
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU-10D HoneyBee 

2017年度ヒコーキ部活動記録 

 



目次 

主桁          P4 

翼構造ー翼二次構造   P5 

尾翼構造        P5 

桁接合部分       P6 

フレーム        P7 

フェアリング（カウル） P8 

プロペラ        P9 

駆動詳細        P9 

機体製作以外の活動   P10 

三面図         P11 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥人間コンテストの人力プロペラ機ディスタンス部門出場に向けて、機体の設計から製作、

運用まで学生自ら行っていった。今年度の機体はヒコーキ部史上最も飛行した「SU-08 ソラ

マメ」を参考にして翼圧を大きくし、揚力係数を大きくした。 

  

機体重量 35.7 ㎏ 

巡行速度 7.4m/s 

翼幅 27200 ㎜ 

翼面積 26.3m² 

アスペクト比 28:1 

翼面荷重 3.50 ㎏/m² 

形状抵抗 11.8N 

プロペラ推力 39.5N 

必要出力 266.1W 



 

主桁 

位置[㎜] 桁内径[㎜] 桁外径[㎜] 基本積層[deg] 集中積層[deg,㎜] 

0-1600 110 113.386 
[90/03 ± 45/

±45/03/90] 

90,0~1600

/80,0~800

/70,0~300] 

1600-4800 100 103.608 
[90/03/±45

/±45/03/90]  

[90,1600~3400

/90,1600~3100

/70,1600~2350

/55,1600~1950] 

4800-8000 89.75 92.026 
[90/0_3/±45

/03/ 90] 
 

8000-10600 60 62.054 
[90/0/±45/0

/90] 

[90,8000~8500] 

10600-

13600 

34.96 36.320 
[90/0/±45] [90,10600~11150

/60,10600~10900/] 

 

薄肉高径のパイプを用いることにより断面二次モーメントに加え主桁の剛性も確保

した。薄肉化による断面変形から生じる座屈を避け、短冊補強の剥離を防ぐため

最外層に９０度層を入れプラットフォームからの発進にも耐えられる安全率を確保

した。主桁の上下に０度短冊補強を多段階的に幅が狭まるように施すことで、主

に剛性を要する上下方向を集中的に強化しつつ最適化した。接合部、翼根を集

中的に補強し応力集中による破壊を防いだ。翼幅方向に対して安全率が十分な

値でほぼ一定となるように剛性分布を最適化し最軽量な主桁を設計した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

翼構造－翼二次構造 
 

プランク スタイロフォーム IB 3[mm]厚 

厚さを 3[mm]にし、翼型の変形を抑える 

リブ スタイロフォーム IB 8[mm]厚 (最外 12[mm]厚) 

厚みをもたせて強度を確保しつつ肉抜きで軽量化する 

ストリンガー バルサ材 3[mm]×5[mm] 

上弦側 3 本、下弦側に 2 本つけることで、翼型の変形を抑える 

リブ補強材 バルサ材 1[mm]厚 

リブの強度を高め、翼型の変形を抑える 

後縁補強材 カーボン板 1ply 

後縁の強度を高めるとともに後縁材の接着面積を大きくする 

XFLR5 を用いて翼型の解析を行った。翼根は DAE31 や FX76MP120、DAE21、Eppler66 をメイン

に様々な翼型を混合し、新たにオリジナルの翼型を作成。 揚抗比を上げるために翼端付近のレイノルズ数

変化に対応した翼型を適用。 C リブの位置ごとに適した翼型を用いた。 

 

尾翼構造 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構部分は水平尾翼・垂直尾翼に四節リンク機構とした。操舵の 

応答性に優れているため、機体と一体化した操縦が可能になる。 

また、リンク部に CFRP を使用することでリンクの剛性を高める。 

左右のCFRPパイプ製板の間に 32ply

の板状を渡して構造を強化する。 

CFRP 製板と CFRP パイプの間は

エポキシ樹脂とカーボンクロスを

巻き、真空引きを行い固定する。 

寸切ボルト(M5)とナットで固定する。 

サーボモータ 

水平尾翼と垂直尾翼を動

かし、機体の制御を行う 

尾翼桁のマウント部分には 16ply のカ

ーボン板で航空ベニヤを挟んだものを

使用する。カーボンクロスを巻き安全性

を高める。接着はエポキシ樹脂で行う。 尾翼構造 断面図 



トルク配分も改善することで、操舵の信頼性を向上させた。 

 

桁接合部分 

MDF フランジ 

A-B 間、B-C 間、C-D 間 MDF フランジ 

厚さ 12[mm]のものを NC フライスで製作。 

どちらも主桁結合時には M5 のボルトとナットで固定する。 

また、ネジ穴が広がらないようにスペーサーを挿入。 

C-D 間のフランジは角度を変えて結合できる。 

これにより最外翼の迎角を調整してロール方向の安定を確保することができる。 

カーボンフランジ 

中央－A 間 カーボンフランジ 

32Ply のカーボン板を使用することで高強度を実現。 

M6 のボルトとナットで固定する。 

かんざし 

中央－A 間 桐 15[mm]×5 ずつ 

A-B 間   桐 15[mm]×5 ずつ 

B-C 間   桐 15[mm]×4 ずつ 

C-D 間    桐 15[mm]×3 ずつ 

（それぞれ 2 箇所ずつ） 

2016 年度の機体ではかんざしに MDF を用いた箇所も存在したが、すべての場所で用いるこ

とで高強度を実現。 

かんざしの上からガラスクロスを巻くことで強度、耐水性を高める。また、膨張を防止する。 

かんざしの様子 

 



 

フレーム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回転数計 

ペダルに取り付けられた磁気センサー

を用いて回転数を算出する。パイロッ

トが安定して最適出力を続けられる 

パイロット座席 

スタイロフォーム IB をパイロットに合わせた

形状にやすり加工し、エポキシ樹脂を染み込ま

せたカーボンクロスを巻いて強化する。また、

ラバーマットを敷くことで疲れを軽減させる。

フライト中に破損しないよう、エポキシ樹脂と

カーボンクロスでフレームへ接着する。 

迎角調整用マウント 

主翼の迎角調整を行う。 

駆動部・ 

下ギアボックス 

28ply のカーボン板で囲い、強度を

向上する。 

ギアボックスは 4点をボルトで固定

する。 

ドライブシャフトの CFRP パイプ

は 7ply のものを使用している。 

シャフトはフェアリング内を通っ

ているので、パイロット保護のため

に周りを発泡材等の蚕室素材で覆

っている。 

パイロットハンドル 

尾翼のサーボモータの操作用で、アナログジョイステ

ィックを採用。 

操舵のための信号線は CFRP パイプの中に収めること

で、ペダリングへの影響を防ぐ。 

また、ラダー用とエレベーター用でスティック２つを

使用し、上下と左右の操縦系を分離、これによりパイロ

ットの思い通りの操舵をしやすくし、誤動作を減らす。 

高度計 

超音波センサーで高度を測定する。 

主翼マウント 

主翼マウント強い機体

とするため、32ply のカ

ーボン板を用いてボッ

クス状にし、充填剤を絡

め、トラスをつける。 

 

フレーム結合 

結合部分に、ウレタンパテを使用してフィレットをつける。 

その上にエポキシ樹脂を染み込ませたカーボンクロスを一

周巻き、結合部がフライト中に外れないようにしている。 

計器マイコン 

Arduino uno で各種計器の制御及び計測値の

処理を行う。また、Bluetooth モジュールを用

い表示機へ処理した値を送信する。 

操舵マイコン 

Arduino Leonardo を用いて操舵用のサーボモ

ータを制御する。計器マイコンとは別に設けた

のは、操舵の応答性を高めるためである。 



 

フェアリング（カウル） 

フェアリング材料 

発泡スチロール 

スタイロフォーム IB 

熱収縮フィルム 

塩化ビニル板 

 

カメラ設置位置 

フェアリングの骨組み部分にカメラマウントを設置することにより、パイロットの顔を映し

やすくする。カメラマウントを支える箇所は強度を高くしてカメラの転落を防止する。 

前方部、底部、天井部は厚さ約 2[cm]の発泡スチロールを使用し、それらを熱収縮フィルムで

覆った。 

それにより空気抵抗を減らしている。また、インテイクとアウトレットを確保し、フェアリン

グ内の環境が快適になるようにした。側面の骨組みにスチレンペーパーを使用することで、

着水時のパイロットが容易に脱出できるようにした。 

昨年度の改善点 

・パイロットの姿勢を寝かせて重心を低くすることで安定性を高めた。 

・テストフライトやコンテストごとに適したタイヤが使用できるようにタイヤを交換可能に

した。 

・フレームの前方を長くすることでプロペラ後流の影響を低減した。 

これらの改善によって、パイロットのパワーが横滑りすることなく伝わるフレームになった。 

それにより昨年度よりも安心・安全なフライトを行うことが可能となった。 



 

プロペラ 

ロックパテ 

真空引きの際に生じる微細な凹凸を除去。 

カーボンクロス 

充填剤の表面にエポキシ樹脂を含ませたカーボンクロスを巻くことで充填剤の形を崩すことなく硬化 

スタイロフォーム 

軽量なスタイロフォーム IB を NC フライスで切削し、プロペラの形を再現。 

クラッシャブルゾーン 

先端部は桁とカーボンクロスをなくし、パルプ繊維をエポキシ樹脂で硬化させることで、破壊時の安全性と強化を両立。 

 

駆動詳細 

ドライブシャフト方式を採用した。加えて、効率性向上のためシムリングによって歯車の位

置を調節可能にした。また、軽量化のために中空軸を取り入れた。カーボンと金属を接着する

際、金属部分をサンドブラストした上でエポキシ樹脂で接着した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロペラハブ 

プロペラのシャフトをハブがしめる 

構造になっており迎角調整を容易に 

する。 

上ギアボックス 

歯車はスパイラルマイタを使用。 

ネジが緩まないように逆ネジまたは二 

点で固定。 

大部分にアルミ合金(A2024)をシャフト 

部分にはアルミ合金(A7075)を使用。 

下ギアボックス・ユニバーサルジョイント 

シャフト部分にはアルミ合金(A7075)を、それ以外の部分にはアル

ミ合金(A2024,A7075)を使用。 

安全性に配慮し角を発泡材で覆う。 

 

加工しやすいスクエアテーパーを使用。 

 

安全性に配慮しプラスチック製フィルムで覆う。 

 

歯車比２のまがりばかさ歯車を使用。 

CFRP テーパー桁 



 

機体製作以外の活動 

ヒコーキ部ではホームページ、ブログ、Twitter、YouTube を用いて日々

の様々な活動を発信している。また、静岡 TV の取材を受けた。 

更新時期は不定期であるが、ブログは週に 1 度、イベントがあればその都

度更新している。テストフライトを行う時期ではその様子を撮影し、

YouTuube にアップロードしている。テクノフェスタでは、機体の展示と

ヒコーキ教室を開催し、こどもたちでも作れるプロペラ飛行機を作って実

際に飛ばして、飛行機について知り、関心を持ってもらう機会を設けてい

る。 

ブログ(suacbird.blog121.fc2.com) 

HP(http://suacfly.web.fc2.com/index.html) 

 

テクノフェスタでの機体展示 

http://suacfly.web.fc2.com/index.html


 

来年度以降の展望 

2018 年度は鳥人間コンテストの出場が決定した。本番に向けてテストフ

ライトを行い、記録更新を狙っていく。2018 年度の機体「翔燕」が琵琶湖

の大空を飛ぶ姿を見せることができるよう尽力していく所存である。 

それに伴い、浜松工業会の「佐鳴」や工学部ニュースレター「はまかぜ」

の執筆依頼をいただいた。私たちの活動が浜松地域だけでなく全国の方々

に知ってもらうよい機会である。 

また、キャンパス内にあるイノベーション社会推進機構を通して産学連携

協会に対してプレゼンテーションを行う。そうすることで様々な企業との

つながりを持つことができる。 

鳥人間コンテストが終わって以降は代替わりで後輩たちが主導となって

次の機体製作を行っていく。もちろん鳥人間コンテストに焦点を当てて取

り組んでいく予定である。 

 

2018 年度の機体「翔燕」 



 


