
いたしました。さらに 6 つの競技区間 (SS) で 3 つ
のクラストップを獲得できたのは、塙選手の卓越
したドライビングテクニックと FJ クルーザーのも
つポテンシャルによるものだと思います。

　FJ クルーザーのほうは険しく過酷な SS を走行
したことによるボディのダメージはありますが、
市販予定のリザーバータンク付ショックアブソー
バ ー「BATTLEZ × DP tyep VF-R」 や 今 回 発 売 す
るコイルサスペンション 「BATTLEZ × COIL type 
Ti-W」はもちろんのこと、エンジン、駆動系、タ
イヤ、ホイール「VICTRON TRIBE」共にノートラ
ブルでゴールいたしました。これらがアジアクロ
スカントリーラリーのような過酷な使用にも耐え
られる性能を持っている事を実証することができ
ました。無事にチームクルー全員でゴールにたど
り着くことができたのは、多くのスポンサー様、
関係者様そしてサポーター様からのご協力のお陰
でございます。厚く御礼申し上げます。

START 2015.08.08 ▶▶▶▶▶ GOAL 08.14
08.08 公式車検、ブリーフィング、Super-SS、セレモニースタート

Leg 1 08.09 チェンマイ▶ メーホーンソーン 440km
Leg 2 08.10 メーホーンソーン▶ メーソート 500km
Leg 3 08.11 メーソート▶ スコータイ 400km
Leg 4 08.12 スコータイ ▶ プレー 380ｋｍ
Leg 5 08.13 プレー ▶ プレー  470km
Leg 6 08.14 プレー ▶ チェンマイ 310ｋｍ　表彰パーティ（オフィシャルホテル）

Total distance RS+SS: 2,500 km. Total distance SS: 1,060 km.
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なりました。同時に多くのメディアからも注目され、
AXCR20 の周年に相応しい華やかなラリーとなりまし
た。



参戦マシン

組織紹介

監督 赤星　嘉昭 株式会社ジャオス 取締役会長

ドライバー 塙　郁夫 サミットレーシングプロモーションズ 代表

コ・ドライバー 赤星　大二郎 株式会社ジャオス 代表取締役

サポート 小林　正夫 株式会社パワーステージ（EVOLiSTA）代表　

サポート 能戸　知徳 株式会社パドック 専務取締役

サポート 田中 　一弘 KYB株式会社 AC事業本部 技術統括部 サスペンション技術部 第三設計部

運営事務局 新飼　亮也 株式会社ジャオス 企画宣伝部

メーカー TOYOTA

車種 FJ CRUISER (2013年式）JAOSデモカー

型式 CBA-GSJ15WGKASK

サイズ 全長：4,635 　全高： 1,905 　全幅： 1,840

エンジン 1GR-FE　3.955cc V型6気筒DOHC

最高出力 203kW［276 PS］/5,600 r.p.m.

最大トルク 380N・m［38.8 kgf・m］/4,400 r.p.m.

トランスミッション 5速AT

駆動方式 パートタイム4WD

サスペンション F：ダブルウィッシュボーン式独立懸架コイルスプリング
R：トレーリングリンク車軸式コイルスプリング

ブレーキ ベンチレーテッドディスク

タイヤ YOKOHAMA GEOLANDAR M/T＋  265/75R16

ホイール  VICTRON TRIBE 16×8.0+15

外装 JAOS フロントスポーツカウル

JAOS ボンネットガーニッシュ

JAOS オーバーフェンダー

JAOS ルーフスポイラー

JAOS マッドガード

JAOS ジュラルミン製アンダーガード（ワンオフ）

JAOS ジュラルミン製ATガード（ワンオフ）

JAOS ジュラルミン製タンクガード（ワンオフ）

Ken.Factory FRPボンネット（ワンオフ）

Ken.Factory FRPバックドア（ワンオフ）

IPF LEDフォグコンバージョンキット104FLB

IPF LEDライトバー 600シリーズ  DOUBLE-ROW series RAIJIN 

IPF LEDライトバー 600シリーズ 2inch CUBE ドライビングフォグランプ

CANUS ワークランプピラーカバー

内装 JAOS ペダルセット&フットレスト

ロールバー（ワンオフ）

RECARO RS-Gシリーズ

CUSCO レーシングハーネス

足回り BATTLEZ×SUS type 50Ti（フロント）

BATTLEZ×SUS type 30 Ti（リヤ）

BATTLEZ×DP type VF-R

吸気系 TJM AIRTEC シュノーケル

排気系 POS 等長フロントパイプ

純正マフラーワンオフ加工

ウインチ WARN  TABOR 8K & マルチマウントキャリア

主な変更箇所



8 月 8 日　車検、スタートセレモニースタート

8 月 9 日　LEG1 チェンマイ▶ メーホーンソーン

　前日の 8 月 7 日にチェンマイのオフィシャ
ルホテルで最終準備行い、FJ クルーザーを完
全に仕上げて 8 日の車検に挑みました。FIA
公認ラリーのため、安全装備やレスキュー用
品、エマージェンシー用品の装備など細かな
規定があります。塙選手が設計・製作した FJ
クルーザーは何の問題もなく車検をクリアし
ました。FJ クルーザーはホモロゲーションを
取得していないため T1G（改造車ガソリン）
クラスでのエントリーとなります。
　車検後はマシンの最終チェック、ウインチ
のマスター巻き、内外装のクリーニングなど
の細かな準備を整えてから、LEG1 のルート
ブックを受け取りブリーフィングに参加しま
した。夜にはチェンマイの市街地の広場に設
置されたポディウムにてセレモニースタート
が行われました。
　今年は AXCR の 20 周年大会ということも
あり、例年よりもエントラントが多く、とて
も華やかな雰囲気のセレモニースタートとな
りました。

　LEG1 のスタートはカーナンバー順となる
た め TEAM JAOS は AUTO 部 門 で 21 番 目 と
なりました。チェンマイからメ―ホーソンを
目指すコースで、SS が約 176㎞、リエゾン
が約 204 ｋｍ。SS の途中では PC（パッセン
ジャーコントロール）が設定されているた
め、サービスカーも PC を目指して同時にチェ
ンマイをスタートしました。ところが SS ス
タート後の約 7㎞地点で一般車両がスタック
してルートをふさいでしまったため、前半の
SS はキャンセルに。PC 後の SS から再スター
トすることになりました。この日は峠のハー
ドな下りが多く、ブレーキがフェードしてし
まったことが２回ほどあったため、ペースを
落として走ることもあったが、クルマのコン
ディションも良く、LEG1 のリザルトはクラ
ス 4 位、総合 16 位と順調に順位を上げるこ
とができました。夜のサービスはブレーキの
メンテナンス中心と各部の点検・増し締めの
みの軽作業完了しました。



8 月 10 日　LEG2　メーホーンソーン▶ メーソート 

8 月 11 日　LEG3　 メーソート▶ スコータイ 

　LEG1 の結果を受けて LEG2 は 16 番目にス
タート。ミャンマーとの国境を沿うように南
下し、メーソートを目指しました。総走行距
離は約 497km。うち SS は約 132km、SS ゴー
ル後のリエゾンは約 356km。AXCR2015 で一
番長い移動距離であることに加え、LEG1 よ
りもタイトな山岳路でアップダウンが激し
く、路面も荒れていました。クルマの状態が
良くほとんどノーマル状態の FJ クルーザーに
しては速いペースで走っていたため、ブレー
キにかかる負担は大きく、途中ペースをコン
トロールして走る場面が多々ありました。し
かし、ドライバーとナビの調和もとれてきて、
ミスコースもなくスムーズに走行できまし
た。結果、クラストップ・総合 4 位（上位 3
台はディーゼルクラス）まで順位を上げるこ
とになりました。長距離移動に加え LEG1 か
らエアコンのガス漏れによりクーラーが効か
なくなってきたため、ドライバーにかかる体
力的な負担は大きかった１日でした。

　LEG3 はジャングルをメインとした難易度
の高いコースで、AXCR2015 で一番辛い１日
となりました。前半の SS で約 70km 地点ま
では順調で総合２位の位置まで追い上げた
が、その後ミスコースをしてしまい、約 10
～ 15 台のラリーカーが団子になってルート
を探し始めるというお手上げ状態。ガス欠も
気にしながらルートを探して走り、残り約
20km に約 2 時間半費やしてしまい、結果は
6 時間 10 分。マキシマムタイムが 6 時間だっ
たてめ、ペナルティとして 8 時間のカウント
となり、順位は大幅ダウン。午後は追い上げ
を狙い、総合 13 位まで追い上げました。
　この日のコースはとても難解で、同じよう
に SS 内で迷子になるバイクやクルマが多かっ
た。樹と樹の間が車幅以下の場所も走ること
になり、TEAM JAOS の FJ クルーザーを含め
大柄なボディのエントリーカーにとってはと
ても苦労するコースでした。



8 月 12 日　LEG4　スコータイ ▶ プレー 

8 月 9 日　LEG5　プレー ▶ プレー

　LEG4 は前日の LEG3 での遅れを取り戻す
かのようにハイスピードで走行。107.53㎞と
89.95㎞の２回の SS からなる LEG4 だが、前
半はまさに改走といったところで、強豪車を
ドンドン追い抜くことができました。ところ
が、PC 後の SS でオルタネーターにトラブル
が発生しました。その後はバッテリーのみで
の走行を余儀なくされ、電装系はダウンし、
AT もセーフティーモードに。AT の操作がで
きないため思うようには走れなかったが、前
半の追い上げが効いて、総合６位 / クラス 1
位という好成績で一日を締めくくることがで
きました。しかし、この日のメカニックの作
業は、オルタネーターの交換やブレーキロー
ターの交換、そして各部の修理などが重なり、
AXCR2015 で一番長い夜となりました。とは
いえ、4 日目を終えてもエンジンはもちろん、
サスペンションや駆動系、タイヤなどには一
切トラブルがなく、クルマそして各パーツの
耐久性の良さを感じることができました。

　LEG4 でのオルタネーターのトラブルの影
響で深夜にまでおよんだサービス作業も無事
に終え、完全に復活を遂げた FJ クルーザー
で挑んだ LEG5。しかし、後半の SS がキャン
セル（前日にゼロカーが帰ってこなかったた
め）になりました。最終日の翌日はショート
SS となるため少しでも順位を上げたい TEAM 
JAOS としては辛いところではあったが、ド
ライバーの塙選手とコ・ドライバーの JAOS・
赤星の連携は完全にシンクロし、難易度の高
いコースでありながらノーミスで気持ち良く
走り、早い時間帯にプレーのホテルに到着し
ました。また、マシンのトラブルも一切な
く、夜のサービスは洗車と点検整備のみの短
時間で完了。結果もそれに伴い、この日は総
合（AUTO） 3 位、クラス  １位を獲得。TEAM 
JAOS にとっては AXCR2015 で一番良い日と
なった。これによりオーバーオールでのリザ
ルトは総合（AUTO） 8 位、クラス  2 位とな
りました。



8 月 10 日　LEG6　プレー ▶ チェンマイ　ゴール

　AXCR 2015 最終日はプレーからスタート地
点と同じチェンマイのポディウムを目指し、
途中 45.18㎞の短い SS 含むコース。しかし
ショート SS とはいえ分かりにくいルートで、
流石 AXCR と思わせる最後の SS でした。若
干ミスコースをしながらもオーバーオールで
の順位は落とさないまま SS をゴールするこ
とができました。ゴール後にサービスチーム
と合流し、そのままリエゾンを走りチェンマ
イで無事にゴールをすることができました。 
エントリーマシンの FJ クルーザーは狭く険
しい SS を走ったことによるボディのダメー
ジはあるが、エンジン、サスペンション、駆
動系、タイヤ、ホール共に無傷で、終始快調
な走りを魅せてくれました。またクルマ、パー
ツ共に過酷な使用にも耐えられるポテンシャ
ルを実証することができました。



今後の予定

　AXCR は色々なオフロードレースの難しさ
や大変さ、そして楽しみ。色々な要素が詰
まった闇鍋のようなラリーです。そしてアジ
アの国ならではの日本人が違和感なく溶け込
めるアットホームな雰囲気が魅力だと感じま
した。ただ速く走れば勝てる訳でもなく、ク
ルマが良ければ勝てるかと言われればそうで
はない。ドライバーとナビ、クルマが三位一
体となってバランスをとってシンクロすれ
ば、アマチュアでも上位に行けるチャンスが
あり、それも大きな魅力だと思います。
　JAOS で市販予定のショックアブソーバー
ですが、全く問題なく AXCR のような過酷な
ラリーにも十分に使用できるショックです。
一般ユーザー向けにストリート寄りにセッ
ティングされているため、逆にラリー中も乗
り心地が良く、ラクに走ることができました。
リエゾンの一般道もとても快適です。コイル
スプリングもヘタることなく良いサスペン
ションだと思います。　TEAM JAOS として初
参戦の今回、大切なクルマな壊さず、クラス
２位という成績で無事にゴールできて良かっ
たです。

　私としては約 10 年ぶりの参戦でしたが、
AXCR の 20 周年記念大会ということもあり、
過去の AXCR の集大成のようなコースだった
と感じました。ハイスピード、マッド、山岳路、
ジャングルや草原など・・・とても内容の濃
い今大会でした。塙選手はスピードレンジが
高く、コマ図と景色を合わせるのが難しい所
もありましたが、後半はお互いのペースを合
わせてうまく走ることができ、結果、クラス
２位を獲得することができました。
　また、自社のデモカーをベースにオリジナ
ル商品をなるべく残したまま、必要な安全装
備と補強を施したノーマル同然の車両で無
事にゴールできたこと。そして市販予定の
リザーバータンク付ショックアブソーバー

「BATTLEZ × DP tyep VF-R」やコイルサスペ
ンション 「BATTLEZ × COIL type Ti-W」はも
ちろんのこと、エンジン、駆動系、タイヤ、
ホイール「VICTRON TRIBE」共にノートラブ
ルであり、自ら AXCR2015 という場でその性
能を体感・実証することができた事を嬉しく
思います。この経験やデータを今後の商品開
発等ににフィードバックしていく所存です。

ドライバー　塙　郁夫 コ・ドライバー　赤星 大二郎

■展示
・9月上旬に横浜にて FJ クルーザー受取り
・9月 26 ～ 27 日　MTGモーターフェスにて展示（宮城トヨタ様主催）
・10月 3日　ジャオスデモカー試乗会にて展示
・1月 15 ～ 17 日　東京オートサロン 2016 にて展示

■メディア
・レッツゴー 4WD（アポロ出版）10月号、11 月号掲載予定（6月号から連載中）
その他、4WD関連、自動車雑誌、自社広告を中心に露出予定
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