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はじめに

設定センスとは、設定において考慮すべき要素を記したものです。

この資料では、いわゆる推奨値や規定値は一切謳いません。
なぜなら、それらの値は存在しないと考えているからです。
マシンセッティングとは考え方と狙いであり、その考え方次第で、その捉え方は無数に存在します。
ドライバーやメカニックによって違い、マシンによってもサーキットによってもレースによっても違います。

つまり、運転のしやすさを第一に考える人、トップスピードを第一に考える人、タイヤの省磨耗を第一に考える
人、低速セクションの通過タイムを第一に考える人、と色々とあるわけです。
この資料を見たとき、”ならば自分はこう考えて設定しよう”と考え、
思い通りのセットが思い描けるようになって貰えれば、私としてはこの上なくうれしい限りです。

この資料の位置付け
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GEARS
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エンジンに合わせる

パワーバンド

設定画面

最高速に合わせる

発進加速に合わせる

設定センス
ギアレシオはエンジンが最も効率よく仕事が出来るように
調整すべきである。

ローギア：停止状態からの加速性能が必要なら、 2 速以降
にパワーバンドを捉える為に、発進加速が劣らない限りワ
イドに設定する。

トップギア：最高速が出るポイントに合わせる。ロングス
トレートがある場合、敵車のスリップストリームを利用す
ることを考慮してやや余裕を持って設定する。

その他：コース特性上止むを得ない場合以外はパワーバン
ドを外さないように設定する。オーバルなど、走行中の速
度帯が最高速付近のみ使用するならば、更に出力が高いパ
ワーバンドに合わせて設定する。

戻る戻る
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エンジンは動力源であるので、パワーが有れば有るほど有利になる。
但し一般的にはエンジンの耐久性を犠牲にする為、レースなら完走する
為に余裕を持ち、予選ではタイムを出す為にパワー重視で設定する。

設定画面

設定センス回転が上がれば
パワーが出る

只、燃費は悪い回転が下がれば
パワーは下がる

只、燃費は良くなる

ブースト

ブーストは
出力と燃費を
調整する。

出力 ( 低 ) 燃費 ( 良 ) 冷却 ( 良 )
冷却 ( 悪 )

出力 ( 低 ) 燃費 ( 良 ) 冷却 ( 良 )

エンジンブレーキ ( 強 )

出力 ( 高 ) 燃費 ( 悪 ) 冷却 ( 悪 )
冷却 ( 良 )

出力 ( 高 ) 燃費 ( 悪 ) 冷却 ( 悪 )

エンジンブレーキ ( 弱 )

数値を変更したときの影響

※
※

※影響が反対になっているものもある

レブリミット：最高回転数。マニュアルならばシフトポイントを自由に
選択することが出来る為、特別気にかける必要は無い。あくまでフェー
ルセーフとして設定する。一部はブーストを変更すると回転数リミット
も変更される。

ラジエータサイズ：％でも表示される。エンジンの負荷が高いサーキッ
トであれば大きく設定する。冷却水温が 100℃を超えると冷却性能を維
持出来なくなる可能性がある為、走行中の水温を注視する。

ブースト：燃費重視とパワー重視のエンジン設定を走行中にも調節でき
る。燃費とパワーのトレードオフになるが、パワー重視の設定はエンジ
ンの耐久性が損なわれる可能性がある為留意する。

ブレーキマップ：エンジンブレーキの強さを調整する。エンジンブレー
キを強くすると、アクセルオフ時の荷重移動を大きく出来たり、制動距
離を短くしたりすることが出来る。しかし駆動輪の制動が不安定になる
為、スタビリティが低下する。

戻る戻る



  

AERO DYNAMICS

ウイング、スポイラーと呼称が変化するが、空気抵抗を犠牲にして
ダウンフォースを発生させる効果は同じである。
一般的には、ダウンフォースを増やすと空気抵抗も増える。
その為、コーナリングスピードとストレートラインスピードのバラ
ンスを考えてセッティングする。

車速＝流速に対し、 2 乗に比例して増加する為 ( 上図グラフ参
照 ) 、高速になればなるほど、効果が顕著に現れる。逆に、低速域
では高速域ほど大きな効果は無い。ただし、大きな効果によって得
られる高速域の速度と小さな効果によって得られる低速域の速度は
重みが違うところに注意する。
前後のバランスを改善したい場合、低速域ではウイングの効果は小
さい為、高速域か低速域かを見極めておく必要がある。

ストレートでのスピード差はドライバーの器量が関係しない性質
上、オーバーテイクをしやすくする為にあえてダウンフォースとド
ラッグを落とす事もある。

設定画面

設定センス

チンスポイラ
/ フロントウイング

リアウイング

ダウンフォース

ダウンフォース
空気抵抗

空気抵抗
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WEIGHT DISTRIBUTION

重量配分はマシンのバランスを調整することが出来る。

後輪駆動車の場合、重量配分をリア寄りに設定しリアタイヤ荷重が増加す
る為、グリップが向上しトラクションを確保することが出来る。
またブレーキング時には、減速による荷重バランスの変化によって、タイ
ヤ荷重バランスが 50:50 へ変化するよう、重量配分をリア寄りに設定する
とタイヤの総グリップが最大となる為、制動力が向上する。
なお、前輪駆動車のトラクションを確保する為には重量配分をフロント寄
りにする。但し、制動力は犠牲となる。

重量配分を変更しても、基本的にはステアリング特性は変化しない。
タイヤが磨耗した時、重量配分をリア寄りにしているならば、よりオー
バーステアが露出するという可能性はある。

タイヤ荷重が平均化されている 50:50 はコーナリングフォースが最高であ
り旋回性能が最高である為、その荷重配分が変化すれば、その分限界が低
くなる。
例えば重量配分 40:60の場合、空力バランスが 50:50とすると、高速に
なるにつれ、重量配分によるリア寄りの遠心力と空力による 50:50 荷重の
影響により、オーバーステア傾向になる。この為、重量バランスと空力バ
ランスは常に同センスで変更することが理想である。
ただ、一般的に空気抵抗は高速走行によってリア荷重を生むことに注意す
る。

左右の重量配分はコーナの内側に配分することにより、旋回中の遠心力を
減少させることが出来る。ただし減速と加速の際は、回転モーメントの作
用によりマシンが能動的に回頭しようとする為、ドライブフィーリングが
悪くなる。

設定画面

設定センス

重心

グリップ力

後輪駆動車：トラクション

ブレーキング

遠心力

グリップ力グリップ力 重量

戻る戻る

前輪駆動車：トラクション

遠心力

グリップ力



  

BRAKES(1)

ブレーキは作動温度というものがあって、決まった温度範囲でのみ正規の磨耗と正規
の制動力が保証される為、エンジン同様温度管理が大切になる。
一般的にはオーバーヒートした場合は磨耗が過度に進み、オーバークールの場合はブ
レーキ力が小さくなる。走行中は可能な限り作動温度内に留めたいが、オーバークー
ルまたはオーバーヒートを防ぐことが出来ない場合もある。また、作動温度はマシン
各々で相違する。

バイアス：次項参照。ブレーキング時のタイヤ荷重バランスに合わせて、ブレーキの
配分をすることによって、制動距離を短くすることが出来る。
代わりにグリップの殆どをブレーキに費やす為、僅かなヨー変化にも対応できずに
オーバーステアやアンダーステアが発生して、旋回性能を発揮する余裕は無くなる。

ダクトサイズ：コースによって冷却区間とハードブレーキ区間がある為、冷却ダクト
は作動温度とのバランスを見て変更する。
また 1 周の温度収支が合わない場合、周回を追う毎にブレーキ温度が変化する可能性
がある。

プレッシャ：油圧ブレーキが主流の為、圧力と呼称する。強くすれば、制動力は大き
くなるが、ロックアップしやすくなり、余剰旋回グリップとのバランスが取り辛くな
る為、コントロールは難しくなる。
弱くすれば、ブレーキング時のコントロールも容易だが、摩擦力の発生は小さくなる
ため、制動性能は低くなる。また、ブレーキ温度は低くなる。

設定画面

設定センス
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ブレーキ配分をフロントへ
ブレーキ温度（低）

ブレーキングパワー（小）

ハンドブレーキパワー（小）

ブレーキ配分をリアへ

ブレーキ温度（高）

ブレーキングパワー（大）

ハンドブレーキパワー（大）

数値を変更したときの影響

進む



  

BRAKES(2)

ブレーキによる
荷重移動

ブレーキによる
荷重移動
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ブレーキと荷重移動

グリップを失う領域
グリップする領域

定常走行
ブレーキで使用

ブレーキの荷重移動

ブレーキの限界

ブレーキング時の
コーナリング力の余裕

左図を参照：赤はタイヤの荷重とグリップ力の限界線を表す。
青はブレーキングでの荷重変化とグリップ力の使用量を表す。

タイヤにはマシンの重量があるので、
常に一定のグリップ力を発揮できる余裕がある。
ブレーキによって、まづブレーキにグリップを使用するが、
同時に（フロントでは）荷重もかかる為、グリップ力は増す。
ただ、ブレーキの分だけグリップを使う為、
段々と余裕が無くなり、ロックアップするまでの間、
旋回に使う分のグリップは少なくなっていく。
これはリアも同様である為、オーバーやアンダーが発生する。

ここではブレーキング時の旋回性能確保はバイアスだけではなく、
ブレーキ力そのものも大きく影響することに注目。

フロントとリアのブレーキ力とバランスによって左右される、
各タイヤの荷重と余裕グリップの関係性が、
所謂、ブレーキングスタビリティと
ブレーキング時の旋回性能（曲がりやすいか）に影響する。

戻る戻る



  

DIFFERENTIAL

LSD の拘束はトルク感応式と回転感応式とがある。
rFactor では PUMP は回転感応式、それ以外はトルク感応式が設定されて
いる。

Pumpは駆動輪の左右回転数差に反応してデフを拘束する。
回転数差が大きいほど拘束力が大きくなる為、ブレーキングや加速ではあ
まり拘束されない。

Power は加速駆動が掛かったときにデフを拘束する。
回転数差に関係なく拘束する為、積極的に安定性を得ることが出来る。
Coastは減速駆動が掛かったときにデフを拘束する。
回転数差に関係なく拘束し、加速側と区別することが出来る。

Preloadはあらかじめ拘束をかけておくことを意味する。
上記した設定は加速駆動も減速駆動もない場合は拘束できないので、
いざ拘束して欲しい際には、拘束が間に合わない可能性がある。
また、 Power/Coast側で拘束した際の拘束力変化によって、
マシン挙動やフィーリングに悪影響を与える場合がある為、

良好な応答性と滑らかな差動拘束力変化を得る為に設定する。

設定画面

設定センス

-300 -200 -100 0 100 200 300
0

50

100

150

200

250

300

LSD

Speed Limit force
Torque Limit Force

駆動力差 / 回転数差

拘
束

力
 
[N

]

回転差あたり拘束力（小）
加速駆動時拘束力（小）

減速駆動時拘束力（小）

拘束力初期保持値〔小〕

回転差あたり拘束力（大）

加速駆動時拘束力（大）

減速駆動時拘束力（大）

拘束力初期保持値〔大〕

数値を変更したときの影響
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Coast

Pump
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TIRE PRESSURE
設定画面

設定センス

タイヤ断面図

タイヤの内圧は可能な限りタイヤの作動温度にあわせるべきである。タイ
ヤは限られた作動温度を持つ。
温度が上がりすぎると磨耗も大きくなる。温度が下がりすぎても磨耗が大
きくなる。グリップせずにスリップする為である。
気温や路面温度が高くなった場合は内圧が変化する為、環境温管理も必要
である。
一般的なタイヤ中央表面温度の参考は、タイヤの内側表面温度と外側表面
温度を平均化した値とする。但しキャンバー角が大きい場合は、内側表面
温度に近づける。

内圧を上げる：タイヤは剛体に近づく為、屈伸運動が小さくなり、転がり
抵抗は小さくなる。
またドライバーの操作に対し、タイヤのピークグリップが現れるまでに掛
かる時間は短く、ハンドリングの応答性が向上する。但しスリップアング
ル変化も速い為、所謂粘りは小さくなる。
又タイヤ構造が硬く保持される為、衝撃や荷重の入力はフィルタリングさ
れず、サスペンションの動作はハッキリと現れる。タイヤの構造運動が小
さくなる為、タイヤの温度は上がりにくい。

内圧を下げる：タイヤはホイールに対してルーズになる為、ドライバーの
操作に対する反応は遅れるが安定する。所謂粘りは大きくなり、対バンプ
性能と乗り心地が向上する。但し、タイヤ構造が柔らかくなり荷重変化に
敏感となる為、グリップ変化や元の荷重変化によるフィーリング変化が大
きくなりやすい。またサスペンションの動作を明確にする事を阻害する。
タイヤの構造運動が大きくなる為、タイヤの温度は上がりやすい。

空気圧
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ANTI-ROLL BAR (Stabilizer)
設定画面

設定センス

※ジオメトリは多岐にわたる為、図は説明用の一例。

伸び

縮み 伸び

アンチロールバーはスタビライザ、アンチスウェイバーと呼称される。

サスペンションの前後は関連しないが、左右の伸縮を感知し、左右の伸縮
の長さの差を無くす様、このバネが働く。
その為ロール中は、後述するメーンスプリング＋アンチロールバー分のバ
ネレートが適用されていることになる。

堅く設定する : 荷重に対する縮み量を小さく出来る為、ロール絶対値を小
さくなり、ハンドル操作に対する応答性が良くなる。
あるロール状態から反対へロールしなおす必要のある S 字や、スプリング
荷重が大きい高速コーナであれば、堅いスタビライザを使用することがセ
オリーである。
反面、荷重が不足するような低速コーナなどではサスが伸縮しにくい為、
路面に追従しにくくなりグリップを失いやすい。
逆にロールしすぎてもタイヤが荷重に耐え切れない為、グリップを失う。

フロントのみ堅くすることによって、マシンはロールしにくくなる為、そ
の分リアを柔らかく設定し、中低速区間ではアンダーステアになる代わり
にトラクションフィーリングを向上するなど、前後の設定バランスにより
マシン自体のバランスを調整できる。

一般的には、サスによるアライメント変化が消極的になり、そのサスのジ
オメトリーによってはタイヤの効果を十分に発揮できない可能性がある。
但し、ジオメトリーはマシンによってまちまちである為、堅くするほうが
良いか、柔らかくするほうが良いかは、サスペンションに左右されやす
い。

戻る戻る



  

MAIN SPRING

スプリング（メーン）は、ロールにもボトムにも作用する為、基本のスプ
リングレートが設定される。

ロール中はアンチロールバーが補正するが、ボトムはメーンのみとなる。
（サードスプリングがある場合は別。）
その為、旋回を伴わない減速と加速では、この荷重移動をメーンスプリン
グが全て担う。

堅く設定する :高速コーナなど、大きな荷重に対しても、サスは小さい動
作で対応することが出来、タイヤのアライメントを維持、管理しやすい。
空力効果によって高速域がダウンフォースに支配される場合、サスはその
仕事の大半をダウンフォースに取られることも考慮する。
荷重移動に対しては、その分速く応答することが出来るため、操作に対す
る応答性が高くなる。
その反面、路面の凹凸に対応しにくくなる為、マシンはピーキーになり、
特にコーナリング中の凹凸に対し、タイヤの接地性が悪くなりやすい。

一般的には、サスによるアライメント変化が消極的になり、そのサスのジ
オメトリーによってはタイヤの効果を十分に発揮できない可能性がある。
但し、ジオメトリーはマシンによってまちまちである為、堅くするほうが
良いか、柔らかくするほうが良いかは、サスペンションに左右されやす
い。

設定画面

設定センス

※ジオメトリは多岐にわたる為、図は説明用の一例。

縮む
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DAMPER(1)

ダンパーはショックアブソーバとも呼称され、衝撃を吸収することでスプ
リングの動作を補正している。

サスペンションに対して荷重が入力された場合、スプリングレートに従っ
た変位量へ瞬間的に縮む為、縮み方というのは補正できない。
ダンパーはそのスピードを調整することができる。
スロー側ダンパーは遅い動作に対して、ファスト側は速い動作に対して補
正するものである。
その為、主にスローは、主にドライバーの操作による荷重移動に対して、
ファストは縁石に乗ったり、路面のバンプに対応する為に利用される。

4 輪のスローダンパーを調整することにより、マシンの挙動を調整すること
ができる。
固いダンパーはサス動作が遅く、グリップを得る為の荷重移動量が小さく
なってしまうが、ドライバー操作に対する反応が小さく安定性が向上す
る。柔らかいダンパーはサス動作が速い為、荷重移動量が大きくなるもの
の、ドライバー操作に対しマシンは大きく反応する。それを伸び側と縮み
側で別設定できれば、細かく調整できる。

ファストダンパーを調整することにより、縁石に乗ったときや路面のバン
プに乗った時の挙動を調整することができる。
柔らかいダンパーは縁石やバンプに対応することができ、その時の挙動は
安定する。反面、スローダンパーの動作開始を阻害する為、荷重移動を制
御しにくくなる。

次頁に、ステア特性に対する対応表を記載する。

設定画面

設定センス

進む



  

DAMPER(2)

戻る戻る

状況 症状 フロント設定 リア設定

ターンイン アンダーステア 縮み側： DOWN 伸び側： UP

ターンイン オーバーステア 縮み側： UP 伸び側： DOWN

立ち上がり アンダーステア [RWD] 縮み側：
DOWN

[FWD] 縮み側：
UP

立ち上がり オーバーステア - 縮み側： UP

低速コーナ

状況 症状 フロント設定 リア設定

ターンイン アンダーステア - 縮み側： UP

ターンイン オーバーステア - 縮み側： DOWN

立ち上がり アンダーステア - 縮み側： UP

立ち上がり オーバーステア - 縮み側： DOWN

高速コーナ

低速時は、一般的にブレーキングを伴う為、フロントタイヤ荷重の掛かり
方と、リアタイヤ荷重の抜け方を調整することによってステア特性を調整
することができる。
また加速時にも同様に、フロントタイヤ荷重の抜け方、リアタイヤ荷重の
掛かり方を調整することでステア特性を調整する。
また前輪駆動と後輪駆動では、立ち上がりのステア特性に対する処置が別
れる。立ち上がりでのアンダーステアは、後輪駆動ではフロントタイヤに
荷重を掛けやすくすることで解消し、前輪駆動ではリアタイヤに荷重を掛
けにくくすることで解消する。
ブレーキングを伴わない低速コーナであれば、下段の高速コーナの対応表
を参考にする。

高速時、一般的にはブレーキングを伴わない為、リアタイヤの荷重の掛か
り方と抜け方を調整してステア特性を調整する。

ブレーキングを伴うようなコーナであれば、上段の低速コーナの対応表を
参考にする。



  

PACKER

パッカーはバンプラバーとも呼ばれる。

その意味は単純で、サスペンションが収縮下限に至ると、機械的に損傷す
る為に、それを防止することである。
現在の意味合いは、車高が下がりすぎて路面と干渉することを防止する為
に用いられることが多い。

現代のレースカーは空力を重視する為、その効果が大きい車両下面の気流
を制御するには、車高を調整する他ない。
高速域のダウンフォースが大きいときの車高を維持しようとすると、車高
を上げる必要に迫られるが、低速域では車高が高すぎる可能性もある。
パッカーは低速域の車高を低く維持しながらも高速域の車高を確保するこ
とを可能とする。
但し、パッカーがエンドに当たっている時は、サスペンションとして衝撃
を吸収する機能は失われていると考えて良い。
あまり低い速度でパッカーが働くようになると、高速域のコーナリングを
制御できないこともある。

設定画面

設定センス

パッカー

戻る戻る



  

RIDE HEIGHT

車高は、基本的で且つ重要な設定項目である。
設定自体は車高というより、サスペンションの基本位置である為、マシンが静止
していても、実はタイヤ荷重分だけサスペンションはストロークし、車高は下が
る。

車高は低くすることによって重心位置を低くすることが出来、運動性能が向上す
る。但し、地面が近くなることにより、縮み側ストローク量が少なくなる為、サ
スペンションの動作範囲は小さくなる。
サスの底付きが早く訪れ、底付きを起こした場合、衝撃を吸収する役目をスプリ
ングではなくパッカーが担う為、設定したスプリングレートは意味を成さなくな
る。
また路面と車体下面が干渉しやすく、干渉した場合は車体と路面が激しく削り合
う為、抵抗となって速度が低下する。
ダウンフォースが大きくなると、基本は車体に荷重が掛かりサスペンションが縮
む為、車高は設定値よりも低くなる。その為、車高を低く設定している場合、路
面と干渉しやすい。
ストローク量が必要である場合や、マシンが地面と干渉して速度が低下する場合
は、車高を上げることを視野に入れる。

また、空力効果の大きいディフューザを有効に利用する為に、車高管理は重要で
ある。
左図は前後の車高とダウンフォースをあらわしている。
地面とアンダートレーとの間にある空気量を調整することにより、ディフューザ
で発生するダウンフォースを変化させることができる。その為、車高を管理する
ことは、ダウンフォースを管理することと同義であると言える。
左図の赤色で表される、ダウンフォース発生量が大きい車高の領域は限られてい
る為、必要時に狙い通りの車高を得る為に、車高変化を考慮することが必要であ
る。

設定画面 設定センス
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※図は説明用の一例。
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THIRD SPRING

このスプリングは搭載されている車種が限られている。

これはロールには関与せず、ボトムにのみ感知して作動する。
アンチロールバーとは真逆の作動となる為、ある程度は分けて制御するこ
とが出来る。
主に高速域のダウンフォースが大きい時に車高を確保できる為、空力効果
が大きいマシンには有効なスプリングとなる。

堅く設定する :ボトム方向のサス運動を制限する為、ダウンフォースが大
きくなっても、基本的に車高が変化しにくくなり、理想の車高に制御する
ことが出来る。
反面、コーナリング中においてバンプするような事があれば、サードダン
パーが持つ堅いサス挙動に急変する可能性がある。

設定画面

設定センス

※ジオメトリは多岐にわたる為、図は説明用の一例。

戻る戻る



  

CAMBER

キャンバー角はタイヤを前後方向から見たときの傾きである。
一般に下図の傾きであれば、ネガティブキャンバーと呼ばれる。

マシンの旋回中はマシン自体がロールし、キャンバーがプラス方向に変化
する。しかし対地キャンバーを維持する為には、サス自体のジオメトリで
補正するほか無い。
ただタイヤは剛体ではないので、コーナリングではよりネガティブキャン
バーを維持しておきたい（細かい話）。
しかしキャンバーを大きくすると接地面積が減少するため、加減速に使用
する縦方向のグリップは低下してしまう。
また、タイヤは傾いたまま回転すると、傾いた方向へ進もうとする。が、
マシンは直進しようとする為、タイヤは捩れたまま回転して、これが転が
り抵抗となってしまうことを考慮する。

キャンバーを大きくする : コーナにおいてグリップ力が高く維持すること
が出来る。反対に加速と減速では接地面積が狭くなりグリップが減少する
ため、制動力とトラクションが犠牲になる。
また、傾けた方向へ進もうとする力、キャンバースラストが働く為、走行
抵抗が大きくなる。但し、これはトーでも修正できる。

ジオメトリによってキャンバー角は変化する為、ジオメトリを把握してお
くことが望まれる。
又キャスター角はステアリング中のキャンバー角に大きく影響する。

設定画面

設定センス

※ジオメトリは多岐にわたる為、図は説明用の一例。
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※図は説明用の一例。
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CASTER

キャスターはキングピン角を側面から見た傾きであり、操舵輪に適用され
る。（リアもあるが、設定画面はなし）

キャスター角の目的は、キャスタートレイル量の操作により直進安定性を
確保することでもあるが、
キャスターによってステアリング操作時に外側のキャンバー角がネガティ
ブ方向に大きくなる為、設定 +アルファのキャンバー角を得ることが出来
る。
これにより、直進時はキャンバーを小さくして加速と減速のグリップを確
保しつつも、コーナでは必要なキャンバーを得てグリップを確保すること
が可能である。

キャスターが大きすぎる場合は、コーナリング時のキャンバーが付きすぎ
てグリップを失う。また、キャスタートレイルが大きくなりステアリング
が重くなる。
反対に小さすぎる場合は、ステアリングを切ってもキャンバーが付かない
為、コーナーではグリップを失う可能性があり、ステアリングが軽くな
る。
この変化は、ドライバーのステアリング操作の大小にも左右されやすくな
る。
またこの変化は内側タイヤにも起こるが外側タイヤとは逆のキャンバー変
化となる為、内側タイヤは反対にポジティブキャンバーが大きくなる。

直進安定性は他にも獲得する方法があるが、 rFactor では設定を変更する
ことが出来ない。

設定画面

設定センス

※ジオメトリは多岐にわたる為、図は説明用の一例。
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TOE

トーは上面から見たときのタイヤの向きであり、進行方向とのずれでもあ
る。
下図　上はトーアウト。下はトーインと呼ばれる。

トーインとすると、タイヤが常にステアリングを切ったままで走行する
為、外側タイヤが主にコーナリングフォースを発生すると考えれば、ステ
アリングに対する応答性を高くすることが出来る。但し、ねじられながら
回転する為、磨耗が早くなり、抵抗も増加する。

キャンバー角がネガティブの場合、タイヤは内側に進もうとする為、
トーアウトによって外側に向け、走行抵抗を減らすのが一般的な使用方法
である。

リアをトーインにすると、荷重がかかったタイヤが車体中央側へ回転しよ
うとしてスラスト方向の運動を阻害する為、直進安定性が向上する。
しかし、タイヤはステアリングされていることになり、コーナでは外側タ
イヤのスリップアングルが大きくなるため、その分マシンのヨー運動に対
する限界は低くなる。
逆にトーアウトとすると、コーナリング中の外側リアタイヤのスリップア
ングルが小さくなるため、マシンのヨー運動に対する限界は高くすること
ができ、所謂粘りが生まれる反面、直進時はリアがスラスト方向に運動し
やすくなる為、直進安定性が悪くなる。

特別な理由がある場合を除き、リアはトーアウトには設定しない。

設定画面

設定センス

※ジオメトリは多岐にわたる為、図は説明用の一例。

戻る戻る
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