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I.

はじめに
清秋の候，皆様方におかれましては益々ご健勝のことと存じます．
この度は，第 15 回全日本学生フォーミュラ大会の結果をご報告させていただきます．今年
度第 15 回大会は参加チームが 94 チームと，例年以上に多くの数のチームが参加し，そのレ
ベルも年々向上してきています．その中で弊チームは総合順位 12 位を獲得し，同時に 6 年ぶ
りの全種目完走を果たすことができました．
今回の結果が得られたのは，スポンサーの皆様のお力添えのおかげでございます．1 年間ご
支援いただき，誠にありがとうございました．チーム一同，深く感謝申し上げます．

（写真：2017 年度 第 15 回大会エンデュランス競技完走の瞬間のメンバー）

Shizuoka University Motors
2017 年度 チームリーダー
倉

健雄
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II. 全日本学生フォーミュラ大会について
➢ 大会コンセプト
少子化による学生の減少に加え，近年の若者の理科離れといった深刻な状況は，日本の産業界にと
って将来の国際競争力・企業競争力の低下，優秀な技術者の人材不足につながりかねない．また，最
近の工学系大学では実習や設計・製図などのカリキュラムが減少しており，ものづくりの機会が不足
している．
そこで，このような状況を危惧した社団法人自動車技術会が，1981 年に米国で始まったフォーミ
ュラ SAE に倣い，将来を担う日本の学生にものづくりの機会を与える目的で 2003 年に発足した競
技大会である．2012 年には 10 回目の開催を迎え，2016 年の第 14 回大会におけるエントリーチー
ムは 100 チーム以上，海外チームも参戦する国際的な大会となっている．マシンはオープンホイー
ルのフォーミュラカー形式で，710cc 以下の 4 サイクルエンジンという制限や安全性に関わる設計
規定が定められているものの，設計の自由度は現存するいかなるモータースポーツよりも高くなっ
ており，学生の自由な発想に基づく設計が可能となっている．速さだけでなく様々な競技種目があり，
総合点で順位を決定する．
本大会の開催理念は
 学生自らがチームを組み約 1 年間でフォーミュラスタイルの小型レーシングカーを開発・製作す
ることによって学生がものづくりの本質やそのプロセスを学び，ものづくりの厳しさ，おもしろ
さ，喜びを実感する．
 競技会では走行性能だけでなく，車輌のマーケティング，企画・設計・製作，コスト等の，
ものづくりにおける総合力を競う．
 学生に対しては自己能力向上の場，企業に対しては将来を担う有能な人材発掘の場を提供する．
といったことを掲げている．

■Fig.1：2017 年度 第 15 回大会終了後の集合写真
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II. 全日本学生フォーミュラ大会について
➢ 競技種目
大会における競技種目は動的審査と静的審査に大きく分けられ，これらの合計得点で競う．
動的審査では主に車輌の運動性能が審査され，静的審査では車輌の開発プロセスや実際に商品として
売り出す仮定の下でのマーケティング戦略を審査される．好成績を残すには動的審査で高得点を取るだ
けでなく，静的審査の得点も非常に重要となる．
Table 1：全日本学生フォーミュラ大会における審査項目と配点

車
検

項目

内容

配点

技術検査

安全性やフレームなどの作り方に問題がないかチェック．

-

ガソリン・オイルなどが漏れないかチェック．

-

排気音レベルが大きすぎないかをチェック．

-

ブレーキの効き具合をチェック．

-

チルト
騒音
ブレーキ

静
的
審
査

動
的
審
査

コスト

コスト算出の妥当性/競争力を審査する．

100

デザイン（設計）

設計の適切さ，革新性，加工性，補修性等を審査する．

150

プレゼンテーション

製造販売のためのプレゼンテーション技術を審査する．

75

アクセラレーション
（加速性能）

0－75ｍの加速性能を競う．

100

8の字コースでコーナリング性能を競う．

75

直線・ターン・スラロームのコース走行性能を競う．

125

コースを約20Km走行し，走行性能，耐久性を競う．

275

エンデュランス走行時の消費効率を評価する．

100

スキッドパッド
（旋回性能）
オートクロス
（周回走行）
エンデュランス
（耐久）
エフィシェンシー
（燃費）

合計配点： 1000
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III. 2017 年度活動報告
➢ SS-617 プロジェクト概要
弊チームはエンジンのレイアウトをサイドから

きなかった．結果的にドライバーは SS-616 と同様

ミッドへ変更して 2 年目となる．昨年度でミッドシ

のアップライト姿勢で，ステアリングホイールは

ップ車輌のベースとなる車輌が完成したため，今年

ドライバーに近く，乗り心地を追求できたとはい

度(SS-617)は，昨年度車輌(SS-616)をベースとして

えなかった．設計時にマシンコンセプトを軽視し

設計・製作を行なった．また，以下に今年度プロジ

てしまったことが原因として挙げられ，それはメ

ェクトのコンセプト・目標について述べる．

ンバーによってマシンコンセプトに対する理解度，
優先度合いにバラつきが生じていてしまったから

SS-617 チームコンセプト：

「成長」
今年度のプロジェクトではチームコンセプトに
「成長」を掲げた．これは，それぞれの役職におい
て役割を明確化し，タスクの分散を図り，チームを
成長させることを目的とした．今年度は，タスクを
分散させたことでチームリーダーがスケジュール
管理に尽力することができ，大きなスケジュール
の遅れがなかった．また，役割を明確化したこと
で，コンスタントな意思疎通が実現し，作業のクオ
リティの向上につながった．プロジェクト始動当
初に思い描いていたことを実現することができ，
チームの成長につなげることができた．
SS-617 マシンコンセプト：

「乗り心地の追求と軽量化」
SS-617 のマシンコンセプトは「乗り心地の追及
と軽量化」であった．これは，大会の総合得点の
30%を占めるエンデュランス競技でのラップタイ
ム向上のため，乗り心地の悪さや重さといった，
SS-616 の大きな問題点の解決を目的とした．
まず乗り心地の追及に関しては，設計当初はシ
ートからパッケージングを始めるなど，乗り心地
の追及を意識していた．しかし設計が進むに連れ
てフレーム，サスペンションの車輌性能要求やル
ール対策等からシートの位置や形状が後回しにさ

であると考える．よって来年度のマシンコンセプ
トの決定の際はメンバー全員が納得し，深く理解
したことを確認してから設計に移行する．
次に軽量化に関して，車輌単体重量の目標値が
245 [㎏]であったのに対し，完成品は 255 [㎏]であ
った．上回ってしまった 10 [kg]は，エンジンの油
温と油圧を適正値に維持するため，当初予定して
いなかったオイルクーラを急遽搭載したためであ
る．なおオイルクーラ非搭載時の重量は 241 [㎏]
であり，この場合は目標を達成できていた．しかし
SS-617 では油温や油圧の問題を完全に解決する
ことができず，このような結果となってしまった．
第 15 回大会目標：

「全種目完走及び総合 17 位」
最後に，大会での目標は「全種目完走および総合
順位 17 位」であった．第 14 回大会の結果を詳細
に分析し，明確に実現可能な順位の目標を立てて
大会に臨んだ．結果としては，全種目完走を果た
し，総合順位 12 位を獲得，目標を達成することが
できた．また目標順位を上回ることができたのは，
走行機会を多く設けられたことで，車輌自体のブ
ラッシュアップに加え．ドライバースキルの向上
にも時間を有効に使えたためであると考える．以
降も走行機会を多く設けられるようにスケジュー
リングすることが重要であると強く認識した．

れてしまい，理想としていたものにすることがで
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III. 2017 年度活動報告
➢ チーム構成・メンバー

チームリーダー

ファカルティ
アドバイザ(FA)

工・機械 3年

倉 健雄

フレーム班長

工・機械 教授
福田 充宏 先生

工・機械 2年

松原 龍希
サスペンション
班長
工・機械 2年

高平 颯

シャシー部門長
工・電気電子 4年

一毛 大吾

カウル班長
工・機械 3年

野村 享佑

エンジン班長
工・機械 3年

パワートレイン
部門長

富田 皓也

工・電気電子 4年

電装班長

能城 冬馬

工・電気電子 2年

小島 利文

コスト班長
工・機械 3年

伊良原 弘也
デザイン班長
工・電気電子 4年

能城 冬馬
プレゼン班長
サブリーダー

マネジメント

工・機械 3年

神野 健一郎

工・機械 4年

中西 勇人
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III. 2017 年度活動報告

エンジン班員

電装班員

工・機械 4年

工・機械 4年

工・機械 3年

鈴木 寛史

繁田 健吾

工・機械 3年

工・電子物質2年

伊良原 弘也

工・電気電子 4年
能城 冬馬

工・機械 2年

工・機械 2年

工・電子物質 2年

工・電気電子 1年

長谷川 桃子

石井 翼

板羽 紀彦

藤井 烈

稲木 淳

工・機械 2年

工・数理システム 2年

工・数理システム 1年

工・電気電子 1年

工・電子物質 1年

関口 大貴

矢原 裕大

勝田 晃希

宇野 大智

吉田 和人

工・機械 1年

工・機械 1年

宮本 航人

望月 友介

古賀 友也
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III. 2017 年度活動報告

サスペンション班員

工・機械 M1

工・電気電子 4年

工・電気電子 3年

工・電気電子 2年

工・機械 2年

笹井 裕司

一毛 大吾

畑田 崚介

村上 達亮

鈴木 雅典

工・機械 2年

工・機械 2年

工・機械 1年

工・機械 1年

工・電気電子 1年

武智 健太郎

佐々木 敦哉

石橋 亮

川端 大樹

筑地 俊太

ボディ(フレーム/カウル)班員

マネジメント班員

工・機械 3年

情・情報社会 2年

工・機械 2年

工・機械 4年

情・情報社会 2年

神野 健一郎

樅山 鈴菜

谷澤 太郎

磯川 紗希

豊田 千沙都

工・電子物質 1年

工・電気電子 1年

工・電子物質 1年

情・情報社会 2年

宗玄 清司

野田 岳靖

横井 壮太郎

渡邉 かおり

以上 43 名
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III. 2017 年度活動報告
➢ 大会までのスケジュール
月
9
月

10
月

11
月

大日程

実際の活動大日程

コンセプト決定

コンセプト決定

設計

設計

モックアップ

第14回大会(9/6-10)
エコパ試走会(9/24)
設計会議
1次デザインレビュー(10/9)
構内走行会(10/22,23)
構内走行会(11/5,6)
学祭デモ走行(11/12,13)
デイトナ走行会(11/17)
モックアップ会議
SS-616パワー測定(12/1)
2次デザインレビュー(12/11)
1次フルアッシー(12/24)
OB・OG報告会(12/29)

モックアップ

12
月
設計修正

1
月

2
月

3
月

アッシー

パーツ製作

フルアッシー

フルアッシー
フレーム製作

SS-617 接地

SS-617 接地

セッティング

SS-617 S.D.

SS-617 S.D.

部内車検

部内車検

カウル製作

5
月

8
月

9
月

カウル設計完了(2/19)
フレーム製作完了(2/23)
主要パーツ製作完了(2/28)
オイルパン試験1回目(3/5,6)
SS-617 接地(3/18)
オイルパン試験2回目(3/22,23)
オイルパン試験3回目(4/5)
SS-617 S.D.(4/16)
部内車検(4/22)
活動振り返り・反省会議(5/6)

カウル製作

6
月

7
月

パーツ製作

フレーム製作

セッティング

4
月

1.5次フルアッシー(1/12)
2次フルアッシー(1/16)
フルアッシー完成(1/21)

設計修正

アッシー

イベント

走行評価・改善

走行評価・改善

構内走行会(5/27,28)
エコパ試走会(6/3)
構内走行会(6/11)
デイトナ走行会(6/15)
SS-617 パワー測定(6/22)
3次デザインレビュー(7/2)
デイトナ走行会(7/6)
エコパ試走会(7/16)
構内走行会(7/23)
三支部合同試走会(8/7-9)
デイトナ走行会(8/18)
エコパ試走会(8/21,22)
構内走行会(8/27)
デイトナ走行会(9/2)
第15回大会(9/6-10)
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III. 2017 年度活動報告
➢ 大会結果報告
＜大会出場車輌＞

基本諸元
車輌名 / 型式
浜風 / SS-617
全長 / 全幅 / 全高 2588 / 1384 / 1307 mm
ホイールベース
1800 mm
トレッド Fr / Rr
1200 / 1200 mm
車輌重量
255.0 kg
前後重量配分
44 ： 56
最低地上高
21.5 mm

サスペンション
サスペンション形式 不等長ダブルウィッシュボーン
Fr / Rr
プル/プッシュ ロッド形式
ホイール
13 inch OZ
タイヤ
20.5 x 7 - 13 R25B Hoosier
ボディ
フレーム形式
非対称鋼管スペースフレーム
ボディ形式
CFRP ハンドレイアップ成形
パワートレイン
エンジン型式
SUZUKI GSX-R600 L5 N/A
排気量
599 cc
最大出力
67.11 PS / 8418 rpm
最大トルク
5.982 kgf / 7284 rpm
燃料タンク容量
6.5 L
ドライブトレイン
駆動方式
シャフトドライブ
デファレンシャル
F.C.C. TRAC
クラッチ
STM スリッパークラッチ

＜大会順位＞
目標得点
[pts]
65.00
83.00
67.50
58.00
24.00
83.00
170.00
550.50

競技
コスト
静的 デザイン
プレゼンテーション
アクセラレーション
スキッドパッド
動的
オートクロス
耐久/燃費
総合
Acc.
100

Presentation

第14回大会結果

49.89

80

Skid

60

48.75

獲得得点
順位
昨年度比
[pts]
/96 チーム
[pts]
55.70 / 100
7
+1.05
99.00 / 150
14
+28.00 目 標 達 成 ！
48.75 / 75
27
-15.00
46.89 / 100
34
+46.89
54.54 / 75
10
+54.54 目 標 達 成 ！
90.68 / 125
19
+59.68 目 標 達 成 ！
261.42 / 375
16
+261.42 目 標 達 成 ！
656.98 / 1000
12
+436.58 目 標 達 成 ！

54.54

40

第15回大会目標
第15回大会結果

20

総合

0

Design

Auto X

99.00

90.68

Cost

Endu / Eff

55.70

261.42

12 位 / 94 チーム

ジャンプアップ賞 受賞
※EV 車輌含む
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III. 2017 年度活動報告
➢ 大会詳細報告

– Day 1 –

10:00 入場・給油
10:10 技術車検キャンセル待機列
13:00 技術車検 1 回目 → 不合格
15:30 デザイン審査

技術車検 1 回目

17:40 技術車検 1 回目 → 合格
18:45 サスセッティング・片付け
19:30 解散

デザイン審査

1 日目は，
技術車検の通過を目標にして臨んだ．

すぐ対応できるものであったので，以下のように

シード校(前回大会結果 40 位以内のチーム)は，優

対策した．
1 については embrella®を継ぎ足して，

先的に技術車検を受けることができるが，シード

ドライバーと燃料タンク，熱源を確実に隔離した．

校以外は先着でシード校が技術車検をキャンセル

2 についてはフロアパンに embrella®を継ぎ足し

した場合に技術車検を受けることができる．弊チ

て不足分を補った．3 についてはフロアパンのシ

ームはシード校ではなかったが，例年キャンセル

フタとの干渉箇所を削った．4 についてはメタル

校が出るため，そのキャンセルを狙って早朝から

タッチしている個所にゴムホースを巻き付けて，

並んだ．久留米工大に続いて 2 番手で会場入りし

タイラップでフレームと固定した．5 については

た結果，想定通り技術車検のキャンセルがあり，無

スタビライザのアタッチメントのスペーサの厚み

事 1 日目に技術車検を受けることができた．しか

を調節することでステーとの干渉をなくした．

し 1 回目の技術車検では不適合個所の指摘があり
不合格になってしまった．指摘された個所は，

上記の修正を加えた後，17:40 に再車検を受けて

1．ドライバーと燃料，熱源の隔離が不十分

技術車検に合格することができた．技術車検で思

2．フロアパンのカバー領域が不足している

わぬ指摘もあり，反省すべき点がいきなり見つか

3．シフタがフロアパンと干渉

ってしまったが，結果として，目標であった 1 日

4．冷却ホースとエンジンのメタルタッチ

目での技術車検合格は果たすことができた．

5．スタビのアタッチメントがステーと干渉
の 5 点であった．
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III. 2017 年度活動報告
➢ 大会詳細報告

– Day 2 –

8:00 動的車検開始
ノイズ試験

9:15 全車検合格
チルト試験

11:30 プレゼンテーション審査
14:30 コスト審査
15:30 ローダ積み込み
16:50 暖機・プラクティス

ブレーキテスト
車検シール貼付

18:30 片付け・解散

2 日目は，動的車検(フラッグ・脱出，チルト・重

は，15 [m]の直線加速からフルブレーキで 4 輪ロ

量，ノイズ，ブレーキ)を午前中に合格し，2 日目

ックすれば合格である．2 度のチャンスが与えら

に車輌を p11 へ持っていくことを目標とした．

れるが，弊チームでは 1 度目で 4 輪がロックし，
ブレーキ試験に合格した．

この日も早朝から車検待機列に並び，まずフラッ

動的車検はすべて 1 発合格であった．1 発合格

グ・脱出を行なった．フラッグ・脱出では，ドライ

できたのは，チルト・重量以外の動的車検を事前に

バーのフラッグ理解力と，車輌から 5 秒以内の脱

何度か試し，準備してきたためである．まだ午前の

出試験を行なった．弊チームの 5 人のドライバー

早いであったが，これを以て全ての車検を合格す

は全員が無事に 1 発合格することができた．続い

ることができた．その後は走行に備えてのマシン

てチルト・重量を行なった．チルト・重量ではマシ

の整備と，続くコスト審査の最終確認に時間を充

ンを 45，60 度と順に傾けていき，液体の漏れがな

てた．コスト審査終了後すぐ，車輌を動的エリアへ

いかの確認と車輌の重量を測定する．弊チームは

持っていって仮ピットを設営し，3 日目の走行に

どちらも問題なくクリアすることができ，重量は

備えてプラクティス走行を行なった．今回のプラ

255.0kg を記録した．次にノイズ試験を行なった．

クティスでは主にエンジン始動とブレーキの効き

ノイズ試験ではアイドル回転数と指定の回転数で，

具合の確認を行なった．

排気音レベルがそれぞれ 103, 110 [dBc]を下回っ
ているかを調べる．結果は 4000 [rpm]:101.5 [dBc]，

2 日目は，予備スケジュールなど事前の準備が功

11000 [rpm]:105.5 [dBc]をマーク，無事合格した．

を奏し，早期に目標を達成することができた．3 日

最後にブレーキ試験を行なった．ブレーキ試験で

目以降の動的競技への期待が高まる 1 日となった．
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III. 2017 年度活動報告
➢ 大会詳細報告

– Day 3 –

8:00 1st オートクロス

富田

オートクロス最前列

10:30 1st アクセラレーション 畑田
11:10 1st スキッドパッド

鈴木

11:40 2nd アクセラレーション 鈴木
12:50 2nd スキッドパッド

高平

16:00 2nd オートクロス

笹井

18:30 片付け・解散

オートクロス 1st ドライバー

3 日目から動的競技が開始される．前日に始動性

オートクロスの 2nd ドライバーが DNS となっ

の確認とプラクティスでのブレーキチェックがで

てしまったのは，発進待機中に水温が 100 [℃]を

きていたため，この日はピットオープン後すぐに

超えたため，ドライバーが棄権と判断し，棄権した

オートクロス競技待機列に車輌を移動した．結果，

ためであった．しかしこれは走行に支障を与える

オートクロスは第一走者となり，その走行で 1st ド

問題ではなく，大会直前のラジエータレイアウト

ライバーが 61.248 [sec]の好タイムをマークし，会

修正に関連して，エンジン班と電装班の決断でラ

場を湧かせた．その後，まずは各競技で記録を残す

ジエータファンを取り外したためのもので，走行

ため，アクセラレーション，スキッドパッドと動的

を開始すればすぐに解決するものであった．翌日

競技を回った．最終的にオートクロス以外 2 人ず

のエンデュランス競技では同様のミスを防ぐため，

つ走行することができ，エンデュランス競技に向

解散前のミーティングで，改めて車輌に関する情

けて記録を残すことができた．走行結果を以下の

報の最終確認を行なった．

Table にまとめる．

3 日目は結果的にオートクロスの 2nd ドライバ
ー以外全てで記録を残すことができ，それぞれの

■Table ：各競技の 1st, 2nd ドライバーのタイム一覧

競技の順位はオートクロス 20 位，アクセラレーシ

(1st) Time [sec]

(2nd) Time [sec]

ョン 34 位，スキッドパッド 10 位と，動的最終競

DNS

技であるエンデュランスに向け，幸先の良い滑り

オートクロス

65.853

61.248

アクセラレーション

4.850

4.889

5.123

5.019

スキッドパッド

5.450

5.307

5.505

5.228

出しとなった．
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III. 2017 年度活動報告
➢ 大会詳細報告

– Day 4 –

12:00 部内ミーティング
13:00 動的エリアピット設営
13:30 暖機・プラクティス
14:30 車輌 整備・調整
16:00 動的エリアピット撤収
17:30 片付け・解散

3 日目の夜，オートクロスのタイムから，エンデ

更に，他チームのピットを回り，様々な大学のパ

ュランス出走がグループ A に決定した．よって，

ーツの製作方法や静的審査に関する情報を積極的

エンデュランス競技は 5 日目の 8：00 の出走とな

に交換した．その中で，来年度車輌計画やチームコ

った．これを受けて 4 日目はエンジンの始動性と

ンセプト等，現在の問題点やその改善策に繋がる

ブレーキの最終確認を行ない，その後はエンデュ

内容を得ることもできた．

ランス競技に向けて，車輌を念入りに整備して，今

加えて，ラジオや新聞などメディアの取材があり，

年こそ 20 周完走できるように備えた．またエンデ

学生フォーミュラの醍醐味や最終日に向けての意

ュランスの走行時の注意事項や，ドライバー交代

気込みを語り，学生フォーミュラの魅力を伝える

時の手順など，ヒューマンエラー防止のための確

とともに，認知向上に貢献した．

認も徹底した．
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III. 2017 年度活動報告
➢ 大会詳細報告

– Day 5 –

7:00 車輌移動・暖機
7:45 給油・エンデュランス待機列
8:00 エンデュランス出走
10:00 集合写真撮影 (部内)
14:30 集合写真撮影 (全体)
17:00 両ピット片付け・掃除
17:30 表彰式

エンデュランス
完走の瞬間

表彰式にて
(ジャンプアップ賞)

5 日目は 8：00 からエンデュランス出走のため，

てしまった．しかし最後の走行後に施した処置や

それまでに改めて始動性の確認と給油を済ませた．

整備が効き，本番では，1st ドライバーの笹井から

弊チームでは，エンデュランス走行に備えて，事

2nd ドライバーの富田へのドライバー交代，走行

前にエンデュランスに相当する時間の連続走行を

中に問題が起きることはなく，無事完走すること

行なっていた．その際，ドライバー交代時にエンジ

ができた．そして走行後のログデータでも，水温，

ンの再始動ができなくなったことや，オイル漏れ

油圧ともに正常値を維持することができていた．

が起こった等の問題を見つけていた．エンジンの

最終的なタイムは 1411.883 [sec]となり，エンデュ

再始動ができなくなったことに関してはリレーに

ランス競技としては 17 位を記録した．

修正を加えることで改善し，オイル漏れに関して

結果的に本大会では無事に完走することができ

はホースクランプが緩んでいたことものであり，

たが，未だ車輌の問題点を出し切れておらず，様々

増し締めで解決できた．しかし，これらの対策を実

なパターンでの走行の機会を，より多く設けるこ

施した後は，再度エンデュランスを模した連続走

との必要性を認識した．来年度以降は，今年度の反

行を行なう機会は確保できずにいた．またその他

省を活かし，不安要素の排除ができるよう心掛け

にも，長時間走行で油温が 120 [℃]を超えること

てスケジューリングを行なっていく．

や，それに伴って油圧が 100 [kPa]を下回ることも

表彰式では，弊チームはジャンプアップ賞 3 位

あった．大会まで様々な対策を講じてきたが，本番

を受賞した．また総合順位は 12 位 / 94 チームを

まで万全の状態に持っていくことができず，不安

獲得し，近年成績の低迷が続いていた弊チームに

要素を抱えたままのエンデュランスの走行となっ

とって，転機を与える結果となった．
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IV. 各班成果報告 －

パワートレイン部門

1. エンジン班
概要

1.1. 吸気系

エンジン班では，SS-616 時に生じたエンジン焼

乗り心地の改善に寄与するため，主にスロット

付きの原因究明と再発防止を最優先事項として，

ル構造と吸気管長の設定方法に重点を置き，
「入力

全てにおいて信頼性を重視して活動を行なった．

に対してよりリニアな出力応答」と，加速時の多用

コンセプトに対しては，レスポンスとトルクを

回転域である「7500 [rpm]付近での出力向上」を

最適化させることで乗り心地を向上させ，全ての

目標に開発を行なった．同時に SS-616 からの要改

パーツにおいて軽量化を施すことでアプローチす

善点であったスロットルとリストリクタ間の接着

るとした．

剥がれや，インテークの強い曲げ角(Fig.1-1)に対

エンジン焼き付きは，強左旋回時に本来の 2 輪

してもそれぞれ，機械締結ができるパーツを製作

状態であれば想定されていない加速 G がかかった

したり，吸気系全体のレイアウトを見直したりす

ために起きた潤滑不良が原因であった．そこでオ

ることで解決していった．

イルパンとその内部構造を新たに設計，自作し，想
定され得る全ての G 状況下での試験を行なうこと
で，問題の解決と再発防止に努めた．実験を重ねな
がら 4 種類の構造で試作を行ない，最終的にエン
デュランス完走に耐えうるオイルパンを完成させ
ることができた．他のパーツについてもより定量
的な根拠に基づいた設計を心がけ，吸排気や燃料
系では設計通りかそれ以上の性能を達成すること
ができた．冷却では潤滑と並び，1 年を通して様々

■Fig.1-1：SS-616 の曲げ角の強いインテーク

な問題や課題に直面し，大会直前まで頭を悩ます

設計では例年以上に理論や数値的根拠に基づく

ことが多かった．また駆動系については SS-617 か

ように心がけ，ヘルムホルツの共鳴式からアタリ

らエンジン班の一部となり，新たな体制として活

をつけて解析を行なったり，他の大学の経験や情

動を行なった． 全ての目標の達成とはならなかっ

報をより積極的に取り入れたりするようにした．

たものの，大きな問題を生ずること無く，無事大会

12 月末頃には吸気系全体の設計がほぼ完了し，実

で全種目完走させることができた．

質吸気管長 418 [mm]，サージタンク容量 2.3 [L]，

エンジン班としては，どのパーツも破損するこ

スロットル径φ30 として製作に移った．製作過程

と無く，最優先事項であった潤滑不良に対しても

では，スロットルボディの加工の際，工作機械への

効果的な対処ができ，且つ車輌全体の性能の向上

固定で部材自体を傷つけてしまう失敗(Fig.1-2)を

にも寄与できたと考えている．また近年の大会で

した．その中で，加工の手順や使用する工作機械の

は，パワートレインでのトラブルによる動的競技

順番を事前に熟慮しておくことで，より合理的に

リタイアを多く経験していたため，今回の全種目

作業が行なえることを認識した．そして当初の予

完走は大きくモチベーションを向上させてくれた．

定に遅れること無く，3 月末には吸気系アセンブリ

SS-617 での振り返りを確実に行ない，勢いや信頼

として組み付けられる状態まで製作が完了した

性は殺さずに，着実な性能アップで更なる上位を

(Fig.1-3)．

目指していきたい．
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IV. 各班成果報告 －

パワートレイン部門

定方法とは言えないとのことであった．この指
摘に対応するため，追加で吸気系-エンジン本体間
を締結する固定具を製作した(Fig.1-6)．この固定
具は安全要求をクリアすることができ，以降指摘
を受けることは無かった．そして大会中も吸気系
■Fig.1-2：製作失敗した際のスロットルボディ

パーツがトラブルを起こすことは無かった．
11000

アクセルオフ時でアイドルより
2000rpm程高い

Eg. Speed [RPM]

10000

エンジン停止

9000
8000
7000
6000
5000

■Fig.1-3：完成した SS-617 吸気系アッシー
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転を維持してしまう状態であった．
5 月頃まではア
クセルペダルとスロットル両者のワイヤ取付部の
位置を変えたり，スプリングを強化したりするこ
とで対策を行なったが，「バルブが閉じない」→
「ゆっくり閉じていく」に改善した程度であった
(Fig.1-4)．以降も，ワイヤの摺動抵抗がなるべく小
■Fig.1-5：指摘を受けたワイヤリング方法

定距離を調整したりと対策を続けた．大会直前に
はアイドルを維持するための開度よりも閉じるよ
うにストッパー位置を変更し，燃調側でアイドル
付近のトルクを上げてエンスト耐性を上げること
で応急処置とした．また 7 月の試走会での車検を
受けた際，吸気系の固定方法について指摘を受け
た．バックファイアに対する抜け止めとして，イン
テークマニホールドとエンジンマウントをワイヤ
リングで固定(Fig.1-5)していたが，吸気系全体が

40

■Fig.1-4：スロットルがゆっくり閉じていく様子

では，アクセルオフしても 5~6000 [rpm]程度の回

となるように取り回したり，スロットル部品の固

40

徐々に下が
っていく

30

0

S.D.から大会直前まで，吸気系では主に「スロッ

5

アクセルオフで全閉
位置に達していない

■Fig.1-6：対策のため新規に製作した固定具

エンジン本体と機械的に締結されているほうが確
実であり，当時の固定方法では万人が納得する固
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IV. 各班成果報告 －

パワートレイン部門

最後に，吸気系の評価については，6 月末に燃調

1.2. 燃料系

マップを作成した際にパワーチェックを行ない，

燃料周りは特に安全性や信頼性が重視されるパ

ほぼ狙い通りの回転域でピークを迎えていること

ーツであることと，SS-616 時にパーコレーション

が確認できた(Fig.1-7)．また多くの走行データか

が起きていた恐れがあるとして，基本的に SS-616

ら実測したスロットルの開度-吸入空気量の関係

の改善，信頼性向上に重きをおいて開発を開始し

(Fig.1-8)からは，かなりリニアな特性を見出すこ

た．同時に車輌の軽量化にも貢献できるよう，主に

とができた．これらから，おおよそ企画を満足する

燃料噴射系の部分において個々のパーツの構造や

吸気系を開発できたと考えている．一方で，大会直

固定方法，材質について検討し，0.5 [kg]の軽量化

前まで問題となったスロットルの戻りの悪さ，上

（SS-616 比-23 [%]）を目標とした．ただし燃料タ

方にあって且つ t4 のアルミで製作したサージタン

ンク容量については，エンデュランス完走を第一

クによる重心の上昇等，課題も多く残っている．今

に考えていたことから，SS-616 で完走した場合の

後は，スロットルポジションセンサの嵌め合い精

燃料消費量＋余裕 1.5 [L]を持たせることとした．

度，スロットルの製作自体の必要性，樹脂や CFRP

前述の通り主に改善や信頼性向上の観点からの

による軽量な吸気系の製作等を検討していきたい

設計を行なった．大きく変えたものはインジェク

と考えている．

タの噴射角度とインシュレータの材質である．イ
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上記の問題を解決すると同時に工数を削減できる

■Fig.1-7：SS-617 出力曲線(6/23 取得)

ようにした．また燃料タンクの容量を，SS-616 の
エコパ試走会での燃費 4.4 [km/L]でエンデュラン

1
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観点から一度アルミで自作したが，燃料レールや
インテークにエンジンの熱が伝導してしまい，パ

30
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にスペースを設けた．インシュレータは製作性の
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ス出走した場合の消費量 4.0 [L]＋余裕 1.5 [L]で

0.8
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6.5 [L]とした．更にこれまでは検討していなかっ
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たが，燃料が少ない時に G がかかった際，燃料が
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■Fig.1-8：開度-吸入空気量曲線 (A/F 実測値より算出)

ルプレートの位置と形状を実験によって決定した
(Fig.1-9)．設計は 12 月には完成し，1 月には燃料
噴射系アセンブリの製作が完了した(Fig.1-10)．燃
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パワートレイン部門

料タンクは高度な溶接技術を必要とするため，例

これは，用意した燃料 6.5 [L]のうち半分も使用せ

年に倣って株式会社エヌアールエス様に製作して

ずにエンデュランスを完走できたことを意味して

いただいた．

いる．軽量化については，燃料タンクは容量に余裕
をもたせたためほぼ変化がなかったが，燃料噴射
系では目標値を上回る 0.73 [kg]の軽量化（SS-616
比-33 [%]）を達成することができた．更に燃料系
の温度も一定に保つことができ，燃料系が始動性
に悪影響を与えているような症状は無かった．燃

■Fig.1-9：バッフル無し(左)と有り(右)の偏り比較

料系では次年度以降は信頼性を維持しつつ，更な
る性能向上や搭載燃料削減による車輌軽量化に貢
献していくことができると考えている．

1.3. 排気系
吸気管長の設計と合わせて取り回しを検討し，
吸気動的効果のうち負の効果が生じてしまう部分
においてその影響を抑制することを目標として開
発を行なった．具体的に吸気系で同調の計算を行
■Fig.1-10：完成した燃料噴射系アッシー

なって管長を検討したところ，8500 [rpm]におい
て出力の低下が予想された．そこでこれを排気管

S.D.後は設計から変更があるような問題や修正
は無かった．しかし 5 月に構内で走行を行なった
際，燃料ホースアタッチメントから燃料漏れが発
生した．近くのメンバーがすぐに気づいたため大
事には至らなかった．走行前に燃圧を掛けて漏れ
チェックをしていたが，締め付けが適切でなく，振
動で緩んでしまったようであった．充分に締め付
け，緩みチェックのマークを施した．また始動前，
走行前の燃料漏れチェックの重要性を再認識した．
以降大会終了まで大きなトラブルは無く，充分に
性能を発揮することができた．
最後に燃料系の評価について，大会のエンデュ
ランスでの燃費は 6.2 [km/L]であり，ベースとし
た SS-616 よりも 40 [%]の燃費向上を確認できた．

長の設定周波数にし，取り回しの検討を開始した．
ところが集合部の取り回しがどうしても難しく，
冷却ホースとの近接やフレームやサスなどの構造
物との干渉が避けられず，優先度を考えた結果設
計値よりもプライマリ部を 100 [mm]延長するこ
とにした．それでも取り回しは複雑であったため
(Fig.1-11)，例年は集合部の溶接を支援していただ
いている株式会社榛葉鉄工所様に，今回は排気管
全体の製作をしていただいた．結果的に 3 月には
完成品が出来上がり，工数の削減や製作期間の短
縮に繋がった．なおサイレンサは SS-616 時に静音
要求を充分に満たしていたため，同じものを使用
した．最終的な排気管長はプライマリ部が 0.758
[m]，セカンダリ部が 1.425 [m]となった．
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＜冷却系＞
必要な水量を確保し，且つ出来る限り簡潔な取
り回しになる事を考え，冷却性能と重量のバラン
スの取れた設計を目標に開発を行なった．
1 月頃ま
で他パーツとの協議を続け，最終的に SS-616 で
5.0 [L]であった水量を 3.5 [L]に削減し，取り回し
もシンプルなものにすることができた．しかし排
気管との距離が近い箇所がどうしても出てきてし
■Fig.1-11：SS-617 エキゾーストモデル

S.D.以降，大会が終了するまで排気系で大きな
トラブルが発生することはなく，騒音審査も一発
で無事に通過することができた．
最後に排気系の評価としては，管長を当初の設
計からずらしてしまったがパワーカーブを見る限
り悪影響を与えているような箇所はなく，静音性

まい，水温の上昇が危惧された．これには他大学と
の情報共有を通して，熱反射テープを選定して使
用することで対策することにした．また SS-616 に
引き続きブリーザタンクを搭載し，エア抜きが容
易になるようにした．製作は問題なく進み，3 月中
旬には関連パーツの製作が完了し，車輌に組み付
けた(Fig.1-12)．

能も充分に維持することができた．軽量化や乗り
心地について大きく貢献したとはいかなかったが，
トラブル無く大会を終えられ，車輌全体の信頼性
に寄与できたといえる．SS-617 では 4 気筒等長で
集合させることを前提として設計を行ない，これ
によって頭を抱えることが多かった．今後はシミ
ュレーションや実測データを基に，種々のパラメ
ータの支配度を検討して，設計の効率化を図るこ
とも考えている．

■Fig.1-12：3 月時点での冷却系レイアウト

3 月の接地以降，水温に関しては 80 [℃]を超え
てから温度上昇がほぼ止み，高すぎるということ
はなかったが，油温は安定せず，暖気後 5 分ほど
走行するだけで 120 [℃]付近まで上昇してしまっ

1.4. 冷却・潤滑系
SS-616 ではオイルの偏りによる潤滑不良で，更
に過去にはオーバーヒートによってエンジンの焼
き付きを起こしてしまっている．これらの問題を
決して再発させないよう，チームの第一優先課題
として冷却と潤滑系の開発を行なった．

た．油温のみ上昇する傾向があったことから，オイ
ルクーラ，油温センサ，油面とクランクの位置関係
等の観点から様々に実験と考察を行なったが，大
会まで確実な原因を突き止めるには至らなかった．
6 月までは冷却系のレイアウトはそのままに，ホー
スの取り回しや冷却水の流路の調査，オイルクー
ラ単体での冷却性能の試験など，すぐに取り掛か
れるところから原因の究明を行なったが，特に成
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果が得られなかった．7 月には解決の糸口を見つけ

大会直前の 9/1 に最終確認のテスト走行を行な

るために大きく変化を加えようと，別途空冷のオ

っていたところ，ファンや燃料ポンプの動作を制

イルクーラを購入して取り付けた(Fig.1-13)．なる

御するリレーユニットの一部が過電流により焼け

べく既存のレイアウトに影響を与えないようにオ

てしまう自体が発生した．原因を調査しところ，

イルクーラ用のラジエータを搭載したため，少し

元々の製作精度の問題もあったみたいだが，オイ

無理のある形となってしまった．この状態で走行

ルクーラ用のラジエータを追加したことでファン

を行なったところ，油温の上昇に改善は見られず，

が 1 基増え，その電流の分が過電流となってしま

それどころかこれまで安定していた水温について

ったようであった．電装班と相談した結果，大会で

も上限温度が上昇してしまう問題が生じた．無理

は冷却水用のラジエータファンを取り外し，ファ

なレイアウトによって走行風が遮られてしまった

ンはオイル冷却用の 1 基のみとすることにした．

ためと判断し，最後の手段として冷却系のレイア

大会 3 日目の動的競技が，ファンを 1 基にした

ウトを一新し，
2 つのラジエータがそれぞれ最大の

後初の走行となってしまったが，時間が短かった

正面投影面積を得られるようにした(Fig.1-14)．こ

こともあり走行中警告灯が光ることはなく，走行

れによって組付け性や車重に大きく悪影響を与え

ログでも危険値を示している箇所はなかった．そ

てしまったが，水温は再び安定し，油温の上昇にも

してエンデュランスでも警告灯は光らず，水温油

改善が見られた．

温共に過去最高に安定し，ドライバー交代のとき
でさえ余裕のある温度を示しており，最終的な冷
却性能は充分なものとなっていた(Fig.1-15)．エン
デュランス出走が午前の涼しい頃であったこと，
正面投影面積を最大にしたこと，ファンを取り去
ったことで抵抗が無くなって冷却効率が向上した
こと，それによってエンジン本体がこれまで以上

■Fig.1-13：7 月時点での冷却系レイアウト

に冷却されたこと，これら全てが今回の結果に繋
がったと考えられる．
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■Fig.1-14：8 月後半以降の冷却系レイアウト

■Fig.1-15：エンデュランス中の水温・油温ログデータ

【静岡大学】SS-617 浜風 成果報告書 ~ 2017 年 第 15 回大会を終えて ~

- 20 -

IV. 各班成果報告 －

パワートレイン部門

当初の設計から大きく形が変わってしまったも

おいては，0.4 [G]時点で油圧の低下が見られたた

のの，最終的には十分な冷却性能が確保でき，油温

め試験を中止した．原因究明を行なったところオ

上昇対策の糸口，ラジエータへの導風の重要性な

イルのリターン量が少ない事が考えられたため，

どを認識することができた．今後ラジエータへの

オイルパン主要構造はそのままに，主にガスケッ

導風を優先して考え，新たに追加した空冷オイル

トに手を加えて再度試験を行なった．しかし今度

クーラのアセンブリを取り外すことはできないか

は 0 [G]状態での油圧が不安定となったため，早期

を検討していく．

に試験を中止した．

＜潤滑系＞
何よりもまず信頼性を重視し，コース走行で想
定され得る最大加速度 1.6 [G]状況下で最低油圧
100 [kPa]を下回らず，安定した潤滑ができること
を目標に開発を行なった．強左旋回時に潤滑不良
により焼付きが起こった SS-616 の問題点を振り
返り，エンジンの搭載角度から考え直した．またオ
イルパンを自作し，バッフルプレートやストレー

■Fig.1-16：1 つ目に製作したオイルパン内部

ナの形状によって，旋回時でも加減速時でも必ず
オイルが吸えるようにした．
第 14 回大会直後から焼付きの原因究明と自作
オイルパンの設計を開始し，12 月末に 1 つ目の設
計が完了した．オイルパン外形はエンジンの搭載
角度に合わせて底面が地面と平行になるようにし，
スペースの許す最大オイル容量を確保できるよう
に設計した(Fig.1-16)．内部にはワンウェイバルブ
機構を設けたバッフルプレートと GSR600 の吸い
口を備え，クリアモデル製作を経て慎重に試作を
行なった．同時にオイルパン性能試験を行なうた
めのエンジン台の設計と製作を行なった．このエ
ンジン台ではラッシングベルトを用いて左右最大
90 [°]までエンジンを傾けて固定することができ
る．3 月初旬には 1 つ目の設計で試作が完了し，
このエンジン台でオイルパンの試験を行なった
(Fig.1-17)．この試験では，左旋回は 1.7 [G]相当ま
で油圧を維持することができたが，右旋回想定に

■Fig.1-17：オイルパン耐 G 試験の様子

改めて内部構造の設計を行ない，ここまで GSXR600 L3 純正の樹脂製ストレーナを用いてきたが，
このままでは思い通りの形状に出来ず，固定も難
しいと判断し，まずは同 K4 の金属製ストレーナ
を加工して搭載することにした(Fig.1-18)．構造や
組付けの制約上角度の急な箇所が生じてしまった
が，3 つ目となるこのオイルパンでは S.D.前に上
記のオイルパン試験を左右とも 1.7 [G]相当までク
リアし，S.D.後の定常円走行による試験でも油圧
の確保が確認できた(Fig.1-19)．
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を検討し，ストレーナを自作，ワンウェイバルブの
修正を行なった(Fig.1-20)．8 月末に製作が完了し，
構内と株式会社デイトナ様でのテスト走行で，油
圧の増加（+30 [kPa]程）と振れ幅の低減を確認す
ることができた．

■Fig.1-18：新たに製作したストレーナ周辺部
500
※ 油温：70-90 [℃]
回転数：4000-7000 [rpm]

450

■Fig.1-20：8 月末に製作して搭載した直線型ストレーナ

400

油圧 [kPa]

350
300

最終的にオイルパン内部の構造は 4 つ試し，
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■Fig.1-19：定常円走行時の旋回 G – 油圧の関係

S.D.以降 8 月まで同じオイルパンを使用し続け
ていたが，同時に油温の上昇が止まらない問題が
生じており，これにより長時間走行すると油圧が
次第に低下していくという問題も続いていた．年
間を通して油温上昇の対策を行なったり，オイル

ス走行時のログでは常用回転数において油圧が
100 [kPa]を下回る瞬間はなく，目標であった油圧
の維持を達成することができた(Fig.1-21)．しかし
スポンサー様や他大学との交流の中で，現在の油
圧はやはり回転数や温度に対して低めであること
を確信した．現在のオイルパン構造の妥当性や問
題点を洗い出し，今後はより信頼性のあるオイル
パン構造の検討や，潤滑方法自体の再考を行なっ
ていきたいと考えている．

を 10W-40 から 15W-50 へと固くしたりしても，

450

400

問題は大会直前まで解決には至らなかった．また
の，純正状態に比べると回転数に対して油圧が低
いということもあり，エンデュランス完走のため，
8 月中旬にオイルパン構造を再考することにした．
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■Fig.1-21：大会エンデュランスでの RPM - 油圧
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1.5. 駆動系

1.6. 変速系

シャフト部品の短縮による軽量化と，製作精度

SS-616 同様にリンケージを用いた機械式で，走

向上によって駆動系で生じる振動を抑え，軽量化

行中にスムーズに手が届く位置で，より小さな力

と乗り心地の向上の両方に貢献できるように開発

で確実に変速ができるような構造にすることを目

を行なった．また 5 年以上継続して使用し続けて

標に開発を行なった．

いるデファレンシャルについても，保守部品の在

1 月末まで他班やドライバーと綿密に議論を重

庫僅少やコースレイアウトの変更等から新たに設

ね，操作しやすい位置はどこか，力のかかりやすい

計を行なった．しかし新たに製作するには膨大な

角度はどうか等，様々な角度から検討を重ねた．し

工数や高度な加工技術が必要となり，そのための

かし年々厳しくなるコクピット関連の車検への対

費用や充分な時間が確保できず，SS-617 でのデフ

応で，F/W に影響を与えないように，コクピット

ァレンシャル製作は断念せざるを得なかった．

に十分なスペースを稼げるようにと安全要求をク

ドライブシャフトは信頼性や製作速度の観点か

リアしていった結果，初期の設計よりもかなり機

ら，例年に倣って NTN 株式会社様に支援をお願

構が複雑化することとなってしまった(Fig.1-23)．

いし，SS-617 でも支援して頂けることとなった．

3 月にはシフタ関連のパーツが完成し，
問題なく動

プロペラシャフトは SS-616 から短縮できる箇所

作した．しかしその後大会までの間，様々な方に車

を検討し，最終的に 25 [mm]の短縮(Fig.1-22)に成

輌を見ていただく中で，パーツに追加工を施すこ

功，車輌全長の短縮と軽量化に大きく寄与できた．

とも少なくなかった．

3 月には新規のプロペラシャフトが完成し，
回転中

最終的に大会中も必要最低限のシフト操作を行

に手を触れられないよう，アルミ板で製作したシ

なうことはできたが，SS-617 企画時の構想には及

ールドとともに車輌への搭載が完了した．

ばなかった．シフト時間は走行タイムに直接効い

S.D.後は大きなトラブルも無く，無事大会を終

てくるため，今後より能率的なシフトシステムが

えることができた．今後はデファレンシャルの製

必要であると考えている．電気シフタが開発中で

作を更に具体化して実現できるようにすること，

あるが，バックアップとしてエンジン班では今後

プロペラシャフトの直結化等も検討していく．

も機械式シフタを製作していく．また軽量化につ
いても，思い通りの設計にならず，結果的にシフト
システム単体では目標の軽量化を達成するには至
らなかった．

レバー

■Fig.1-22：SS-616(左)と SS-617(右)のプロペラシャフト

■Fig.1-23：SS-617 シフターレイアウト
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2. 電装班
概要

2.1. ワイヤーハーネス（W/H）

電装班では，SS-616 時に生じたエンジン始動不

SS-616 で生じた始動性不良は，W/H の電源系

良の原因究明と再発防止を最優先に考え，信頼性

統での余剰長さによる損失も影響していたと考え，

やメンテナンスの容易さを確保することを目標に

パッケージング時の電気部品の優先度を上げ，部

活動を行なった．コンセプトに対しては，軽量化は

品配置位置の圧縮と配線の短縮を目標に開発を行

主に配線類で行ない，その他ではドライバーが走

なった．同時に配線径の選定方法も再考し，これま

行中常に正確な情報を得ることで的確な操作が出

で以上に電流容量に余裕をもたせることを意識し

来，且つ操作に対して従順に車輌が動くような制

た．またバッテリは扱いやすさの観点からこれま

御を目指して開発することでアプローチした．

で通り湿式鉛バッテリとした．SS-615 時に始動性

始動性不良の最も直接的な原因は，スタータモ

の改善を目的に 6.3 [Ah]から 8.4 [Ah]に載せ替え

ータと燃料ポンプへの電力供給不足であった．更

たが(Fig.2-1)，始動時にスタータモータに流れる

にその原因は，
5 年以上継続使用してきたリレー素

電流はバッテリの内部抵抗や導線抵抗によってほ

子の動作不良であった．大元の原因を考えれば，新

ぼ決まってしまうため，容量を増やすだけでは始

規製作を行なわなかったことやメンテナンスが行

動性には影響しないのではないかと考え，軽量化

き届いていなかったことである．SS-617 では全て

やスペース削減のため 6.3 [Ah]の搭載も検討する

のパーツにおいて新規製作を行なうとともに，予

ことにした．

備パーツや部品を用意しておき，更に定期メンテ

幅 +38 [mm]

ナンスを徹底し，トラブルを起こさない，起きても
すぐに対処できる，という体制を目指した．
W/H や各パーツの配線類はその経路設計を特に
重視して軽量化を図り，
インジケータや MoTeC で
のエンジン制御では，相互の連携や効率的なデー

同高

タ処理検討によって，早い段階でのマップ完成，調
整期間の確保を目指した．また今後の開発のため，
SS-616 よりも多くの走行データが得られるよう
センサを増載したり，電気シフタの試作試験を行
なったりもした．

奥行 +18 [mm]
左：昨年度搭載
右：今年度搭載
■Fig.2-1：バッテリ比較（左:6.3
[Ah]，右:8.4 [Ah]）

（6.3 [Ah]）

（8.4 [Ah]）

12 月までは SS-617 でも MoTeC M48 を継続使

最終的には，大会中どのパーツも破損したりト

用することにしていたため，これに対応する W/H

ラブルを起こしたりすることはなく，心配してい

を設計していた．ところが 12 月中旬，以前より購

たエンジン始動も成功し，軽量化やエンジン制御

入を検討していた新 ECU の MoTeC M84 を購入

含め当初の目標を達成することが出来た．今後も

できる運びとなったため，追加で M84 用の W/H

当然信頼性の確保は継続していき，SS-617 での各

の設計を開始した． W/H を 2 本製作することに

パーツの設計を更に発展させ，より高性能な車輌

なったため，M48 用は 1 本目として例年通りフレ

で上位が狙えるよう，活動を行なっていく．

ームの CAD で計測をしながら取り回しや配線長
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を計算して製作を行なった．この方法の利点は早

M84 用の W/H は初の設計であったが，S.D.以

期に製作を開始できるという点であるが，フレー

降，機能上の問題は見受けられなかった．しかし走

ムの設計修正や CAD 未完成の他パーツとの干渉

行会の直前に，点火系統の配線が断線して点火コ

の確認不足による配線の経路変更が有り得るため，

イルが作動しないトラブルが頻発した．この箇所

製作完了後に W/H の修正が必要になるかもしれ

は F/W に固定しており(Fig.2-3)，車輌のメンテナ

ないという欠点もある．製作に入る前に木材で製

ンス時頻繁に付け外しが行われる箇所であったの

作したフレームにワイヤを這わせてモックアップ

と，他の箇所に比べて配線長がギリギリであった

を作成したが，分岐部のカシメやコネクタ取り付

ため，配線への負荷が多かったことが原因と考え

け，配線の束ね方によっては十数ミリ単位で長さ

られる．何度も修正を繰り返し，最終的に点火系の

が足りなかったり，長すぎて折れ曲がってしまう

配線を一新して部分的に再製作することで解決し

箇所が生じてしまった．しかし SS-617 では 2 本

た．その他に，6 月までの走行で始動性の悪さを感

目として M84 用の W/H を製作することにしたた

じることはなかったため，7 月からは 6.3 [Ah]のバ

め，1 本目の W/H をベースとして，前述の不足分

ッテリに換装した．

や余剰分を調整した W/H を製作することができ
た．1 本目の W/H は 3 月初旬に，2 本目の
W/H(Fig.2-2)は 3 月末にそれぞれ完成した．1 本
目は M84 でのエンジン始動が上手くいかなかっ
た時や M84 用 W/H で不具合が生じたときのため
の予備として保管しておいた．バッテリについて
は，バックアッププランとしてどちらの容量のバ
ッテリも使用できるようにと，8.4 [Ah]，6.3 [Ah]
のバッテリと両用のステーを製作した．
■Fig.2-3：MoTeC と点火系，シート裏の配線

これ以降大会まで，バッテリの容量不足やスタ
ータモータへの電力供給不足を直接の原因とする
ようなトラブルは起きず，現在の電気使用状況で
は 6.3 [Ah]のバッテリで充分であるということの
証明となった．しかし大会の少し前にバッテリの
保護方法について指摘を受け，バッテリ全体をタ
ッパで覆うことになった．これはリチウムイオン
■Fig.2-2：SS-617 Wiring Harness

バッテリに必要な保護とほぼ等しいため，今後は
軽量化のためのリチウムイオンバッテリの採用も
実現可能性が高いと感じた．
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最後に W/H 全体の評価として，配線長と重量を

過去に取得したことのあるデータや他班との議

見てみると，SS-616 比で主要経路の配線長が，お

論を基に搭載センサを決定し，ダンパーストロー

およそ 4.2→2.8 [m]，重量 2.1→1.2 [kg]と，大幅

ク 4 箇所，車輪速 3 輪，舵角，前後ブレーキ油圧

に短縮及び軽量化を達成することができた．また

を取得することにした．

これによりバッテリからスタータモータへの抵抗

使用するセンサに合わせてプルダウン回路やレ

値が SS-616 の 1/6 の 0.4 [Ω]まで下がり，同時に

ベル変換回路を構成し，DL1 用のジャンクション

セル押下時のバッテリ電圧が確実に 10 [V]以上を

ボックス(J/B)を設計した．同時に過去の J/B に比

維持できるようになった(Fig.2-4)．W/H としての

べて小型化できるような配線設計も行なった．3 月

目標は達成することができたが，今後も確実に製

に DL1 用の J/B と，W/H に接続する配線類が完

作していくパーツであるため，製作方法や組付け

成し，4 月の S.D.までは静止状態でセンサと J/B

のさらなる効率化を狙っていきたいと考えている．

の動作確認を行なった．ブレーキ油圧センサにつ

14.0
13.0

なかったため，使用ポートを変更して代わりに車

4000

アイドル回転数

12.0

3500
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3000
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2500
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2000

8.0
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7.0

1000
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いては，搭載のためのアダプタがすぐに用意でき

4500

0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Time [sec]

■Fig.2-4：エンジン始動時の電圧ドロップ

2.2. データロガ（DL1 Mk2）
保有しているセンサはあったものの，SS-616 で
は一部のセンサのみ搭載した状態でしか走行がで

輌のヨー運動を計測するジャイロセンサを搭載し
た．最終的に DL1 に入力したセンサを Table 2-1
にまとめる．
■Table 2-1：DL1 に入力したセンサ値一覧
センサ
加速度(x, y)

主な用途
設計，評価

GPS

評価，同期

車輪速
(FL, FR, RR)

設計，評価
前後・左右差取得

ストローク(4 輪)

設計，評価

操舵角
エンジン回転数
スロットル開度
ジャイロ(ヨー)

設計，評価，
操縦データ
同期，操縦データ
同期，操縦データ
設計・評価

主な活用箇所
サスペンション
サスペンション
ドライバー
サスペンション
電装，駆動
サスペンション
エアロデバイス
サスペンション
ドライバー
ドライバー
ドライバー
サスペンション

きず，目標としていたデータを取得することがで
きなかった．主な原因はデータロガ DL1 と，過去

DL1 本体の配置位置について，企画段階では，

に製作して流用を続けていたセンサ関連の回路に

操作しづらいが重心位置となる例年のシート下配

対する理解不足であった．そのため SS-617 では，

置と，操作しやすいが重心位置からずれてしまう

必要なセンサの選定から入力回路の設計製作まで

Fr フープ後ろ配置の 2 点間で比較を行なったとこ

を新たに行なうことで，主にサスペンション設計

ろ，加速度の測定結果に差異が見られなかったた

評価やドライバーの技術養成に必要なデータを充

め，後者を採ることにしていた．しかしインジケー

分に取得・解析できる環境の構築を目標とした．

タを内蔵する予定であったステアリングホイール
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の製作が難航し，インジケータを Fr フープに搭載

センサの数が増え，大会までに取得したデータ

することになった．インジケータのケースによっ

は設計の評価や解析に大いに活用することが出来

て DL1 が隠されてしまい，DL1 の電源ボタンや

た．しかし重要な場面でログが止まってしまうの

ログスタートスイッチといったインターフェイス

は深刻な問題であるため，今後の対策が必要であ

にアクセスできなくなってしまったので，インジ

る．現在は J/B や DL1 本体からトラブルの要因を

ケータのケースを拡大してインパネとして扱い，

調査することにしている．また搭載しているセン

ここに DL1 用のスイッチ類を搭載した(Fig.2-5)．

サの中には長期間連続使用されているものもある
ため，電気特性がデータシートから変化してしま
っている恐れがあるとし，実際の消費電力や電源
の許容電力についても調べていく考えである．

2.3. Fuel Injection 制御（FI 制御）
■Fig.2-5：インパネに搭載した，DL1 操作スイッチ

SS-616 で起きた始動性悪化について MoTeC の
制御の観点からも対策を行なうとともに，新吸排

S.D.以降 DL1 では，主にその電源系統でトラブ

気に応じたマップを早期に完成させ，後ろの予定

ルが頻発した．豊富にセンサを搭載していた分，走

に余裕を持たせることを目標に活動を行なった．

行開始から最後までトラブル無くデータが取れた

企画段階では保有している ECU は MoTeC M48

時は解析や応用のしがいがあったが，走行後ログ

のみであったが，対応する限られた PC が老朽化

データを抽出してみると，電源が切れたように途

してきたこと，DOS インターフェイスでの引き継

中でログが止まってしまっていることも少なくな

ぎの難しさ等から，比較的新しい MoTeC M84 を

かった．電源系の配線強化や振動対策を主に行な

購入することにした．これまで使用してきた M48

い，6 月は DL1 側の電源配線や電池ボックス交換

との簡単な比較を Table 2-2 に示す．

を新品に交換したり，電池ボックス用のクッショ
ンを用意したりした．これによって，それまでに比
べると同様のトラブルは減少したが，それでも全
てのログデータが取れているわけではなかった．7
月以降も対策を続けたが，静止状態で DL1 周りに
振動を与えてみたり，同じコースでの複数の走行
を比較してみたりしたが再現性がなく，大会まで

■Table 2-2：M48 vs. M84 (Features)
機能
点火信号数
アナログ入力
デジタル入力
Aux 出力
PC との通信
ログデータ
サンプルレート

M48 (旧)
2
6
2
4 (独立 1 つ)
RS232
512 KB
20 Hz

M84 (新)
6
11
4
独立 8 つ
RS232 / CAN
1024 KB
100 Hz

解決には至らなかった．大会ではエンデュランス
の走行で同様のトラブルが起きてしまい，半周分

新規に M84 を購入する 12 月までは，SS-616 の

のデータしか取得することができなかった．完走

吸排気と M48 を用いて，始動性悪化の原因究明や

のデータを逃してしまったことは，非常に悔いの

ベースとする予定のマップの調整を行なった．
1月

残る結果となった．

には M84 用の簡易 W/H を製作し，まずはエンジ
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ンの始動設定から行なった．M48 では制御の仕様

15

上，GSX-R600 純正のカム＆クランクでは 2 気筒

14.5
14

度の向上により純正状態でも 4 気筒個別制御で問

13.5

題ない事がわかっていたため，個別制御での始動

A/F [-]

同時噴射制御の方が安定したが，M84 では処理速

13
12.5

から試みた．カムとクランクの波形を観測してタ

12

イミングやフィルタを合わせていくことを繰り返

11.5

し，1 月末にアイドルを行なうことに成功した．以
降 S.D.まで SS-616 の吸排気でのベースマップを
作成し，SS-617 の吸排気完成後に，S.D.用にエン

Target A/F
= 12.64

Peak
11
2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Engine Speed [rpm]

■Fig.2-6：大会エンデュランスでの A/F 散布図

ジンセッティングを行なった．制御ソフトウェア
の操作性や ECU 本体の処理速度が向上したこと
により，ログの解析やセッティングの効率が一気

2.4. リレーユニット

に向上し，
4 月末には充分走行できるマップが完成

始動性不良のあった第 14 回大会の後，電気系で

した．
6 月頭には例年お世話になっている有限会社

の原因究明をしている中で，スタータモータをリ

アールズ様にてダイナパックをお借りし，セッテ

レーユニットを介さずに回すと始動性が改善する

ィングの最終調整とパワーチェックをさせていた

ことがわかった(Fig.2-7)．直接モータに電力を供

だいた．以降大会まで制御上で問題は特に発生せ

給したほうがモータの勢いがついて始動しやすい

ず，冷機補正や始動性調整など細かなセッティン

のは当然であるが，この結果は，リレーユニットで

グを繰り返していった．大会時にはほぼ思い通り

抵抗が大となっている部分があったということも

の A/F で走行することができた(Fig.2-6)．

示していた．

最終的に FI 制御の項目として振り返ってみる
スタートスイッチ

と，ECU を M84 に変更したことにより作業効率

スタータ

リレー
ユニット

や引き継ぎのしやすさ，走行中の制御安定性を飛

M
スタータリレー

躍的に向上させることができた．しかし始動性に
ついては企画段階で考えていたよりも改善させる

W/H
他の部分へ

キルスイッチ

マスターキル

バッテリ

ことができなかった．大会直前の試走会では始動
できずピットに戻ることも経験しており，引き続

スタートスイッチ
スタータ

き今後の課題として残ることとなった．これまで

リレー
ユニット

のログデータから，始動時のバッテリ電圧とカム
とクランクのセンサのフィルタが影響していると
考えられるため，今後もこれらに注目して，始動性
の改善と安定化を図る．

W/H
他の部分へ

キルスイッチ

M
スタータリレー
マスターキル

バッテリ

■Fig.2-7：スタータモータ周りの配線イメージ
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SS-616 で使用していたリレーユニットは 5 年

ッティングでもクランキングに必要な時間が 1 秒

間継続して使用しており，それまでは深刻なトラ

も無く，大きく始動性の改善が見られた．またその

ブルを起こしたことがなかったことから，信頼の

動作も安定していたため，初めは試作と考えてい

おけるパーツと考えていた．しかし同車輌の始動

たが，以降しばらくの走行会では FET リレーを主

性不良を受けて，改めてリレーユニットのメンテ

に使用するようになった．

ナンスを行なったところ，燃料ポンプのリレー動
作が不安定で，作動電圧でも通電が断続になるこ
とがあり，機械リレーが老朽化又は劣化してしま
っていたことがわかった．そこで SS-617 では，回
路は同じでより耐久値の大きい部品を使用してリ
レーユニットを新規製作することにした．また開
発として，負荷の大きい箇所の機械リレーを
MOSFET に置き換えた，FET リレーの試作も行
なうことにした．確実に動作する機械式リレーと，
今後の性能向上のための試作 FET リレーを製作
し，信頼性を確実なものにすることを目標にパー

■Fig.2-8：SS-617 機械式リレー

ツ開発を開始した．
機械式リレーの設計は部品の選定から始めた．
旧リレーユニットからは 5 年経過していることも
あり，より小型で且つ許容電流量が倍のリレーが
あったためこれに決定した．回路構成は先述の通
り旧リレーユニットと同じにし，同時に電動ウォ
ーターポンプやソレノイドシフタ等 SS-617 では
使用しない機能を削減し，回路の省線化と小型軽
量化を狙った．FET リレーの設計では機械式リレ
ーと同じ機能で，BOT 機能を除いて FET による
スイッチングを利用した．これにより電源のスイ
ッチングで消費される電力を 1 万分の 1 以下にで
き，始動性を改善させられる考えである．また機械
式リレーと互換性を持たせたケースとコネクタに
し，いつでも換装できるようにした．
2 月には機械式リレー(Fig.2-8)が，
4 月には FET
リレー(Fig.2-9)がそれぞれ完成し，S.D.や最初の
走行では機械式リレーを用いた．その後 FET リレ
ーで試験的にエンジン始動を行なった際，同じセ

■Fig.2-9：SS-617 FET リレー (試作)

しかし 7 月中旬の走行で，マスターキルスイッ
チを入れると，コクピットキルスイッチが OFF で
も 5V 系の電源が入る問題が発生した．完全に電
源が ON になっているわけではないのでエンジン
がかかってしまうことはなかったが，正常ではな
いため，機械式リレーに交換して走行を行なった．
また直後 FET リレーで動作テストした際，BOT
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で電源が完全に切れないということもあった．原

良い練習の機会とすることができた．このあと，

因究明のため何度か試したところ突然症状が見ら

2 次元 CAD でドライバー数人と話し合い，表示

れなくなった．どちらのトラブルも，関係する配線

部分のレイアウトや表示内容について議論し，

を作り直したり，容量成分が生じていないかなど

SS-617 本番用のインジケータを設計した．練習

原因究明を繰り返したが，最後まで解決には至ら

の成果から，新たに I2C 通信を用いた LCD 制御

なかった．始動性の面では FET リレーで困ったこ

や 4 桁 7 セグ LED が搭載でき，設計の自由度が

とはなかったが，安全性を考えて 8 月以降は機械

上がったことを実感できた．回転数，シフト，水

式リレーのみを使用するようにした．

温，スロットルポジション，警告灯等を主な機能

機械式リレーに変えてからは FET リレーのと

として，スイッチによって切り替えられるように

きに比べて始動性が悪化してしまったが，SS-616

もした．2 月末に本番用の設計が完了したが，イ

で起こったような，リレーが断続する問題は発生

ンジケータを縦向きに内蔵する予定のステアリ

せずエンジンはかかった．最終的に SS-617 で搭載

ングホイールの製作が失敗したため，急遽 Fr フ

した機械式リレーユニットは旧リレーに比べて 3

ープに搭載することになり，同時にインジケータ

分の 1 のサイズで，約 50 [%]の重量と，小型軽量

の向きを横向きに変更する必要が生じた．設計を

化に成功した．今後は更にリレーユニットの信頼

修正し，3 月から製作に入り，4 月の S.D.に間に

性を向上させる方法を検討するとともに，FET リ

合わせることができた(Fig.2-10)．

レーで生じた問題の原因を究明していく．FET リ
レーでは消費電力が少なすぎたため，他の部品か
らのノイズを受けやすかったのではないかと考え
ており，主要な部分は機械式リレーのままにした
ハイブリッド型も検討している．

2.5. 電飾系
＜インジケータ＞
SS-616 のものは配線設計とプログラムの未熟

■Fig.2-10：SS-617 インジケータ内部

さから，精度も動作も充分ではなかったため，

S.D.以降ドライバーから，搭載角度が浅いため

SS-617 では主に配線経路や製作の仕方，プログ

日照下でランプが見えづらい，タイマの機能があ

ラムの精密さに重きを置くことにした．同時に機

るといい，といった意見が出た．ランプが見えづ

能の充実化と処理速度の向上を図り，走行を効率

らいことに関しては，急遽搭載位置を Fr フープ

的にサポートできるものを目指した．

に変更したことで生じた問題であった．基板側で

配線経路の設定や製作の練習として，まずは

対策するのが難しかったため，ケースと共締めで

SS-616 のものと同じパーツを使って同じ機能の

きるひさしをアルミ板で製作して取り付けた．あ

インジケータを再設計した．プログラムのブラッ

まり大きすぎるとかえって邪魔になってしまう

シュアップも行ない，本番用製作に向けて非常に

ため，日光対策は少し改善する程度のものとなっ
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た．タイマ機能については，プログラムだけで実

＜ブレーキランプ＞

装できるものであったため，シフトと水温を表示

車輌性能に大きく影響するパーツではなく，設

していた 7 セグ LED のうち，水温表示と切り替

計製作自体も難しいものではないため，確実に動

えでタイマモードにする機能を設けた．1 秒単位

作するものを早期に製作する，ということを目指

で最大 10 分を測定できる程度の簡易的なもので

して開発を行なった．SS-616 では過剰な輝度や

あったが，連続走行時の目安やデータ取り用走行

LED 数，ケース自作に難航といった問題があり，

などで役立った．今回製作したインジケータが問

想定以上に工数がかかってしまった．SS-617 で

題なく動作し，好評であったため，5 月には今後

は目標達成のため，必要最小限の性能で，ケース

の更なる性能向上を目指して，シリアルデータ通

には市販のアルミケースを使用することで，工数

信での省線化とプリント基板設計による回路の

や無駄な重量を削減することにした．

集積化の試験を行なった．同じレイアウトで，

ケースは市販のアルミケースを数種類検討し，

MoTeC とのシリアル通信機能を設け，大学の工

許容する回路サイズを決定した．回路設計におい

作センターにてプリント基板でインジケータを

ては，レギュレーションで要求される輝度の

試作した(Fig.2-11)．7 月に完成し，実車での動

120 [%]程度を満たし，配線経路にこだわってで

作も問題なかった．しかし予定外のパーツであっ

きるだけ小型のケースに収まるように設計した．

たため搭載はせず，次年度以降でのパーツ開発に

1 月と 2 月で設計と製作を行ない，合わせて 1 週

用いることにした．

間前後でパーツが完成した(Fig.2-12)．車輌に搭
載した後，組み付けをより簡略化させるため一度
ステーを作り直したが，それ以降大会まではノー
トラブルでその役目を全うした．
ケースの体積と重量は SS-616 と比較してそれ

■Fig.2-11：プリント基板インジケータ (試作)

ぞれ約 20 [%]と 30 [%]になり，製作期間の短縮
とともに大幅な小型軽量化を達成した．今後も必

最終的に，サイズや重量は SS-616 のものと大

要なところで工数を使えるようにしておき，余裕

差なく，軽量化には貢献できなかったが，その機

があれば美観にこだわったブレーキランプも考

能や処理性能は充分であったようで，大会までド

えたいところである．

ライバーからの評価は概ね良かった．更にエンジ
ン始動時，スロットルポジションによって始動し
やすいところがあり，インジケータの表示はこの
確認に大いに役立った．総合的にインジケータで
の目標は達成でき，次年度以降に活かせるパーツ
開発ができた．今後は更なる高性能化や視認性の
向上を目指して開発していく．
■Fig.2-12：SS-617 ブレーキランプ
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2.6. 電気シフタ

サーボモータのギアシフト動作試験用のリンケ

過去にエアシフタやソレノイド式電磁シフタ

ージをアルミ板を用いて製作した．7 月末から大

を搭載していたことがあるが，SS-614 で動作不

会にかけては，走行において優先度の高い他のパ

良があり，SS-615 と SS-616 では機械式シフタ

ーツの整備に工数を集中したため，予定していた

が必要となって重量やパーツレイアウトの面で

静止時のギアシフトまでの動作試験は実施する

苦労を生むことが多かった．他大学との情報交換

ことができなかった．

の中で，比較的調子よく機能しているのが，高ト

現段階で自作のモータコントローラとリンケ

ルクのサーボモータを使用した電気シフタであ

ージは完成しており，シフトスイッチや ECU と

った．そこで現役メンバーがエアシフタや電磁シ

接続するためのハーネス製作が残っている．10

フタの経験が少ないこと，参考にできるチームが

月から 11 月にかけて動作試験とデバッグを行な

存在することから，SS-617 でサーボモータ式電

い，SS-618 で確実に搭載できるよう，モータ固

気シフタ（以下，電気シフタ）の開発を行なうこ

定方法とシフトスイッチの構造も設計していく．

とにした．最終的には自作モータコントローラと
MoTeC を連携させ，点火カットやギア補正を加
えてスムーズなギアシフトを行なえるようにす
ることを目標にし，まずはモータの入手と制御方
法の確立，静止状態でのギアシフトを目標として

シフトパドル

UP / DN 信号

ギア / 回転数 / 車速
に応じてモータ
の回転を制御

車輌に無理なく搭載できるだけ小型で，且つギ
アシフトに十分なトルクを持っていてマイコン

MoTeC

車輌情報

UP / DN
命令

モータ診断
車輌情報

開発を行なった．最終的な電気シフトシステムの
概念図を Fig.2-13 に示す．

点火カット

自作
ECU

サーボ
モータ

モータ駆動電力

リレー
ユニット

インジケータ

■Fig.2-13：電気シフトシステムの概念図

で制御できるサーボモータとして，株式会社近藤
科学様のロボットのアーム用のサーボモータを
使用しているチームが多かった．実際にニュート
ン計りで，静止時でギアシフトに必要なトルクを
測定(Fig.2-14)したところ最大でも 55 [kg･cm]で
あり，最大トルクが 67 [kg･cm]である同サーボ
モータでギアシフトができることが期待された．
まずは動作テストとして，PC からアダプタを介
し，専用ソフトで回転角や速度等を変えながらモ
ータの動作を確認した．続いてモータに付属の専
用コントローラを用いた制御を経て，MoTeC や
他の ECU と連携させるため汎用の PIC マイコ

■Fig.2-14：変速トルク測定の様子

ン用制御プログラムを作成した．また同時期に，
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3. フレーム班
概要

3.1. フレーム

フレーム班では，フレームとインパクトアッテネ

フレームでは，全長の短縮とパイプ本数削減を実

ータ(IA)で軽量化を優先して開発を行なった．フレ

施することで，軽量化すると同時に，SS-616 から

ームでは全長短縮やパイプ削減，IA では貫通防止

の改善としてヨー慣性モーメント低減を達成でき

板(AIP)の縮小とカーボンパイプの再考による軽量

るよう開発を行なった．またねじれ剛性設定におい

化を行ない，同時に SS-616 からの改善としてヨー

ては，過去のフレームのねじり試験実測値と構造解

慣性モーメントの低減も狙った．燃料タンクやバッ

析の結果の差を考慮して，より妥当な値を導けるよ

テリ等車輌中心付近の配置を希望するパーツのレ

う配慮した．

イアウトと全長短縮を加味しながら議論を重ねた

目標車輌重量 220 [kg]を達成するため，フレーム

結果，燃料タンク側を少し大きくした左右非対称フ

の目標重量は 28 [kg]と定めた．その中で，想定最

レーム設計が最適であると判断した．

大 1.6 [G]でのフレームのねじれ角を，キャンバー

製作においては，治具としてブロックではなく既

変位設計に影響を与えないと考えられる 0.3 [deg]

製品のフレーム材(Fig.3-1)を用いることで工数削

に収めるため，目標ねじれ剛性を 2800 [Nm/deg]と

減を図ったが，新たな試みに対する意識が甘く，単

した．重量とねじれ剛性の設計値を同時に満たせる

純なヒューマンエラーが頻発してしまった．結果と

ようにフレーム構造を最適化していった結果，非対

して余計な修正作業に時間を取られ，SS-616 フレ

称フレーム構造やオーバーハング削減が効果的で

ームよりも製作期間が伸びてしまった．

あると考えられた．また SS-616 から燃料タンクや

最終的に IA では軽量化とヨー慣性モーメント低

マスターシリンダのレイアウトを変更する必要が

減という目標を達成することができたが，フレーム

生じたため，各班と議論を重ね，最終的には設計上

では小型軽量化は果たせたものの，期待していた目

フレーム重量 28 [kg]，
車輌全長 2327 [mm](SS-616

標値には届かずに終わった．フレーム自体の設計を

比-17.7[%])となり小型軽量化が見込めた．ねじり

再考するのはもちろんのこと，そもそもの工数管理

剛性値は解析上 3256 [Nm/deg]で，設計目標を達成

や情報伝達の重要性を全員が認識することの必要

でき，1 月に設計完了とした．

性を感じた．

製作の際には，これまでの多量の治具ブロックを
用いていた方法から変更し，既製のアルミフレーム
を組み合わて固定する方法で作業を行ない，治具ブ
ロック製作期間を無くすことで大幅な工数削減を
狙った．しかし実行してみると想定よりもアルミフ
レームの固定位置精度を出すのが難しく，また作業
の引き継ぎの際に情報伝達や図面の確認における
ミスも生じてしまい，ステーやマウントの位置が設
計からズレてしまうことがあり，パーツ組付けがで
きないケースが多々生じた．その結果フレームの再
溶接がかなりの部分で必要となってしまい，最終的

■Fig.3-1：アルミフレーム材を用いた治具組み立て

には SS-616 よりも遅い 4 月のフレーム完成となっ
てしまった(Fig.3-2)．
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3.2. インパクトアッテネータ(IA)
IA は車輌先端に搭載されるパーツであるた
めヨー慣性モーメントへの依存度が非常に高
いパーツである．そのため IA では軽量化を基
本方針として設計を行なった．
軽量化のため，カーボンパイプとフロントプ
レートの固定を，インサートによるボルト固定
から構造接着剤による固定に変更し，またフロ
ントバルクヘッドを縮小することで，IA の中で
最大重量部品である貫通防止板(AIP)の面積を
■Fig.3-2：完成した SS-617 フレーム

S.D.後は，5 月末に負荷のかかる走行を行なった
際，Fr ダンパーステー取付部と Rr ベルクランク
ステー取付部でフレームが変形してしまった．設計
時にサスペンションからの入力を充分に解析上で
考慮できていなかったことが原因であった．Fr で
はパイプを 1.2 → 3.2 [mm]と肉厚にし，Rr では
サスペンションの入力に対する補強パイプを追加
することで対策した．これ以降の走行ではフレーム
が変形するようなトラブルは生じなかった．またオ

1594 [cm2] → 913 [cm2]に減少させた．カーボ
ンパイプの積層構成は，まずパイプ 1 本ごとに
圧縮試験行ない，織り方や層数で比較した．そ
の結果，安全要求基準を満たしつつ最も軽量化
ができるのが平織りカーボンであった．よって
SS-617 では積層構成を UD7 層 → 平織り 5 層
に変更することにした．
最終的に IA は SS-616 の半分以下の重量と
なり，大幅に軽量化，ヨー慣性モーメント低減
に貢献することができた(Fig.3-3)．

イルクーラやステアリングコラムステー増設のた
めにフレームを加工していった結果，最終的なフレ
ーム重量は 42.5 [kg]となり，企画時の目標重量を
達成することはできなかった．
最終的なフレームで，SS-616 に比べて小型軽量
化はできたものの，その値は目標値に達するもので
はなく，また製作の面でも課題が残る結果となって
しまった．今後はより綿密な治具の検討と情報･人
員管理によって，精確なフレームを製作することが
不可欠である．また設計段階での車輌運動解析，ス
テーの剛性や重量検討を行なうことで，設計後の修

■Fig.3-3：完成，搭載した SS-617 IA

正をできるだけ無くせるよう，フレーム設計方法を
検討していく．
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4. サスペンション班
概要
＜パッケージング＞
車輌コンセプトにアプローチするため，車輌操
縦性の向上を重視して開発を行なった．具体的に
は，コーナリングでのヨーレート増大や応答性向
上を狙い， SS-616 から Table 4-1 のように変更
した．またシャシー全体として，車輌の縮小化に
よるヨー慣性モーメントの低減，軽量化を目標と
し，サスペンションではフレームの取り付け位置
でパイプ本数が極力少なくなるようなレイアウ
トにした．前後重量配分については，SS-616 で

■Fig.4-1：トー角セッティングの様子

製作後に設計値から大きくずれてしまうという
問題があったため，設計時の計算をより厳密化し，
優先度をつけて他班と十分に議論を行なった結
果，設計値の配分を達成することが出来た．
■Table 4-1：SS-617 パッケージ主要諸元
パラメータ
ホイールベース [mm]
トレッド [mm]
前後重量配分
重心高 [mm]
ヨー慣性モーメント [kgm2]

SS-616
1750
1400
50：50
346
213

SS-617
1680
1200
46：54
310
153

3.1. サスペンションジオメトリ
サスペンションジオメトリでは車輌操縦性向
上のため，SS-616 で問題となったインリフトの
抑制，操舵抵抗の低減を中心に，ロールセンタや
キングピンの設計を行なった．
インリフトの抑制に関しては，ストロークによ
るロールセンタの縦移動量を昨年度比-40 [%]に
することで，旋回中のジャッキアップ力低減を図
った．また SS-616 車輌を用いて，ストローク変

＜サスペンションセッティング＞
サスペンションセッティングについては，変数
を 11 種類と多くして，走行ごとにパラメータを
記録することを徹底し，セッティングとログデー
タの関連がしっかりとれた状態でのデータ蓄積
に努めた．また SS-616 で測定精度を出すことが
出来なかったトー角セッティングでは，進行方向
を基準にした水糸固定用の冶具を車輌に取り付
けて作業を行なうことで，高い精度でのトー角セ
ッティングが可能となった．セッティングの様子
を Fig.4-1 に示す．

化に対するロールセンタの横方向の過渡的な動
きを評価し，その動きがジャッキダウン力に寄与
するようなアームリンクのジオメトリ設計を行
なった．また操舵抵抗低減のために，キングピン
傾角を 8.94 → 5.84 [deg]へと起こし，最大転舵
時のタイヤの持ち上げ力を 4.3 → 3.0 [kg]に低
減させた．これにより操舵に必要なトルクを実測
で 10 → 6.0 [Nm]に低減させた．
インリフトに対しては，S.D.以降もベルクラン
クのレバー比やスリングレート等のセッティン
グで抑制に努めていったが，結局大会まで完全な
解消には至らなかった．対策の中で，最もインリ
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フトが起きなかったのは，SS-617 でロール剛性

が，設計値を保つには高度な加工技術が必要であ

の前後比が 49:51 のときであったため，大会では

ったため，中山精器様に加工を依頼し，製作の支

このセッティングを用いた．大会のデザイン審査

援をしていただいた．

後のフリートーク時間を使って，デザイン審査員

完成後は，車輪速センサの固定において問題が

の方にインリフト抑制についてお話を伺ったと

生じた．当初センサは樹脂に依る接着を考えてい

ころ，我々の思っているほどジャッキアップ力と

たが，脱落の恐れがあったため，ボルトで固定で

インリフトの相関は大きくなく，現状では運動中

きる別のセンサを使用することになった．設計時

の輪荷重のつり合いを考えたロール剛性，荷重移

にはセンサのボルトは考慮していないため，現物

動量設計が目標運動性能を満たせていないので

合わせでアップライトにセンサの固定穴をあけ

はないかという意見をいただけた．更に SS-617

ることになった(Fig.4-2)．追加工であり，固定位

のロールセンタ設計では，コーナー脱出時のプッ

置の精度を出すのも厳しかったため，車輪速デー

シュアンダー解消のため，静止時のロールセンタ

タの取得が不安定となることもあった．今後は使

高に前後で 20 [mm]の差をつけて前傾姿勢とし

用するセンサがわかっているため，設計時にマウ

ていた．しかし，この差がかえってダイヤゴナル

ントを考慮しておくことが必要である．

ロールを発生させやすくしてしまっていたので
はないかということも考えられた．
大会中でインリフトが確認されたコーナーに
関しては，車輌運動理論の理解を更に深めた上で
改めてログデータの分析を行ない， 次期に向け
てロール剛性，ロールセンタ設計の再検討を行な
っていく．

3.2. アップライト
SS-616 において走行後にハブベアリングから
異音がすることがあった．熱膨張が原因であると
考え，SS-617 ではベアリングの寸法を，外形 55
→ 35 [mm]，内径 68 → 35 [mm]，幅 10 → 14
[mm]のものに変更し，熱容量増大を狙った．構
造については，横力がかかった際のジオメトリ変

■Fig.4-2：アップライトにマウントした車輪速センサ

化への影響を極力小さくできる許容変形量を設
定し，その上で可能な限り肉抜きを行ない，Fr で
1.30 → 0.94 [kg]，Rr で 1.40 → 1.01 [kg]と軽
量化することができた．1 月に設計が完了した
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3.3. ハブ・ブレーキディスク

3.4. ブレーキ・ペダル類

SS-617 では軽量化と部品点数の削減のため，

SS-616 のペダルは過剛性な箇所が多く，大幅

ハブとブレーキインナーディスクを一体にして

な軽量化が見込めた．構造やペダルのレイアウト

設計した．挑戦でもあったため，バックアッププ

自体を見直し，最終的に重量はそれぞれ-0.7 [kg]，

ランとして SS-616 モデルのハブ・ブレーキディ

-6.2 [kg]と大きく軽量化することができた．ペダ

スクアセンブリと置換が可能なようにした．一体

ルはともに 12 月～1 月に設計が完了し，製作は

化の場合ハブ・ブレーキディスクで 184 [g]軽量

主に放電加工機を用いて 3 月に完了させた．

化することができ，設計は 12 月に完了した．

S.D.以降，アクセルペダルにおいて，100 [%]

加工の難しいパーツであるため，ハブは渥美工

までスロットルを開けることができないという

業株式会社様に，ブレーキディスクは株式会社桜

問題が生じた．これはペダルとスロットルのドラ

井製作所様にそれぞれ製作支援をして頂いた．ブ

ム径の関係から，全開に必要なだけアクセルワイ

レーキディスクの材料である鋳鉄は梅沢鋳工株

ヤを巻き取ることができないのが問題であった．

式会社様に支援していただいた．受け取った完成

ドラムを大径化(Fig.4-4)して巻取り量を増やす

品のハブ・ブレーキディスクのアセンブリを

ことはできたが，100 [%]には満たなかった．ブ

Fig.4-3 に示す．

レーキの制動力に関しては，ペダルのレバー比を

企画よりも渉外活動に遅れが生じてしまった

6.5 → 4.5 に変更し，踏力あたりのストローク量

ため，
大会には一体化した SS-617 モデルのハブ・

を小さくして制動力調整をしやすくした．しかし

ブレーキディスクは搭載することができず，バッ

未だ SS-617 では運動中の最適な制動力バランス

クアップとしていた SS-616 モデルを搭載するこ

について詳しく分析や考察を行なえていないた

とになった．製作して頂いたハブ・ブレーキディ

め，次期に向けて減速中のログデータの分析と改

スクについては大会後に搭載して，今後の設計に

善の余地を検討していく必要がある．

向けて評価を行なっていく．

■Fig.4-4：修正前(左)と修正後(右)のドラム

■Fig.4-3：SS-617 のハブとブレーキディスク(一体)
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グラフから，1 点式のシャフトの方が転舵速度

3.5. ステアリング
ステアリングでは，入力舵角に対するヨーレー

に対してヨーレートゲインが大きく，回頭性の向

トゲインを向上させるため，ステアリングシャフ

上が期待される．もともとこの応答性評価は，ス

トのユニバーサルジョイントを 1 点式にするこ

テップ試験によって横軸を時間としたときのヨ

とで，ガタの低減を狙った．またタイロッドブラ

ーレートゲイン変化を実測する予定であったが，

ケットを着脱式とすることで，アッカーマン率，

大会までに充分な実測機会を得ることができず，

バンプトー変化特性を可変とした．更に実入力舵

転舵速度に対してのヨーレートゲインのみで評

角を測定できるような舵角センサ用のマウント

価することになった．より評価に妥当性を持たせ

も搭載した(Fig.4-5)．

るため，機械的特性が車輌運動に及ぼす影響につ
いては，今後の走行テストで評価を行ない，その
結果は次期車輌の設計において活かしていきた
いと考えている．

3.6. スタビライザ・ロッド類
SS-617 ではステア特性のセッティング幅の拡
大を狙い，スタビライザの搭載を検討した．設計

■Fig.4-5：歯車を用いた舵角センサマウント

は 1 月に完了したが，優先度の高い他パーツの製

1 点式のユニバーサルジョイントでは，ステア

作が完了し手から製作を始め，5 月に完成させた

とタイヤの間の角速度位相差が，ヨーレートの応

(Fig.4-7)．定常円旋回において，スタビライザの

答性に影響を及ぼす恐れがあったため，比較のた

有無でストロークにどのような差が生まれるか

めに 2 点式でも製作した．試走会で周回走行を行

を実測評価した．結果ストローク量が左右平均で

なったときの転舵速度に対するヨーレートゲイ

9.5 [%]減少し，ロール剛性の向上が確認できた

ンを Fig.4-6 に示す．

(Fig.4-8)．またこれにより，ロール剛性の調整幅
を 27:73～62:48（SS-616 は 38:62～55:45）まで

0

拡張することができた．
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■Fig.4-6：ヨーレートゲイン比較 (1 点式 vs.2 点式)

■Fig.4-7：搭載したスタビライザ
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■Fig.4-10：SS-617 Rr ベルクランク

横加速度 [G]

■Fig.4-8：スタビライザ有無でのストローク量比較

アームやロッドなどのサスペンションリンケ
ベルクランクでは，摺動部の構造を見直すこと

ージ部品は SS-616 で破損しなかったため，パイ

で，SS-616 で問題となっていたストローク時の

プの径や肉厚は同じで設計を行なった．3 月に製

動きの渋さの解消を図った．具体的には，プレー

作を完了させ，S.D.以降は万が一の破損に備えて

トとカラーで嵌め合いをなしていた箇所を，カラ

予備パーツを製作していった．

ー - ベアリング - プレートの中間嵌め構造に

最終的に，剛性を保ったまま軽量化することが

変更した(Fig.4-9)．また，SS-616 では Rr ベルク

できたパーツがほとんどで，且つスタビライザに

ランクの破断のトラブルがあったため，削り出し

よって車輌運動性能の改善も見られ，目標を達成

で再製作を行なっており，重量増の原因となって

することができた．しかし一方で，車輌運動中の

いた．SS-617 では削り出しではなく，プレート

種々のパラメータ変化等を実測した結果と，設計

の厚さを 3 → 4 [mm]へ増厚することで最大応

時に計算していた値とでは，大小あるが差が見ら

力 22.6 [MPa]を受けた際の変形量を Fr で 60 [%]

れる箇所が多く，設計や一部計算の見直しが必要

減，Rr で 15 [%]増にとどめることができ，合計

であるとも考えられる．

で 230 [g]軽量化することが出来た．1 月に設計
が完了し，3 月に製作が完了した(Fig.4-10)．
SS-616 ベルクランク

すき間嵌め
軽転合挿入

ベアリング

カラー

SS-617 ベルクランク

中間嵌め
押し込み挿入

■Fig.4-9：SS-616 と SS-617 のベルクランク構造比較
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5. カウル班
概要

ダクトを備えて流量増加を図り，その構造を

カウル班では，カーボンを使用するパーツが多

CFD 解析上で最適化した．大まかなデザインや

いため，その積層方法や構造を検討することで軽

基本構造は 12 月までに設計を終わらせ，詳細な

量化を目指し，乗り心地に直接関わるシートでは

部分については他のシャシー設計が完了した 1

その姿勢を深く検討することでそれぞれのコン

月ごろから開始し，2 月にはカウルとしての設計

セプトへアプローチした．実際カウルとシートに

が完了した．

おいては，高剛性で且つそれぞれ 70 [%]，25 [%]
と大幅な軽量化に成功した．しかし車輌運動性能
とのトレードオフで，シートに関しては予定して
いた全ての目標を達成することはできずに終わ
った．またチームの新しい挑戦として，エアロデ
バイスの開発も行なった．大会での搭載とはなら
なかったものの，今後の設計に活かせる経験を培
うことができた．

■Fig.5-1：検討した積層構造

4 月から型の製作を開始し，6 月に完了，試作
カウルを製作した．SS-616 に比べて 2 ヶ月ほど

5.1. カウル

早く試作できたため，より早く車輌に搭載して充

カウルでは，美観にこだわりつつも，積層数や

分に車検対策を行なうことができた．しかしラジ

構造の観点から軽量化を達成することを目指し，

エータへの導風効果は確認できず，解析値とはう

カウル全体重量を 5 [kg]に抑えることを目標に

まく比較できなかった．CFD 解析時にラジエー

した．またサイドポンツーン内に配置するラジエ

タ本体による流体への影響や，周辺部品のモデル

ータへの導風構造についても検討し，冷却性能の

精度を深く検討できていなかったことが原因と

向上も狙って開発を行なった．

して考えられる．

積層構造については，カーボンクロス 1 層+ア

冷却性能向上については妥当な評価すること

ルミリブという構造，またはカーボンクロス 1 層

ができなかったが，剛性を低下させること無く軽

+10 [mm]幅のカーボンクロスをトラス状に追積

量化することには成功し，最終的なカウル重量は

層という構造等複数の案(Fig.5-1)を提案し，試験

3.2 [kg]（SS-616 の約 30 [%]）にまで抑えること

片を製作してそれぞれ比較した．その結果重量と

ができ，目標を達成することができた．カウルを

剛性の比やコストの観点から，今回の目標にはカ

搭載した状態の SS-617 浜風を Fig.5-2 に示す．

ーボンクロスをトラス状に追積層する構造が最

今後も更なる軽量化を目指すとともに，固定方

も適していたためこれに決定した．ラジエータへ

法の易化や CFD 解析条件の厳密化と導風へのア

の導風に対しては，サイドポンツーン後方に排気

プローチ方法も検討していく．
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すぐにドライバーからたわみが大きくホールド
性に欠けると指摘が多く発生し，腹部も 7 層にな
るよう追積層を行なった．それでも最終的なシー
ト重量は 1.8 [kg]で，SS-616 から 25 [%]の軽量
化に成功した．

■Fig.5-2：完成したカウルを搭載した SS-617 浜風

5.2. シート
乗り心地を向上させるため，設計に入る前にシ
ートやステア，ペダル等を調整してコクピットを
シミュレーションできる装置を製作し，扱いやす
い姿勢やパーツ配置を検討した．これで評価の高
かった姿勢を維持できるようなシートポジショ
ンで，且つヨー慣性への影響ができるだけ小さく
なるようなシートの開発を目指した．しかしサス
ペンションの設計が進むに連れ，レギュレーショ
ンへの対応やパーツレイアウトの制約を受け，事
前に決めたドライビングポジションよりも，アッ
プライトポジション(SS-616 時と同様)としたほ
うが車輌性能を向上させられるという考えが強

■Fig.5-3：完成したシート(左)と乗車時の状態(右)

最終的には軽量化に成功し，また車輌レイアウ
トへの寄与から，サスペンション班の提案した車
輌運動性能の実現に貢献することができた．その
一方で，初めに決定した運転しやすいポジション
を達成することはできず，ドライバーからは疲労
や痛みの声を聞くこともあった．今後はドライバ
ーの運転のしやすさがタイムに与える影響も考
慮して，パッケージングレイアウトやコンセプト，
ドライバーポジションのトレードオフをうまく
検討していきたいと考える．

まった．サスペンションの設計や目標を考慮して
議論した結果，車輌の性能を優先して，当初のド
ライビングポジション維持は断念し，ドライバー
に合わせたクッションを作成して，操作しやすい
ポジションを構築することにした．
設計は主にサスペンション班と並行して行な
い，12 月に完了した．高剛性軽量を狙ってプリ
プレグで製作し，背中と座面部分は 7 層，腹部は
4 層積層し，3 月に完成した(Fig.5-3)．ところが

5.3. ステアリングホイール
ステアリングホイールではドライバーの扱いや
すさを向上させるため，ステホ構造の内部にインジ
ケータを埋め込み式にできるようにした．
設計では内蔵スペースを要する特性上，複雑な構造
となった(Fig.5-4)．設計は 11 月に完成させ，2 月
～3 月に製作にとりかかった．
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しては，インジケータの内蔵化は有効であると考え
られる．またチームの積層ノウハウの向上をさせる
意味でも複雑な形状のステホの製作の必要性はあ
ると考えられる．まずはより単純な形状から製作の
練習を行ない，技量・ノウハウ・パーツの優先順位
に応じて次年度に新規製作をする必要があるか再
検討する必要がある．

■Fig.5-4：企画していたステアリングホイール設計

5.4. ファイアウォール（F/W）
安全部品である F/W には例年通り，信頼性を確

製作では木材をモデラ―で切削し型とした．軽量

保できている embrella®を使用した．他のパーツレ

化を図ってプリプレグを使った積層をしたが，複雑

イアウトが大体決まりはじめた 11 月から形状の検

な形状でのプリプレグの積層のノウハウが確立さ

討を開始し，3 月には一度段ボールで試作して他パ

れていなかったこともあり，型に沿って積層するこ

ーツとの干渉や固定点を確認した．この試作を基に

とができなかった．その後ウェットカーボンによる

embrella®で F/W を製作し，4 月に完成した．

積層も試みたが，型の材質や抜き勾配，離型処理の

S.D.以降は，機会があれば積極的に車検員の方と

検討不足から積層後に型からの離型をすることが

コンタクトを取り，安全基準を満たしているかを繰

出来なかった．その後，パーツ搭載の優先順位の関

り返し確認した．特に燃料タンクやラジエータ周辺

係からステホの新規製作を断念し，過去のものを搭

はパーツ修正があったのに加え，もともと危険の多

載することとした．型については Fig.5-5 のように

いエリアであるため，重点的に対策を行なった．そ

段付き部にフィレットを入れることにより離型の

れでも大会当日の車検では，これまで経験したこと

しやすさの向上が期待できると考えている．

のなかった部分で指摘を受け，再車検を受けること
になってしまった．
F/W はドライバーを危険から守る最後の砦とさ
れている重要な安全部品のため，車輌パーツレイア
ウトの多様さや年度によって，レギュレーションだ
けではカバーできない部分が多く発生してしまう．
そのため試走会ごとに新たな指摘を受けることも

ステアリングホイールの
型にある構造

改善案

■Fig.5-5：ステアリングホイールの型改善案

ステアリングホイール自体は現在使用している
ものでも大きな問題はないが，ドライバーからの視

少なくなかった．今後はこれまで指摘された部分は
もちろんのこと，自分たちでも危険が潜んでいる箇
所がないかを徹底的に探すのに加え，より多くの方
の見方や意見を取り入れて，安全性の確保とスムー
ズな車検通過を目指す．

認性やコクピット全体の美観を向上させる手段と
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5.5. エアロデバイス
SS-617 では先行開発としてエアロデバイスの搭

確保できず，地面との干渉が見られた．これに対
しては M8 ボルトによる固定点数を 2→4 点に増や

載試験を行なった．企画段階では SS-617 の 1 年間

し，更に懸架ワイヤでの翼端をつり上げて対策した．

を試験期間とし，木製の試作品を複数作ってデータ

エアロデバイスの実測評価については，あらかじ

取得のみを行なう予定であった．しかし車輌運動の

め静止時に複数の重りを使ってその重量とストロ

設計段階で，性能を向上させるためにはエアロデバ

ーク量のプロットデータを作成し，走行試験で直線

イスが非常に有効であると計算された．そのためま

走行時のストローク量からダウンフォースを算出

ずは解析ベースで大会での搭載を前提としたエア

した．
その結果，
40[km/h]時で 140[N]と求められ，

ロデバイスを設計製作し，試走期間で車輌性能への

CFD 解析値から大きく外れた値となった．簡易な

寄与と冷却性能への影響を調査して，6 月を目安に

計測であったため方法自体に妥当性が確保できて

大会での搭載可否を決定することにした．目標値設

おらず，比較方法も合わせて今後の課題となった．

定として，車輌運動性能を向上させるため，サスペ

周回走行でのタイム比較では，コーナリングの多い

ンション班とともに SS-616 で見られた強アンダー

コースで約 2.1 [%]のタイム短縮が見られた．しか

ステア特性を改善させるのに必要な前輪荷重を求

しアップウォッシュの影響で，冷却系の温度上昇速

めた結果，40 [km/h]走行時に 50 [N]のダウンフォ

度が上がってしまい，信頼性を低下させる恐れがあ

ースを発生させられる 5 [kg]の Fr ウィングが有効

ったため大会での搭載は見送ることにした．

であると求められ，これをエアロデバイスとしての
設計目標値に定めた．
設計において，主翼やフラップは NACA 翼型を

最終的に非搭載となったものの，エアロデバイス
の開発スケジュールを早められたこと，開発のプロ
セスがデザイン審査での加点対象となったこと等，

参考にした．Solidworks Flow Simulation 上で走

チームへの貢献度は大きいものであった．また評価

行時のタイヤの回転や地面を設定して，CFD 解析

方法やデバイスの構成，他パーツへの影響等課題も

を繰り返して目標ダウンフォースに達するまで翼

多く発見することができ，今後の開発につなげてい

位置や形状の最適化をした．ウィングの構成は，ス

きたいと考えている．エアロデバイスを搭載した時

タイロフォームとカーボンクロスから成る翼を，ハ

の様子を Fig.5-6 に示す．

ニカムサンドイッチ式の翼端板で接着する構造と
した．設計は 11 月から 2 月まで行ない，完了次第
製作にとりかかった．
製作では，接着の位置精度が出せなかったことに
よる主翼とフラップの間隔，翼の迎角等の製作誤差，
型の検討不足による翼表面の粗さなどで完成度に
おける課題が残った．6 月に完成し，最終的な重量
は 6 [kg]となった．最初に車輌に搭載した際は翼自
身のたわみによる影響で路面とのクリアランスを

■Fig.5-6：エアロデバイスを搭載した SS-617 浜風
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6. コスト班
Late Penalties や Real Case で得点を落とし

概要
コスト班では例年レポートの精度を向上させ，

てしまったが，今回最も重きを置いていた

Accuracy Points を確保する体制で活動をしてお

Accuracy Points では+9.26 pts と大幅に得点ア

り，ここ数年は安定して上位を獲得できるように

ップさせることができ，総合では 7 位 / 94 チー

なってきた．SS-617 でも着実にレポートの精度

ムと 3 つ順位を上げることができた．今後はペナ

を向上させるとともに，コスト班として盤石な体

ルティを受けないのはもちろんのこと，更にレポ

制を築いて更なる上位を目指せるよう，活動を行

ートの精度を向上させていき，車輌の生産総額に

なった．コスト審査の結果を Table 6-1 に示す．

ついても得点アップの方法を検討し，表彰台を目

Accuracy Points を上げるため，チーム全体で

指して活動を行なっていく．

協力できるような資料作成や講習，図面や裏付け
資料作成の徹底など，様々な方法でレポートの精
度向上を狙った．中でも，例年より量も質も向上
させた裏付け資料は審査員の方からも好評で，加
点 対 象 と な っ た よ う で あ っ た ． Real Case
Scenario 作成の過程ではこれまでと異なる課題
で戸惑った部分があり，当日審査では審査員の方
との認識のズレから点数こそ落としてしまった
ものの，今後に活かせる考え方や資料作成の技術
を学ぶことが出来た．また今年度の反省として，
レポート提出に 1 日遅れを生じ，-10 pts の減点

■Fig.6-1：コスト当日審査の様子

を受けてしまったことがある．完成自体は間に合
ったものの，最後までその質の向上にこだわった
余り添付する資料を一部抜かしてしまい，再提出

6.1. Cost Points

を行なった結果である．今後はこのようなもった

車輌の生産にかかった総額がどれだけ安いか

いない減点が無いよう，更なるスケジュール管理

を相対的に評価される．近年の傾向としてエアロ

の徹底と正確な状況判断ができる環境づくりを

デバイス搭載チームが増加しており，車輌の平均

行なっていく．

総額も上昇してきている．SS-617 でエアロデバ

■Table 6-1：コスト審査結果 (赤:向上, 青:悪化)
項目
Adjusted Cost $
Cost
Accuracy
Real Case
Late Penalties
Total Scre

第 14 回
16980
23.60
(15 位)
16.00
(13 位)
15.00
(11 位)
0
54.6
(10 位)

第 15 回
17610
26.44
(13 位)
25.26
(4 位)
14.00
(21 位)
-10
55.7
(7 位)

イスは搭載してないため，比較的得点しやすい部
分であった．
総額計上方法の正確さの追求や多少の性能改
善の結果，前年比で総額が＄630 増加した．しか
し平均総額上昇の影響で Cost Points は 2.84 pt
増加し，順位変動は 2 位のみの降下で済んだ．
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SS-617 では着実なステップアップによる動的

配管方法を詳しく記述するようにした．その結果

種目完走が目標であったことや，エアロデバイス

審査員の方から，実際に得点向上に繋がっている

非搭載のため総額が比較的安価になりやすいこ

とのレビューもいただけ，Accuracy Points では

と な ど か ら ， Cost Points の 優 先 度 は 後 述 の

4 位 / 94 チームを獲得することが出来た．しか

Accuracy Points ほど高くしていなかった．今後

し当日審査において寸法や部品点数のミスも少

更なる軽量化を狙った CFRP 製パーツの増加や，

なからず指摘された．今後も裏付け資料の質を維

エアロデバイスの搭載も考えられるため，他の材

持しつつ，チェックの質向上や，そもそもミスの

料選択や加工方法での費用抑制も検討していか

発生しにくい資料作成の方法を検討するなど，更

なければならない．

なる得点向上を狙う．

6.2. Accuracy Points
計上した材料費や加工費，人件費等の正確さが
評価され，その実現可能性や詳細度が高い程高得
点となる．配点が Cost Points と同じ 40 / 100 pt
と大きいこと，注力した場合の得点への還元率が
大きいことから，SS-617 では Accuracy Points
の確保を一番に狙った．
得点向上のため，工業規格に従って且つ可読性
も考慮した部内用図面フォーマット(Fig.6-2)の
作成，設計陣との密な連携，具体的な製作方法を
示す裏付け資料の充実，資料チェック作業の徹底
等，様々に対策を行なってきた．正確な図面を描
くのは勿論のこと，設計の修正による図面や関連
資料の内容変更が即座に行なえるような体制を
整えた．またチーム全体で協力して提出用資料を
3 重，4 重とチェックし，できるだけ記入ミス等
が無くなるよう配慮した．実際例年よりも早い段
階でミスに気づけた例が多く(Fig.6-3)，最終的な

■Fig.6-2：SUM 用図面フォーマット (上:Assy, 下:Part)

書式
小数点
Car No.
P/N
名前
計算式
指数表記

減点箇所も減少したと考えられる．また裏付け資

選択範囲

料は少しでも複雑な工程のあるほとんどパーツ

ItemOrder

において作成するようにし，前年比で 24→39 個
と 15 個増加させた．W/H やブレーキライン，冷

内容

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ミスの数[個]

■Fig.6-3：繰り返しチェックにより見つかったミスの数

却系などのルーティングについてもその経路や
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6.3. Real Case Scenario

に関わる強度の裏付け補助資料の用意も行なっ

大会前月に 3 種類のパーツとその生産性や組

た．Brake Lines では，配線長の計算方法を示し

付け性など解決すべき課題が提示される．当日審

て最適な長さを提案し，取り回しでアクセスがし

査でランダムに 1 つのパーツが選ばれ，それにつ

づらい箇所にパイプを用いたり，配線をワンタッ

いて課題と解決案をプレゼンし，案自体やそのた

チ固定できる部品を設計したりすることで，取り

めのプロセス，妥当性などが評価される．今回は

回しと締結の時間を短縮するようにした．設計し

Cowl，Rear Suspension，Brake Lines が候補に

た固定具は補助資料として当日審査に持参した．

挙げられ，年間 1000 台の生産を前提としてその

当日審査では Brake Lines について説明が求

パーツの車輌組付け性の検討が課せられた．

められ，用意した資料(Fig.6-4)を提示しながらプ

チームでは，各パーツで次期から設計を行なう

レゼンを行なった．説明や追加資料など，用意し

2 年生を担当に置き，組み付け時間を評価パラメ

たものの評価は良かったが，総合的には審査員の

ータとしてそれぞれで対策を講じた．Cowl では

方の期待したアプローチからは外れていたと判

固定点が節約できる取り付け位置を検討すると

断され，重量や安全性への考慮が不足していると

ともに，アクセスに時間のかかる車輌裏面での固

指摘を頂いた．結果として前年度比で 1pt のみで

定に磁石を用いるなどして，締結時間を短縮でき

あるが減少してしまった．

るとした．Rear Suspension ではボルト締結と嵌
め合い部を如何に少なくできるかを検討し，それ

■Fig.6-4：作成したリアルケース説明用パネル
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IV. 各班成果報告 – 静的審査部門
7. デザイン班
概要

7.1. デザインレポート

車輌の設計について，プロセス，評価方法，妥

大会前に提出する資料で，A4 用紙 4 ページ分

当性について総合的に評価される．それだけでな

の文章＋図と 3 面図 4 ページを使って車輌につ

くその車輌の新規性や市場性，メンバーのパーツ

いての説明やアピールを行なう．設計やそのプロ

に対する理解度等も評価の対象となっており，提

セス，評価の妥当性や理解度だけでなく生産性や

出するレポートや，当日の質疑や議論を通して審

市場性，新規性も評価される．

査される．

デザインレポート執筆にあたっては，過去数年

SS-617 ではデザイン審査の目的に例年以上に

間の各校との情報共有や大会結果から，レポート

真摯に向き合い，プロジェクト発足時からそのコ

文量の多さと得点の高さに強い相関があること

ンセプトや設計指針が一般的に妥当であるかど

がわかっていたため，その質も然ることながら文

うかを検討しながら活動を行なうよう心がけた．

量を充分に確保できるよう意識した．具体的には，

パーツ設計担当者と設計や評価方法の妥当さを

10 位以上の上位校が 15,000～20,000 字であっ

議論し，どのようにレポートやパネルにまとめて

たのでこの程度の文量を目標とした．

伝えるかを深く検討しながら車輌設計を進める
ようにした．

早い段階で執筆を意識していたこと，設計者と
個々に細かい議論を重ねたことなどが功を奏し，

設計陣との議論やより多くの人による添削を

SS-616 よりも早い段階で具体的な内容の執筆に

重ねることで，例年よりもその質を向上させるこ

入ることができた．執筆途中の場合もあったが，

とができたと考えている．レポート文量も最終的

多くのメンバーや OB に見ていただく機会を設

には SS-616 の 10,000 字から大幅に増加させ，

け，そのコメントをレポートの完成度向上に活用

18,000 字以上とボリュームのあるレポートにす

することができた．シャシー分野では，レポート

ることができた．当日の審査でも各パートともに

提出までに充分なデータ取りの走行機会が確保

手応えのあるアピールや質疑応答が行なえ，71

できず，予定していた内容が書けなかった分，文

→ 99 pt と大きく得点を伸ばすことができた．順

量が目標よりも少し減少してしまった．パワート

位はデザイン審査で 14 位 / 94 チームと躍進す

レインでは，オイルの潤滑不良対策やエンジン始

ることができ，今後の基礎を確立できたと考える．

動不良に対する種々の検討が想定よりも文量を

一方で，データ取りが満足にできなかった箇所や，

増加させ，目標文量を上回ることができた．その

当日審査で返答に困ってしまったり指摘を受け

他整備性や生産性，各種マネジメントについても

てしまったりした部分も少なからずあり，更に上

触れ，内容の充実と文量の確保を狙った．最終的

位を目指すためには，より綿密なスケジュール管

にレポートの総文字数は 18,000 字を超え，目標

理と更なる理解度向上が必要である．

を上回ることができた(Fig.7-1, 7-2)．

例年 11 月にデザイン審査の項目別の採点表が
公開されるため，今回の反省と次期への参考に活
用する予定である．
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■Fig.7-1：デザインレポート文量配分 比較
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■Fig.7-2：SS-617 デザインレポート文量配分イメージ

7.2. デザインパネル
大会当日審査において審査員の方に車輌を説
明する．その際に用意する追加資料の内，特にア
ピールしたいものや，見やすくしたほうが良いと
判断したものを例年 A1 のパネル数枚に印刷して
持参している．
車輌全体説明用，サスペンション，ボディ，パ
ワートレイン 2 枚でそれぞれ作成し，計 5 枚の
デザインパネルを用意した(Fig.7-3)．サスペンシ
ョンではステア特性や回頭性について，ボディで
は Fr ウィングの走行試験による評価について，
パワートレインでは冷却系や潤滑系について新
たな情報やアピールポイントを主に示した．デザ
イレポートでも図やグラフ，写真を多く掲載した

■Fig.7-3：SS-617 デザインパネル

が，パネルにも新たに資料を多く掲載したため，
当日は車輌の説明や審査員の方との議論がスム
ーズに行なえ，このことも加点につながっている
と考えられる．
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7.3. 当日審査対策

審査後，今回の審査員の方々と時間を定めて議

実際に車輌を示しながらその設計の意図や妥

論を行なうことができる，DFT（デザインフリー

当性をアピールし，質疑応答や議論を通して，車

トーク）の機会が設けられた．これは得点には影

輌設計やそのプロセス，理解度等が総合的に審査

響しないが，実際に企業で設計や評価に携わって

される(Fig.7-4)．

いる方々の貴重な意見を伺うことができるため，

まずコンセプトや各分野での目標設定，アプロ

デザイン班と次期主力メンバーで参加した．まず

ーチ方法を説明し，車輌全体としてのアピールを

SS-617 のデザインの出来栄えについて質問した

行なった．その後サスペンション，ボディ，パワ

ところ，設計や評価，生産性まで多岐にわたって

ートレインに分かれて分野ごとに質疑応答が行

比較的良く書けており，満遍なく加点できる内容

なわれた．

であったとの評価をいただいた．一方で，論理的

サスペンションでは，ステア特性についてその

に書けているようで具体的な根拠に欠けている

測定・評価方法について議論があり，レポートに

部分もあり，より詳細にそのプロセスや検討方法

無い説明を加えてアピールすることができた．し

を示したほうが良いとの意見もいただくことが

かしジャッキアップ力とインリフトの関係，13

でき，今後の課題となった．その後今回の審査で

インチタイヤ使用の妥当性について質問を受け

回答に困ってしまった部分について，こちらから

た際に充分な回答ができず，検証の甘さを指摘さ

質問を行なったり，今後の設計に活かせるような

れ，今後の課題となった．

貴重な話を伺ったりすることもできた．

ボディでは予想通り，SS-617 の大きな特徴で
ある非対称フレームについての質問が多かった．
審査員の方々の間でも非対称フレームは話題と
なったらしく，ねじれ剛性の左右差が懸念されて
いた．それについては予想していたため，ねじり
試験での評価について説明を行なったが，検討が
不十分だったと指摘を受けてしまった．それ以外
ではカウルの軽量化や Fr ウィングの試作，実測
評価について写真やグラフを用いてアピールを
行なった．
パワートレインでは，潤滑と冷却について 2 枚
のパネルを用いて，充分に時間を取ってアピール
することができた．質疑でも潤滑不良の対策やオ
イルパン関連の議論が主に行なわれた．吸排気に
ついての質問では，想定よりも詳しい内容に触れ
ることになり，充分と思われる回答を用意するこ

■Fig.7-4：デザイン審査前の最終確認の様子

とができなかった．
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8. プレゼンテーション班
概要
第 14 回大会でのプレゼンテーション審査の結
果は 4 位であり，第 15 回大会では悲願の表彰台
を目指し，順位としては 3 位以内を目標として活
動してきた．結果，第 15 回大会では 27 位/94 チ
ームという結果に終わった．これは第 14 回大会
で奇抜なプレゼンテーションが評価されたので，
第 15 回大会ではこれを踏襲し，個性的なプレゼ
ンテーションを作ったのだが，アイデアに振りま
わされる形となってしまい，順位を伸ばすことが
できなかったことが原因である．来年度はアイデ
アをビジネスプランへと引き上げられるよう綿
密な計画を立て，上位を目指す．以下，各審査項
目について詳細な成果報告を記す．
■Table 8-1：プレゼン審査結果
審査項目 (各 10 pt)
Content (内容)
Organization (構成)
Visual aid (見やすさ)
Delivery (態度)
Question (質疑応答)
合計得点：
順位：

第 14 回
結果
7.5
7.5
10.00
7.5
10.0
42.5
4位

第 15 回
目標
結果
10.0
5.0
10.0
5.0
10.0
7.5
10.0
7.5
7.5
7.5
47.5
32.5
3位
27 位

8.1. Content（内容）- 分析
プレゼンテーションで発表する内容がビジネ
スとして成立しているかを採点される．担当者は，
この目標に対して多くの大人に意見を伺いなが
ら内容をまとめていくことで，ビジネスとしてよ
りよいプランになるよう取り組んできた．しかし
意見の精査がうまくいかず，結果的にニーズと商
品のミスマッチが起きてしまった．来年度はニー
ズと商品の整合性を完全に取りながら，ビジネス
プランを進めていく．
8.2. Organization（構成）- 分析
プレゼンテーションの内容が理路整然と論理
的な話の進め方をしているのかどうかを採点さ
れる．プレゼンテーションの序盤で市場のニーズ
を提示し，後半で商品がニーズに適応しているこ
とをはっきりと伝えるように意識したスライド
を製作した．しかし，市場のニーズと商品のミス
マッチが起きていたため，整合性が取れておらず，
説得力が出なかった．ニーズと商品の対応関係を

強く意識しながら，ニーズに対しての回答が商
品であるというロジックを崩さぬようなビジネ
スプランを形成する．

8.3. Visual aid（見易さ）- 分析
プレゼンテーションのスライドが視覚的に
情報を伝えられているのかどうかを採点され
る．様々な人に意見を伺い，工夫を凝らしなが
らスライドを制作した．結果的にはスライドの
完成度は高いものとなったが，プレゼンテーシ
ョン自体の情報量が多く，従属的に 1 スライド
当たりの情報量も多くなってしまい，10pt を獲
得することができなかった．来年度は，ビジネ
スモデルをシンプルなものにし，情報量を減ら
すことを考えている．
8.4. Delivery（態度）- 分析
プレゼンテーションにおける発表態度を採
点される．十二分な発表練習を行なったものの，
プレゼンテーション本番では緊張のためプレ
ゼンテーションの初めは話す速度が早く，聞き
取りづらい発表となってしまい，点数が伸び悩
んでしまった．本番での緊張を如何に取り除け
るかが，次期の課題である．
8.5. Question（質疑応答）- 分析
プレゼンテーションの最後に質疑応答の時
間が設けられ，そこでの質問に対して理路整然
と答えられるかどうかを採点される．プレゼン
スライドが完成次第，様々な人から事前に質問
を集め，その回答となる補助スライドを制作し
ていた．この補助スライドがうまく機能し，目
標点数を達成することができた．以降は補助ス
ライドを作るだけでなく，質疑応答自体の練習
をすることで，さらなる得点獲得を目指す．

■Fig.8-1：審査直前のプレゼンター
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V. 終わりに…
今年度プロジェクトにおきましては，大きなスケジュールの遅れがなく進行することができた
という点が最も大きな功績であったと考えています．プロジェクト開始時より行動目標としてい
たタスクの分散ができていたことや，改定したチーム体制がこの結果に繋がりました．また，ス
ケジュールの遅れが無かったことにより，走行機会を多く設け，より車輌の完成度を高めていっ
たことで，ICV 11 位という当初の目標よりも良い結果で全種目完走を果たすことができました．
皆様のご支援ご声援にようやく結果をもってお応え出来たと，今は胸をなで下ろしております．
しかし，1 年間を通して全て予定通りに事が運んだわけではなく，自分たちの未熟さを思い知
る 1 年にもなりました．様々な問題が生じ，意見が食い違い，対立し，袂を分かつような事態に
まで陥ったこともありました．ですが，生じた問題から目を逸らすことなくメンバーで考え抜い
て議論し合い，壁を乗り越えていく度，着実にチームメンバーひとりひとりがチームコンセプト
通り「成長」していくのを実感しました．
来年度は今年度の反省を生かし，さらにチームとして成長していく所存です．我々は現在の順
位に満足しておりません．更なる上位へと志高く邁進していきます．
今後も Shizuoka University Motors をどうぞ宜しくお願い申し上げます．
2017 年度

サブリーダー

中西勇人

（写真：2017 年度 第 15 回大会集合写真）
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V. 終わりに…

Shizuoka University Motors

U得
2017年度
スポンサー様

国本工業株式会社

小林工業株式会社

ハマニ化成株式会社

フジタ株式会社
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V. 終わりに…

Shizuoka University Motors (SUM)
SS-617 浜風
スポンサー様ステッカー

1 年間，ご支援ありがとうございました！！
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