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自動車レースが長い歴史と伝統を持って
いるヨーロッパでは、モータースポーツフ

アンも子供から大人まで幅広い人々がいま

す。もちろん、長い歴史を持っている自動

車レースは数多くありますが、中でも、高
い人気を集めているレースにル・マン24時

間レースがあります。1923年に第1回が開

催されたこのレースは、まる24時間休みな

く走り続ける世界でもっとも苛酷なレース

のひとつとして有名です。第2次世界大戦

中に開催されなかったのを除き、ずっと年

1回開かれてきましたが、24時間に渡るレ
ースは毎年さまざまなドラマを生んできま

した。数多いエピソードの中でも、強力な

ライバルチーム同志によってしばしば繰り

広げられた激しい戦いは、24時間のレース

を盛り上げたドラマの主役のひとつと言え

るでしょう。イギリスのジャガー対イタI)

アのフェラーリ、フェラーリ対アメリカの

フォード、そしてフォード対ドイツのポル

シェなど、各国を代表するメーカー同志の

戦いは数多く上げることができます。そし

て、1976年から1978年にかけての3年間は

ドイツのポルシェと地元フランスを代表す

るルノーとの戦いが繰り広げられてきまし

た。1976年、77年と2年連続してポルシェ

が勝利を飾った後を受けた、1978年のレー

スは、ポルシェ対ルノーの対決ムードがも

っとも盛り上がりを見せたと言えます。打

倒ポルシェに燃えるルノーは新設計のアル

ピーヌ・ルノーA443ターボをはじめ4台

のアルピーヌ・ルノーターボを用意。一方

3年連続優勝をねらうポルシェは昨年のル

マンに優勝した936ターボをl台とグルー

プ5の935-78ターボを1台、そして、切

り札として2台の936-78ターボを繰り出

したのです。

1978年のル・マン24時間レース用として

ポルシェが開発した936-78ターボは77年

に優勝を飾った936ターボを基に作られて

いますが、ポテトィスタイルはもちろん、エ

ンジンなども細部まで大幅な改良が加えら

れています。エンジンはポルシェの水平対

向6気筒DOHCで排気量は2140○○。ワー

クスポルシェとして初めて水冷式シi)ンダ
ーへソ卜を採用しているのが特徴です。こ

れにより、77年型の936ターボのエンジン

が1気筒あたり、2つのバルブを持ってい

たのに対して936-78では倍の4つのバル

ブを装備することが可能となっています。

4つのバルブ装備で吸排気効率はぐんと向

上、パワーアップにもつながっています。

これまで同様空冷式を採用しているエンジ

ン本体、そして、水冷式シリンダーヘッド

という復合冷却システムを採用したこのエ

ンジンはターボチャージャー2基を装備し

て実に580馬力を発生するのです。

ボディスタイルで大きく77年型とかおっ

たのはボディサイドに水冷式シリンダーヘ

ッドのラジエター冷却用NA SAダクトが

設けられた点と、リヤウイングの形です。

ンのサーキットでは、直線でスピードをか

せぎ、高速安定性を増すことは、重要なポ

イントのひとつなのです。ジャッキー・イ

クスの乗った936臆78はミュルサンヌの直

線で最高時速337血/hを記録しています。

1978年のル・マン24時間レースは6月10

日から11日にかけて行なおれました。ポル

シェ期待の936葛78ターボはナンバー5を

1975年のル・マンから3年連続優勝を続け

ている名手ジャッキー・イクスとフランス

人のアンリ・〈ミスカロロに、ナンバー6を

ボブ・ウォレック、ユルケン・バルト、ラ

インボルト・ジョストにゆだねました。予

選ではイクス・ぺスガロロ組が期待通り最

速のタイムを記録してポールポジションを

獲得。もう1台のナンバー6も4位に入り

実力の程を見せつけたのでした。しかし、

決勝では思ねぬトラブルが待ち受けていた

のです。

6月10日午後4時のスタートと共にポル

シェはルノー勢に遅れを取ることになりま

した。ターボトラブル、ミッショントラブ

ルなど、さまざまなトラブルに見舞ねれる

2台の936-78ターボはずるずると後退。

ボディ両サイドに開けられたNA SAダク　ついに、イクスは不調のナンバー5をあき

トは936-78ターボのスタイルの特徴とな　らめ、ジョストにかねってナンバー6に搭

っていますが、レースに登場した2台の車

はそれぞれ、赤と青にダクトの部分を塗り

おけ、さらに強調しています。i)ヤウイン

グは、2本の細い支柱によって支拝され、

ウイング翼端が下方に直角に折り曲げられ

た独特を形状をしています。さらに、I)ヤ

カウルは77年型より約10cm長くなり、フロ

ントカウルも全体的に逆Rがつくなど、全

体の空気力学的デザインもぐっと向上して
いることは言うまでもありません。ミュル

サンヌと呼ばれる長い直線路を持つル・マ

乗し、10日夜から11日にかけて驚異的な追

撃を開始、イクスのドライブで4位から一

気に2位にまで浮上しましたが、その後も

ミッショントラブルに悩まされ続け、つい

にルノーをとらえることはできませんでし

た。しかし、トップから5周差の2位をみ

ごと守り切ったのです。優勝こそできなか

ったものの、1978年のル・マン24時間レー

スにおいて、ポルシェ936-78　とイクスの

迫力ある走りは、大いにレースを盛り上げ

たと言えるでしょう。
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★キットの組み立てに入る前に、あら

かじめ説明文をよく読んで下さい。

★このキットはモーターと乾電池を使

ってスピード感あふれる走行を楽しめ

ます。直進専用となっていますので競

技会にも有利です。
★モーターはマブチR巨-260を使い

ます。電池は単3乾電池2本を使うの

と4本使うのとのどちらかを選んで作

ることができます。なお乾電池4本を

使う場合には人形やシートなどはつけ

られません。組み立てに入る前にどち

らにするか決めておいて下さい。(モー

ターや電池は別にお買い求め下さい)

★ニッパー、ピンセット、ナイフ、ド

ライバー等の工具を用意して下さい。

★チューブ入りの接着剤がキットに入

っていますが、きれいに仕上げるため

には他に液体接着剤を用意して使いわ

けるとよいでしょう。タミヤからはビ

ン入りの液体接着剤タミヤセメントが

発売されています。

●忘誌諾誓誓言言霊霊
テイングページを参考にして下さし、。

各部の塗装色名はすべてパクトラタミ

ヤの色名で指示されています。

★塗料は、必ずプラスチックモデル用

塗料をお使い下さい。

《モーターのとりつけ〉

《C3のとりつけ〉

電池受け金具Aは下図のように細いド

ライバー等をつかってつめをしっかり

折り曲げて下さい。

★金具はしっかり曲げて下さい。
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e鮎)ヤホイールのとりつけ≫
《リヤホイール〉

芸謹窪誓字を　B12●;…霊

《配線のチェックが

各コードが正しく配線されているかチ

ェックして下さい。

乾電池2本の場合

青コード　　赤コード

乾電池4本の場合　　　　　配線コード

e

青コード　　赤コード

《フロントホイールのとりつけが

《フロントホイールが

●文字レモンイエロー
フラットブラック

圃
、、う塁¥

⑲
DUNLOPの文字を

表側にします　　　　BlO

鮎)ベットとl)つけ図〉

リベット　　　　シャーシ表面



e 《ターボチャージャのとりつけか

くくみたて2〉

接着部です

く人形のくみたてと塗装〉

人形は乾電池4本の時は組み立てませ

ん。

人形のうではくみたてoでハンドルに

合わせて接着して下さい。

フラットブラック

《ヘルメットのの塗装とマーキング〉

ジャッキー・イクス
カーナンバー5と6

ボブ・ワオレック

カーナンバー6

ポi)キャップ



e 〈ボディ裏側のくみたて》

〈A4の塗装か

フラットブラック

クロームシルバー

《マークi`〇回1巨を貼る位置か

●　マ⊥ク匿画亘国
フラットブラック

ボディについているガイドピンは誘技

会で走らす時のコースの案内になりま

す。実車にはついていませんのでスケ
ール感をだいじにするかたは切りとっ

て下さい。

図四
ガイドピン

不用部品Bl、B4、Bl↑、B19、B

20です。他に乾電池2本の場合はCl、

C2、乾電池4本の場合はB2、B3、

B5、B6および人形の部品が余りま

す。

ボディ



《ポルシェ936葛78ターボの塗装〉

1978年のル・マン(こ登場した2台の936
-78ターボは白地(こ赤、青、紺の3色

ストライプが描かれています。このス

トライプはスポンサーであるお酒のメ
ーカー、マルティーニのチームカラー

です。2台は区別するため(こリヤウイ

ングとNASAダクトの色を赤と膏に

それぞれ塗装していました。マークは

右図を参考に貼って下さい。細部の塗

装は組立図中に示してあります。

《マークをはる時の注意》
マークは(D-⑰までは番号順にはって

下さい。マーク(①、③は下図を参考に

はります。マーク⑦、(砂も同様に貼り

ます。
ごゝ

マーク(①　マーク②

〈使用する塗料〉
パクトラタミヤ(筆塗り用)

ブラック

ホワイト

ブルー

レッド

レモンイエロー

フラットブラック

フラットホワイト

フラットフレッシュ

フラットアルミ

タミヤカラー(スプレー式)よ

レーシングホワイト

詰‾定義毒し蒜琵そしを震い。
注　3故意に吸わない鵠主意して下さい。
憲∴衣示者　S Z.3000　S∠3000　SZ50)3

★部品を請求される時は下のカードが必要です。
部品縮求をなさる方はあなたの氏名、住所、郵便番号
(できれば電務番号)を1字つつはっきりとお雷き下さい○

請高話而
93巳〇十8丁U鵬O

部品を緋霊言霊莞三崇i
このカードの必要部品を丸でかこみ代i

合を切手又は郵便為替で田宮模型企画看
アフタ‾サービス係迄お申し込み下さいoi

A部品……………………………　350円i

B部品

C部品

透明部品
ボディ

シャーシー

金具一式(タイヤ付)
マーク
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くスライドマークのはりかた〉

1-　《マークをはる前に〉

スライドマークをはる所のほこりや油気を、

ぬらした布で良くふきとって下さい。

2-　《マークを切りはなす〉

はりたいマークをハサミで切りとり、必ずニ

ス(透明な)部分をきれいに切りとります。

3-〈マークをぬるま湯にひたす〉

ぬるま湯lこ10秒程ひたしてからひきあげタオ

ル等の布の上におきます。

4書　くマークをはる〉

台紙のはしを手でもち、マークをスライドさ

せてモデルに移して下さい。

5-　《マークを正しい位置lこ移す〉

指に少し水をつけてマークをぬらしながら正

しい位置にずらします。

//多家

宝=i

6-《布で水分をとる〉

タオル等のよく水気をすうやわらかい布でマ
ークの内側の気泡をおし出しながら、おしつ

けるようにして水分をとります。

マークをはる場所が曲面や凹凸している時は、

むしタオルでマークをおさえて下さい。マー

クがモデルの形になじみます。

そのままマークが完全lこ乾くまで手をふれな

いで下さい。

★はみだしたマークはナイフでていねい(こ切

りとって下さい。
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