
はじめてみよう。
ラジコンカー。

組み立てる、塗装する、チューニングする、走らせる、修理する、レース
に参戦する…。ラジコンカーには、実際のクルマにも共通する様々な
楽しみ方があります。とても面白そうですが実際にやってみようとする
と価格や技術など、ちょっとハードルが高いことも確か
です。そこで今回はSUBARU ラジコンカー部のみな
さんにご協力いただき、ラジコンカー操作の基本や
多彩な楽しみ方をご紹介します。

Introduction to Radio Controlled Cars

Special Thanks ●SUBARU ラジコンカー部のみなさん　Photographs ●関根健司
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オンロード仕様 ラリー仕様 レーシングバギー ビッグタイヤ エンジンカー

特徴
車高の低いレーシング
カーやスポーツカー

駆動方式は４WDが多い

オフロード用に車高を
上げたセッティング

オフロード用。ジャンプ
しても衝撃を

吸収できる構造

大径タイヤを装着して
いるため凹凸なども
乗り越えて遊べる

モーターではなく
エンジンを搭載した

モデル

カスタマイズの幅広さ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★

手軽さ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★

ラジコンカーの種類や構造、走らせるために必要なものから、とりあえず走らせることができるようになるための
基礎練習方法まで、ここではラジコンカーを始めるにあたって、最低限知っておきたい情報をご紹介します。

初歩のラジコンカー講座
これだけは知っておきたい

❶モーター：速さを追求したものから、扱いやすさを優先したも
のまで様々なタイプがあります。

❷ステアリングサーボ：ステアリングロッドを動かして操舵します。

❸ステアリングロッド

❹ESC（Electric Speed Controller）：速度制御ユニット

❺電波受信機

❻バッテリー：フル充電で約20分走行できます。サーキットなど
で長時間走行をする際は、充電器とスペアのバッテリーを用意
しておくと良いでしょう。

初心者にもオススメ
○タミヤ ・TT-02シャーシ

○ラジコンカーの主な種類

○プロポの持ち方・姿勢
・左手でグリップを握り、人差し指でトリガー（スロットル）

を操作します。

・右手でステアリングホイールを操作します。
　（メーカーによっては左利き用もあります）

・操作したいフィールドを正面にして姿勢良くまっすぐ立
ち、肘や肩の力を抜いて体から離れないようにプロポ
を持ちます。

センター出しプロポの持ち方・姿勢

○センター出し
ステアリングホイールを右にも左に切らず、中立位置に
した状態でマシンを走らせてみてまっすぐに走るか否か
を確認します。右か左にずれてしまう場合は、プロポのトリ
ムダイヤルを使ってまっすぐに走るように調整します。

STEP1 オーバルコース
まず、目印をふたつ置いて楕円に回るオーバルコースを作り、走らせてみましょう。
慣れるまで速度はできるだけ抑えるのがコツです。

STEP2 ８の字コース 
1の操作がある程度できるようになったら、次は８の字走行を練習します。慣れ
ないうちは、自分に向かってくる時に左右が混乱して逆方向にステアリング
ホイールを切ってしまう場合があります。その場合は自分がマシンに乗っている
ことをイメージして操作するのがコツです。

STEP3 スラロームコース 
2の操作ができるようになったら、次は目印を３つにしてスラローム走行を練習
します。いずれも最初はゆっくりとした速度から始めて、慣れるに従って徐々に速度
を上げていきましょう。

操作練習は自宅の敷地内など、私有地内で行ないま
しょう。公園など公共スペースは、ラジコンカーの走
行が禁止されているところも多いので、事前に確認
して下さい。ラジコンカー走行が禁止されていなく
ても、近くで小さな子どもが遊んでいたりする場合
は思わぬ事故に繋がりますので、周囲の安全を確認
してから利用しましょう。一番のおススメは今回取材
したような専用のラジコンサーキットです。最初に
初心者である旨を伝えれば、スタッフが親切に教え
てくれます。サーキットにはルールがありますので、
しっかり教わって楽しく利用しましょう。

ラジコンカーを動かすためには「車体（キッ
ト）」「送受信機（プロポセット）」「ステアリング
サーボとESC」「バッテリーと充電器」などが
必要です。組み立てに必要な工具なども準備
する必要があります。どれを購入すれば良い
かわからない場合は、専門店でお店のスタッ
フに相談しながら適切なものを選ぶのが良
いでしょう。組み立てが難しい方はメーカー
組み立て済みの完成車も販売されています
ので、そちらを選ぶのもおススメです。

操作する時はマシンを見るのではなく、視線をマシン前方におき、
早めにコーナーや障害物をチェックしながら動かします。

❶スロットルトリガー：スピードをコントロール。トリガーを引け
ば前進、前方に押せば停止し、再び押すことで後退。トリガー
の引き加減で出力を制御します。

❷ステアリングホイール：ホイールを回して前輪の向きを変え
ます。右に回せば右に、左に回せば左に曲がります。

❸トリムダイヤル：センター出し(p05参照)などステアリングと
スロットルの制御を微修正する際に使います。

ラジコンカー（モーター車）の基本構造

操作の第一歩

操作練習

走らせる場所は？ 購入について
プロポ（送信機）の使い方

オーバルコース1

8の字コース2

スラロームコース3

撮影協力：有限会社 スカイホビー 
https://www.skyhobby.net
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組み立てやすく、オンロード仕様、ラリー仕様いずれにも
使える電動のシャフトドライブ方式４WDモデルです。
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SUBARUの社員が集って6年前に発足した『SUBARU ラジコンカー部』。今回は埼玉県加須市にあるラジコンカー
専用サーキットにお邪魔して、みなさんがどんなふうにラジコンカーを楽しんでいるのかを語っていただきました。

ラジコンカーの魅力。それぞれの楽しみ方。

SUBARU ラジコンカー部員に聞いた

SUBARU ラジコンカー部
2015年4月に発足。20歳代から50歳代まで幅広い年齢のSUBARU
社員27名が在籍。ラジコンカーを通じて、クルマの愉しさを発信し、
クルマ好きの子どもたちを増やす活動を行なっています。

雲 野
山 崎

星 野中 島

中 村

山崎蒼依さん

山崎桧依さん

星野壮志さん

「私がクルマ好きになったのはラジコンカーがきっかけですね。小学生の頃、
ラジコンカーブームがあり、タミヤ ・ホーネットという２輪駆動のバギーで 
スタートしたのがラジコンカーとの出会いです。ラジコンカーはプラモデル
と違って、ドライバーを使ってネジを回して仕上げたり、ギヤにグリスを塗っ
たりと機械工作の要素が多く、構造を知る驚きや、手を動かしてモノを作る
楽しさを教えてもらいました。同級生が購入したホットショットという４輪駆
動のバギーを見て、駆動方式の違いで走りの性能に差が出ることを知った
り、クルマのセッティングを学んだりしました。印象的だったのは1986年に
発売されたタミヤ・ビッグウィッグという４WDのラジコンカー。ボディデザ
インをレーシングカーデザイナーの由良拓也さんが担当したモデルで、その
時にクルマのデザイナーという仕事があることを知り、今の職業に進むきっか
けになりました。私と同様にラジコンカーを入り口にしてクルマの設計者に
なった人や、ドライバーとしてサーキットで走るようになった人も少なくあり
ません。SUBARUの中にもラジコンカーがきっかけでクルマ好きになった
人も多く、その仲間たちとラジコンカー部を発足し、ラジコンカーを通して
クルマ好きの子どもたちを増やす活動を行なっています。ラジコンカーに
は実際のクルマにつながる魅力がたくさん秘められているのです」

雲野 裕紀（商品企画本部 デザイン部）

クルマの魅力を凝縮したラジコンカー

「ラジコンカーを始めたのは1977年頃のスーパーカーブームの時でした。
当時ラジコンカーは高価で小学生のお小遣いで購入できるものではありま
せんでしたが、たまたま親戚のお兄さんがラジコンカーのパーツやプロポ
一式を譲ってくれたことがきっかけでした。その後、一度やめていたのです
が2015年に子どもと一緒にバギーカーで再開しました。もともと創作活動
が好きで、アニメーション動画の自主制作などもしているため、ラジコン
カーも操作よりは作ることを楽しんでいます。スーパーカーブームの時に
憧れていたクルマの塗装を再現して走らせるのが楽しいですね」

中島 俊介（製造本部 プレス生産技術部）

スーパーカーブームの時の
車両を作って走らせる

「ラジコンカーを始めたのはラジコンカーが流行っていた1984年頃、タミヤ・グラスホッパーと
いうぴょんぴょん跳ねるバギーと出会ったのがきっかけです。最近は二人の娘と一緒にオリジ
ナルカラーデザインのクルマを仕上げてタミヤが主催するレースにエントリーしています。順位
よりも塗装やアイデアの面白さなどで選ばれるコンクールデレガンスが楽しみで、娘たちの発想
をベースに春・夏・秋・冬をテーマにした絵を描き、話をしながらデザインを仕上げていきます」

「夏をテーマにイルカと青い海をイメージしてデザインしたBRZです（写真右上）」（蒼依さん）
「車体を傾けて走る３輪ラジコンカーの形からイメージしたウサギをデザインしました（写真右下）」（桧依さん）

山崎 智浩（商品企画本部 デザイン部）

親子で目指す、コンクールデレガンス

「ラジコンカーは子どもと一緒に楽しもうと思って数年前に始めました。私は主に組み立てと
チューニング、子どもが操作を担当して、毎年静岡県の掛川で行なわれていたレースに参戦し
ていました。その際、レースだけでなく子どもと一緒に食べ歩きをしたり観光したりするのも
楽しみでした。また、SUBARU ラジコンカー部の活動として、子どもたちにラジコンカーを
きっかけにクルマに親しんでもらうための催しも行なっています。SUBARU BRZのパトカー
は、その時に子どもたちに操作を楽しんでもらえるようにと作ったものです。このようにラジ
コンカーをきっかけに様々な形でコミュニケーションの場が広がるのが楽しいですね」

中村 計二（ボディ生産技術部 ボディ統括課）

ラジコンカーを通じて広がるコミュニケーション

「小学生の頃、安価だけれど４WDで流線型のデザインがカッコよかったタミヤ・サンダー
ショットというラジコンバギーを購入したのをきっかけにラジコンカーを始めました。2000年
代初期には実車もWRCで活躍していたインプレッサのWRカーを作って楽しんでいました。
ラジコンカーの魅力はなんといっても速さとカッコよさですね。今、気に入っているのはフォー
ミュラEのラジコンカー、タミヤ・TC-01です。シャーシも実車さながらでとてもメカニカルで、
ボディを外してそれだけ眺めていても楽しめる質感です。組み立てるのも好きで、このフォー
ミュラEは塗装に３ヶ月かけて丁寧に仕上げました」

「ラジコンは操作するのがいちばん楽しいです」（壮志さん）

星野 司（第一技術本部 ボディ設計部）

魅力は速くてカッコいいメカニズム

SUBARUビジターセンターでラジコンカー教室を開催

蒼依さん作

桧依さん作
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ラジコンカーの基礎や多彩な楽しみ方を知り、自分でも始めたくなった方が多いのではないでしょうか。
たくさんあるラジコンカーの中から、現在販売されているSUBARUのラジコンカーをまとめてご紹介いたします。
新型SUBARU BRZから往年のラリーマシンまで。きっと欲しい1台が見つかるはずです。SUBARUのラジコンカーラインアップ。

初心者におすすめの

乗 用 車モータースポーツ（SUPER GT・NBR） モータースポーツ（WRC・APRC）

タミヤ 
1/10RC SUBARU BRZ（ZD8）（TT-02シャーシ） 
15,400円（税込）

今年7月に発表された2代目SUBARU BRZ。早くもボディ塗装済みの組み立て
式のラジコンカーが登場です。躍動感あるフォルムはポリカーボネートで再現し、ドア
ミラー上部はボディカラーと同色のブルーですが、下部をブラックで塗り分けるな
ど実車さながらのリアルさを実現しています。さらにセッティングの楽しさと優れた
操縦性を実現したTT-02シャーシを採用し、初心者にもおすすめの1台です。

12月25日（土）
発売予定

新型BRZが早くも登場！

タミヤ 
1/10RC SUBARU WRX STI NBR チャレンジ(TT-02シャーシ)  
13,200円（税込）

過酷さで知られるニュルブルクリンク24時間耐久レース。SUBARUは2008年から
参戦し、これまでに6度のクラス優勝を獲得しました。このモデルは2016年の
マシンを再現した組み立て式ラジコンカーです。ガンメタルカラーのメッシュホイール
にスリックタイヤを装着しています。

過酷な耐久レースで優勝を勝ち取った1台

京商 EGG 
R/C 1/16 ザ・軽トラ スバルサンバー　
4,378円（税込）

珍しいサンバートラックの完成済みTOY ラジコンカーです。フロントスポイラーや
左右サイドスカートなどカスタムできるエアロパーツが付属されるので、自己流に
ドレスアップして楽しむことができるのも特徴のひとつです。付属品のみかん箱や
無地箱のクラフトペーパーを組み立て、荷台に乗せて遊ぶこともできます。

付属のカスタムパーツで自己流にアレンジも！　

タミヤ 
1/10RC SUBARU BRZ R&D SPORT 2014 Rd.2 富士
(TT-02シャーシ)　 13,200円（税込） 

SUPER GTは、市販車をベースとするレーシングカーで順位を競う国内最高峰
のモータースポーツです。2012年から参戦したSUBARU BRZは、水平対向
4気筒ターボエンジンと低重心による高いコーナリング性能を武器に、これまでに
数多くのドラマをつくってきました。この組み立て式ラジコンカーは2014年第2戦
の富士スピードウェイ参戦マシンを再現しています。

GTさながらのコーナリング性能をラジコンカーでも

京商　
1/27RC ミニッツAWD スバル インプレッサ エアロバージョン 
with カーボンボンネット メタリックイエロー　　
25,300円（税込）

2代目インプレッサWRXの後期型をベースに大型リヤウイングやダクトを追加し、エア
ロチューンを施した塗装、ボディ完成済みのラジコンカーです。四輪駆動のシャーシに
ドリフト専用タイヤが標準装備されているのが特徴です。全長約15センチとコンパク
トなサイズなので、自宅の居間のような限られたスペースでも走らせることができます。

手軽にドリフト走行が楽しめる

プレゼントの応募方法は、P23の応募要項をご確認ください。「カートピアプラ
モデルプレゼント係」まで、郵便番号・住所・氏名・電話番号・本誌への感想を明記
の上、ご応募ください。（2021年12月末日 当日消印有効）※プレゼントの発送
は、商品の発売後になります。あらかじめご了承ください。

タミヤから発売される
SUBARU BRZ（ZD8）、2022年1
月27日にハセガワから再販される
スバル360 デラックス“1968”の
プ ラ モ デ ル を そ れ ぞ れ3名 様
（計6名）にプレゼントいたします。
皆様のご応募をお待ちしており
ます！　（2台ともに1/24サイズ）

タミヤ 
1/10RC スバル インプレッサ モンテカルロ '99
 (TT-02 シャーシ)  
13,200円（税込）

タミヤ 
1/10RC スバル インプレッサ WRX STI チームアライ

（XV-01シャーシ） 
30,580円（税込）

京商　
1/27RC ミニッツAWD スバル インプレッサ 
WRC 2002　 　
24,200円（税込）

京商
1/27RC ミニッツAWD スバル インプレッサ
WRC 2008 レディセット
24,200円（税込）

1999年のWRC（世界ラリー選手権）開幕戦、モンテカルロラリーで
リチャード・バーンズが操ったマシンを再現した組み立て式ラジコン
カーです。シャーシはシャフトドライブ4WDのTT-02を採用。実車を
彷彿とさせるゴールドのフィンデザインホイールに、ラリーブロックタ
イヤを装着し、フラットダートからオンロードまで軽快な走りを愉しむ
ことができます。

2011年のAPRC（アジア・パシフィック・ラリー選手権）、北海道大会
を制したチームアライのインプレッサ WRX STIを再現した組み立て式
ラジコンカーです。シャーシはベルトドライブ4WDのXV-01を採用し、
泥よけ用のインナーフェンダーを装備。16本スポークホイールにイン
ナースポンジ内蔵のラリーブロックタイヤをセットして、土煙をまきあ
げての迫力ある走りが楽しめます。

ラリードライバー、トミ・マキネンが2002年にSUBARUに移籍し、
ドライブしたマシンを再現した塗装、ボディ完成済みラジコンカーです。
四輪駆動シャーシにドリフトタイヤが標準で装備されているので、ドリ
フト走行が楽しめます。また、付属の六連ポットライトを装着すること
でよりラリーカーとしての雰囲気を味わうことができます。

SUBARUとしてWRCのワークス活動がラストイヤーとなった2008年、
ラリードライバーのペター・ソルベルグがドライブしたマシンを再現した
塗装、ボディ完成済みのラジコンカーです。インプレッサのエアロ
バージョンおよびWRC 2002同様、四輪駆動シャーシにドリフトタイヤ
が標準装備なので、ドリフト走行が楽しめます。

往年のラリーマシンをラジコンカーで

ダート走行におすすめ

付属の六連ポットライトも装着可能

SUBARU WRCのラストを飾った1台

新製品のプラモデルを6名様にプレゼント！
SUBARU車

SUBARU BRZ

スバル360

※本ページで紹介しているタミヤ製品については、プロポ、バッテリーは別売りとなります。
また、組み立て式は一部を除き全て未塗装のクリアボディのため塗装が必要となります。
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