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Ⅰ．はじめに
晩秋の候，皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます．
弊チームの1年間の活動及び第16回全日本学生フォーミュラ大会の結果をご報告いた
します．今年度第16回大会は参加チーム98チーム，うちICV 81チーム，EV 17チームで
行なわれました．そのレベルは年々向上しており，今年度は全種目完走をするチームが
多く見られました．しかしながら，やはりまだまだ全種目完走の壁は厚く，車検を通過
したのは75チーム，その中でも全種目完走を果たしたのは50チームであり，これは参加
チームの半数程度でした．
不安定な天候や車検当日に台風が直撃するなど厳しい状況の中ではありましたが，マ
シン走行時は天候に味方され，弊チームは総合順位15位を獲得し，2年連続となる全種
目完走を果たすことができました．
このような結果が得られましたのも，日頃よりご支援ご声援を頂いている皆様方のお
力によるものと存じております．1年間，ご支援ご声援を賜り誠にありがとうございま
した．チーム一同，心より感謝申し上げます．

Shizuoka University Motors
2018年度 チームリーダー
村上 達亮

2018年度

2018/11/05

第16回大会エンデュランス競技完走の瞬間のメンバー
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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が全日本学生
フォーミュラ大会である．2012年には10回目の開催を
迎え，2018年現在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，710[cc]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，面白さ，喜びを実
感する．
 大会では走行性能だけでなく，マシンのマーケティ
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．

▼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

静
的
審
査

種目

概要

配点

技術車検

安全性やフレームの作り方に問題
がないかチェックする

-

チルト

ガソリン・オイルなどが漏れない
かチェックする

-

排気音レベルが大きすぎないか
チェックする

-

ブレーキ

ブレーキの効き具合をチェックす
る

-

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

設計の適切さ，革新性，加工性，
補修性等を審査する

150

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

騒音

プレゼンテーション

アクセラレーション 0-75mの加速性能を競う
スキッドパッド

8の字コースのコーナリング性能を
競う

75

オートクロス

直線・ターン・スラロームからな
るコースの走行性能を競う

125

動

的
審
査

100

エンデュランス

効率

コースを約20km走行し，走行性能，
275
耐久性を競う
エンデュランス走行時の燃料消費
効率を評価する

合計配点

100
1000

 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．
といったことが挙げられる．

競技種目
大会における競技種目で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．
動的審査では主にマシンの運動性能が審査され，静
的審査ではマシン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．
▲Fig. 1 第15回大会集合写真
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Ⅲ．2018年度活動概要
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プロジェクト概要

Ⅲ．2018年度活動概要
弊チームはエンジンレイアウトをサイドからミッド
へ変更して3年目となる．昨年度マシン(SS-617)が6年
ぶりの全種目完走を果たしたことから，今年度マシン
(SS-618)はSS-617をブラッシュアップする形で設計・
製作を行なった．また，以下に今年度プロジェクトの
コンセプト・目標について述べる．

SS-618 チームコンセプト

『 つなぐ 』
今年度のプロジェクトではチームコンセプトに「つ
なぐ」を掲げた．昨年度の全種目完走と総合順位12位
の獲得という結果を今年度もより良い形でつなげ，こ
のチームをコンスタントに上位を獲得できるチームに
するというのがこのコンセプトの意味である．そのた
めには，昨年度の体制をつなぐこと，SS-617の設計・
製作面での知識や技術をつなぐことが必要であると考
えた．体制面では，それぞれの役職における役割の明
確化やタスクの分散を，設計・製作面ではSS-618を
SS-617からのブラッシュアップとすることで，昨年度
の考えを理解しながら今年度の設計・製作につなげら
れるように心がけた．また，この活動ではスポンサー
様や先生，OBの方々とのつながりが重要となるため，
そ の つ な が り を 深 め ら れ る よ う に 注 力 し た ． HP,
Twitter, ブログなどでの弊チームの活動の様子の発
信やOBや先生方を招いてのデザインレビューの開催な
どがそれにあたる．
今年度は，当初作成したスケジュールから，設計の
最終段階であるファイナルアセンブリの遅れや製作の
遅れが生じた．それにより，昨年度遅れることのな
かったシェイクダウンに遅れが生じてしまった．製作
の遅れに関しては，工作センターの建て替え工事のた
め構内での製作ができなかったことが要因の1つであ
るが，それだけが原因とはいえず，チームとして大切
な「報連相」ができていなかったことや分散したタス
クが1人に再集中するなどの問題が起きたことが原因
である．
今年度のコンセプト「つなぐ」は昨年度から今年度
へつなぐという意味ともう1つ，今年度から来年度へ
つなぐという意味も持っている．今年度の結果で満足
せず，さらに来年度に結果をつないでいけるような橋
渡しの年とすることも目的の1つである．よって今後
は，SS-619の代となる下級生にSS-618の代のメンバー
を中心により多くのものをつなぎ，このチームコンセ
プトを完結させる．

2018/11/05

SS-618 マシンコンセプト
『 Dive to Drive 』
SS-618ではマシンコンセプトを「Dive to Drive」
と し た． これ には ， アマ チ ュア レー サー でも運 転
(=Drive)に没頭(=Dive)できる走りを追求し，運転す
る楽しさを享受できるマシンの開発を目指すという意
味がある．
SS-617では「ドライバビリティの追求と軽量化」を
マシンコンセプトとしていた．しかしながら，コンセ
プトが設計方針に近かったことで買い手にどのような
マシンを届けたいかが不明確となっていたため，この
ように直感的に理解できるコンセプトを掲げた．一方
で，何を持って「Dive to Drive」を達成したとする
のかの明確化ができておらず，設計時の優先度も曖昧
となってしまった．
来年度は，何をすることでマシンコンセプトを達成
したといえるのかを明確に示し，マシンコンセプトに
対するチームメンバー全員の理解度を高めることで，
設計時の優先度をメンバー1人ひとりが判断できるよ
うにしていく必要がある．

第16回大会目標
『 総合順位9位以内 』
第16回大会では，全種目完走を前提として目標を
「総合順位9位以内」とした．総合順位1桁を取りたい
というメンバーの強い思いから決定した目標である．
第15回大会が総合順位12位であることから，どこを改
善すれば目標を達成できるかを分析し，現実的に獲得
可能な順位であると確信していた．しかしながら，結
果は総合順位15位と目標には及ばなかった．理由とし
ては，動的競技での得点が伸びなかったことが挙げら
れる．マシンの完成時期の遅れやマシントラブルによ
る走行機会の減少に伴い，ドライバートレーニングが
思うように行なえなかったこと，また，ドライバー決
定が遅かったことなどが原因と考えられる．目標達成
のためには，ドライバートレーニングとその機会を多
く設けるためのスケジュール管理が大切であると改め
て実感した．
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大会までのスケジュール

Ⅲ．2018年度活動概要

月
9
月

大日程

コンセプト決定

コンセプト決定

10
月

11
月

実際の活動大日程

設計方針

コンセプト会議(9/21)
設計会議(9/28)
エコパ走行会(10/1)
設計会議(10/8)
1次デザインレビュー(10/21)
構内走行会(10/28)

設計方針

設計

設計

学祭デモ走行(11/11,12)

パーツ製作

パーツ製作

12
月
アッシー
1
月

イベント
第15回大会(9/5-9)

構内走行会(11/25,26)
SS-617 パワー測定(12/7)
モックアップ会議(12/9)
2次デザインレビュー(12/17)
デイトナ走行会(12/25)

ファイナルアッセンブリ(1/12-31)

アッシー

フレーム製作
2
月

フレーム製作
エアロ製作

3
月

4
月

SS-618
接地

SS-618 接地
セッティング

セッティング

SS-618
カウル製作

5
月

フレーム製作完了(3/16)
エアロ設計完了(3/23)
カウル設計完了(3/30)
SS-618 接地(3/31)

エアロ製作
SS-618
シェイクダウン

走行評価・改善

走行評価・改善

6
月

7
月

8
月

カウル製作

9
月

2018/11/05
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部内車検(4/15)
オイルパン試験(4/19-21)
エコパ走行準備会(4/22)
SS-618 シェイクダウン(5/3)
構内走行会(5/12)
模擬車検会(5/27)
デイトナ走行会(5/31)
エコパ走行会(6/2)
構内走行会(6/9,10,23,24)
デイトナ走行会(6/21)
燃調(6/28)
エコパ走行会(7/7,8)
3次デザインレビュー(7/15)
デイトナ走行会(7/19)
エコパ走行会(7/29)
三支部合同試走会(8/6-8)
構内走行会(8/14,26)
クイック浜名走行会(8/15)
エコパ走行会(8/21,22)
デイトナ走行会(8/28,30)
SS-618 パワー測定(8/29)
部内車検(9/1)
第16回大会(9/4-8)
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Ⅲ．2018年度活動概要
大会出場マシン

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
OZ Racing 13 inch
タイヤ
Hoosier 20.5 x 7 - 13 R25B
ボディ
フレーム形式
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
排気量
599 cc
最大出力
66.04 PS / 7835 rpm
最大トルク
5.60 kgf / 6800 rpm
燃料タンク容量
6.0 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－クラッチ

基本諸元
車輌名 / 型式
全長 / 全幅 / 全高

浜風 / SS-618
3253 / 1458 / 1190 mm
1800 mm

ホイールベース
トレッド Fr / Rr
車輌重量
前後重量配分
最低地上高

1280 / 1280 mm
256.5 kg
47.4 : 52.6
30 mm

大会順位
目標得点
[pts]

競技

獲得得点
[pts]

順位
/98チーム

昨年度比
[pts]

コスト

78.00

30.52 / 100

30

-25.18

デザイン

99.00

90.00 / 150

18

-9.00

プレゼンテーション

56.25

63.75 / 75

4

+15.00

アクセラレーション

70.70

54.94 / 100

36

+8.05

スキッドパッド

63.56

30.93 / 75

37

-23.61

オートクロス

90.68

66.19 / 125

35

-24.49

耐久/燃費

261.42

304.36 / 375

7 / 39

+42.94

719.61

640.69 / 1000

15

-16.29

静的

動的

総合

目標達成！

目標達成！

第15回大会結果
Acc.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Presentation

第16回大会目標

総合 15位 / 98チーム ※EV含む
日本自動車工業会会長賞 受賞

Design

Auto X

Cost

2018/11/05

第16回大会結果

Skid

Endu / Eff
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Ⅲ．2018年度活動概要

- Day 1 12:45

入場

14:45

技術車検1回目 → 不合格

16:00

指摘事項確認・片付け

17:00

解散

技術車検 1回目

1日目は，技術車検の通過を目標とした．弊チーム
は前回大会の結果からシード校(前回大会結果40位以
内のチーム)となっており，台風による時間変更こそ
あったものの，指定された時間で1回目の車検を受け
ることができた．しかしながら，不適合箇所があり，
1回目で技術車検を通すことはできなかった．指摘箇
所と対策内容をTable 1に示す．台風の影響により，
1日目のうちに再車検を受けることが時間的に不可能
であったため，指摘箇所の対策を行なうこととした．
技術車検を一発で通過することはできなかったが，

2日目午前中での技術車検通過を目標に再設定し，対
策内容と動きの確認を部内で徹底して1日目を終えた．

▼Table 1 車検指摘事項と対策内容
指摘事項

対策内容

Frウィング右側がキープアウトゾーンに侵入している

ステーの位置を変更した

ベルクランクとプッシュロッドが干渉している

干渉部を削り，スペーサの厚みも変更した

プッシュロッドのねじ部が長い

短くした

コクピット右側のファイヤーウォールに隙間がある

ファイヤーウォールの形状を変更することで埋めた

スロットルボディの突き出しが大きく，
溶接でスロットルボディの前にガードを付けた
ボディがクラッシュしたりパイロンをかむと折れてしまう

2018/11/05

燃料ホースの固定不足

固定不足箇所をフレームと共締めした

第2マスターキルスイッチのシンボルマークが
ドライバーから見えない

予備のシンボルマークを見える位置に貼り直した

左Rrブレーキのフルード漏れ

増し締めして漏れないことを確認した

静岡大学SUM SS-618 成果報告書
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Ⅲ．2018年度活動概要

- Day 2 13:30

技術車検2回目 → 合格

14:20

ドライバー脱出・フラッグテスト

15:30

コスト審査

16:05

チルト試験・重量測定

16:45

ブレーキテスト1回目 → 不合格

16:55

ノイズ試験

17:15

ブレーキテスト2回目 → 不合格

18:30

片付け・解散

チルト試験

ノイズ試験

2日目は技術車検および，その他の動的車検(脱
出・フラッグ，チルト・重量，ノイズ，ブレーキ)の
すべての通過を目標とした．
スロットルボディのガードを修理工房で溶接する
ため，2日目の一番に使わせてもらえるように早朝か
ら受付を済ませた．また修理工房が開くまで残りの
車検対策を行ない，再車検の受付も済ませた．修理
工房での対策完了後，再車検を受け，ウィング右側
のタイヤのキープアウトゾーンへの侵入について対
策が不十分であると指摘を受けたが，時間内に修正
をすることができ，技術車検を2回目で通過した．そ
の後はコスト審査までの間にドライバーの脱出・フ
ラッグテストを受けた．ここではドライバーの5秒以
内の脱出とフラッグの理解力をテストされる．弊
チームは6人のドライバーを登録しており，全員が無
事合格することができた．コスト審査後は残りの動
的車検を受けた．まず，チルト・重量を行なった．
ここではマシンを45度傾けた際に液体の漏れがない
か，60度に傾けた際にタイヤが浮かないか，マシン
自体が転倒しないかの確認と重量の測定を行なう．
どちらも問題はなく，重量は256.5[kg]を記録した．
次に，ブレーキテストに臨んだ．ここでは，15[m]の
直線加速からフルブレーキで4輪がロックするかをテ
ストされる．しかしながら，右Rrのロックが遅く，
不合格となった．ブレーキテストには対策が必要で

2018/11/05

あったため，先にノイズ試験を受けた．ここでは，
アイドル回転数と指定の回転数で，排気音レベルが
それぞれ103[dB],110[dB]を下回っているかを確認さ
れる．結果はアイドル回転数の4000[rpm]で101[dB]，
指定の回転数の11000[rpm]で108[dB]となり，無事合
格した．次に，前後の踏力配分を変え，ブレーキテ
ストに臨んだが，やはり右Rrのロックが遅く，不合
格となった．
2日目は，台風によるスケジュール変更に翻弄され，
目標としていた動的車検の全通過を果たすことはで
きなかった．3日目午後からの動的競技に向け，ブ
レーキテストを残して2日目を終えた．
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Ⅲ．2018年度活動概要

- Day 3 8:15

デザイン審査

9:30

ブレーキテスト3回目 → 合格

10:45

プレゼンテーション審査

12:35

1st スキッドパッド

13:05

1st アクセラレーション

佐々木

13:30

2nd アクセラレーション

樅山

デザイン審査

川端

スキッドパッド

オートクロス

14:00

2nd スキッドパッド

15:45

1st オートクロス

18:30

片付け・解散

稲木
高平

3日目は午前から動的競技が行なわれる予定であっ
たが，台風の影響で午後からに変更となっていた．
よって，残りのブレーキテストを午前中のうちに通
過し，午後の動的競技すべてにおいて1回以上走行す
ることを目標とした．また，4日目は雨天が予想され，
好タイムで走行できないと考えられたため，天候が
悪化しないうちに，2ndドライバーまで走ることを目
標とした．
この日はサスペンション班が早朝から会場入りし，
ブレーキテスト対策として，マシンの重量配分やブ
レーキの前後踏力配分の調整，エア抜きを行なった．
プレゼンテーション審査後，すぐにブレーキテスト
を受け，3回目にしてようやく合格することができた．
午後からは動的競技が始まり，アクセラレーション，
スキッドパッドでは2ndドライバーまで走行すること
ができた．オートクロスでは，2ndドライバーが走行
を始める直前で雨が降り出してきてしまい，マシン
を雨に濡らしたくないということと，ウェットでは
1stよりも良いタイムが望めないという理由で2ndド
ライバーの走行を断念した．走行結果を以下のTable
2にまとめる．
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アクセラレーション

▼Table 2 各競技のタイム一覧
(1st) Time [sec]
アクセラレーション 4.839
スキッドパッド
オートクロス

5.721

(2nd) Time [sec]

4.966

5.085

5.468

5.683

5.600

5.509

69.356 65.493

DNS

結果は，アクセラレーション36位，スキッドパッ
ド37位，オートクロス35位となった．どの競技も
思ったように順位を残せず，来年度への課題が見え
る1日となった．しかしながら，オートクロスの2nd
ドライバーが走行できなかったことを除けばすべて
の走行をしてきており，全種目完走まで残すところ
エンデュランスのみとなった．
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Ⅲ．2018年度活動概要

- Day 4 11:15

確認始動・給油

11:45

部内ミーティング

12:00

マシン整備・調整

16:40

エンデュランスマシン移動

17:30

片付け・解散

4日目は，エンデュランスのランオーダーが発表さ
れ，オートクロスのタイムから4日目のグループBに
て出走することが決定した．よって，この日は，エ
ンジンの始動確認や整備を徹底し，万全を期してエ
ンデュランスに臨むことを目標とした．
この日は午前中が雨となり，弊チームでは今まで
の走行会で雨天時のマシントラブルが多くみられて
いたため，できるだけマシンを濡らさないように努
めた．雨が降りやむ頃合いを見て，暖気エリアにて
確認始動を行ない，その後給油を行なった．その後
は，エンデュランスに向けてマシンの整備，調整等
を行なった．
また，この日はエンデュランス出走までのスケ
ジュールに余裕があり，マシン整備等の人員を残し，
それ以外のメンバーで，来年度に向けた情報収集を
行なった．他のチームのピットを回り，マシンの設
計や製作方法について，静的審査についてなど様々
な情報を交換し，来年度に活かせる情報を収集した．
今年度はピットが1つの駐車場に集められていたこと
で，各チームピットへの移動距離が短くて済み，多
くの情報を得ることができた．また，今年度はデザ
インフリートークが各チームのピットで行なわれ，
審査員の方に実際に自分たちのマシンを見て頂きな
がら，マシンの構想から設計・製作・走行評価まで
のV字プロセスについて，どうやったらデザイン審査
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で得点が取れるかなどを教えて頂いた．将来を見据
えて企業ブースで色々な企業の方のお話を聞いて回
るメンバーの姿も見られた．
さ らに，静 岡エフエム 放 送(K-mix) ， SBSホー ル
ディングスのメディアからの取材もして頂き，学生
フォーミュラがどのような活動であるか，この活動
にかける想いや，エンデュランスに向けての意気込
みなどを語り，メディアを通して学生フォーミュラ
の魅力を発信した．
エンデュランスでは，これまでの成果を発揮して
完走を果たすチームや，リタイヤして悔しさに涙を
流す他チームのメンバーの姿などが見られ，出走順
が近づくにつれ緊張が高まっていた．しかしながら，
この日はスケジュールの遅れにより，弊チームの出
走は最終日となった．最終日は予報では朝から雨と
なっており，天候の回復を祈りながら4日目を終えた．

静岡大学SUM SS-618 成果報告書
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Ⅲ．2018年度活動概要

- Day 5 6:45

部内ミーティング

8:15

エンデュランス出走

9:30

集合写真撮影 (部内)

9:45

集合写真撮影 (全体)

17:00

ピット撤収・解散

日本自動車工業会会長賞

5日目は，EV 5台，ICV 1台走行後の7台目での出走
となった．この日は朝から天候が回復しており，路
面がダンプからドライになりつつあった．EVが走っ
ている最中にも路面は乾き，弊チームはドライの路
面で出走することができた．今大会までの走行会で
は，オイルや冷却水の漏れ，パーツの破損や脱落，
そして油温や油圧の問題など数多くのトラブルが起
きている．しかしながら，その度それぞれの問題に
対して対策を行なってきており，SS-617では大会直
前まで苦しめられていた走行時の油圧低下の問題も，
SS-618では三支部後に行なった走行会にて解決して
いた．マシンが周回数を重ねるごとに完走への確信
が高まっていった．
今大会完走への懸念事項は，今大会が初搭載とな
るウィングであった．大会直前に実施したエンデュ
ランス相当の連続走行において，ドライバー交代を
終え2ndドライバーが終盤に差し掛かったあたりでFr
ウィングが脱落し，完走をすることができていな
かった．大会までにこのレベルの連続走行を行なう
機会をもう1度設けることはできなかった．しかしな
がら，Frウィングが脱落した原因は知ることができ，
対策としてウィング側のステー位置の調整を行なっ
た．Frウィングの脱落が不安要素であったが，SS617でもエンデュランスドライバーを務めた1stドラ
イバーの富田は無事10周を終え，ドライバーチェン
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ジエリアへと入っていき，今大会初めてエンデュラ
ンスドライバーとなる2ndドライバーの高平へとバト
ンをつないだ．これまでの走行会では苦戦していた
エンジン始動も，スターターモータを交換してから
はスムーズに行なえるようになっており，本番にお
いても問題なく行なうことができた．その後も問題
なく周回数を重ね，2年連続となる全種目完走を達成
した．エンデュランスの最終的なタイムは
1434.196[sec]，パイロンタッチなどのペナルティを
入れて1446.196[sec]であり，弊チームがドライの路
面で走ることができたことや上位校がウェットの路
面での走行となったことが要因となり，エンデュラ
ンス競技としては7位を獲得した．その中でも1stド
ライバー富田が記録した68.823[sec]は，この日9位
となる好タイムであった．
台風の影響により結果発表は翌日となったが，弊
チームは総合順位15位(ICV 13位)を獲得し，日本自
動車工業会会長賞を受賞した．SS-617での成長が確
実にSS-618へとつながれ，来年度のさらなる躍進に
期待がかかる結果となった．
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Ⅳ．各班活動報告
エンジン班 概要
エンジン班では，SS-617以前から積み上げてきた
信頼性の維持に加え，出力向上を目指して活動を行
なった．マシンコンセプトに対しては，馬力の向上
と扱いやすいエンジン特性，耐久走行に耐え得る信
頼性を目標とした．しかし，活動を通してただ単に
馬力を向上させるだけでは目標を達成できないと考
え，特にコーナー脱出におけるトルク向上に目標を
絞り込み，設計を行なった．
SS-617では全種目完走を果たすも，油圧と油温に
不安要素が残っていた．特に油圧に関してはSS-618
でのシャシー性能の向上により，さらに大きなGに耐
えられる性能が求められた．そこで，オイルパン内
部のバッフルプレートとストレーナの試験を5回にわ
たって繰り返し，左右旋回時に基準値の1.5倍の油圧
を確保することができた．
また，出力向上のために吸排気系の設計変更や
コースに合わせたファイナルギアレシオの変更を行
なう予定であったが，シフタの不調や油圧問題解決
などに時間を割いたため，吸気及びファイナルギア
レシオの変更ができず，目標の出力を獲得すること
ができなかった．
エンジン班内でのSS-618の評価としては，目標の
出力向上は達成できなかったが，コーナー脱出時の
エンジン回転域において高トルク域を合わせこむこ
とができ，扱いやすいエンジン特性を得ることがで
きたと考える．信頼性に対しては，トラブルが相次
いだパーツもあったが，すべての問題を解決し，最
終的にはそれぞれのパーツにおいて信頼性を獲得で
きた．
今後はSS-618の振り返りと引継ぎを行ない，SS618で達成できなかった出力向上を追及していく．

▲Fig.1-1
搭載予定だったサージタンク(左)と
実際に搭載したサージタンク(右)
また，全体的な出力向上を狙い，エアクリーナー
を前年比約2.5倍の表面積を持ったものに変更するこ
とで，ピークトルクで3[PS]の出力向上を達成するこ
とができた．他にもSS-617で問題であったスロット
ルバルブの戻りが鈍い問題に対しては，バルブとボ
ディの干渉部を加工することで解決に至った．吸気
系全体のレイアウトとしては，企画段階のものと大
きく変わってしまった(Fig.1-2)．Rrウイングを避け
るためにSS-617よりも位置が下がり，低重心化には
貢献できた．

1.1 吸気系
吸気系では，出力特性に大きく影響する吸気管長
とサージタンク形状に重点を置いて設計を行なった．
コ ー ナ ー 脱 出 時 の エ ン ジ ン 回 転 数 で あ る 70008500[rpm]の中間である7730[rpm]でのトルクピーク
を目標とし，コーナー脱出の際のトルク向上を狙っ
た．吸気管長はSS-617と同様，ヘルムホルツ共鳴器
の式を元に計算し，377[mm]とした．また，サージタ
ンクについては容量を大きくすることと圧力損失の
少ない形状を採用することで出力向上を目指した．
当初は軽量化を目指し，マグネシウム合金で製作を
行なう予定であったが，マグネシウム合金は分子構
造上曲げ加工が難しく，製作難易度が高いことから
製作を断念し，SS-617のサージタンクを搭載するこ
ととした(Fig.1-1)．
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8月末に出力測定を行なったところ，低回転域
(5500-6500[rpm])ではSS-617に比べてトルクの向上
ができた(Fig.1-3)が，狙っていた7000-8500[rpm]で
のトルク向上はできなかった．
75

重量については，SS-617に比べてテールパイプ部
を短くしたため，軽量化に貢献できた．
マフラー部ではバッフル内径を大径化し，エンド
パイプを小径化したものを取り付けることによって，
軽量化を果たしながらも消音を実現した(Fig.1-5)．

10
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▲Fig.1-3 出力測定結果
SS-618の吸気系では，目標をすべて達成すること
ができなかった．今後はSS-618で学んだことを次の
代につなぎ，達成できなかった出力向上を目指す．

1.2 排気系
排気系では，コーナー脱出時のトルクアップを目
指し，パイプ径はSS-617の設計から変えず，管長の
みを変化させた．プライマリ部分は吸気系と合わせ
て7730[rpm]に同調するように設定し，吸気動的効果
が得られる回転数との相乗効果を狙った．さらに，
セカンダリ部分は，動的効果で負の効果が見られる
9000[rpm]に目標を絞り管長を設定した．製作は，榛
葉鉄工所様に曲げたチタンパイプを支援して頂き，
溶接は自チームで行なった(Fig.1-4)．サイレンサー
はSS-616，617での実績から同じトリックスターのサ
イレンサーを用いた．

▲Fig.1-5 エンドパイプ
排気系の評価としては，1年の走行を通してクラッ
クなども発生せず，大会ではアイドル回転数時
101[dB]，11000[rpm]時108[dB]で騒音審査を合格す
ることができた．

1.3 冷却系
SS-618ではFrウィングを搭載したため，熱対策と
して大型のファン(KINOKUNI製スパルファン)と簡易
的な導風板を取り付けた(Fig.1-6)．

▲Fig.1-6 ラジエータファンと導風板
この対策によって，長時間走行しても水温が
93[℃]付近で安定するようになった．油温について
は，センサの配線が破損するなどして十分なデータ
を取得ができなかったため，今後新たなセンサを購
入し，データ取りを行なう予定である．

▲Fig.1-4 SS-618エキゾースト
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1.4 潤滑系

500

▼Table 1-1 オイルパン内の構造と問題点
Ver.

仕様

問題点

1.0

直管ストレーナ

右旋回時油圧不足

2.1

吸い口が純正位置と同様

バッフルに開いた穴から
オイルが逃げる，
左旋回時油圧不足

2.2

バッフルの穴を無くす

左旋回時に油圧低下
バッフル破損

2.3

鉄製バッフルプレート

製作誤差により隙間から
オイルが漏れる，
左旋回時で油圧不足

3.0

吸い口をVer.1.0と
Ver.2.1の間に

減速Gがかかった時に
油圧が一瞬低下

曲がり管損失を無くすため，ポンプからストレー
ナを垂直に伸ばしたVer.1.0では右旋回時に油圧不足
が生じた．Ver.2.1では吸い口を純正と同様にしたが
左旋回時に油圧不足が起こった．バッフル形状を変
更し，オイルの逃げ道を塞いだVer.2.2ではクリア条
件は満たしたものの左旋回に弱く，走行時にレギュ
レータに押されて破損してしまった．バッフルの材
料を鉄に変更して挑んだVer.2.3では再び左旋回で油
圧不足となった．8月に再びストレーナの吸い口位置
を調整し，バッフルを再製作したVer.3.0を用いて試
験を行なったところ，左右旋回共に油圧150[kPa]以
上を維持することができた．しかし，長時間走行に
より油温が上昇し，エンジン回転数10000[rpm]以上
からアイドル回転数に急激に落とし，かつブレーキ
ングやシフトダウンによる減速Gがかかった時に油圧
が 急 激 に 低 下 し ， 100[kPa] を 切 る こ と が あ っ た
(Fig.1-7)．
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油圧最低値：17.3 [kPa]

エンジン回転数 [rpm]

エンジン回転数

400
油圧 [kPa]

潤滑ではマシン性能の向上により，これまで以上
の信頼性を確保する必要があり，SS-617同様オイル
パン内部を新規設計・製作した．SS-618では5回にわ
たって試作と試験を行なった．
オイルパンは薄くし，可能な限りエンジン位置を
下げることで低重心化に貢献した．材料はt4のアル
ミ板を用いて溶接により製作した．左右旋回1.7[G]
で油圧100[kPa]以上をクリア条件として，定常円走
行とエコパコースでの走行による試験を行なった．
各Ver.の仕様と試験での結果をTable 1-1に示す．
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▲Fig.1-7
エンデュランスでの最低油圧時のデータ
100[kPa]を切るのは一瞬であることと，大会直前
の変更はリスクが大きいとの判断からVer.3.0で大会
に挑んだ．左右旋回Gに対する油圧の確保は達成する
ことができたが，減速Gによる油圧低下の不安要素は
残ってしまった．Fig.1-8にver.3のオイルパン内の
構造を示す．

▲Fig.1-8 最終的なオイルパン構造
SS-618では結果的に油圧を確保し，大会を完走で
きたものの，試験等に長期間を要し，多くの走行機
会を奪うこととなってしまった．
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1.5 燃料系
燃料系は例年通り信頼性を最優先にし，エンデュ
ランス走行に十分な燃料を確保した上で軽量化も行
なった．昨年の大会では，エンデュランス完走で燃
料使用量3.20[L]であり，燃費が6.8[km/L]であった．
余裕を持たせたまま燃料タンクの容量を6.5[L]から
0.5[L]の削減を行なった製作はエヌアールエス様に
依頼させて頂いた(Fig.1-9)．

走行することができた．
機械式シフタは ，SS-618で当初搭載する予定で
あった電気シフタのバックアップとして製作を行
なった．構造はダブルワイヤ構造とした．班内マネ
ジメントが思うようにいかず，不具合が繰り返し起
き，走行機会を奪ってしまった．大会時は大きな問
題は発生せず，終えることができたが，使用感や操
作性を含めて課題を多く残す結果となった．

▲Fig.1-9 SS-618燃料タンク
インジェクター部分については，企画段階では噴
射角度を変更し，性能の違いについて見る予定で
あったが，吸気系の設計変更やマシン製作の進捗具
合から新設計のものは搭載しないことにした．SS618では走行を通して燃料系で特に破損などの問題も
起きず，大会も完走することができた．今回の大会
では燃料使用量3.62[L]，燃費は約6.0[km/L]であっ
た．

1.6 駆動系
デファレンシャルはエンデュランスコースにあっ
た減速比の検討およびエフ・シー・シー様から支援
して頂いたLSDを搭載するため，ディファレンシャル
キャリアを新規設計製作することにした．しかし，
図面作成の遅れやプロペラシャフトの公差ミスによ
り，パーツ搭載期限に間に合わなかったため大会で
の搭載は断念することとなった．今後は図面作成時
の注意点などについて引継ぎを行ない，以降同じよ
うなことが起きないようにする．
ドライブシャフトはNTN様に支援をお願いし，製作
して頂いた．プロペラシャフトのヨーク長さを
25[mm]短縮することで重量を0.2[kg]減らすことがで
きた．またこれによりフレームの短縮が可能となり，
軽量化に貢献した．大会中も問題は発生せず，無事
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電装班 概要
パーツ全体の信頼性とパーツ性能の向上を目標と
し，設計・製作を行なった．マシンコンセプトに対
しては，電気シフタを新規搭載することでシフト
チェンジにかかる労力を減らし，コーナリング脱出
後のシフトアップをスムーズに行なえるようにする
ことでアプローチした．始動性不良，配線の断線・
接触不良，リレーの故障等，様々な問題があったSS617に比べてSS-618はトラブルが少なく，無事大会を
終えることができた．1番の不安要素であったエンジ
ン始動も成功し，信頼性向上の目標を達成すること
ができた．だが，電気シフタに関しては大会直前ま
でトラブルが続いたため，大会での搭載は断念した．
また，搭載できなかったセンサもあり，昨年よりも
データ収集を満足に行なうことができなかった．
SS-619ではパーツの信頼性を引継ぎつつ，電気シ
フタの搭載と安定した動作の確保，トラクションコ
ントロール等の新機能の追加などを行ない，さらな
るマシン性能の向上に向けて活動を行なっていく．

▲Fig.2-1 エンジン始動時のバッテリ電圧(交換前)

2.1 ワイヤーハーネス (W/H)
W/Hでは信頼性向上と軽量化を目標とした．信頼性
向上においては ，SS-617の主なトラブルの原因で
あった導通不良と始動性不良の解決を目標として設
計・製作した．SS-617の始動性不良の原因はクラン
ク角センサとカム角センサの信号線に生じるノイズ
であったと考えられたため，電磁シールド等のノイ
ズ対策をすることで問題解決に努めた．また，配線
経路の最適化を図ることで無駄な配線を無くし，配
線長を最大限まで短くすることで配線抵抗の低下を
狙った．
始動性に関しては，4月から7月までは安定して始
動を行なえていたため，センサのノイズによる影響
は電磁シールドによって少し抑えられたと思われる．
8月初旬頃から始動性が悪くなり始め，8月下旬の試
走会では全く始動できない状態になったが，これは
セルモータの劣化が原因であり，新品と交換したと
ころ安定した始動を行なうことができた．交換前と
交換後の始動時のバッテリ電圧の変動を見ると，交
換前はバッテリ電圧が異常に低く，セルモータ劣化
が始動時に与える影響が大きいことが分かった
(Fig.2-1,2-2)．
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▲Fig.2-2 エンジン始動時のバッテリ電圧(交換後)
総評として，完成から大会までの間，配線系での
トラブルが全くなかったため信頼性向上の目標を達
成することができたと思われる．SS-617での経験か
ら，W/Hの信頼性には製作の仕方が大きく影響するこ
とが分かったため，今後は信頼性維持のため製作方
法等を引き継いでいく．

2.2 インジケータ
SS-617で培った配線設計とプログラム技術，通信
制御を引継ぎつつ，SS-618では表示の安定性を重視
し，信頼性向上を目標とした設計・製作をした．ま
た，表示内容に関しても必要最低限の情報のみを表
示することで，走行時でもドライバーに分かりやす
く情報が伝達できるようにした．安定した動作を確
保するために製作技術の向上を目指し，はんだ付け
等の練習を製作期間に入る前から始めた．
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回転数，ギアを始めとした各センサの情報はMoTeC
から送信されている信号をマイコン内で処理し，そ
こから情報を得た．このようにすることで配線数を
電源線含めて3本にまで減らすことができ，各センサ
の信号線から情報を受信していたSS-617と比較する
と配線数を激減させることができた．
3月初旬には基板とプログラムを完成させ，オイル
パン試験等のエンジン始動時に動作確認をした
(Fig.2-3)．

耐えられる耐久性を持っていることが確認できたた
め，本格的な設計・製作を開始した．
5月の構内走行会でSS-618にて初の実装試験を行
なった(Fig.2-4)．

▲Fig.2-4 電気シフタ搭載図

▲Fig.2-3 SS-618インジケータ
その後，プログラムの細かな修正をしたが大きな
変更はせず，大会まで使用し続けた．
機能的には，走行中のドライバーに情報を的確に
伝えることができたため，インジケータとしては十
分な機能を果たすことができたと思われる．プログ
ラム技術のさらなる向上と，CAN通信やBluetooth等
の新たな技術を用いる等，性能面を向上させること
が今後の目標である．

当初は回転角度が足りずギアが入りきらなかった
りしたが，サーボモータの回転角度を調整していく
ことで入るように対策した．走行時でも確実にアッ
プダウンが行なえるようになった．
6月の構内走行会では MoTeCの点火カット機能を
使って調整した．走行の様子を見るとスムーズな変
速を行なえており，ドライバーフィーリング的にも
シフトアップの安定性が増したとのことだった．
7月のエコパ走行会では，サーボモータの軸が破断
してシフト操作ができない事態が起きた(Fig.2-5)．
短い間隔で何度もアップダウンを繰り返したため，
軸が負荷に耐えきれなくなり破断した．また，サー
ボモータ内のギアはアルミであるため，強度的にも
不足しており，破断してしまったと思われる．

2.3 電気シフタ
マシンコンセプトへのアプローチとしてコーナー
脱出後のシフト操作性向上のため，SS-618ではSS616から準備を重ねてきた電気シフタの搭載を決定し，
確実な動作を目標として設計・製作した．
アクチュエータにはサーボモータを使用し，モー
タとエンジン側のシフトスピンドルには4節リンク機
構を介して接続した．
9月頃にプログラムの作成と試作制御基板の製作を
始め，11月の構内走行会ではSS-617を使用して実装
試験を行なった．その際，シフト操作を行なえるだ
けの十分なトルク性能を発揮し，走行時の振動にも
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▲Fig.2-5 サーボモータの軸
(左：破断したもの 右：通常)
大会直前の8月下旬頃には基板上の問題で突然動作
しなくなった．サーボモータ内の基板上にある素子
が焼けてしまったことが原因だと思われる．大会直
前であったため，SS-618では電気シフタの搭載を断
念し，バックアップの機械式シフタで大会に臨むこ
とを決定した．
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総評として，早期の段階から設計・製作に取り組
めたものの，大会で搭載できるだけの信頼性を確保
することができず，電気シフタ搭載の目標を達成す
ることができなかった．トラブルの原因は主にサー
ボモータに関するものが多かったため，今後使用し
続けるならば，SS-618で使用したサーボモータが電
気シフタのアクチュエータとして本当に適している
かを見直し，適していない場合は違うサーボモータ
の使用も視野にいれて，SS-619では設計を行なって
いく．

気シフタで使用するサーボモータ用のリレー
(SHIFTER)を搭載するために新たにリレーユニットを
製作した．リレーユニットの機能をTable 2-1にまと
める．
▼Table 2-1 SS-618リレーユニットの機能表

2.4 Fuel Injection (FI) 制御
SS-617でも生じた始動性不良に関して，FI制御の
方面でも始動時の燃調を調整することで改善を試み
た．また，SS-617で使用したマップを基に早期から
SS-618マップを作成し，マシン完成後すぐに走行を
行なえるようにした．
SS-617から新たに使用したMoTeC M84だが，去年ま
での走行を通してエンジン性能を十分に引き出すこ
とができ，且つ動作不良も全くなかったため，SS618でも引き続き使用した．
大会時のA/Fは当初目標にしていた値と比較すると
少し濃い値になったが，比較的安定していた(Fig.26)．今後は気圧や湿度の影響を可能な限り減らせる
ように制御の技術を班内で上げていきたい．

また搭載場所に自由度を持たせるためにスイッチ
類をリレーユニットのケースには付けず，Frフープ
左側に搭載した(Fig.2-7)．

▲Fig.2-7 リレーユニット用スイッチ

▲Fig.2-6 エンデュランスでのA/F散布図

2.5 リレーユニット
リレーユニットは大電流が流れる箇所の回路保護
とON/OFF等のスイッチを安全に行なうために搭載し
た．SS-617では大会時に機械式リレーを使用してお
り，SS-618でも機械式リレーを採用した．SS-617で
はすべての電源を制御するリレー(MAIN)，燃料ポン
プ (FUEL) ， ラ ム ダ セ ン サ 用 ヒ ー タ (HEATER) ， イ グ
ニッ ション (IGN)，冷却用 ファン (FAN)とブレー キ
オーバートラベル(BOT)を作動させる用の機械式リ
レーを使用していた．SS-618ではこれらに加えて電
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最初に製作した段階では性能向上を目的として
MAINとBOT用のリレーをSS-617で使用したものと異な
る型番のものを搭載した．しかし，動作試験をした
ところリレー本体の角度によって正常に動作しない
ことがあった．これでは走行中のGに耐えられないた
め，以前使用していたリレーと同様の種類のものに
変更した．しかし，SS-618では電源のON/OFFをすぐ
判断することが困難であり，手でスイッチを動かし
て確認する必要があった．今後はスイッチの選定を
行ない，利便性を高める．
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2.6 データロガ― (DL1)
主にシャシー系のデータ取得用としてSS-618では
引き続きDL1 Mk2を使用した．
SS-618では当初DL1 Mk2に内蔵されている加速度セ
ンサの他に，GPSセンサ，ストロークセンサ，ステア
リング舵角センサ，車輪速センサ，ジャイロセンサ，
ブレーキ油圧センサを搭載する予定だった．しかし
設計や製作が遅れ，他班との連携や班内の確認不足
によるセンサの選定ミスによりGPSセンサ，ストロー
クセンサのみの搭載となった．センサの一覧をTable
2-2に示す．
▼Table 2-2
SS-617とSS-618で搭載したシャシー系センサ
センサ

SS-617

SS-618

GPS

〇

〇

ストローク

〇

〇

加速度(DL1内蔵)

〇

〇

車輪速

〇

×

舵角

〇

×

ジャイロ

〇

×

ブレーキ油圧

×

×

DL1の配置位置はシート下とFrフープ後ろの2つの
案があったが，操作，メモリーカードの取り出しや
すさ，整備性からFrフープ側に設置した．
大会本番では問題なく使用することができたが，
MoTeCの設定ミスにより，水温がエンデュランス後半
しか記録できていなかった．また，センサ搭載数の
減少もあり，昨年に比べて重要な大会データがあま
り取得できなかった．今後は他班との連携を確実に
行ない，データが取れないようなことがないように
する．
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アーム

ボディ班 概要
「1.41Gの定常円旋回」の達成に対して，ボディ班
ではパーツの軽量化，フレームの高剛性化，エアロ
デバイスによるダウンフォース(DF)の獲得，操舵性
の向上などの手段からアプローチした．
マシン完成後の評価としては，フレーム・シート
では軽量化・高剛性化・低重心化に成功したが，コ
クピットが狭く，乗り心地にさらなる改善が求めら
れた．Fr/Rrウィングでは合計290[N]のDFを獲得でき，
走行試験においてもわずかなタイム向上が見られた
一方で，重量はFr：7.7[kg]，Rr：8.2[kg]となり，
軽量化の余地が大いに残る結果となった．カウルで
は製作の遅れから型の製作や積層工程を簡略化し，
結果的には軽量化されたものの，凹凸が目立つ仕上
がりとなった．

3.1 フレーム

タ
イ
ヤ

変形

▲Fig.3-1 フレームのせん断変形
曲げ変形
重心

遠心力
コーナリングフォース

ドライバー姿勢をリクラインポジションとするこ
とで，長時間の走行でも疲れにくくするとともに，
メインフープの縮小で低重心化を図った．また，Rr
ボックスも小型化した．SS-617と比較すると， フ
レ ー ム の 重 心 高 は 384.0 → 331.4[mm] ， 重 量 は
42.5→38.5[kg]となった．
剛性設計では，走行中にフレームに生じるせん断
変形(Fig.3-1)と曲げ変形(Fig.3-2)の影響を考え，
それぞれの変形に対する剛性を確保するべく設計を
進めた．サスペンションパーツの取り付け点にノー
ドやエンジンマウントを配置するなどの工夫をし，
FEM解析の結果では，これら2つの剛性値はSS-617か
ら80%の向上がなされた．これにより，サスペンショ
ン設計から要求された，コーナリング中のキャン
バー変化0.1[deg/G]を達成できた．
以上の設計上の試みのほかに，製作精度の改善に
も取り組み，溶接時の冶具に鉄製のブロックやL字ア
ングルを採用した(Fig.3-3)．パイプの溶接には比較
的容易なMAG溶接を用いた．製作期間を短縮したうえ
で，精度の良いフレームを完成させることができ，
以降の修正作業もごくわずかに抑えた．
一方で，ペダルスペースを縮小したことにより，
ペダル設計の自由度が狭まり，設計・製作時にペダ
ル担当者との調整を要した．また，走行を重ねると，
ステアリングホイールとドライバーの太ももが接触
するという問題も見られた．今後は乗り心地や他班
の設計を念頭においた設計を行なう．
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フレーム

ポジティブ方向へ変化

▲Fig.3-2 フレームの曲げ変形

▲Fig.3-3 フレームの製作風景

3.2 インパクト・アッテネータ (IA)
IAはマシン先端に搭載されるパーツで，ヨー慣性
モーメントに大きく影響する．そのため，軽量化を
最優先して設計を行ない，SS-617と同様カーボンパ
イプを用いたものを採用した．様々な積層数のカー
ボンパイプを圧縮試験することで，最適なカーボン
積層数を選定した結果，SS-617では平織りカーボン5
層としていたところを，SS-618では4層に変更した．
また，カーボンパイプを貫通防止板に固定するた
めのインサートを円柱状から井戸状に変更し，軽量
化と接着面積の拡大による安全性の向上を図った．
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さらに，インサートと貫通防止板をFrバルクヘッ
ドに固定する方法として，同一ボルトによる共締め
とすることで，使用ボルト本数を削減した．IAの中
で最も重量を占める貫通防止板は，Frバルクヘッド
の小型化により面積が913→697[cm2]へ減少した．以
上の設計のものを実際に製作したところ重量は
1.4[kg]となり，大会規定の標準IAに比べ0.2[kg]軽
く製作することができた．しかし，大会のデザイン
審査の際に，斜め方向からの衝撃に弱いことを指摘
された．このような安全性の不足に加え，標準IAに
比べてそれほど大きな軽量化は難しいと考えられる
ため，SS-619では標準IAの搭載を検討している．

3.3 エアロデバイス
SS-618 では ， SS-617で 見 ら れ た ， Frウ ィ ング の
アップウォッシュ(空気の吹き上がり)により冷却シ
ステムに十分な風が流れず，エンジン温度が上がり
過ぎてしまうという問題を改善した上で，「1.41Gの
定常円旋回」を達成する目的で設計し搭載した ．
Frウィングでは，フレーム付近のフラップを排除
することで，ラジエータ前方に空気の通り道を設け
ることにより冷却性能の改善を試みた．また，ラジ
エータに導風板とファンを装着することで，コアを
通過する空気流量を増加させようと考えた．Frウィ
ングあり/なし，およびFrと導風板，ファンを同時に
搭載した際のエンジン温度を比較したグラフを
Fig.3-4に示す．この結果より，導風板とファンを用
いることで十分な冷却性能を発揮できていることが
分かった．

80[N]，Rr：100[N]となるウィング形状を設計し，リ
ブ・パイプを内蔵した中空構造(Fig.3-5)のプリプレ
グ製ウィングを製作した．

▲Fig.3-5 ウィングの内部構造 (左：Fr 右：Rr)
その後，走行試験を行なった(Fig.3-5)．ストロー
ク 量 か ら DF を 概 算 し た 結 果 ， Fr ： 120[N] ， Rr ：
170[N]であり目標や解析値を大きく上回る値となっ
た．また，ウィングの有無でスキッドパッドのタイ
ムを比較すると，平均して0.10[s]のタイム短縮が見
られたため，大会への搭載を決定した．走行試験で
はFrウィングが地面を擦り，破損した事例があった
が，その後の修正により大会の走行に耐えうる信頼
性を確保することができた．

エンジン温度 [℃]

100
Frウイングあり
Frウィングなし
Frウィングあり (導風板＋ファン)

90

▲Fig.3-6 ウィング走行試験の様子
一方で，重量はFr：7.7[kg]，Rr：8.2[kg]と予想
よりも重くなってしまい，特にステーの重量がかさ
んでしまったため，今後はステーの材料を鋼からア
ルミへ変更することや，スワンネックの採用を検討
する．また，メッシュ等の解析条件の見直しや，マ
シニングによる型の製作にも取り組んでいきたい．

80

70

60
0

60

120

180

走行時間 [s]

▲Fig.3-4 走行試験での水温データ
Fr/Rrウィングを合わせた目標重量を9[kg]とした
場合，「1.41Gの定常円旋回」を達成するために必要
な DF 量 は 100[N] と 算 出 さ れ た ． CFD 解 析 値 で Fr ：
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3.4 カウル
Rrウィングへの空気を整流することと，ラジエー
タへの気流を阻害しないことを念頭に，ノーズカウ
ルの設計を行なった．
当初の予定ではオス型製作後にメス型を製作し，
プリプレグを積層するはずであったが，製作が大幅
に遅れてしまったため，オス型に直接カーボンクロ
ス1層(縁やステー固定点付近は2層)を積層し，離形
したものを完成品とすることにした(Fig.3-7)．ス
テーとの固定用の穴位置は現物合わせにより決定し，
プッシュプルリベットを使用して固定した．

レータを用いて20分間の走行を模擬し，走行前後で
のフリッカー値を比較した(Fig.3-8)．フリッカー値
とは，ヒトが光点の点滅を認識できなくなる，点滅
の周波数から求められる値であり，脳の疲れ具合を
評価する際に用いられる．この測定の結果より，
シートの背中角度を40[deg]に決定した．

▲Fig.3-8 フリッカー値測定の様子

▲Fig.3-7 カウル積層の様子
実際にマシンにカウルを搭載し何回か走行を行
なったところ，破損などの問題は特に起こらなかっ
た．しかし，Frウィングステー周辺のトリミングに
より，走行時のたわみが懸念されたため，カウル内
面をアルミ板で補強した．
前述のように，プリプレグ2～4層からウェット
カーボン1～2層に材料を変更したことで，結果的に
カウル重量は1.2[kg]となり，SS-617から63%の軽量
化となった．一方で，やはり十分な剛性を確保でき
ているとは言えず，またメス型を省いたことで表面
仕上げが非常に荒くなり，パーツの完成度は満足の
いくものとはならなかった．塗装に関しても下地処
理が足りず，塗装の剥がれが見られたり，ステッ
カーが貼り付きにくかったりした．
今後は余裕を持ったスケジュールを作成し，設計
を深めるだけでなく，製品の完成度を高められるよ
う製作を行なっていく．

3.5 シート
ドライバーからの意見を参考に，ホールド感の向
上を意識して設計を行なった．シートの形状はドラ
イバーの運転姿勢に沿う，包み込むようなものにし
た．また，寸法の決定には市販品のシートを参考に
した．シート角度の決定に際し，ドライブシミュ
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SS-617と同様に高剛性かつ軽量なシートを目指し，
プリプレグで製作した．SS-617では自作の窯を使用
し焼成を行なったが，SS-618ではジー・ゾーン様に
協力して頂き，オートクレーブでの焼成を行なった．
積層数は全体を10層とした(Fig.3-9)．

▲Fig.3-9 完成したシート
また，各ドライバーの体格差が大きかったため，
クッションの他に座面の高さを調節するスタイロ
フォーム製のマットの製作も行なった．これにより，
ドライバーの体格に合わせて座面の高さを3段階に調
節できるようにした．
SS-617に比べてドライビングポジションの改善は
できたが，修正による形状変更のために狙っていた
ホールド感は得られなかった．
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3.6 ステアリングホイール
グリップの外径をφ260[mm]と大型化することで操
舵力の低減を図り(Fig.3-10)，さらに，視認性の向
上のため，インジケータの内蔵を検討した．そのた
めには内部を中空にする必要があるため，操舵トル
クに耐える強度を持たせられるよう，プリプレグ15
～20層で製作することにした．

走行会で行なわれる車検を経て，電気系(バッテリ
やキルスイッチの端子)の隔離の不足，隙間や穴の存
在などを指摘されたため，随時修正を行なっていっ
た．しかし，修正を重ねていくうちに継ぎはぎが目
立ってくるようになり，またアルミテープで補強し
ている箇所も増えてきたことから，全体を再製作す
ることにした．再製作したものはよりシートに沿っ
た，曲面を大部分が占める形状とし，はじめに平面
のみで製作したものより隙間が少なくなった(Fig.311)．

▲Fig.3-10 完成したステアリングホイール
型の製作では，木材をモデラーで成型しようと試
みたが，木材の繊維がモデラーのドリルに巻き付き
オーバーロードすることが相次いだため，ウレタン
フォームに変更した．型完成後は自作の窯で真空引
きをしながらプリプレグの焼成を行なった．
SS-617で使用していたものと比べると，重量はあ
まり変わらなかったが，インジケータを内蔵可能な
中空ステアリングホイールの製作は達成できた．し
かし，型の製作失敗などによるスケジュールの遅れ
があったことや，インジケータを取り付けた状態で
は，かえって視認性が悪くなることが発覚したこと
などから，大会での搭載は見送り，SS-617で使用し
ていたものを流用した．結果的には非搭載となった
ものの，デバイスを内蔵可能であるというメリット
を鑑みて，今後も積層数や形状の検討を続けていく．

3.7 ファイアウォール (F/W)

▲Fig.3-11 最終版のF/W
大会の車検では，燃料タンクとドライバーを隔離
している，コクピット右側のF/Wの面積が不十分では
ないかと指摘を受けてしまい，再車検となった．わ
ずかに延長したことで再車検は通過できたが，SS619ではより広範囲をF/Wでカバーし，コクピットを
完全に隔離できるような構造を検討する．また，F/W
は頻繁に着脱するパーツではないためあまり大きな
問題ではないが，大半のステーの位置が工具の入り
にくい箇所にあったため，着脱に多少苦労する場面
があった．それを踏まえ，今後は予め組みつけを想
定してステー位置を決定するよう心掛けたい．

F/Wの素材として使用したembrellaは十分に軽いた
め，面積を削ることによる軽量化の恩恵は小さく，
かえって安全性が低下してしまう．したがって，F/W
の設計・製作では軽量化は考えず，ドライバーの安
全性とレギュレーションへの適合のみを重視した．
燃料タンクやバッテリ，シートの位置および形状
が確定し，また，W/Hの配線がまとまってきた段階で，
熱源(エンジン・排気・冷却)と燃料タンク，ドライ
バーどうしを隔離するよう，CAD上でレイアウト設計
を行なった．ステーにはt1程の板金を使用し，ボル
ト固定とした．
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サスペンション班 概要
サスペンション班では「1.41Gの定常旋回」を目標
に，コーナリングフォース(CF)の総和向上，インリ
フトの抑制，荷重移動量の最適化を検討しながらジ
オメトリを設計し，各パーツの設計・製作にあたっ
た．また，性能面だけでなく整備やセッティングを
簡易化する構造も積極的に取り入れた．
ホイール内パーツ(アップライト，ハブ)ではアラ
イメント剛性を十分に確保し，マシンが設計通りの
挙動を示すことを保証する必要がある．そのため，
ハブ径拡大，ベアリング変更，肉抜きの最適化を行
ない，アライメント剛性の確保に努めた．アップラ
イト，ハブ，ブレーキディスクをアセンブリした様
子をFig.4-1に示す．

重ねていった．ストロークセンサを用いて，スラ
ロームのデータをSS-617と比較したところ，Frのス
トロークが減少し，Rrのストロークが増加していた
ことから，ダイアゴナルロールの低減ができている
ことが確認できた．実際に走行している様子を見て
も，コーナリングやスラロームの際にタイヤの浮き
上がりは確認できず，インリフトを抑制できていた．
また，ドライバーフィーリングからも，SS-617と比
べて旋回中のインリフトが無くなり，コーナー脱出
時にトラクションを掛けることができているという
評価を受けた．
定常円旋回を行なった際のデータロガー上での横
加速度は1.37Gであり，目標を概ね達成できたと考え
た．しかし，大会では雨天により路面コンディショ
ンが悪く，コース内にウェットパッチが存在してい
たこともあり，設計の軸として想定していたスキッ
ドパッド競技では10.70[sec](SS-617：10.41[sec])
とタイムを落とす結果となった．
今後は，十分にサスペンションセッティングを吟
味する時間を確保し，最適な条件で大会に臨めるよ
うにしていきたい．また，大会後も走行会を重ね，
次のサスペンションジオメトリの設計に向けたデー
タ収集を行なっていく．

4.2 ロッド
▲Fig.4-1 ホイール内アセンブリ
ブレーキシステムでは，ペダルやキャリパーをは
じめとして，軽量化に重点を置いた設計を行なった．
しかし，走行会や大会のブレーキロック試験ではフ
ルブレーキでもタイヤがロックしないことがあり，
制動力の確保について見直す必要性が露わとなった．

4.1 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，タイヤの接地性
を高めることで，最大旋回Gの向上を目指した．その
ために，インリフトの抑制，セッティング効果の向
上の2点を主軸に設計を行なった．
インリフトの抑制については，ロール軸の傾斜角
を0.57→0.24[deg]と小さくすることで，ダイアゴナ
ルロールが低減するようにした．
サスペンションセッティング効果の向上について
は，ロールセンタ高をFr：11[mm]，Rr：18[mm]と低
く設定することで，ロールをスプリングとダンパで
受けるようにした．これにより，スプリングとダン
パのセッティングを変更することで，感度良くステ
ア特性を変更できるようになると考えた．
以上の試みを経て完成したマシンで，走行試験を
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Fr，Rrともにロッドには全長調節機構(アジャス
タ)を設け，容易な長さ調節を可能とした．これによ
りサスペンションセッティングに要する時間が短縮
され，作業の高効率化に貢献した．
しかし，ロッドとアジャスタを接続しているねじ
部が溶接時に歪んでしまい，大会直前には，それに
起因すると考えられる若干の座屈が発見された．SS619でもアジャスタの継続採用を予定しているが，ね
じ部の溶接歪みを抑えるよう，溶接冶具の見直しを
検討している．

4.3 スタビライザ
車体のロール量を調整するため，アンチロール
バーの設計・製作を行なった．構造としてはフレー
ム下を通って左右のベルクランクどうしを接続する
ものとし，設計に際してはFEM解析を使用した．
しかし，走行試験を行なった結果では ，ドライ
バーフィールの悪化からかタイムの増加が見られた
ため，大会での搭載は見送った．
ロール制御の検討や剛性設計，解析のノウハウが
不足していたと考えられたため，今後はより有効な
設計方法の把握に努める．
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4.4 アップライト

4.5 ハブ

RrアップライトはSS-617のものを流用し，Frアッ
プライトを新規設計した．幅を35→39[mm]に増やし，
FEM解析を行ないながら肉抜き形状を調整して設計を
完了した．この際のFEM解析結果をFig.4-2に示す．
Fig.4-2はキャンバ方向(紙面に垂直な軸回り)の曲げ
変形量を示している．

Rrハブは，SS-617で搭載を見送った，渥美工業様
製作のインナーディスク一体型のものを搭載し，Fr
ハブを新規設計した．ハブボルトを圧入可能な最大
径であるφ70[mm]までハブ径を拡大し，さらに軸部
分を中空とすることでキャンバー剛性向上と軽量化
の両立を図った．この際のFEM解析結果をFig.4-3に
示す．Fig.4-3はキャンバ方向の曲げ変形量を示して
いる．

▲Fig.4-2 アップライトのFEM解析結果
(左：Fr 右：Rr)
また，高G旋回に耐え得る耐久力を確保するため，
ハブベアリングの選定方法を見直した．SS-617で実
測した最大旋回G(1.6G)での旋回を想定した場合に，
軸受にかかる荷重を算出し，それ以上の基本動定格
荷重を持つベアリングを採用することとした．Rrは
SS-617と同じ種類のものを選択し，Frはハブの設計
変更に伴い外径φ62→100[mm]，内径φ35→70[mm]，
幅14→16[mm]のものへ大型化した．
そのほか，ブレーキキャリパー取り付け部を後方
に設けたことにより，ブリーダーバルブが上側にな
り，エア抜きがしやすい構造となった．
その後，中山精機様に加工を依頼し，パーツが完
成した．しかし，ハブプレートの製作を断念したた
め，SS-618では当初予定していた車輪速センサの搭
載を見送ることにした．
走行会や大会での走行後も破損は見られず，パー
ツの耐久性は確かなものとなったが，大会直前にベ
アリングからSS-617でも確認したような異音が発生
した．大会のデザイン審査員に原因を伺ったところ，
「アップライトとハブベアリングのはめ合い公差が
適切でないため，リンクに過剰な力が加わっている
のではないか」とのコメントを受けた．そのため，
SS-619では公差について今一度検討し異音対策を行
なう．また，パーツの剛性の評価が不十分であった
ため，ひずみゲージ等を利用した剛性値の実測を行
なう必要がある．さらに，車輪速センサを搭載可能
な構造にし，タイヤのスリップ状態や車速をマシン
の評価に役立てたい．
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▲Fig.4-3 ハブのFEM解析結果
(左：Fr 右：Rr)
また，アウターローターとインナーローターを締
結しているフローティングピンの本数について，2～
12点固定式の範囲で検討した．その結果，4～10点固
定式の範囲では差異はほとんど見られず，2点固定式
では応力集中による破損が懸念されたため，4～10点
固定式の中で軽量化および組み付け性に優れた4点固
定式を採用した．新日本ホイール工業様に加工を依
頼し，パーツが完成した．Frハブの重量は1つあたり
469→395[g]の軽量化ができた．
マシンの走行を重ねた後も破損は見られず，十分
な耐久性が確認できたが，大会のデザイン審査では，
材料の変更(アルミ→鉄)の提案や，中空部分の肉厚
と荷重分布の対応等についてのコメントがあったた
め，材質や形状について次期に向けしっかりと評価
していきたい．

静岡大学SUM SS-618 成果報告書

28

サスペンション班

Ⅳ．各班活動報告
4.6 ブレーキシステム

4.7 ステアリングシステム

ブレーキディスクは桜井製作所様に加工して頂い
たものを搭載し，走行試験を経て制動力，信頼性に
問題がないことを確認した．また，ブレーキライン
はSS-617のものの長さをSS-618用に調整し流用した．
Rrキャリパーはピストン径38.18[mm]の対向2potを
使用する予定であったが，設計方針を軽量化重視に
変更したため，SS-617で使用していた，より軽量な
25.4[mm]の対向2potを搭載することにした．
ペダルでは，幅を30→20[mm]へ減らし，FEM解析を
行ないながらトラス構造を見直すことで，SS-617の
ものと同等の剛性を確保しつつ441→271[g]の軽量化
ができた．レバー比に変更は加えなかったが，Rr
キャリパーの変更に伴い，マスターシリンダを小型
化し，前後配分を調節することで制動力の確保を
図った．
SS-618では以上のようなブレーキシステム設計を
行なったが，Rrの制動力不足が目立ち，ブレーキ
ロック試験をクリアできないことがあった．はじめ
はRrキャリパーの経年劣化によるパッドの開きが制
動力不足の原因と考え，新品に交換した．しかし，
改善が見られなかったため，38.18[mm]のものに交換
し，それに伴いマスターシリンダもSS-617ものに交
換した．それでも制動力が足りず，後にブレーキ
ホースにき裂があり，ブレーキフルードが染み出て
いることが発覚した．そのため，損傷個所を新品に
交換した．ブレーキホースのき裂は，油圧低下によ
り制動力不足に直結する．パーツのメンテナンスが
不十分であったことが，発見の遅れにつながった．
その後もRr側への踏力分配の増大や，エア抜き，
タイヤの空気圧調整等の対策を行ない，大会では2度
目のブレーキロック試験で無事クリアすることがで
きた．
制動力不足の原因としては，キャリパー内に水分
侵入したことによるブレーキフルードの結晶化や，
左右のRrキャリパーで使用期間が異なることによる
パッドの摩耗の偏りなどが考えられる．
また，エア抜きについては，ブレーキライン全体
を外し，ブリーダーバルブが頂点となるようにして
エア抜きを行なったため，十分にエアを抜くことが
できていると考えていた．しかし，今後はコンプ
レッサを用いたエア抜きツールの使用を視野に入れ
改善に努める．
SS-618のブレーキシステム設計では，制動力の設
定をSS-617の流用とした部分が多く，SS-618のパッ
ケージングに適応しているかの検討が不十分であっ
た．軽量化の観点では貢献できたが，今後は軽量化
に重点を置き過ぎることなく，きちんと「止まる」
マシンの設計を行なっていきたい．

企画当初では，ユニバーサルジョイントを用いず，
ステアリングシャフトを直結にする予定であった．
しかし，その場合はステアリングラックの位置の制
約により，カートのステアリングホイールのように，
ドライバーに対して角度がついてしまい操作性に欠
けることが懸念された．そこで，SS-617と同様にユ
ニバーサルジョイントを1点用いたステアリングシャ
フトを使用したが，角度が適切であった一方で，走
行の際にステアリングが重いというドライバーの意
見が多く出た．これは，ユニバーサルジョイントが1
点式であるために，舵角に位相差が生じたことが原
因であると考え，直結タイプのステアリングシャフ
トを製作して，操舵トルクの比較を行なった．その
結果，1点式では14.3[Nm]であり，直結では11.2[Nm]
であった．操舵性改善には操舵トルクの低減を優先
すべきと判断し，最終的には直結タイプを採用して
大会に臨んだ．
ステアリングコラムには樹脂製の玉軸受ユニット
を用いたことで，小型化と軽量化に加えて，既製品
を用いることによる工数の削減ができた(Fig.4-4)．
また，コラムの固定点数が6→2点へと減少したこと
で，整備性も向上した．しかし，ステアリングシャ
フトの外径を変更することで，まだ軽量化の余地が
残っており，今後検討していきたい．
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▲Fig.4-4 ステアリングコラム
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コスト班 概要

5.1 Cost Point

コスト班で第15回大会で好成績を獲得することが
できたため，SS-618ではさらに上位の成績を獲得す
るために活動を行なった．Table 5-1に今大会の成績
を示す．全体的に順位を大きく落としてしまい，結
果的に昨年よりも23位落とした30位となった．

マシンを生産するにあたりかかった費用の総額の
安さで評価される．総額が最も安かったチームに40
点が与えられ，2位以下は1位との差を相対的に評価
されて点数が与えられる．
SS-618ではエアロデバイスを初搭載したため総額
が大きく増加することが考えられた．実際，追補を
除く合計額はSS-617と比べて約$3,000増加し，エア
ロデバイスのみでは約$3,300増加した．さらに，追
補で変更した部分の金額も加わると最終的にSS-617
の総額に比べて約$7,300増加してしまった．いくつ
かある原因として考えられるのがシートやステアリ
ングホイール，インテークマニホールドの変更であ
る．特にシートでは追補として提出した際，コスト
カットが不十分であったため，初めに提出したもの
と比較すると倍の値段となっていた．他パーツでも
コストカットできる個所でできていなかったことに
より，追補でのコストの増加につながってしまった
と考えられる．

▼Table 5-1 コスト審査結果
項目

第15回

第16回

Adjusted Cost $

17,610

24,863

Cost Point
Accuracy Point

26.44 (13位) 13.52 (34位)
25.26 (4位)

0 (24位)

Real Case Point 14.00 (21位)

17 (8位)

Late Penalties

-10

0

Score

55.7 (7位)

30.52 (30位)

Cost Pointでは新たに搭載しパーツもあり，SS617 と 比 べ て 値 段 が 大 き く 上 昇 し て し ま っ た ．
Accuracyではいくつかの間違いがあったため，高得
点が獲得できなかったが，来年度以降に十分活用す
ることができる情報を得られた．Real Caseは，過去
最高点を獲得することができた．第16回大会では柔
軟に対応できるように，早期から今までのノウハウ
を担当者に示し，具体的な対策は課題が提示された
後に考えることとしたため，スムーズに取り組むこ
とができた．
今後は今年の大会で得ることができた情報や問題
点を元に，例年のように上位の成績を獲得すること
を目標として活動を行なっていく．

5.2 Accuracy Point
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．第16回大会ではAccuracy Pointを獲得するこ
とができなかった．原因として当日審査の際に指摘
がされた点(Table 5-2)が考えられ，また予定通りに
行なうことができなかった3つの取り組みの問題点を
以下に示す．
1つ目に，図面フォーマットの変更を行なった．
SS-617では説明欄のスペースが広く，作図しにくい
ことから変更したが，寸法誤差を記すことを忘れて
しまった．SS-619以降では，問題となった点を補っ
た新たな図面フォーマットを作成する．

▼Table 5-2 当日審査の指摘事項
指摘事項

備考

BOM(1枚目)にFrame&Bodyの値段が記載されていない

BOM

FCA
図面

裏付け
DVD

Steering System，Suspensionの合計の範囲が狭い
FCAシートと値段が異なる
パーツが複数あった時に合計の値段が減っている

BOMとFCAの仕様を見直して解決案を出す

鋳鉄のマテリアルは四角

丸板から製作されていた

サージタンクの溶接部分を示す(場所が分からない)

位置や角度，順番を図面や裏付けで示す

ラックギアの情報量が少ない(切り方など)

表ではなく図で示す

ブレーキラインが分かりにくい(ダイアグラムなど)

SS-617のW/Hのように書く

ハブベアリングの圧入風景が必要(通常と異なるため)

エビデンスのように

パーツが足りない(ドラシャ，エキマニ)

DVDのデータを採点に使うため，紙よりも重要

2018/11/05
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2つ目にチーム全体で作成したFCAや図面の添削を
行なった．しかし，メンバーの多くが多忙な時期に
入っており，大きな成果を得られることができず，
提出期限近くになって多くの時間が修正に取られて
しまった．このような事態を防ぐために，チーム全
体でコスト資料を作成するという意識をメンバーに
持たせ，早期から着手する必要がある．
3つ目は裏付け資料を作成するパーツの数をSS-617
と同様に保つことである．裏付け資料が必要なもの
をリストアップし，記載内容の決定も行なった．し
かし，スケジュール管理不足により，裏付け資料の
作成に十分な時間をとることができなかった．その
ため，リストアップした中から最低限のパーツの裏
付け資料を作成した．今後は裏付け資料を作成する
ために十分な時間を設けられるようにスケジュール
の管理を行なうことが重要であると考えられる．

付けを行なうなど，比較検討を重視して資料作成を
行なったことが考えられる．

5.3 Real Case Point
大会前月に3種類のパーツとその生産性や組付け性
など解決すべき課題が提示される．それについて課
題と解決案をプレゼンし，案自体やそのためのプロ
セス，妥当性などが評価される．前年度は当日審査
でランダムに1つのパーツが選ばれたが，今年度は自
分たちが取り組みたいパーツを選ぶというもので
あった．今年度はカウル，Rrサスペンション，ブ
レーキラインが候補に挙げられ，コスト班内で3つの
候補に対して案出し，比較検討を行なった結果，弊
チームはRrサスペンションを選択した(Table 5-3)．
年間1000台の生産を前提とし，問題の解決に取り
組むために多数の案を考えた．その中でもRrサスペ
ンションは小型で大量に生産するパーツが多いこと
に着目し，主に製作方法の変更でコストと製作時間
の削減を図った．さらに，変更しても問題が発生し
ないと証明するための裏付け資料も作成した．
当日の審査では，資料をA4紙にコピーしたものを
用いて紙芝居の形式で発表した(Fig.5-1)．当日審査
では発表時間を少し超過してしまったが，質問に対
しては詰まることもなく全体的にスムーズに進行す
ることが出来た．結果として前年度比で3pt上がり過
去最高の17ptを獲得することができた．点数の上昇
の要因を考えると，それぞれの対策案に対して評価

▲Fig.5-1 発表用スライド

▼Table 5-3 リアルケース比較検討
パーツ

Cowl

問題点

解決案

異物かみこみ

型の変更

Rear Suspension アライメント精度不良

Brake Line

2018/11/05

値段(変更前) 値段(15%削減後)

$ 4,682.80

$ 3,980.38

固定点の減少
ウォータージェットの使用(肉抜き)
$ 587.83
アームの材料変更
ロストワックス

$ 499.66

$ 366.12

$ 311.20

エア混入
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デザイン班 概要
SS-618ではSS-617で築いた基礎をもとに，SS-617
の反省点を活かしてさらなる得点アップを狙った．
デザイン班は上級生のみで構成し，レポート担当者
をシャシー，パワートレインで分けることで各パー
ツ設計者と円滑にコミュニケーションが取れるよう
にした．また，SS-617のスケジュールを見直し，無
理なくレポートの草案作成や添削に時間を割けるよ
うなスケジュールに組み直した(Table 6-1)．
結果は99pt→90pt，14位(/94チーム)→18位(/93
チーム)とSS-617よりは下がってしまったが，高順位
を維持することができた．

執筆した．加えて課題であった信頼性についても十
分に記載した．
SS-618ではスケジュール管理を徹底することで遅
れが発生しないよう努めた．その結果，内容につい
ての議論や担当者間での意見のずれを修正すること
が可能となり，一貫性を持たせることができた．ま
た最終的にはスケジュールから遅れてしまったもの
の，添削や最終チェックに時間を割くことができ，
余裕をもって提出することができた．最終的に文量
はSS-617と同じ18,000字程度となり，レポートの完
成度を高めることができた(Table 6-2)．
▼Table 6-2 デザインレポートの文字数

6.1 デザインレポート

SS-617

デザインレポートとは，4ページの文書，3ページ
の三面図(正面図,平面図,右側面図を各1ページ)，文
書を補足する図表をまとめた1ページの計8ページか
らなる，マシンについての説明やアピールをしたレ
ポートである．マシンコンセプトや設計，マシンの
検証・試験の妥当性のみでなく生産性や市場性，新
規性も評価される．
デザイン審査は加点式で行なわれるため，レポー
トの質も大事だが文量を増加させることで高得点に
つながる．デザイン審査上位校の文字数がおおよそ
20,000字であったため，SS-618では目標の文字数を
20,000字とした．また，一貫性を持たせるためにコ
ンセプト部分ならびに設計方針の執筆を初期段階に
完了させ，これに沿うよう各パートの執筆を行なっ
た．シャシー分野では，SS-617で文量が少なく点数
が振るわなかった．そこで，文量を増やすことを意
識し，また内容も設計方針に沿うよう何度も確認し
ながら執筆した．またフレーム，エアロデバイスに
も例年以上に力を入れ，この分野での得点を稼げる
よう心掛けた．パワートレイン分野では，SS-617で
は25点満点中24点と好成績であったため，目標の文
字数をSS-617と同程度の7,000字とした．文章は設計
方針に沿った説明ができているかの確認を繰り返し

項目

SS-618
文字数

項目

文字数

コンセプト

401 コンセプト

312

パッケージング

676 パッケージング

270

サスペンション

2462 シャシー

5784

フレーム・ボディ・エアロ

3106 空力設計

1084

―

コックピット

パワートレイン

7317 パワートレイン

電装（マネジメント）

4226 電装

―

2471
5913
996

生産性・整備性

―

995

チーム運営

合計

812

18188 合計

18637

▼Table 6-1 デザイン班内スケジュール
月
SS-617

10
11
12
1
過去データ解析
データ整理
必要データリストアップ
コンセプト文章化

2
草案作成

3
4
5
サス・フレーム文章化
カウル・電装文章化
エンジン文章化

過去データ解析

SS-618

2018/11/05

草案作成
試験データリストアップ
走行会取得データ選定
パッケージング文章化
各パート文章化
コンセプト文章化
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7
8
OB添削 パネルデータ取得
パネルレイアウト
パネル作成
DSS作成

部内添削
OB添削
数値埋め
パネルデータ選定
DSS作成
パネルデータ取得
パネルレイアウト
パネル作成
リハーサル
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結果はTable 6-3のようになった．99pt→90pt，14
位(/94チーム)→18位(/93チーム)とSS-617よりも点
数，順位ともに落としてしまった．
▼Table 6-3 デザイン審査の得点
SS-617

SS-618

満点

Suspension

15

17

25

Frame/Body/Aero

13

16

25

Powertrain

24

20

25

Cockpit/Controls/Brakes/Safety

16

16

25

Systems Management/Integration

20

12

20

Manufacturability/Serviceability

8

8

15

Aesthetics/Style

3

1

5

Creativity

0

0

10

Overall Design Score

99

90

150

シャシー分野では狙い通り点数を上げることがで
きたが，デザインフィードバックで意見を伺うと設
計の考え方や着眼点にまだまだ改良の余地があると
感じた．パワートレイン分野は20ptでありすべての
パートで最高得点は確保したものの，SS-617と比較
すると4pt減となった．これは走行データを十分に取
得することができず，評価や妥当性について記載の
不足が多かったことが原因だと考えられる．また点
数の悪かったシステムマネジメント分野，コック
ピットや生産性のパートではそれぞれの分野からの
評価が不十分であったことが原因である．

6.2 デザインパネル
大会当日の審査において，審査員の方にマシンの
説明をする際の補助資料としてパネル数枚を用いる
ことが推奨されている．
SS-618でも例年通り特にアピールしたいことを記
載したA1サイズのパネルを用意した．デザインパネ
ルはマシン全体(Overall)，サスペンション，ボディ，
パワートレインで1枚ずつ作成した．サスペンション
ではステアリングのユニバーサルジョイント有無の
トルク比較，スラロームでのストロークセンサの
データ等，主に実測データを記載した．ボディでは
フレームの解析画像やエアロデバイスの検証など，
図を多めに見やすいパネルを作成した．パワートレ
インではパワートルク曲線，加速時の使用回転数，
潤滑及び冷却についての走行時におけるデータを記
載した．パネルに多くの図やグラフを掲載したため，
審査員の方との議論をスムーズに行なうことができ
た．
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6.3 当日審査対策
当日審査では，実際にマシンを示しながら質疑応
答を行ない，デザインレポートで未記載の点につい
ての審査が行なわれる．当日審査は30分と限られた
時間の中で行なわれるため，スムーズな議論が高得
点獲得につながる．審査の流れは，マシン全体の簡
単な説明を行ない，各パート(サスペンション，ボ
ディ，パワートレイン)に分かれて詳しく質疑応答が
行なわれ，理解度が総合的に評価される．
パワートレインでは，吸排気，駆動，潤滑，冷却
についてパネルを用いて説明を行なった．吸排気お
よび駆動では設計目標値を達成でき，潤滑および冷
却は妥当性について説明することができた．またエ
アクリーナやラジエータの搭載位置が妥協している
ようだと指摘を受けた．実際これらのパーツは他
パーツと干渉をしない位置に搭載することを考慮し
て設計していた．そこで，パーツのレイアウトにつ
いてもこだわりを持って妥協せずに検討する必要が
あると分かった．
サスペンションでは，パネルの内容のほか，実際
にパーツを持ち込んでの説明を行なった．ハブやス
ラローム中の挙動については詳しく説明することが
できたが，残り時間が余ってしまった．そのため，
次期はデータ等，手持ち資料を多数持参して，ア
ピールポイントを豊富に用意することが必須である
と考える．
審査後には審査をして頂いた方々と議論を行なう
ことができるデザインフリートークの機会が設けら
れた．パワートレインでは設計目標が具体的に明記
されていないことを指摘された．SS-618のパワート
レインの設計目標は具体的な数値を決めていなかっ
たため，各パーツでの記述や評価，妥当性の説明が
不十分なものになってしまった．目標設定や設計の
プロセスや評価方法を確立することが今後の課題で
あると分かった．サスペンションでは個々の評価は
できているがマシン全体に落とし込めていないとい
う指摘を頂いた．アンチロールバーやアーム肉厚等，
追加すべきキーワードも教えて頂き，また設計の手
順を確認することができた．ボディではパーツ完成
後の評価ができていないとの指摘を頂いた．また，
コックピット周辺の作りが甘く，ドライバーにとっ
て運転しにくいとの指摘も頂いた．
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プレゼン班 概要
第14回大会での4位獲得，第15回大会での27位とい
う結果を踏まえ，第16回大会では，まずは最低値と
しても全審査項目7.5点を獲得できるようなプレゼン
テーションを制作し，来年度以降もコンスタントに
上位を獲れるよう，活動を進めてきた．
今年度は上級生1名，3年生1名，2年生2名で活動し，
様々な視点からの意見を常に大事にしながら制作を
行なった．班内会議では，学年を問わず意見を出し
合える環境を作ることができ，班員全員でプレゼン
テーションを作り上げた．
また，若者向けBtoC事業も行なっている自動車受
託生産会社に向けて，SS-618浜風の製造を依頼する
プレゼンテーションを行なった．金銭面などの障害
からモータースポーツに取り組めていない20,30代を
ターゲットとし，モータースポーツ本来の楽しさを
ベースに，手軽で現代的なモータースポーツを提案
した．手軽さに対しては，マシンはネイキッド状態
で販売し，1年間のレンタルプランを設定した．現代
性に対しては，マシンに自由にデコレーションし，
パレードのように走行できるイベントを企画した．
各々の個性的なマシンが集まり，若者が拡散したく
なるようなSNS映えするイベントのため，若者向け
BtoC事業を行なう受託生産会社にとっての広告効果
も見込めることをアピールした．
結果としてはTable 7-1のようになり，4位(89チー
ム中)を獲得し，目標を大きく上回ることができた．
以下，審査項目ごとに，詳細な成果報告，次大会へ
の課題点を記す．
▼Table 7-1 第16回大会プレゼン審査結果
(0.0/2.5/5.0/7.5/10の5段階評価)
第15回

第16回

審査項目

結果

目標

結果

Content (内容)

5.0

7.5

7.5

Organization (構成)

5.0

7.5

7.5

Visual Aid (見易さ)

7.5

7.5

10

Delivery (態度)

7.5

7.5

10

Questions (質疑応答)

7.5

7.5

7.5

合計得点

32.5

37.5

42.5

順位

27位

11位

4位

ビジネスとしての成立性が足らず，5.0[pt]という評
価を受けた．
前年度の結果を踏まえ，今年度は構成・論理性を
重視し，ターゲット層の若者の要求を満たす商品・
サービス設計をした．審査員からのフィードバック
において「ビジネスとしての成立性は十分にあるが，
製造に関する提案が欠けている」との指摘を受けた．
10[pt]に届かなかった原因は，“製造委託”のお
願いをするプレゼンテーションであることの理解，
審査員がどのような情報を求めているかの聴衆分析
が不足していたことであり，来年度に向けては，プ
レゼンテーション審査における基本的な内容を詰め
る必要がある．

7.2 Organization (構成)
プレゼンテーションの内容が論理的に説明されて
いるかが評価される．前年度はContent(内容)と同様，
ニーズと商品とのミスマッチが起きていることから
論理性に欠けたものになってしまった．
今年度はストーリーの流れに注意し，プレゼン
テーションを制作した．Content(内容)と同様に，販
売部分の構成は問題ないが，委託提案が具体的にさ
れていないこと，販売の説明が多く，製造・収益の
説明が短いため，資料のバランスが悪いとの指摘を
受けた．
どのような依頼事項なのか，何台製造するのか，
製造可能か，儲けになるのかといった，製造委託を
お願いされる側(審査員)の視点でストーリーを構成
することが，来年度高得点を取る上での課題である．

7.3 Visual Aid (見やすさ)
プレゼンテーションスライドの見やすさが評価さ
れる．前年度は，プレゼンテーション自体の情報量
が多く，スライド1枚の情報量も増えてしまったこと
から，2.5[pt]の減点を受けた．また，スライド毎で
伝えたいキーメッセージが不明確であったという評
価も受けた．

7.1 Content (内容)
マシンが顧客の要求を満たしているか，またその
方法を十分に説明できているかが評価される．前年
度は独創的なプレゼンテーションを作ることができ
たが，一方でニーズと商品とのミスマッチが起き，
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Ⅳ．各班活動報告
今年度は「1スライド1メッセージ」を意識しなが
らスライドを制作した．その中で，アイコンや図形
を多く使い，より伝わりやすいスライド作りに注力
した(Fig.7-1)．また，審査員からは，スライド下部
の目次によって，話の流れが分かりやすかったとの
評価も頂いた．

にできなかった．Delivery(態度)と同じく，スライ
ド完成前に質疑応答対策を進めるなど，大会までの
時間の使い方，スケジューリングを見直す必要があ
る．

▲Fig.7-1 使用スライド
一方で，今年度はアニメーションを使用しなかっ
たこともあり，アニメーションを活用してどこを見
たら良いのかを提示すると更に良いとの評価も受け
た．

7.4 Delivery (態度)
プレゼンテーションにおける発表態度が採点され
る．審査員からは，聞きやすく，自信を持った発表
だったとの評価を受けた．
だが，スライド制作が当初の予定より遅れていた
ことや，大会2週間前に発表者変更をしたために，十
分な発表練習の時間を確保できなかった．この中で
10[pt]を獲得できた主な要因としては，班員全員で
プレゼンテーションの内容を把握していたことがあ
る．
今年度は10[pt]を獲得することができたが，来年
度は外部での練習もできるよう，発表練習の期間を
十分に持てるようなスケジュール管理をする必要が
ある．また，今年度同様に，来年度も班員全員での
プレゼンテーション制作を基本に進めていく．

7.5 Question (質疑応答)
プレゼンテーションの最後に質疑応答の時間があ
り，そこでの受け答えが評価される．発表者とPC操
作者間でのコミュニケーションが取れているが，
Content(内容)・Organization(構成)と同様に製造に
関するバックデータが不足していたとの指摘を受け
た．
発表練習の時間が確保できなかったため，補足ス
ライドは制作してあったが，質疑応答の準備も十分
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Ⅴ．おわりに

1年間本当にありがとうございました
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