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はじめに 
今年度は新技術の開発に挑戦していった。マシンを完璧に仕上げられずに結果としては

大きく順位を落としてしまったが、大会全競技参加を果たすことができた。 

 総評として今年度は、新技術の開発による遅れだけでなく、部員の動かし方、仕事の分

担・管理、スケジュールの算段において大会結果に繋がってしまい、反省すべき点が多く

なってしまった。各競技における年度別の結果を Fig. 1、Fig. 2 に示す。全体的に点数が落

ち込んでいるが、特に静的審査では cost、動的審査では acceleration と skid pad において

点数が低くなってしまった。これは各個人に cost の重要性や役割を伝えきれずに内容確認

が足りなかったため、acceleration においてはスケジュールを上手く見積もれず大会までに

トラブル出しを行えなかったためである。 

  

 

Fig. 1 各競技別における年度ごとの得点 

 

Fig. 2 各審査ごとの得点率 

 

  

cost presentation design
2010年度 40.80 65.00 73.33
2011年度 18.00 45.00 52.00
満点 100.00 75.00 150.00

静的審査

acceleration skid pad autocross endurance fuel economy
2010年度 95.12 72.80 68.73 88.96 62.57
2011年度 4.67 5.00 43.37 63.33 65.96
満点 75.00 50.00 150.00 300.00 100.00

動的審査
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パワートレイン 

 

 

Fig. 3 パワートレイン系の部品 
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スロットルバルブ 

 ドライバビリティの向上のため、バルブ径の小径化を行った。また、小径化に伴う出力

の低下を防ぐためスロットルを従来のバタフライバルブ式からロータリーバルブ式に変更

した。ロータリーバルブ式では全開時に抵抗物が残らないため，出力の低下を最小限に抑

えることができる．（Fig. 4）しかし、エンジンの負圧によってローターがケースに密着し

て動かなくなるトラブルが発生した。それを解決するために再製作を行ったため完成が遅

れてしまい、セッティングを出すことができず、大会での搭載を断念した。 

 

Fig. 4 スロットルバルブの全開時の比較 

 

リストリクタ 

今年度は、吸入効率の向上を目指して設計製作を行った。具体的には、リストリクタの

テーパー部の角度は昨年度と同様とし、インデューサ部の曲げ半径を変更し、より吸入効

率を向上させ、解析結果では、昨年度比 8%向上させることができた。CFRP の積層枚数を、

昨年度よりも最適化した結果、重量を昨年度比約 13%軽量化できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 / 22 

 

サージタンク 

今年度は、各インテークパイプへの流入空気量のばらつきの低減を目指した。解析結果

では、ばらつきが、昨年度は 4 気筒間で最大 1.4%あったのに比べ、今年度は 0.8%に低減

できた。また、製品の品質を高めるため、CFRP の硬化時、真空引きする際に空気圧計を

用いて、空気圧を測定しながら真空引きを行った。これにより真空状態になっているかど

うか点検しながら作業を進めることができたので、昨年度よりも、積層欠陥を少なくする

ことができた。結果として、まったく漏れのない製品を製作できた。 

 

Fig. 5 製作したサージタンク 

 

インテークマニホールド 

 エンジン用解析ソフト GT-Power を用いて吸気管長、管径を設計した。ファンネルの形

状については流体解析を行い、昨年度よりも損失を低減することができた。CFRP を用い

て製作したが、完成が大会の直前になってしまい、セッティングを出せなかったため、搭

載することができなかった。 

 

スーパーチャージャ 

低回転での出力向上を目的に、応答性に優れるスーパーチャージャを搭載することを検

討したが、マシンに搭載することはできなかった。スーパーチャージャを搭載するにあた

ってポンプの駆動軸が必要であったため、クランクシャフトからの動力を伝えてスタータ

ークラッチ整備穴から突出させることとした。マシンの製作の都合から、軸の製作を終え

るまでとなってしまった。 
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エキゾーストマニホールド 

 今年度はエキゾーストの集合形式を 4-2-1 形式にすることを目指して設計を行っていた

（Fig. 6）が、昨年度の 4-1 集合のエキゾーストを搭載しての大会出場となってしまった。

その原因はエキゾースト製作における一連のスケジュール遅延と製作方法の詰めが甘かっ

たことであった。 

スケジュールの遅れに関しては、フレーム設計の遅れによりエキゾーストの設計スケジ

ュールが遅延したことであった。製作方法に関しては、エキゾーストパイプのパーツを、

曲げパイプで提供をしていただいたが、それぞれの曲げパイプを溶接するときの治具を製

作できずに現物合わせで溶接することになった。作業効率が低下したことにより製作時間

がかかってしまったため今年度大会で搭載することはできなかった。 

 

Fig. 6 2-1 集合（左）と 4-1 集合（右）の比較 

 

サイレンサ 

今年度はチタン製のマフラーを採用した。プリプレグを用いてカーボンマフラも製作し

たが、昨年度と同容量のマフラー（プリプレグ積層数は 8 層）では重量が増加してしまい、

積層数を半分に減らしたものは騒音試験に合格しなかったため採用を見送った。 
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FI 

 過給器の搭載を見送ったため、自然吸気のまま加減速補正の最適化、低回転域での燃料噴

射量の見直しを行った。Fig. 7 に示すように、昨年度よりも特に低回転域において空燃比の

ばらつきを抑えることが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 回転数における空燃比（上：昨年度 下：今年度） 
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CAN 

 CAN コントローラと PIC マイコンを用いてテスト基板を製作し、送受信のテストを行っ

た。現在デバッグを終えることが出来ておらず、送信はできるが受信ができない状態であ

る。また、ロガーと接続してテスト基板からデータを送信したが読み取ることが出来ず、

実装には至らなかった。まだ動作が不安定であるので、実装するにはノイズ対策なども必

要である。 

 

シフター 

 今年度のシフターは、昨年度問題となっていたソレノイド式アクチュエータの信頼性の

問題を解決するための設計を行った。昨年度のアクチュエータは、夏場の温度上昇のため

コイルの発熱の影響で信頼性が不十分であったため、コイルを使わない気圧式（Fig. 8）へ

と変更した。しかし、当初予定していたマシンへの搭載試験がフレーム製作の遅れにより

行うことができず、事前にトラブル出しを行うことができなかった。結果、大会では弁か

らのガス漏れが起こり動作不良を起こすトラブルが発生した。気圧式に変更したことでシ

フター全体では 1.7kg から 0.7kg と 1kg の軽量化を達成することができたので、ガス漏れ

が解決できれば来年度以降も採用を検討したい。 

 

Fig. 8 気圧式シフター 
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インジケータ 

表示部についてはドライバーが欲しいと思った情報を確実にとらえることができるとい

うことを目標にして製作を行った。インジケータの表示部を以下に示す （Fig. 9）。 

 

Fig. 9 インジケータ表示部 

 

今回マイコンは PIC を使用し、40 ピンの 16F887 を採用したが、デバッグが思ったよう

に進まず、実装に至らなかった。また、表示部分は事前に実装する場所を十分検討しなか

ったため、ドライバーの視界の妨げになってしまうことが直前になって判明した。実装す

るとコンセプトのドライバビリティを損ねることになるので、今回は実装を見送った。 
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ブレーキランプ 

毎年 SUM で採用されている S マークを表現するために、スズキ株式会社様のエンブレ

ムの輪郭に沿って、アクリル棒を曲げた物にチップ型 LED 30 個を貼り付けてランプの部

分を製作した。チップ LED は、はんだの熱による故障の発生や、貼り付け後に力を加えた

ことによる断線などの信頼性低下に繋がる要素が多かったため、4＋4 個の LED を左右に

配置し、ブレーキランプのエンブレム部分以外の発光箇所を設けることで並列に回路を増

やして信頼性の向上とデザイン性の向上を図った。また、エンブレムを密閉された空間に

配置することで、簡単なシーリングのみで完全に防水をすることができるように設計し、

信頼性の向上を狙った。ブレーキランプの画像を以下に示す（Fig. 10）。 

 

Fig. 10 ブレーキランプ 

 

ハーネス 

 今年度のハーネスは、電装品の配置をエンジンの後ろに集中的に配置してハーネスの長

さを短くして軽量なものを製作する予定であったが、製作する時間が十分に確保できなか

ったため、昨年度のハーネスの長さを変更して搭載することとした。 
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プロペラシャフト 

今年度は、加速時のレスポンス向上のためにシャフト部分を CFRP に変更することを目

指した。まず、課題となった CFRP の強度と金属との接着部分の強度を確認するためにね

じり試験を行った（Fig. 11，12）が、試験結果（Fig. 13）より試験時に試験片が滑ってし

まうことが分かった。また、試験機の都合によりねじり試験を 1 回しか行なえなかったた

め、強度を確認することが出来なかった。そのため、今年度の搭載は見送った。また、ね

じり試験で用いた試験片は丸パイプの CFRP で平織りのプリプレグを 11 層で外径 50mm、

厚さ 2mm、長さ 300mm である。試験時にはチャックで油圧をかけて固定するため、掴み

部にアルミの丸棒を挿入しつぶれないようにした。結果として今年度はねじり試験を 1 回

しか行えなかったが、ねじり試験の要領を得ることが出来たという点は成果であった。 

 

Fig. 11 製作した試験片 

 

Fig. 12 左：ねじり試験の様子 右：試験後の試験片 

滑った痕跡 
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Fig. 13 ねじり試験結果 
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シャフトシールド 

 今年度のシャフトシールドも昨年同様、保安部品としてドライバーをプロペラシャフト

の破損から守れるだけの強度を保ちつつ軽量化を図る意味で材料にカーボンを使用するこ

とを決定した。昨年度の反省点として整備性が挙げられたため、今年度はシールドの形状

を見直し、二分割したパーツを組み合わせて一つのシールドとする設計にした。これによ

り、シャフトをはずすことなくシールドの脱着が可能となるようにした。 

 

ディファレンシャル 

昨年度大会エのンデュランス走行時の走行データ、エンデュランスのコースレイアウト、

現状のエンジンの出力特性、ドライバーの意見等から最終減速比は現状の 4.2 が最適である

と考え、ディファレンシャルは昨年度のものを継続して使用することとした。 

昨年度のディファレンシャルギアに損傷が現れ始めていた（Fig. 14）ので、駆動系への

部品に負荷がかかるシャシーダイナモによるエンジンセッティングの後に定期的に分解・

点検を行い、損傷の進行具合を確認することとした。分解・点検の結果、損傷が進行しな

いことを確認でき、昨年度の設計によるディファレンシャルは二年間の使用に耐えること

を確認できた。 

 

Fig. 14 歯車の損傷 

 

  

損傷部分 
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ドライサンプ 

今年度は潤滑性能の向上、低重心化という目的を達成するためドライサンプ化に挑戦し

た。しかし、二度のエンジンブロー、予定管理の甘さにより達成することができなかった。

今年度はオイルポンプのハウジングの製作とオイルパンの製作を行った。ポンプ容量を向

上させるため、純正オイルポンプ二連装とし、このハウジングの設計、製作を行った。ハ

ウジングの設計にあたって、純正オイルポンプを３次元測定機にて測定し、測定データを

もとにハウジングを設計した。オイルパンは純正オイルパンをこちらも３次元測定し、そ

れをもとに設計を行った。 

来年度の搭載が決まれば、今年度の成果を活かしたい。 

 

燃料タンク 

今年度は、設計当初は過給機を搭載することから、容量を 3.7 リットルから 4.2 リットル

とした。シェイクダウン後に過給機を搭載した状態でテストコースにて燃費測定を行い、

この容量で足りなければ新しい燃料タンクを製作する予定であったが、過給機の搭載を見

送ったことから、容量の変更は行わないことにした。燃圧が適正にかかっているかを確認

するために燃圧計を取り付けることを検討したが、搭載する計器の選定が遅れてしまい、

搭載することができなかった。 

 

ラジエータ 

今年度はモノコックフレームのため、昨年度の位置に置くとモノコックフレームに大き

な穴を開けなければならず、フレームの剛性を落とすことになる。そのため、モノコック

フレームに干渉しない車両の後方に搭載した（Fig. 15）。このことでラジエータに走行風が

当たらずに冷却性能の低下が懸念されたために、シュラウドを取り付けてし、さらにファ

ンを大径化することで冷却性能の低下を防いだ。 

 

Fig. 15 リアフレームに組み付けたラジエータ 
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シャシー 

 

 

Fig. 16 シャシー系の部品 
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サスペンションジオメトリ 

 昨年度マシンの問題点であったコーナー脱出時に車体のロールの回復が遅いことや、旋

回時に後輪のインリフトの改善を目指した。前者については姿勢が戻らないため不安定に

なる問題があり、後者については後輪のタイヤ性能を最大限に使えていないという問題が

あった。 

ロールからの回復を速くするためにロール剛性を上げようと考えた。そのため、スタビ

ライザーの搭載を検討したが、製作が間に合わず大会において搭載できなかったため、ホ

イールレートを上げ、ストローク量の調整を行った。 

インリフトの改善については旋回時の後輪荷重を増やすために、ロール軸の前傾を改め

前後のロールセンターの高さを近づけた。しかし、旋回時の後輪荷重を増やすとアンダー

ステア方向の挙動となるため、ステアリング特性を変えないように後輪にバンプステアを

設定した。設計時は重心位置を前後重量配分が 48:52 で設計を行っていたが、製作したマ

シンでは 45:55 となったため旋回時に前輪がインリフトを起こしてしまった。 

 

アップライト 

 剛性と重量のバランスやパーツ点数の削減のために鋼板溶接でアップライトを製作した。

剛性と重量に関しては、旋回時のキャンバ変化方向の剛性と重量の検討を行った。重量増

に対して剛性増の割合が小さかったため、重量を優先した。さらに不要溶接部を減少させ

製作コストを低減させると同時に部品点数も削減した。 

 

アーム、ロッド 

 ピボット点をアップライト側に近づけて、プッシュロッドからの入力を、タイヤからの

入力から打ち消す方向に配置することで、アームが変形することを防いだ。 

昨年度、フロントロワーアームの前方パイプとホイールが干渉したため、ストローク・

舵角を考慮して、干渉を回避するように配置した。結果、フロントロワーアームの前方に

おいては干渉がおきなかったが、フロントロワーアームの後方パイプにて干渉が発生した。

大会では車高・舵角を調整して干渉を回避した。 

また、完成した車両ではホイールアライメント(キャスター角)が設計していた数値よりも

大きいことが分かった。結果、エンデュランスを完走できない程ステアリングが重くなっ

てしまったため、フロントアッパーアームを再製作してこれを解決した。 
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ブレーキシステム 

ドライバビリティを考え、マスターシリンダ径、ブレーキローター径を変更し、4 輪ロッ

ク時の踏力値を 325N から 275N に変更した。しかし、テスト走行機会を得ることができず

実車でのセッティングが出せなかったため、設計値の最大減速度を出すことができなかっ

た。     

また、ABS については企業の方と相談した結果、安全面と時間的問題から搭載を断念し

た。ブレーキローターとパッドの選定では、製作の遅れやテスト走行の回数が少なかった

ため、複数の材質をテストすることができなかった。 

 

ステアリングシステム 

今年度は昨年度の大きな操舵力が必要となってドライバーが扱いづらいという問題を解

消することを目標とした。具体的には一昨年度の操舵力を大きくしてしまっていた一番の

原因であるラックケースの溶接ひずみをなくすために、ラックケースとラックセンターの

溶接を無くす構造に変更した(Fig. 17)。また、その他にも構造を変更することで溶接箇所を

4 箇所削減した。結果、溶接ひずみによる偏心を低減することで操舵力は低減できたものの、

機械締結を増やしたことによるステアリングのガタが大きくなってしまった。 

 

Fig. 17 溶接箇所のない構造 
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フレーム 

昨年度のフレーム重量は36.9 kg、ねじり剛性は1003 Nm/degであり、キャンバ角がポジ

ティブにならない目標ねじり剛性として定めた613 Nm/degを達成することができた。しか

しながら、必要剛性を確保した上でさらなる重量削減を可能にするには鋼管フレームでは

限界があると考えた。そこで、今年度はカーボンモノコックフレームを採用し、車両性能

の向上を図った。初年度である今年は、安全性に配慮して目標重量は昨年度同等に設定し、

その上で、剛性と生産性に重点を置き開発を進めた。 

その結果、フレーム重量は39.2 kg、ねじり剛性は24857 Nm/degとなった。車体にかか

る旋回Gを最大1.5Gと見積もり、この時のフレームねじれ角を机上検討したところ、ねじれ

角は0.02degでサスペンションの性能に影響のない範囲に収めることができた（Fig. 18）。

またコックピットからリアボックス間の断面係数が大きく変化する箇所において、極端な

ねじり剛性の低下を抑えるために、バルクヘッドを入れることで解決した（Fig. 19）。サ

イドエンジンレイアウトのフレーム構造上、フレーム中央部の空間が大きくなることから、

フレーム中央に隔壁を挿入することで、外部からの応力を分散して受けられる構造とした。

安全性については車体が衝突した際のたわみ量を算出し評価した。その結果、鋼管フレー

ムのたわみ量と比較してカーボンモノコックフレームのたわみ量は44%減となり、衝突時の

突き抜け防止に繋がるため、ドライバーの安全性を向上させることが出来た。 

 次に、カーボンモノコックの成形にはオートクレーブを使用し、ハンドレイアップと比

べて樹脂の塗りムラなどによる品質のばらつきをなくすことで強度面での信頼性を向上さ

せた。カーボンの積層枚数を三点曲げ試験と、等価構造計算により評価したところアウタ

ースキン 5 枚、インナースキンを 5 枚にし、その間にコア材として厚さ 15mm のアルミニ

ウムハニカムを挿入したカーボンサンドイッチパネルにすることで、レギュレーションに

規定された車体強度を得ることに成功した(各種試験の詳細については後述する)。 

 

Fig. 18 FEM 解析ソフト ANSYS を使用した変形量の解析 
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Fig. 19 フレーム CAD 図 

 

インパクトアッテネータ 

今年度は衝撃吸収能力に優れるアルミハニカムの使用を検討し、数種類の試験片を試験

したが、アルミハニカムを用いたアッテネータの試作品は昨年度のアッテネータと比べ重

量が 1.5 倍増加した。そのため、今年度は昨年度の同じ設計の CFRP を用いたパイプ形状

のアッテネータを採用した。 

 

アクセルペダル 

 ストローク量を調節できるようにワイヤーマウントを 2 か所設け、ドライバーの足とワ

イヤーが干渉しないようにするために、ワイヤーマウントを長く設計した。また、ドライ

バーがペダルを踏みやすいようペダルの面積を大きくした。 

            

ファイヤーウォール 

厚さ 1 mm のアルミ板を用いてファイヤーウォールを製作した。SolidWorks 上のアッ

センブリデータをもとにファイヤーウォールの設計を行った後、細部の形状は現物合わせ

ですり合わせをしながら製作した。 

端面には自動車のドアに用いるゴムを付け、アルミテープで固定し、端面処理を行った。 
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カウル 

今年度も昨年度から引き続き、カウルの設計にはサーフェスのモデリングに特化してい

る CAD ソフト Rhinoceros を用いた。今年度はドライバーの視界性の向上と軽量化を目的

として、できるだけフレームに沿った形となるように設計した。しかし製作期間の都合と、

モノコックフレームが車両の表面となることもあり、カウルをノーズ部分だけにすること

にした。  

カウルの雄型の切削は、当大学の創造教育センターが所有するRoland MDX-540 （Fig.20）

を用いてスタイロフォーム IB を切削し、製作をした。 

上記の NC 加工機の加工サイズは 500(X)×400(Y)×155(Z)であるため、設計したカウル

の CAD データを分割し、切削した（Fig. 21,22）。加工されたものをつなぎあわせて雄型と

し、離型処理を行った後に、製品を積層した。 

 

Fig.20 Roland MODELA MDX-540 
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Fig. 21 分割したカウルの CAD 図 

 

 

Fig. 22 雄型切削の様子 



マシンスペック

自作ディファレンシャルケース
ローンチコントロールシステム

車両名 /型式

車両名 浜風
型式 SS-611

ボディ

フレーム形式
ボディ CFRP

カーボンモノコック

エンジン形式
排気量 599 cc

SUZUKI GSR600

最大出力 77ps/9900rpm
最大トルク 6.1kgf/8900rpm
吸気形式 自然吸気

燃料タンク容量 4.2L
シフト形式 パドルシフト

パワートレイン寸法・質量

最低地上高 40 mm

全長 2500 mm
全幅 1400 mm
全高 1150 mm

ホイールベース
トレッド 前 / 後
車両重量

前後重量配分

1200 mm / 1200 mm
228 kg
48 : 52

1600 mm

ドライブトレイン

駆動方式
ディファレンシャルタイプ F.C.C. 

シャフトドライブ

クラッチ STMスリッパークラッチ

足回り

サスペンション形式　前
不等長・非平行

ダブルウィッシュボーン
プッシュロッド形式

サスペンション形式　後
不等長・非平行

ダブルウィッシュボーン
プッシュロッド形式

ブレーキ形式
前後アウトボードブレーキ
AP RACING キャリパー

ホイール 13inch  OZ

タイヤサイズ
20.5 x 7.0 -13
Hoosier  R25B

特徴

サイドエンジンレイアウト

主要諸元

2piece  カーボンフルモノコック

ニューマチックシフター
CFRPインテーク
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