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2組の同心円（内周約15ｍ）を、決められたパター
ンで走行して車両のコーナリング性能を評価する。
　各チームは2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-3　オートクロス
　タイトなコースにおける車両の運動性能とハンド
リングパフォーマンスを評価する。
　コースは、平均車速が40～48㎞/hとして、以下
の要素により設定される。
a． 直線が60m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が45m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径23 ～ 45mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に7.62 ～ 12.19m間隔でコーンを配置し

たスラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々

に小さくなるコーナー、etc
　各チームは、2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-4　エンデュランス
　車両の性能を総合的に評価し、合わせて耐久性と
信頼性をテストする。
　コースは平均車速が48～57㎞/h、最高速度
105km/hとして、以下の要素により設定される。
a． 直線が77m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が61m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径30 ～ 54mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に9～ 15m間隔でコーンを配置したス

ラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々

に小さくなるコーナー、etc
g． 最少トラック幅：4.5m
h． 数カ所にパッシングゾーンを設ける。
　競技は、約1㎞のコースを2名のドライバーが途
中交代を行い、各10周の合計20周を走行する。
　ドライバー交代は指定されたエリアで行い、3分
間の時間が与えられる。なお、ドライバーに合わせ
てシートやペダル類を調整することはできるが、そ
れ以外の変更は許可されていない。競技は通常、複
数台で行うため、オートクロスの成績により組み合
わせて、極力、追い越しの必要性を少なくする。
　またスタートは時間差であり、前車に追いついた
場合は、パッシングゾーンに退避させ、ホイール・
トゥー・ホイールの競い合いは禁止される。

　7-5　効率
　効率審査は、エンデュランス競技を完走する上で
使用した燃料/エネルギーについて評価する。
　ガソリン車両は、使用した燃料を満タン法で測定、
EV車両は、使用した電力量をエネルギーメーター
により測定し、以下の方法でCO₂に換算、比較する。
a． ガソリン：1リットル当たり2.31kgのCO₂
b． 電気：1kWh当たり0.65 kgのCO₂

　学生フォーミュラ大会は、あくまでも教育の一環
として実施される車両性能を証明するための設計技
術競技会であり、レースイベントではない。
　このため、リーダーを含むチームメンバー、指導
監督するファカルティアドバイザーなど、参加する
メンバー全員に、スポーツマンシップに基づく行動
が求められる。
　オフィシャルの指示や警告に従わなかったり、ア
ルコールや非合法品を使用したりした場合は、競技
から除外される。

　官・民の多大なスポンサーシップにより、総合表
彰、種目別表彰、特別表彰など、約30の賞典が用
意され、チームの成績に応じて授与される。
　大会最後に行われる表彰式では、これらの賞典が
観衆の前で発表され、受賞したチームは歓喜したり、
涙したりし、1年間の苦労が報われる。
　また、参加したメンバー全員および出場車両によ
る集合写真の撮影が行われ、記念として残される。
　第15回大会の集合写真をFig.7に示す。

　今まで行われた日本大会16回の上位校をTable 2
により紹介するが、開催当初は関東勢が強く、上位
を占めるチームも限られていた。
　また、海外から参戦するチームとの実力差も大き
く、たまに参戦する海外校に優勝をさらわれてし
まっていた。
　しかし、大会が進むにつれ、関西勢、中部勢の実
力も伯仲し、近年ではむしろ関西勢の強さが目につ
くようになり、海外の上位校とも互角以上の戦いが
できるようになった。
　加えて、アジア勢の参加が年を追うごとに増加
し、近年では、日本勢をおびやかす存在となって
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学生フォーミュラ大会について

About the Student Formula SAE Competition

　学生によるものづくりの実践的な教育を目的に世界各国で統一したルールで、フォー
ミュラスタイルのレーシングマシーンを企画・設計・製作する。そのマシーンを持ち寄っ
た競技会が、日本でも『全日本 学生フォーミュラ大会』＊1として過去16回にわたって開
催されており、国内外から約100チームが集結して、スタテック＆ダイナミックにしのぎ
を削る競技イベントが1週間の日程で繰り広げられる。本稿では、その内容について紹介
する。

　Based on uniform rules, Formula-style racing machines are planned, designed, and 
fabricated in each country of the world, with the aim of providing practical 
education through fabrication by students. Competitions of such machines have 
already been held 16 times in Japan as the "Student Formula SAE Competition of 
Japan"*1. About 100 teams from inside and outside Japan gather, and intensely 
competitive events̶both static and dynamic̶are held over a one-week program. 
This paper presents an overview of the content of this competition.
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　学生フォーミュラとは、学生＊2のみで組織された
チームが、約1年間かけてフォーミュラスタイルの
レーシングマシーンを製作し、設計・製作能力、マ
シンの性能を競う総合競技である。その歴史は、『も
のづくりによる実践的な学生教育プログラム』とし
てFormula SAE®（SAE International１）主催）が、
1981年（四輪自動車生産で日本が米国を追い抜き
世界一になった翌年）に米国で開催されたことに端
を発する。
　国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベ
ントが2001年9月に、ツインリンクもてぎにて行わ
れ、2003年9月に、『第1回全日本　学生フォーミュ
ラ大会』が富士スピードウェイで開催された。

　1.　学生フォーミュラとは
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　その後、開催場所をツインリンクもてぎ、富士ス
ピードウェイのモビリタへと移し、2006年の第4回大
会からは、静岡県の小笠山総合運動公園（通称エコパ）
において自動車技術会主催で開催されている２）。
　当初、参加するチームは、それ程多くなかったも
のの、年々増加し、近年では国内・海外合わせて約
100チームが参加する大きな大会となっている
（Fig.1参照）３）。
　また、この大会は世界各国＊3で統一したルールで
実施されており、国を跨いだ参戦も多い。

＊1 2019年の17回からは、「学生フォーミュラ日本大会
（Formula SAE Japan）」に名称変更される。

＊2 16歳以上の高等学校専門学校生、短期大学生、大学生、
大学院生、もしくはこれに準ずる教育・訓練機関の学生、
ただし、大会の7カ月前までに卒業した者は、参加資格
を有する。

＊3 アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オー
ストリア、ドイツ、日本、ブラジルの世界8カ国10大会
にて、Formula SAEシリーズとして競技会を開催。また、
タイ、インド、中国、ロシア、チェコ、ハンガリー、カナダ、
スペインでも、シリーズ外で同様の競技会を開催。

　2-1　趣旨
　主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両
により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支
援して、自動車技術ならびに産業の発展･振興に資
する人材を育成する。
　2-2　基本方針
　学会として、学生にものづくりの機会を提供する
ことにより、 
　1． 学生の自主的なものづくりの総合力を育成

する。
　2． 学校教育と連携する実践的な学び場としての

教育的価値を高めていく。
こととする。
　2-3　運営方針
　1． 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の

場とする。
　2． 産学官民連携による運営とする。　
　3． 個人・法人の広範なボランティアによる運営

とする。
　4． 公益事業として運営する。
　5． 企業の枠を超えた技術者の交流に資するた

め、学生フォーミュラ参加者のネットワー

クを構築する。

　参加車両は、学生が構想・設計・製作したもので、
Formula SAE®のルール１）に準拠させる。
　なお、一部のルールに関しては、日本大会用のロー
カルルールとして定めている。
　車両の構成部品については、安易に市販品等を用
いるのではなく、できる限り、学生自らが製作する。
　また、プロの技術者・研究者から情報を入手する
ことは許容しているが、設計を決定したり、設計図
を書いてもらったりしてはいけない。
　安全面については、厳格で緻密なルールになって
いるが、学生たちの知識や独創性や構想力が大いに
発揮できるように、安全要件を除いた設計上の制約
は必要最小限としている。
　3-1　パワートレイン
　審査クラスとして、ICV（エンジン搭載車）と
EV（電気自動車）があり、それぞれ以下の要件が
規定されている。
1）ガソリンエンジンでは、4サイクル710㏄以下
で、排気音量は、所定条件で110dB以下。
　ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使
用も可能であるが、リストリクターの装着が義務づ

けられており、出力の均一化が図られている。
2） EVクラスでは、最大公称作動電圧は600VDC
で、電力が連続的に80kWを超えないこと。
　なお、モーター数の搭載制限はなく、四輪インホ
イールモーターも可となっており、トルク制御やエ
ネルギー回生も認められている。
　3-2　トランスミッション
　マニュアル、オートマチック、CVTなど仕様は
自由であり、電動・空圧シフターや回転数制御など
も認められている。
　3-3　フレーム
　車両としては、四輪のオープンホイールのフォー
ミュラスタイルとされている。基本的なフレーム構
造は、パイプによる構成を基準としており、部位ご
とに必要なパイプ径、板厚が規定されている。
　しかし、必要な要件を満たし、等価構造計算書を
提出することにより、パイプの構成の変更、カーボ
ンモノコック等への置き換えが可能となっている。
　3-4　サスペンション
　サスペンション形式は自由であるが、ショックア
ブソーバー付きで最低50.8㎜の実用ホイールトラベ
ルが必要であり、レーシングカートのようなリジッ
トサスは不可である。
　3-5　ホイール
　ホイールおよびホイールベース車両のホイールは
8インチ以上の径で、ホイールベースは、1,525㎜以
上でなければならない。
　3-6　タイヤ
　ドライタイヤとレインタイヤを天候により使い分
ける（ドライをレインと共用してもよい）。
　なお、タイヤウォーマー、トラクション増加材、
レインタイヤのハンドカットなどは禁止されて
いる。
　3-7　アクセル、ブレーキ、ステアリング
　基本的には機械的な構成が必要であり、バイワイ
ヤーは禁止されている。
　ただし、リアのステアに関しては、作動される範
囲が限定されているが、バイワイヤーが可能、また
アクセルに関しても、申請して機能が適合していれ
ば、電子スロットルを使用することができる。
　3-8　エアロダイナミクス
　オープンホイールのフォーミュラスタイルのため
にキープアウトゾーンが規定されており、この範囲
には、エアロデバイスを装着することはできない
（Fig.2参照）。

　なお、動力によるグランドエフェクトは禁止され
ているものの、床下のベンチュリー構造や可変デバ
イス、ばね下に直接作動するエアロデバイスなど、
昨今のレーシングカーでは禁止されているものが、
学生フォーミュラカーでは認められており、自由度
が高い。
　3-9　ドライバーセルの大きさ
　95パーセンタイルの男性が着座して安全な操作
ができるように、各種寸法が定められている。また、
タブ内の空間も、規定されたテンプレートをクリア
することが要求される。
　3-10　衝突安全構造
　正面、側面、背面からの衝突に耐えうる構造、強
度が要求されている。
　なかでも、正面に関しては、他のレーシングカー
同様にインパクトアッテネータの装着が必要である。
　インパクトアッテネータは、寸法およびエネル
ギー吸収量が定められており、チームは、それに沿っ
たインパクトアッテネータを設計、製作および評価
を行い、レポートを提出しなければならない。
　なお、標準のインパクトアッテネータも用意され
ており、チームはこれを選択することもできる。

　3-11　ドライバーの装備、シートベルト
　ドライバーの安全を確保するため近年のレーシン
グカーと同等の装備、装置が義務付けられている。

　学生がチームを組んで企画・設計・製作したフォー
ミュラスタイルの小型レーシングカーを持ち寄り、
大会では、車の走行性能だけでなく、車両コンセプ
ト・設計・コスト審査などを行い、ものづくりの総
合力を競う。
　審査では、マシンの製作にあたって、機械・電気
に限らず、幅広い実践的な知識を習得し、性能向上・
原価低減・商品性向上などにチャレンジする姿、ま
た、若手技術者や学生に求められている『自ら問題
を発見し、解決していく能力』、さらにリーダーシッ
プを発揮し、メンバー間のチームワークを醸成する
姿など幅広く見る。
　審査の概要と配点をTable 1に示す。

　得点項目ではないが、車両が安全に競技を行える
ように、①車両の安全・設計要件の適合、②ドライ
バーの5秒以内脱出、③ブレーキ試験（四輪ロック）、
④騒音試験（所定の条件で排気音110dB以下）、⑤チ
ルトテーブル試験（車両45度傾斜で液体漏れなし。
ドライバーが乗車して車両60度傾斜で転覆しな
い）、⑥車両質量測定、⑦排気ガス検査等を実施する。
　なお、EVクラスでは、前記の④、⑦は実施しな
いが、高電圧系を中心に電気車検と称される厳密な
検査が行われ、これらをパスした車両は、レインテ
ストにより、雨天時の絶縁安全性を確認する。ガソ

リン車両、EV車両とも、このようにさまざまな検
査が行われ、全項目に適合した車両にステッカーが
与えられて初めて、ダイナミックイベントに参加で
きる。
　車検の実施風景をFig.3に示す。

　前述したように、ものづくりの総合力を競う大
会であるため、車両コンセプト・設計・コスト・
プレゼン能力などを競うスタテックイベントが実
施される。
　スタテックイベントの実施風景をFig.4に示す。
　6-1　コストと製造
　フォーミュラ車両、いわゆるレーシングカーの製
作に当たっては、もちろん競争相手を上回る性能を
達成することがプライオリティの一番であることは
言うまでもない。しかし、コストと予算も、ものづ
くりの上で重要な要素であり、チームとして各パー
ツとアッセンブリーが性能に与える影響を判断し、
内容とコストのトレードオフの関係から仕様を決定
する。
　学生がイベントの目的を達成できるように、論理
的で単純かつ効率の良いルールにするため、レポー
トのパーツ体系を定めると共に、標準コストテーブ
ルを公開して利用できるようにしている。
　なお、製造に当たっては、年1,000台と仮定して
コストの算出を行う。
　審査は、チームから提出される数百ページに及ぶ
コストレポートを基に事前に行うとともに、大会当
日の指定時間に、実際の車両を前にレポートの妥当
性を確認する。

　6-2　プレゼンテーション
　チームのコンセプトに投資してもらうべく、外部
関係者を納得させるという設定で実施される。
　コンセプトは、大会ごとに主催者が指定するが、
一般的に市場分析、販売戦略、収益目標、フォーミュ
ラマシンとしての特徴と性能、設計・製造・販売に
対する計画、基本諸元、主要性能目標等である。
　なお、内容は大会に参加した車両と具体的に関係
していなければならない。
　審査は、大会当日の指定時間にプロジェクター等
を使用し、チームによるプレゼンテーションが10
分間行われ、引き続き審査委員による質疑応答が5
分程度実施される。
　審査員からの質問は、エンジニアリング、生産、
マーケティング、ファイナンスなど多岐にわたり、
チームは手際よく的確に回答する必要がある。
　6-3　デザイン（設計）
　車両に投入された工学的技術が、市場の要求お
よび車両の性能に合致しているかの両観点から評
価する。
　チームは目標とする性能を達成するために、工学
的技術を活用して対費用効果を高める必要があり、
チームメンバーは、その内容をよく理解している必
要がある。なお、市販の完成品を用いて組み込まれ
た部品やシステムは、学生が設計したものとは評価
されず、選択と活用のみが評価される。
　チームは、事前にデザインレポートとデザインス
ペックシートを提出する必要があり、審査員は大会
前にレビューを行うとともに、大会当日の審査の割
振りの参考とする。
　大会当日は、指定した時間に実車を前に審査が行
われる。チームは、説明に必要なボードや実物の部
品などを持ち込むことができる。
　また、通常上位チームにより、プレゼンファイナ
ルが大勢の観衆の前で行われ、採用した最新のエン
ジニアリングが披露される。

　レーシングカーさながらに、実際に車両を走らせ
て加速、旋回、複合性能、効率、耐久性を競う。
　しかし、安全の確保が最優先であり、指定されたエ
リア以外でのエンジン始動や自走は禁止されている。
　また、競技は基本的には単独走行であり、複数で
走行する場合も、ラリーのように時間差でスタート
となり、前車に追いついた場合は、パッシングゾー

ンに退避させ、ホイール・トゥー・ホイールの競い
合いは禁止される。
　車検後に許される車両の変更も調整程度であり、
それ以上の変更がある場合は、再車検となる。
　なお、プロのドライバーは排除されるとともに、
個々のチームメンバーが運転できる審査項目は、3
つまでと制限されているため、優秀なドライバーを
複数育てる必要がある。
　ダイナミックイベントの実施風景とコースレイア
ウトをFig.5、Fig.6に示す。
　7-1　アクセラレーション
　直線のフラットな舗装路上で、車両の加速性能を
評価する。
　コース長は、スタートラインからゴールラインま
で75ｍと定められており、各チームは2名のドライ
バー×2ヒート最大4回の走行ができる。
　7-2　スキッドパッド
　フラットな路面上に設定された８の字の形をした

きている。
　また、過去の大会プログラム４）に掲載されてい
る車両スペックを参考に、技術トレンドをTable 2
にまとめたので紹介する。車両質量に関しては初回
後、第5回大会までは劇的に減少しているが、これ
は車体構造の最適設計が進み、贅肉がそぎ落とされ
たことによる努力の賜物である。
　その後、エアロパーツの装着によるトレンド等に
より、質量増加につながる要素が加わった、しかし、
カーボンパーツを使ったボディワークやフレーム製
作により、質量の増加は最小限に抑えられている。
　エアロダイナミクスが学生フォーミュラのカテゴ
リーに効果があるのかとの議論はたびたびあるが、
チームは緻密な計算をして、パーツの最適設計を行
い、また、ドラッグリダクティングシステムを採用
して結果を出しているのが実情である。エンジンは、
基本的にはオートバイ用の高性能タイプがほとんど
であるが、軽量化を狙って単気筒のものや、ドライ
バビリティ向上からスクーター用をCVTとセットで
使用するといったケースも多くみられる。サスペン
ションは、形式こそ『A-arms』で変わりがないが、パー
ツの軽量化・最適ジオメトリーの模索・フリクショ
ンロスの低減・ばね/スタビ/アブソーバの適合など、
チームによるさまざまな改良が行われている。

　学生フォーミュラは、今回紹介したように、米国

に端を発した学生自らによるものづくり競技会であ
り、当初のガソリンエンジン車のみの時代から、世
の中の流れに即してEV車両が加わり、今日に至る。
また、他国の大会ではハイブリッド車、FC車など
のクラスも試みられ、最新のトレンドである自動運
転カテゴリーを模索する動きもある。これには賛否
両論あろうが、筆者としては個人的見解ながら、学
生の手の内から離れ、ものづくりやドライビングを
楽しめないカテゴリーは、あまり賛同できない。本
号が出る頃は、8月末の大会に向けて最後の追い込
みの時期と思われる。
　全参加チームの健闘を祈りたい。
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2組の同心円（内周約15ｍ）を、決められたパター
ンで走行して車両のコーナリング性能を評価する。
　各チームは2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-3　オートクロス
　タイトなコースにおける車両の運動性能とハンド
リングパフォーマンスを評価する。
　コースは、平均車速が40～48㎞/hとして、以下
の要素により設定される。
a． 直線が60m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が45m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径23 ～ 45mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に7.62 ～ 12.19m間隔でコーンを配置し

たスラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々
に小さくなるコーナー、etc

　各チームは、2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-4　エンデュランス
　車両の性能を総合的に評価し、合わせて耐久性と
信頼性をテストする。
　コースは平均車速が48～57㎞/h、最高速度
105km/hとして、以下の要素により設定される。
a． 直線が77m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が61m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径30 ～ 54mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に9～ 15m間隔でコーンを配置したス

ラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々
に小さくなるコーナー、etc

g． 最少トラック幅：4.5m
h． 数カ所にパッシングゾーンを設ける。
　競技は、約1㎞のコースを2名のドライバーが途
中交代を行い、各10周の合計20周を走行する。
　ドライバー交代は指定されたエリアで行い、3分
間の時間が与えられる。なお、ドライバーに合わせ
てシートやペダル類を調整することはできるが、そ
れ以外の変更は許可されていない。競技は通常、複
数台で行うため、オートクロスの成績により組み合
わせて、極力、追い越しの必要性を少なくする。
　またスタートは時間差であり、前車に追いついた
場合は、パッシングゾーンに退避させ、ホイール・
トゥー・ホイールの競い合いは禁止される。

　7-5　効率
　効率審査は、エンデュランス競技を完走する上で
使用した燃料/エネルギーについて評価する。
　ガソリン車両は、使用した燃料を満タン法で測定、
EV車両は、使用した電力量をエネルギーメーター
により測定し、以下の方法でCO₂に換算、比較する。
a． ガソリン：1リットル当たり2.31kgのCO₂
b． 電気：1kWh当たり0.65 kgのCO₂

　学生フォーミュラ大会は、あくまでも教育の一環
として実施される車両性能を証明するための設計技
術競技会であり、レースイベントではない。
　このため、リーダーを含むチームメンバー、指導
監督するファカルティアドバイザーなど、参加する
メンバー全員に、スポーツマンシップに基づく行動
が求められる。
　オフィシャルの指示や警告に従わなかったり、ア
ルコールや非合法品を使用したりした場合は、競技
から除外される。

　官・民の多大なスポンサーシップにより、総合表
彰、種目別表彰、特別表彰など、約30の賞典が用
意され、チームの成績に応じて授与される。
　大会最後に行われる表彰式では、これらの賞典が
観衆の前で発表され、受賞したチームは歓喜したり、
涙したりし、1年間の苦労が報われる。
　また、参加したメンバー全員および出場車両によ
る集合写真の撮影が行われ、記念として残される。
　第15回大会の集合写真をFig.7に示す。

　今まで行われた日本大会16回の上位校をTable 2
により紹介するが、開催当初は関東勢が強く、上位
を占めるチームも限られていた。
　また、海外から参戦するチームとの実力差も大き
く、たまに参戦する海外校に優勝をさらわれてし
まっていた。
　しかし、大会が進むにつれ、関西勢、中部勢の実
力も伯仲し、近年ではむしろ関西勢の強さが目につ
くようになり、海外の上位校とも互角以上の戦いが
できるようになった。
　加えて、アジア勢の参加が年を追うごとに増加
し、近年では、日本勢をおびやかす存在となって

　学生フォーミュラとは、学生＊2のみで組織された
チームが、約1年間かけてフォーミュラスタイルの
レーシングマシーンを製作し、設計・製作能力、マ
シンの性能を競う総合競技である。その歴史は、『も
のづくりによる実践的な学生教育プログラム』とし
てFormula SAE®（SAE International１）主催）が、
1981年（四輪自動車生産で日本が米国を追い抜き
世界一になった翌年）に米国で開催されたことに端
を発する。
　国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベ
ントが2001年9月に、ツインリンクもてぎにて行わ
れ、2003年9月に、『第1回全日本　学生フォーミュ
ラ大会』が富士スピードウェイで開催された。

　その後、開催場所をツインリンクもてぎ、富士ス
ピードウェイのモビリタへと移し、2006年の第4回大
会からは、静岡県の小笠山総合運動公園（通称エコパ）
において自動車技術会主催で開催されている２）。
　当初、参加するチームは、それ程多くなかったも
のの、年々増加し、近年では国内・海外合わせて約
100チームが参加する大きな大会となっている
（Fig.1参照）３）。
　また、この大会は世界各国＊3で統一したルールで
実施されており、国を跨いだ参戦も多い。

　2.　日本大会の趣旨・運営方針
　3.　車両の主な設計要件

　2-1　趣旨
　主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両
により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支
援して、自動車技術ならびに産業の発展･振興に資
する人材を育成する。
　2-2　基本方針
　学会として、学生にものづくりの機会を提供する
ことにより、 
　1． 学生の自主的なものづくりの総合力を育成

する。
　2． 学校教育と連携する実践的な学び場としての

教育的価値を高めていく。
こととする。
　2-3　運営方針
　1． 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の

場とする。
　2． 産学官民連携による運営とする。　
　3． 個人・法人の広範なボランティアによる運営

とする。
　4． 公益事業として運営する。
　5． 企業の枠を超えた技術者の交流に資するた

め、学生フォーミュラ参加者のネットワー

クを構築する。

　参加車両は、学生が構想・設計・製作したもので、
Formula SAE®のルール１）に準拠させる。
　なお、一部のルールに関しては、日本大会用のロー
カルルールとして定めている。
　車両の構成部品については、安易に市販品等を用
いるのではなく、できる限り、学生自らが製作する。
　また、プロの技術者・研究者から情報を入手する
ことは許容しているが、設計を決定したり、設計図
を書いてもらったりしてはいけない。
　安全面については、厳格で緻密なルールになって
いるが、学生たちの知識や独創性や構想力が大いに
発揮できるように、安全要件を除いた設計上の制約
は必要最小限としている。
　3-1　パワートレイン
　審査クラスとして、ICV（エンジン搭載車）と
EV（電気自動車）があり、それぞれ以下の要件が
規定されている。
1）ガソリンエンジンでは、4サイクル710㏄以下
で、排気音量は、所定条件で110dB以下。
　ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使
用も可能であるが、リストリクターの装着が義務づ

Fig.1　日本大会における参加チームの推移

けられており、出力の均一化が図られている。
2） EVクラスでは、最大公称作動電圧は600VDC
で、電力が連続的に80kWを超えないこと。
　なお、モーター数の搭載制限はなく、四輪インホ
イールモーターも可となっており、トルク制御やエ
ネルギー回生も認められている。
　3-2　トランスミッション
　マニュアル、オートマチック、CVTなど仕様は
自由であり、電動・空圧シフターや回転数制御など
も認められている。
　3-3　フレーム
　車両としては、四輪のオープンホイールのフォー
ミュラスタイルとされている。基本的なフレーム構
造は、パイプによる構成を基準としており、部位ご
とに必要なパイプ径、板厚が規定されている。
　しかし、必要な要件を満たし、等価構造計算書を
提出することにより、パイプの構成の変更、カーボ
ンモノコック等への置き換えが可能となっている。
　3-4　サスペンション
　サスペンション形式は自由であるが、ショックア
ブソーバー付きで最低50.8㎜の実用ホイールトラベ
ルが必要であり、レーシングカートのようなリジッ
トサスは不可である。
　3-5　ホイール
　ホイールおよびホイールベース車両のホイールは
8インチ以上の径で、ホイールベースは、1,525㎜以
上でなければならない。
　3-6　タイヤ
　ドライタイヤとレインタイヤを天候により使い分
ける（ドライをレインと共用してもよい）。
　なお、タイヤウォーマー、トラクション増加材、
レインタイヤのハンドカットなどは禁止されて
いる。
　3-7　アクセル、ブレーキ、ステアリング
　基本的には機械的な構成が必要であり、バイワイ
ヤーは禁止されている。
　ただし、リアのステアに関しては、作動される範
囲が限定されているが、バイワイヤーが可能、また
アクセルに関しても、申請して機能が適合していれ
ば、電子スロットルを使用することができる。
　3-8　エアロダイナミクス
　オープンホイールのフォーミュラスタイルのため
にキープアウトゾーンが規定されており、この範囲
には、エアロデバイスを装着することはできない
（Fig.2参照）。

　なお、動力によるグランドエフェクトは禁止され
ているものの、床下のベンチュリー構造や可変デバ
イス、ばね下に直接作動するエアロデバイスなど、
昨今のレーシングカーでは禁止されているものが、
学生フォーミュラカーでは認められており、自由度
が高い。
　3-9　ドライバーセルの大きさ
　95パーセンタイルの男性が着座して安全な操作
ができるように、各種寸法が定められている。また、
タブ内の空間も、規定されたテンプレートをクリア
することが要求される。
　3-10　衝突安全構造
　正面、側面、背面からの衝突に耐えうる構造、強
度が要求されている。
　なかでも、正面に関しては、他のレーシングカー
同様にインパクトアッテネータの装着が必要である。
　インパクトアッテネータは、寸法およびエネル
ギー吸収量が定められており、チームは、それに沿っ
たインパクトアッテネータを設計、製作および評価
を行い、レポートを提出しなければならない。
　なお、標準のインパクトアッテネータも用意され
ており、チームはこれを選択することもできる。

　3-11　ドライバーの装備、シートベルト
　ドライバーの安全を確保するため近年のレーシン
グカーと同等の装備、装置が義務付けられている。

　学生がチームを組んで企画・設計・製作したフォー
ミュラスタイルの小型レーシングカーを持ち寄り、
大会では、車の走行性能だけでなく、車両コンセプ
ト・設計・コスト審査などを行い、ものづくりの総
合力を競う。
　審査では、マシンの製作にあたって、機械・電気
に限らず、幅広い実践的な知識を習得し、性能向上・
原価低減・商品性向上などにチャレンジする姿、ま
た、若手技術者や学生に求められている『自ら問題
を発見し、解決していく能力』、さらにリーダーシッ
プを発揮し、メンバー間のチームワークを醸成する
姿など幅広く見る。
　審査の概要と配点をTable 1に示す。

　得点項目ではないが、車両が安全に競技を行える
ように、①車両の安全・設計要件の適合、②ドライ
バーの5秒以内脱出、③ブレーキ試験（四輪ロック）、
④騒音試験（所定の条件で排気音110dB以下）、⑤チ
ルトテーブル試験（車両45度傾斜で液体漏れなし。
ドライバーが乗車して車両60度傾斜で転覆しな
い）、⑥車両質量測定、⑦排気ガス検査等を実施する。
　なお、EVクラスでは、前記の④、⑦は実施しな
いが、高電圧系を中心に電気車検と称される厳密な
検査が行われ、これらをパスした車両は、レインテ
ストにより、雨天時の絶縁安全性を確認する。ガソ

リン車両、EV車両とも、このようにさまざまな検
査が行われ、全項目に適合した車両にステッカーが
与えられて初めて、ダイナミックイベントに参加で
きる。
　車検の実施風景をFig.3に示す。

　前述したように、ものづくりの総合力を競う大
会であるため、車両コンセプト・設計・コスト・
プレゼン能力などを競うスタテックイベントが実
施される。
　スタテックイベントの実施風景をFig.4に示す。
　6-1　コストと製造
　フォーミュラ車両、いわゆるレーシングカーの製
作に当たっては、もちろん競争相手を上回る性能を
達成することがプライオリティの一番であることは
言うまでもない。しかし、コストと予算も、ものづ
くりの上で重要な要素であり、チームとして各パー
ツとアッセンブリーが性能に与える影響を判断し、
内容とコストのトレードオフの関係から仕様を決定
する。
　学生がイベントの目的を達成できるように、論理
的で単純かつ効率の良いルールにするため、レポー
トのパーツ体系を定めると共に、標準コストテーブ
ルを公開して利用できるようにしている。
　なお、製造に当たっては、年1,000台と仮定して
コストの算出を行う。
　審査は、チームから提出される数百ページに及ぶ
コストレポートを基に事前に行うとともに、大会当
日の指定時間に、実際の車両を前にレポートの妥当
性を確認する。

　6-2　プレゼンテーション
　チームのコンセプトに投資してもらうべく、外部
関係者を納得させるという設定で実施される。
　コンセプトは、大会ごとに主催者が指定するが、
一般的に市場分析、販売戦略、収益目標、フォーミュ
ラマシンとしての特徴と性能、設計・製造・販売に
対する計画、基本諸元、主要性能目標等である。
　なお、内容は大会に参加した車両と具体的に関係
していなければならない。
　審査は、大会当日の指定時間にプロジェクター等
を使用し、チームによるプレゼンテーションが10
分間行われ、引き続き審査委員による質疑応答が5
分程度実施される。
　審査員からの質問は、エンジニアリング、生産、
マーケティング、ファイナンスなど多岐にわたり、
チームは手際よく的確に回答する必要がある。
　6-3　デザイン（設計）
　車両に投入された工学的技術が、市場の要求お
よび車両の性能に合致しているかの両観点から評
価する。
　チームは目標とする性能を達成するために、工学
的技術を活用して対費用効果を高める必要があり、
チームメンバーは、その内容をよく理解している必
要がある。なお、市販の完成品を用いて組み込まれ
た部品やシステムは、学生が設計したものとは評価
されず、選択と活用のみが評価される。
　チームは、事前にデザインレポートとデザインス
ペックシートを提出する必要があり、審査員は大会
前にレビューを行うとともに、大会当日の審査の割
振りの参考とする。
　大会当日は、指定した時間に実車を前に審査が行
われる。チームは、説明に必要なボードや実物の部
品などを持ち込むことができる。
　また、通常上位チームにより、プレゼンファイナ
ルが大勢の観衆の前で行われ、採用した最新のエン
ジニアリングが披露される。

　レーシングカーさながらに、実際に車両を走らせ
て加速、旋回、複合性能、効率、耐久性を競う。
　しかし、安全の確保が最優先であり、指定されたエ
リア以外でのエンジン始動や自走は禁止されている。
　また、競技は基本的には単独走行であり、複数で
走行する場合も、ラリーのように時間差でスタート
となり、前車に追いついた場合は、パッシングゾー

ンに退避させ、ホイール・トゥー・ホイールの競い
合いは禁止される。
　車検後に許される車両の変更も調整程度であり、
それ以上の変更がある場合は、再車検となる。
　なお、プロのドライバーは排除されるとともに、
個々のチームメンバーが運転できる審査項目は、3
つまでと制限されているため、優秀なドライバーを
複数育てる必要がある。
　ダイナミックイベントの実施風景とコースレイア
ウトをFig.5、Fig.6に示す。
　7-1　アクセラレーション
　直線のフラットな舗装路上で、車両の加速性能を
評価する。
　コース長は、スタートラインからゴールラインま
で75ｍと定められており、各チームは2名のドライ
バー×2ヒート最大4回の走行ができる。
　7-2　スキッドパッド
　フラットな路面上に設定された８の字の形をした

きている。
　また、過去の大会プログラム４）に掲載されてい
る車両スペックを参考に、技術トレンドをTable 2
にまとめたので紹介する。車両質量に関しては初回
後、第5回大会までは劇的に減少しているが、これ
は車体構造の最適設計が進み、贅肉がそぎ落とされ
たことによる努力の賜物である。
　その後、エアロパーツの装着によるトレンド等に
より、質量増加につながる要素が加わった、しかし、
カーボンパーツを使ったボディワークやフレーム製
作により、質量の増加は最小限に抑えられている。
　エアロダイナミクスが学生フォーミュラのカテゴ
リーに効果があるのかとの議論はたびたびあるが、
チームは緻密な計算をして、パーツの最適設計を行
い、また、ドラッグリダクティングシステムを採用
して結果を出しているのが実情である。エンジンは、
基本的にはオートバイ用の高性能タイプがほとんど
であるが、軽量化を狙って単気筒のものや、ドライ
バビリティ向上からスクーター用をCVTとセットで
使用するといったケースも多くみられる。サスペン
ションは、形式こそ『A-arms』で変わりがないが、パー
ツの軽量化・最適ジオメトリーの模索・フリクショ
ンロスの低減・ばね/スタビ/アブソーバの適合など、
チームによるさまざまな改良が行われている。

　学生フォーミュラは、今回紹介したように、米国

に端を発した学生自らによるものづくり競技会であ
り、当初のガソリンエンジン車のみの時代から、世
の中の流れに即してEV車両が加わり、今日に至る。
また、他国の大会ではハイブリッド車、FC車など
のクラスも試みられ、最新のトレンドである自動運
転カテゴリーを模索する動きもある。これには賛否
両論あろうが、筆者としては個人的見解ながら、学
生の手の内から離れ、ものづくりやドライビングを
楽しめないカテゴリーは、あまり賛同できない。本
号が出る頃は、8月末の大会に向けて最後の追い込
みの時期と思われる。
　全参加チームの健闘を祈りたい。
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2組の同心円（内周約15ｍ）を、決められたパター
ンで走行して車両のコーナリング性能を評価する。
　各チームは2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-3　オートクロス
　タイトなコースにおける車両の運動性能とハンド
リングパフォーマンスを評価する。
　コースは、平均車速が40～48㎞/hとして、以下
の要素により設定される。
a． 直線が60m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が45m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径23 ～ 45mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に7.62 ～ 12.19m間隔でコーンを配置し

たスラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々

に小さくなるコーナー、etc
　各チームは、2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-4　エンデュランス
　車両の性能を総合的に評価し、合わせて耐久性と
信頼性をテストする。
　コースは平均車速が48～57㎞/h、最高速度
105km/hとして、以下の要素により設定される。
a． 直線が77m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が61m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径30 ～ 54mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に9～ 15m間隔でコーンを配置したス

ラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々

に小さくなるコーナー、etc
g． 最少トラック幅：4.5m
h． 数カ所にパッシングゾーンを設ける。
　競技は、約1㎞のコースを2名のドライバーが途
中交代を行い、各10周の合計20周を走行する。
　ドライバー交代は指定されたエリアで行い、3分
間の時間が与えられる。なお、ドライバーに合わせ
てシートやペダル類を調整することはできるが、そ
れ以外の変更は許可されていない。競技は通常、複
数台で行うため、オートクロスの成績により組み合
わせて、極力、追い越しの必要性を少なくする。
　またスタートは時間差であり、前車に追いついた
場合は、パッシングゾーンに退避させ、ホイール・
トゥー・ホイールの競い合いは禁止される。

　7-5　効率
　効率審査は、エンデュランス競技を完走する上で
使用した燃料/エネルギーについて評価する。
　ガソリン車両は、使用した燃料を満タン法で測定、
EV車両は、使用した電力量をエネルギーメーター
により測定し、以下の方法でCO₂に換算、比較する。
a． ガソリン：1リットル当たり2.31kgのCO₂
b． 電気：1kWh当たり0.65 kgのCO₂

　学生フォーミュラ大会は、あくまでも教育の一環
として実施される車両性能を証明するための設計技
術競技会であり、レースイベントではない。
　このため、リーダーを含むチームメンバー、指導
監督するファカルティアドバイザーなど、参加する
メンバー全員に、スポーツマンシップに基づく行動
が求められる。
　オフィシャルの指示や警告に従わなかったり、ア
ルコールや非合法品を使用したりした場合は、競技
から除外される。

　官・民の多大なスポンサーシップにより、総合表
彰、種目別表彰、特別表彰など、約30の賞典が用
意され、チームの成績に応じて授与される。
　大会最後に行われる表彰式では、これらの賞典が
観衆の前で発表され、受賞したチームは歓喜したり、
涙したりし、1年間の苦労が報われる。
　また、参加したメンバー全員および出場車両によ
る集合写真の撮影が行われ、記念として残される。
　第15回大会の集合写真をFig.7に示す。

　今まで行われた日本大会16回の上位校をTable 2
により紹介するが、開催当初は関東勢が強く、上位
を占めるチームも限られていた。
　また、海外から参戦するチームとの実力差も大き
く、たまに参戦する海外校に優勝をさらわれてし
まっていた。
　しかし、大会が進むにつれ、関西勢、中部勢の実
力も伯仲し、近年ではむしろ関西勢の強さが目につ
くようになり、海外の上位校とも互角以上の戦いが
できるようになった。
　加えて、アジア勢の参加が年を追うごとに増加
し、近年では、日本勢をおびやかす存在となって

　学生フォーミュラとは、学生＊2のみで組織された
チームが、約1年間かけてフォーミュラスタイルの
レーシングマシーンを製作し、設計・製作能力、マ
シンの性能を競う総合競技である。その歴史は、『も
のづくりによる実践的な学生教育プログラム』とし
てFormula SAE®（SAE International１）主催）が、
1981年（四輪自動車生産で日本が米国を追い抜き
世界一になった翌年）に米国で開催されたことに端
を発する。
　国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベ
ントが2001年9月に、ツインリンクもてぎにて行わ
れ、2003年9月に、『第1回全日本　学生フォーミュ
ラ大会』が富士スピードウェイで開催された。

　その後、開催場所をツインリンクもてぎ、富士ス
ピードウェイのモビリタへと移し、2006年の第4回大
会からは、静岡県の小笠山総合運動公園（通称エコパ）
において自動車技術会主催で開催されている２）。
　当初、参加するチームは、それ程多くなかったも
のの、年々増加し、近年では国内・海外合わせて約
100チームが参加する大きな大会となっている
（Fig.1参照）３）。
　また、この大会は世界各国＊3で統一したルールで
実施されており、国を跨いだ参戦も多い。

　2-1　趣旨
　主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両
により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支
援して、自動車技術ならびに産業の発展･振興に資
する人材を育成する。
　2-2　基本方針
　学会として、学生にものづくりの機会を提供する
ことにより、 
　1． 学生の自主的なものづくりの総合力を育成

する。
　2． 学校教育と連携する実践的な学び場としての

教育的価値を高めていく。
こととする。
　2-3　運営方針
　1． 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の

場とする。
　2． 産学官民連携による運営とする。　
　3． 個人・法人の広範なボランティアによる運営

とする。
　4． 公益事業として運営する。
　5． 企業の枠を超えた技術者の交流に資するた

め、学生フォーミュラ参加者のネットワー

クを構築する。

　参加車両は、学生が構想・設計・製作したもので、
Formula SAE®のルール１）に準拠させる。
　なお、一部のルールに関しては、日本大会用のロー
カルルールとして定めている。
　車両の構成部品については、安易に市販品等を用
いるのではなく、できる限り、学生自らが製作する。
　また、プロの技術者・研究者から情報を入手する
ことは許容しているが、設計を決定したり、設計図
を書いてもらったりしてはいけない。
　安全面については、厳格で緻密なルールになって
いるが、学生たちの知識や独創性や構想力が大いに
発揮できるように、安全要件を除いた設計上の制約
は必要最小限としている。
　3-1　パワートレイン
　審査クラスとして、ICV（エンジン搭載車）と
EV（電気自動車）があり、それぞれ以下の要件が
規定されている。
1）ガソリンエンジンでは、4サイクル710㏄以下
で、排気音量は、所定条件で110dB以下。
　ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使
用も可能であるが、リストリクターの装着が義務づ

けられており、出力の均一化が図られている。
2） EVクラスでは、最大公称作動電圧は600VDC
で、電力が連続的に80kWを超えないこと。
　なお、モーター数の搭載制限はなく、四輪インホ
イールモーターも可となっており、トルク制御やエ
ネルギー回生も認められている。
　3-2　トランスミッション
　マニュアル、オートマチック、CVTなど仕様は
自由であり、電動・空圧シフターや回転数制御など
も認められている。
　3-3　フレーム
　車両としては、四輪のオープンホイールのフォー
ミュラスタイルとされている。基本的なフレーム構
造は、パイプによる構成を基準としており、部位ご
とに必要なパイプ径、板厚が規定されている。
　しかし、必要な要件を満たし、等価構造計算書を
提出することにより、パイプの構成の変更、カーボ
ンモノコック等への置き換えが可能となっている。
　3-4　サスペンション
　サスペンション形式は自由であるが、ショックア
ブソーバー付きで最低50.8㎜の実用ホイールトラベ
ルが必要であり、レーシングカートのようなリジッ
トサスは不可である。
　3-5　ホイール
　ホイールおよびホイールベース車両のホイールは
8インチ以上の径で、ホイールベースは、1,525㎜以
上でなければならない。
　3-6　タイヤ
　ドライタイヤとレインタイヤを天候により使い分
ける（ドライをレインと共用してもよい）。
　なお、タイヤウォーマー、トラクション増加材、
レインタイヤのハンドカットなどは禁止されて
いる。
　3-7　アクセル、ブレーキ、ステアリング
　基本的には機械的な構成が必要であり、バイワイ
ヤーは禁止されている。
　ただし、リアのステアに関しては、作動される範
囲が限定されているが、バイワイヤーが可能、また
アクセルに関しても、申請して機能が適合していれ
ば、電子スロットルを使用することができる。
　3-8　エアロダイナミクス
　オープンホイールのフォーミュラスタイルのため
にキープアウトゾーンが規定されており、この範囲
には、エアロデバイスを装着することはできない
（Fig.2参照）。

　なお、動力によるグランドエフェクトは禁止され
ているものの、床下のベンチュリー構造や可変デバ
イス、ばね下に直接作動するエアロデバイスなど、
昨今のレーシングカーでは禁止されているものが、
学生フォーミュラカーでは認められており、自由度
が高い。
　3-9　ドライバーセルの大きさ
　95パーセンタイルの男性が着座して安全な操作
ができるように、各種寸法が定められている。また、
タブ内の空間も、規定されたテンプレートをクリア
することが要求される。
　3-10　衝突安全構造
　正面、側面、背面からの衝突に耐えうる構造、強
度が要求されている。
　なかでも、正面に関しては、他のレーシングカー
同様にインパクトアッテネータの装着が必要である。
　インパクトアッテネータは、寸法およびエネル
ギー吸収量が定められており、チームは、それに沿っ
たインパクトアッテネータを設計、製作および評価
を行い、レポートを提出しなければならない。
　なお、標準のインパクトアッテネータも用意され
ており、チームはこれを選択することもできる。

Fig.2　エアロデバイスのキープアウトゾーン

　3-11　ドライバーの装備、シートベルト
　ドライバーの安全を確保するため近年のレーシン
グカーと同等の装備、装置が義務付けられている。

　学生がチームを組んで企画・設計・製作したフォー
ミュラスタイルの小型レーシングカーを持ち寄り、
大会では、車の走行性能だけでなく、車両コンセプ
ト・設計・コスト審査などを行い、ものづくりの総
合力を競う。
　審査では、マシンの製作にあたって、機械・電気
に限らず、幅広い実践的な知識を習得し、性能向上・
原価低減・商品性向上などにチャレンジする姿、ま
た、若手技術者や学生に求められている『自ら問題
を発見し、解決していく能力』、さらにリーダーシッ
プを発揮し、メンバー間のチームワークを醸成する
姿など幅広く見る。
　審査の概要と配点をTable 1に示す。

　得点項目ではないが、車両が安全に競技を行える
ように、①車両の安全・設計要件の適合、②ドライ
バーの5秒以内脱出、③ブレーキ試験（四輪ロック）、
④騒音試験（所定の条件で排気音110dB以下）、⑤チ
ルトテーブル試験（車両45度傾斜で液体漏れなし。
ドライバーが乗車して車両60度傾斜で転覆しな
い）、⑥車両質量測定、⑦排気ガス検査等を実施する。
　なお、EVクラスでは、前記の④、⑦は実施しな
いが、高電圧系を中心に電気車検と称される厳密な
検査が行われ、これらをパスした車両は、レインテ
ストにより、雨天時の絶縁安全性を確認する。ガソ

リン車両、EV車両とも、このようにさまざまな検
査が行われ、全項目に適合した車両にステッカーが
与えられて初めて、ダイナミックイベントに参加で
きる。
　車検の実施風景をFig.3に示す。

　前述したように、ものづくりの総合力を競う大
会であるため、車両コンセプト・設計・コスト・
プレゼン能力などを競うスタテックイベントが実
施される。
　スタテックイベントの実施風景をFig.4に示す。
　6-1　コストと製造
　フォーミュラ車両、いわゆるレーシングカーの製
作に当たっては、もちろん競争相手を上回る性能を
達成することがプライオリティの一番であることは
言うまでもない。しかし、コストと予算も、ものづ
くりの上で重要な要素であり、チームとして各パー
ツとアッセンブリーが性能に与える影響を判断し、
内容とコストのトレードオフの関係から仕様を決定
する。
　学生がイベントの目的を達成できるように、論理
的で単純かつ効率の良いルールにするため、レポー
トのパーツ体系を定めると共に、標準コストテーブ
ルを公開して利用できるようにしている。
　なお、製造に当たっては、年1,000台と仮定して
コストの算出を行う。
　審査は、チームから提出される数百ページに及ぶ
コストレポートを基に事前に行うとともに、大会当
日の指定時間に、実際の車両を前にレポートの妥当
性を確認する。

　6-2　プレゼンテーション
　チームのコンセプトに投資してもらうべく、外部
関係者を納得させるという設定で実施される。
　コンセプトは、大会ごとに主催者が指定するが、
一般的に市場分析、販売戦略、収益目標、フォーミュ
ラマシンとしての特徴と性能、設計・製造・販売に
対する計画、基本諸元、主要性能目標等である。
　なお、内容は大会に参加した車両と具体的に関係
していなければならない。
　審査は、大会当日の指定時間にプロジェクター等
を使用し、チームによるプレゼンテーションが10
分間行われ、引き続き審査委員による質疑応答が5
分程度実施される。
　審査員からの質問は、エンジニアリング、生産、
マーケティング、ファイナンスなど多岐にわたり、
チームは手際よく的確に回答する必要がある。
　6-3　デザイン（設計）
　車両に投入された工学的技術が、市場の要求お
よび車両の性能に合致しているかの両観点から評
価する。
　チームは目標とする性能を達成するために、工学
的技術を活用して対費用効果を高める必要があり、
チームメンバーは、その内容をよく理解している必
要がある。なお、市販の完成品を用いて組み込まれ
た部品やシステムは、学生が設計したものとは評価
されず、選択と活用のみが評価される。
　チームは、事前にデザインレポートとデザインス
ペックシートを提出する必要があり、審査員は大会
前にレビューを行うとともに、大会当日の審査の割
振りの参考とする。
　大会当日は、指定した時間に実車を前に審査が行
われる。チームは、説明に必要なボードや実物の部
品などを持ち込むことができる。
　また、通常上位チームにより、プレゼンファイナ
ルが大勢の観衆の前で行われ、採用した最新のエン
ジニアリングが披露される。

　レーシングカーさながらに、実際に車両を走らせ
て加速、旋回、複合性能、効率、耐久性を競う。
　しかし、安全の確保が最優先であり、指定されたエ
リア以外でのエンジン始動や自走は禁止されている。
　また、競技は基本的には単独走行であり、複数で
走行する場合も、ラリーのように時間差でスタート
となり、前車に追いついた場合は、パッシングゾー

ンに退避させ、ホイール・トゥー・ホイールの競い
合いは禁止される。
　車検後に許される車両の変更も調整程度であり、
それ以上の変更がある場合は、再車検となる。
　なお、プロのドライバーは排除されるとともに、
個々のチームメンバーが運転できる審査項目は、3
つまでと制限されているため、優秀なドライバーを
複数育てる必要がある。
　ダイナミックイベントの実施風景とコースレイア
ウトをFig.5、Fig.6に示す。
　7-1　アクセラレーション
　直線のフラットな舗装路上で、車両の加速性能を
評価する。
　コース長は、スタートラインからゴールラインま
で75ｍと定められており、各チームは2名のドライ
バー×2ヒート最大4回の走行ができる。
　7-2　スキッドパッド
　フラットな路面上に設定された８の字の形をした

きている。
　また、過去の大会プログラム４）に掲載されてい
る車両スペックを参考に、技術トレンドをTable 2
にまとめたので紹介する。車両質量に関しては初回
後、第5回大会までは劇的に減少しているが、これ
は車体構造の最適設計が進み、贅肉がそぎ落とされ
たことによる努力の賜物である。
　その後、エアロパーツの装着によるトレンド等に
より、質量増加につながる要素が加わった、しかし、
カーボンパーツを使ったボディワークやフレーム製
作により、質量の増加は最小限に抑えられている。
　エアロダイナミクスが学生フォーミュラのカテゴ
リーに効果があるのかとの議論はたびたびあるが、
チームは緻密な計算をして、パーツの最適設計を行
い、また、ドラッグリダクティングシステムを採用
して結果を出しているのが実情である。エンジンは、
基本的にはオートバイ用の高性能タイプがほとんど
であるが、軽量化を狙って単気筒のものや、ドライ
バビリティ向上からスクーター用をCVTとセットで
使用するといったケースも多くみられる。サスペン
ションは、形式こそ『A-arms』で変わりがないが、パー
ツの軽量化・最適ジオメトリーの模索・フリクショ
ンロスの低減・ばね/スタビ/アブソーバの適合など、
チームによるさまざまな改良が行われている。

　学生フォーミュラは、今回紹介したように、米国

に端を発した学生自らによるものづくり競技会であ
り、当初のガソリンエンジン車のみの時代から、世
の中の流れに即してEV車両が加わり、今日に至る。
また、他国の大会ではハイブリッド車、FC車など
のクラスも試みられ、最新のトレンドである自動運
転カテゴリーを模索する動きもある。これには賛否
両論あろうが、筆者としては個人的見解ながら、学
生の手の内から離れ、ものづくりやドライビングを
楽しめないカテゴリーは、あまり賛同できない。本
号が出る頃は、8月末の大会に向けて最後の追い込
みの時期と思われる。
　全参加チームの健闘を祈りたい。
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ミュラ大会メディア向け資料

4 ）  全日本 学生フォーミュラ大会公式プログラム
2003 ～ 2018　（第1回～第16回）



2組の同心円（内周約15ｍ）を、決められたパター
ンで走行して車両のコーナリング性能を評価する。
　各チームは2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-3　オートクロス
　タイトなコースにおける車両の運動性能とハンド
リングパフォーマンスを評価する。
　コースは、平均車速が40～48㎞/hとして、以下
の要素により設定される。
a． 直線が60m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が45m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径23 ～ 45mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に7.62 ～ 12.19m間隔でコーンを配置し

たスラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々
に小さくなるコーナー、etc

　各チームは、2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-4　エンデュランス
　車両の性能を総合的に評価し、合わせて耐久性と
信頼性をテストする。
　コースは平均車速が48～57㎞/h、最高速度
105km/hとして、以下の要素により設定される。
a． 直線が77m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が61m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径30 ～ 54mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に9～ 15m間隔でコーンを配置したス

ラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々
に小さくなるコーナー、etc

g． 最少トラック幅：4.5m
h． 数カ所にパッシングゾーンを設ける。
　競技は、約1㎞のコースを2名のドライバーが途
中交代を行い、各10周の合計20周を走行する。
　ドライバー交代は指定されたエリアで行い、3分
間の時間が与えられる。なお、ドライバーに合わせ
てシートやペダル類を調整することはできるが、そ
れ以外の変更は許可されていない。競技は通常、複
数台で行うため、オートクロスの成績により組み合
わせて、極力、追い越しの必要性を少なくする。
　またスタートは時間差であり、前車に追いついた
場合は、パッシングゾーンに退避させ、ホイール・
トゥー・ホイールの競い合いは禁止される。

　7-5　効率
　効率審査は、エンデュランス競技を完走する上で
使用した燃料/エネルギーについて評価する。
　ガソリン車両は、使用した燃料を満タン法で測定、
EV車両は、使用した電力量をエネルギーメーター
により測定し、以下の方法でCO₂に換算、比較する。
a． ガソリン：1リットル当たり2.31kgのCO₂
b． 電気：1kWh当たり0.65 kgのCO₂

　学生フォーミュラ大会は、あくまでも教育の一環
として実施される車両性能を証明するための設計技
術競技会であり、レースイベントではない。
　このため、リーダーを含むチームメンバー、指導
監督するファカルティアドバイザーなど、参加する
メンバー全員に、スポーツマンシップに基づく行動
が求められる。
　オフィシャルの指示や警告に従わなかったり、ア
ルコールや非合法品を使用したりした場合は、競技
から除外される。

　官・民の多大なスポンサーシップにより、総合表
彰、種目別表彰、特別表彰など、約30の賞典が用
意され、チームの成績に応じて授与される。
　大会最後に行われる表彰式では、これらの賞典が
観衆の前で発表され、受賞したチームは歓喜したり、
涙したりし、1年間の苦労が報われる。
　また、参加したメンバー全員および出場車両によ
る集合写真の撮影が行われ、記念として残される。
　第15回大会の集合写真をFig.7に示す。

　今まで行われた日本大会16回の上位校をTable 2
により紹介するが、開催当初は関東勢が強く、上位
を占めるチームも限られていた。
　また、海外から参戦するチームとの実力差も大き
く、たまに参戦する海外校に優勝をさらわれてし
まっていた。
　しかし、大会が進むにつれ、関西勢、中部勢の実
力も伯仲し、近年ではむしろ関西勢の強さが目につ
くようになり、海外の上位校とも互角以上の戦いが
できるようになった。
　加えて、アジア勢の参加が年を追うごとに増加
し、近年では、日本勢をおびやかす存在となって
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　学生フォーミュラとは、学生＊2のみで組織された
チームが、約1年間かけてフォーミュラスタイルの
レーシングマシーンを製作し、設計・製作能力、マ
シンの性能を競う総合競技である。その歴史は、『も
のづくりによる実践的な学生教育プログラム』とし
てFormula SAE®（SAE International１）主催）が、
1981年（四輪自動車生産で日本が米国を追い抜き
世界一になった翌年）に米国で開催されたことに端
を発する。
　国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベ
ントが2001年9月に、ツインリンクもてぎにて行わ
れ、2003年9月に、『第1回全日本　学生フォーミュ
ラ大会』が富士スピードウェイで開催された。

　その後、開催場所をツインリンクもてぎ、富士ス
ピードウェイのモビリタへと移し、2006年の第4回大
会からは、静岡県の小笠山総合運動公園（通称エコパ）
において自動車技術会主催で開催されている２）。
　当初、参加するチームは、それ程多くなかったも
のの、年々増加し、近年では国内・海外合わせて約
100チームが参加する大きな大会となっている
（Fig.1参照）３）。
　また、この大会は世界各国＊3で統一したルールで
実施されており、国を跨いだ参戦も多い。

　2-1　趣旨
　主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両
により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支
援して、自動車技術ならびに産業の発展･振興に資
する人材を育成する。
　2-2　基本方針
　学会として、学生にものづくりの機会を提供する
ことにより、 
　1． 学生の自主的なものづくりの総合力を育成

する。
　2． 学校教育と連携する実践的な学び場としての

教育的価値を高めていく。
こととする。
　2-3　運営方針
　1． 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の

場とする。
　2． 産学官民連携による運営とする。　
　3． 個人・法人の広範なボランティアによる運営

とする。
　4． 公益事業として運営する。
　5． 企業の枠を超えた技術者の交流に資するた

め、学生フォーミュラ参加者のネットワー

クを構築する。

　参加車両は、学生が構想・設計・製作したもので、
Formula SAE®のルール１）に準拠させる。
　なお、一部のルールに関しては、日本大会用のロー
カルルールとして定めている。
　車両の構成部品については、安易に市販品等を用
いるのではなく、できる限り、学生自らが製作する。
　また、プロの技術者・研究者から情報を入手する
ことは許容しているが、設計を決定したり、設計図
を書いてもらったりしてはいけない。
　安全面については、厳格で緻密なルールになって
いるが、学生たちの知識や独創性や構想力が大いに
発揮できるように、安全要件を除いた設計上の制約
は必要最小限としている。
　3-1　パワートレイン
　審査クラスとして、ICV（エンジン搭載車）と
EV（電気自動車）があり、それぞれ以下の要件が
規定されている。
1）ガソリンエンジンでは、4サイクル710㏄以下
で、排気音量は、所定条件で110dB以下。
　ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使
用も可能であるが、リストリクターの装着が義務づ

けられており、出力の均一化が図られている。
2） EVクラスでは、最大公称作動電圧は600VDC
で、電力が連続的に80kWを超えないこと。
　なお、モーター数の搭載制限はなく、四輪インホ
イールモーターも可となっており、トルク制御やエ
ネルギー回生も認められている。
　3-2　トランスミッション
　マニュアル、オートマチック、CVTなど仕様は
自由であり、電動・空圧シフターや回転数制御など
も認められている。
　3-3　フレーム
　車両としては、四輪のオープンホイールのフォー
ミュラスタイルとされている。基本的なフレーム構
造は、パイプによる構成を基準としており、部位ご
とに必要なパイプ径、板厚が規定されている。
　しかし、必要な要件を満たし、等価構造計算書を
提出することにより、パイプの構成の変更、カーボ
ンモノコック等への置き換えが可能となっている。
　3-4　サスペンション
　サスペンション形式は自由であるが、ショックア
ブソーバー付きで最低50.8㎜の実用ホイールトラベ
ルが必要であり、レーシングカートのようなリジッ
トサスは不可である。
　3-5　ホイール
　ホイールおよびホイールベース車両のホイールは
8インチ以上の径で、ホイールベースは、1,525㎜以
上でなければならない。
　3-6　タイヤ
　ドライタイヤとレインタイヤを天候により使い分
ける（ドライをレインと共用してもよい）。
　なお、タイヤウォーマー、トラクション増加材、
レインタイヤのハンドカットなどは禁止されて
いる。
　3-7　アクセル、ブレーキ、ステアリング
　基本的には機械的な構成が必要であり、バイワイ
ヤーは禁止されている。
　ただし、リアのステアに関しては、作動される範
囲が限定されているが、バイワイヤーが可能、また
アクセルに関しても、申請して機能が適合していれ
ば、電子スロットルを使用することができる。
　3-8　エアロダイナミクス
　オープンホイールのフォーミュラスタイルのため
にキープアウトゾーンが規定されており、この範囲
には、エアロデバイスを装着することはできない
（Fig.2参照）。

　なお、動力によるグランドエフェクトは禁止され
ているものの、床下のベンチュリー構造や可変デバ
イス、ばね下に直接作動するエアロデバイスなど、
昨今のレーシングカーでは禁止されているものが、
学生フォーミュラカーでは認められており、自由度
が高い。
　3-9　ドライバーセルの大きさ
　95パーセンタイルの男性が着座して安全な操作
ができるように、各種寸法が定められている。また、
タブ内の空間も、規定されたテンプレートをクリア
することが要求される。
　3-10　衝突安全構造
　正面、側面、背面からの衝突に耐えうる構造、強
度が要求されている。
　なかでも、正面に関しては、他のレーシングカー
同様にインパクトアッテネータの装着が必要である。
　インパクトアッテネータは、寸法およびエネル
ギー吸収量が定められており、チームは、それに沿っ
たインパクトアッテネータを設計、製作および評価
を行い、レポートを提出しなければならない。
　なお、標準のインパクトアッテネータも用意され
ており、チームはこれを選択することもできる。

Table 1　審査概要と配点

配点

コストと製造

プレゼンテーション

デザイン（設計）

アクセラレーション

スキッドパッド

オートクロス

エンデュランス

効率

技術審査･チルト･騒音･ブレーキ･車重･レイン･排ガス

年1,000台と仮定し、コストテーブルを基にレポート作成、審査

市場ニーズに合ったビジネスプランを練って審査員にプレゼン

レポート＆実車で設計適正、革新性、加工・組付性を審査

0-75mの加速性能を競う　2ドライバー×2ヒート

8の字コースによるコーナリング性能を競う　2ドライバー×2ヒート

約800mの複合コースを１台ずつ走行　2ドライバー×2ヒート 

約1,000mの周回コースを10周×2ドライバー 計20周で競う

エンデュランス走行時の燃費･電費を評価する

ー

100

75

150

100

75

125

275

100

1,000

種目

静的

動的

車検

合計

概　　要

　4.　審査内容

　5.　車検

　3-11　ドライバーの装備、シートベルト
　ドライバーの安全を確保するため近年のレーシン
グカーと同等の装備、装置が義務付けられている。

　学生がチームを組んで企画・設計・製作したフォー
ミュラスタイルの小型レーシングカーを持ち寄り、
大会では、車の走行性能だけでなく、車両コンセプ
ト・設計・コスト審査などを行い、ものづくりの総
合力を競う。
　審査では、マシンの製作にあたって、機械・電気
に限らず、幅広い実践的な知識を習得し、性能向上・
原価低減・商品性向上などにチャレンジする姿、ま
た、若手技術者や学生に求められている『自ら問題
を発見し、解決していく能力』、さらにリーダーシッ
プを発揮し、メンバー間のチームワークを醸成する
姿など幅広く見る。
　審査の概要と配点をTable 1に示す。

　得点項目ではないが、車両が安全に競技を行える
ように、①車両の安全・設計要件の適合、②ドライ
バーの5秒以内脱出、③ブレーキ試験（四輪ロック）、
④騒音試験（所定の条件で排気音110dB以下）、⑤チ
ルトテーブル試験（車両45度傾斜で液体漏れなし。
ドライバーが乗車して車両60度傾斜で転覆しな
い）、⑥車両質量測定、⑦排気ガス検査等を実施する。
　なお、EVクラスでは、前記の④、⑦は実施しな
いが、高電圧系を中心に電気車検と称される厳密な
検査が行われ、これらをパスした車両は、レインテ
ストにより、雨天時の絶縁安全性を確認する。ガソ

リン車両、EV車両とも、このようにさまざまな検
査が行われ、全項目に適合した車両にステッカーが
与えられて初めて、ダイナミックイベントに参加で
きる。
　車検の実施風景をFig.3に示す。

Fig.3　車検の実施風景

安全性やフレームの作り方に問題
がないか確認

技術車検
燃料漏れがないことや転倒しないこ
とを確認

チルト

排気音レベルを確認
（ICVクラスのみ）

騒音
ブレーキの効き具合を確認
ブレーキ

絶縁されているかを確認
（EVクラスのみ）

レイン

　前述したように、ものづくりの総合力を競う大
会であるため、車両コンセプト・設計・コスト・
プレゼン能力などを競うスタテックイベントが実
施される。
　スタテックイベントの実施風景をFig.4に示す。
　6-1　コストと製造
　フォーミュラ車両、いわゆるレーシングカーの製
作に当たっては、もちろん競争相手を上回る性能を
達成することがプライオリティの一番であることは
言うまでもない。しかし、コストと予算も、ものづ
くりの上で重要な要素であり、チームとして各パー
ツとアッセンブリーが性能に与える影響を判断し、
内容とコストのトレードオフの関係から仕様を決定
する。
　学生がイベントの目的を達成できるように、論理
的で単純かつ効率の良いルールにするため、レポー
トのパーツ体系を定めると共に、標準コストテーブ
ルを公開して利用できるようにしている。
　なお、製造に当たっては、年1,000台と仮定して
コストの算出を行う。
　審査は、チームから提出される数百ページに及ぶ
コストレポートを基に事前に行うとともに、大会当
日の指定時間に、実際の車両を前にレポートの妥当
性を確認する。

　6-2　プレゼンテーション
　チームのコンセプトに投資してもらうべく、外部
関係者を納得させるという設定で実施される。
　コンセプトは、大会ごとに主催者が指定するが、
一般的に市場分析、販売戦略、収益目標、フォーミュ
ラマシンとしての特徴と性能、設計・製造・販売に
対する計画、基本諸元、主要性能目標等である。
　なお、内容は大会に参加した車両と具体的に関係
していなければならない。
　審査は、大会当日の指定時間にプロジェクター等
を使用し、チームによるプレゼンテーションが10
分間行われ、引き続き審査委員による質疑応答が5
分程度実施される。
　審査員からの質問は、エンジニアリング、生産、
マーケティング、ファイナンスなど多岐にわたり、
チームは手際よく的確に回答する必要がある。
　6-3　デザイン（設計）
　車両に投入された工学的技術が、市場の要求お
よび車両の性能に合致しているかの両観点から評
価する。
　チームは目標とする性能を達成するために、工学
的技術を活用して対費用効果を高める必要があり、
チームメンバーは、その内容をよく理解している必
要がある。なお、市販の完成品を用いて組み込まれ
た部品やシステムは、学生が設計したものとは評価
されず、選択と活用のみが評価される。
　チームは、事前にデザインレポートとデザインス
ペックシートを提出する必要があり、審査員は大会
前にレビューを行うとともに、大会当日の審査の割
振りの参考とする。
　大会当日は、指定した時間に実車を前に審査が行
われる。チームは、説明に必要なボードや実物の部
品などを持ち込むことができる。
　また、通常上位チームにより、プレゼンファイナ
ルが大勢の観衆の前で行われ、採用した最新のエン
ジニアリングが披露される。

　レーシングカーさながらに、実際に車両を走らせ
て加速、旋回、複合性能、効率、耐久性を競う。
　しかし、安全の確保が最優先であり、指定されたエ
リア以外でのエンジン始動や自走は禁止されている。
　また、競技は基本的には単独走行であり、複数で
走行する場合も、ラリーのように時間差でスタート
となり、前車に追いついた場合は、パッシングゾー

ンに退避させ、ホイール・トゥー・ホイールの競い
合いは禁止される。
　車検後に許される車両の変更も調整程度であり、
それ以上の変更がある場合は、再車検となる。
　なお、プロのドライバーは排除されるとともに、
個々のチームメンバーが運転できる審査項目は、3
つまでと制限されているため、優秀なドライバーを
複数育てる必要がある。
　ダイナミックイベントの実施風景とコースレイア
ウトをFig.5、Fig.6に示す。
　7-1　アクセラレーション
　直線のフラットな舗装路上で、車両の加速性能を
評価する。
　コース長は、スタートラインからゴールラインま
で75ｍと定められており、各チームは2名のドライ
バー×2ヒート最大4回の走行ができる。
　7-2　スキッドパッド
　フラットな路面上に設定された８の字の形をした

きている。
　また、過去の大会プログラム４）に掲載されてい
る車両スペックを参考に、技術トレンドをTable 2
にまとめたので紹介する。車両質量に関しては初回
後、第5回大会までは劇的に減少しているが、これ
は車体構造の最適設計が進み、贅肉がそぎ落とされ
たことによる努力の賜物である。
　その後、エアロパーツの装着によるトレンド等に
より、質量増加につながる要素が加わった、しかし、
カーボンパーツを使ったボディワークやフレーム製
作により、質量の増加は最小限に抑えられている。
　エアロダイナミクスが学生フォーミュラのカテゴ
リーに効果があるのかとの議論はたびたびあるが、
チームは緻密な計算をして、パーツの最適設計を行
い、また、ドラッグリダクティングシステムを採用
して結果を出しているのが実情である。エンジンは、
基本的にはオートバイ用の高性能タイプがほとんど
であるが、軽量化を狙って単気筒のものや、ドライ
バビリティ向上からスクーター用をCVTとセットで
使用するといったケースも多くみられる。サスペン
ションは、形式こそ『A-arms』で変わりがないが、パー
ツの軽量化・最適ジオメトリーの模索・フリクショ
ンロスの低減・ばね/スタビ/アブソーバの適合など、
チームによるさまざまな改良が行われている。

　学生フォーミュラは、今回紹介したように、米国

に端を発した学生自らによるものづくり競技会であ
り、当初のガソリンエンジン車のみの時代から、世
の中の流れに即してEV車両が加わり、今日に至る。
また、他国の大会ではハイブリッド車、FC車など
のクラスも試みられ、最新のトレンドである自動運
転カテゴリーを模索する動きもある。これには賛否
両論あろうが、筆者としては個人的見解ながら、学
生の手の内から離れ、ものづくりやドライビングを
楽しめないカテゴリーは、あまり賛同できない。本
号が出る頃は、8月末の大会に向けて最後の追い込
みの時期と思われる。
　全参加チームの健闘を祈りたい。
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2組の同心円（内周約15ｍ）を、決められたパター
ンで走行して車両のコーナリング性能を評価する。
　各チームは2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-3　オートクロス
　タイトなコースにおける車両の運動性能とハンド
リングパフォーマンスを評価する。
　コースは、平均車速が40～48㎞/hとして、以下
の要素により設定される。
a． 直線が60m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が45m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径23 ～ 45mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に7.62 ～ 12.19m間隔でコーンを配置し

たスラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々

に小さくなるコーナー、etc
　各チームは、2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-4　エンデュランス
　車両の性能を総合的に評価し、合わせて耐久性と
信頼性をテストする。
　コースは平均車速が48～57㎞/h、最高速度
105km/hとして、以下の要素により設定される。
a． 直線が77m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が61m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径30 ～ 54mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に9～ 15m間隔でコーンを配置したス

ラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々

に小さくなるコーナー、etc
g． 最少トラック幅：4.5m
h． 数カ所にパッシングゾーンを設ける。
　競技は、約1㎞のコースを2名のドライバーが途
中交代を行い、各10周の合計20周を走行する。
　ドライバー交代は指定されたエリアで行い、3分
間の時間が与えられる。なお、ドライバーに合わせ
てシートやペダル類を調整することはできるが、そ
れ以外の変更は許可されていない。競技は通常、複
数台で行うため、オートクロスの成績により組み合
わせて、極力、追い越しの必要性を少なくする。
　またスタートは時間差であり、前車に追いついた
場合は、パッシングゾーンに退避させ、ホイール・
トゥー・ホイールの競い合いは禁止される。

　7-5　効率
　効率審査は、エンデュランス競技を完走する上で
使用した燃料/エネルギーについて評価する。
　ガソリン車両は、使用した燃料を満タン法で測定、
EV車両は、使用した電力量をエネルギーメーター
により測定し、以下の方法でCO₂に換算、比較する。
a． ガソリン：1リットル当たり2.31kgのCO₂
b． 電気：1kWh当たり0.65 kgのCO₂

　学生フォーミュラ大会は、あくまでも教育の一環
として実施される車両性能を証明するための設計技
術競技会であり、レースイベントではない。
　このため、リーダーを含むチームメンバー、指導
監督するファカルティアドバイザーなど、参加する
メンバー全員に、スポーツマンシップに基づく行動
が求められる。
　オフィシャルの指示や警告に従わなかったり、ア
ルコールや非合法品を使用したりした場合は、競技
から除外される。

　官・民の多大なスポンサーシップにより、総合表
彰、種目別表彰、特別表彰など、約30の賞典が用
意され、チームの成績に応じて授与される。
　大会最後に行われる表彰式では、これらの賞典が
観衆の前で発表され、受賞したチームは歓喜したり、
涙したりし、1年間の苦労が報われる。
　また、参加したメンバー全員および出場車両によ
る集合写真の撮影が行われ、記念として残される。
　第15回大会の集合写真をFig.7に示す。

　今まで行われた日本大会16回の上位校をTable 2
により紹介するが、開催当初は関東勢が強く、上位
を占めるチームも限られていた。
　また、海外から参戦するチームとの実力差も大き
く、たまに参戦する海外校に優勝をさらわれてし
まっていた。
　しかし、大会が進むにつれ、関西勢、中部勢の実
力も伯仲し、近年ではむしろ関西勢の強さが目につ
くようになり、海外の上位校とも互角以上の戦いが
できるようになった。
　加えて、アジア勢の参加が年を追うごとに増加
し、近年では、日本勢をおびやかす存在となって
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学生フォーミュラ大会について

　学生フォーミュラとは、学生＊2のみで組織された
チームが、約1年間かけてフォーミュラスタイルの
レーシングマシーンを製作し、設計・製作能力、マ
シンの性能を競う総合競技である。その歴史は、『も
のづくりによる実践的な学生教育プログラム』とし
てFormula SAE®（SAE International１）主催）が、
1981年（四輪自動車生産で日本が米国を追い抜き
世界一になった翌年）に米国で開催されたことに端
を発する。
　国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベ
ントが2001年9月に、ツインリンクもてぎにて行わ
れ、2003年9月に、『第1回全日本　学生フォーミュ
ラ大会』が富士スピードウェイで開催された。

　その後、開催場所をツインリンクもてぎ、富士ス
ピードウェイのモビリタへと移し、2006年の第4回大
会からは、静岡県の小笠山総合運動公園（通称エコパ）
において自動車技術会主催で開催されている２）。
　当初、参加するチームは、それ程多くなかったも
のの、年々増加し、近年では国内・海外合わせて約
100チームが参加する大きな大会となっている
（Fig.1参照）３）。
　また、この大会は世界各国＊3で統一したルールで
実施されており、国を跨いだ参戦も多い。

　2-1　趣旨
　主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両
により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支
援して、自動車技術ならびに産業の発展･振興に資
する人材を育成する。
　2-2　基本方針
　学会として、学生にものづくりの機会を提供する
ことにより、 
　1． 学生の自主的なものづくりの総合力を育成

する。
　2． 学校教育と連携する実践的な学び場としての

教育的価値を高めていく。
こととする。
　2-3　運営方針
　1． 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の

場とする。
　2． 産学官民連携による運営とする。　
　3． 個人・法人の広範なボランティアによる運営

とする。
　4． 公益事業として運営する。
　5． 企業の枠を超えた技術者の交流に資するた

め、学生フォーミュラ参加者のネットワー

クを構築する。

　参加車両は、学生が構想・設計・製作したもので、
Formula SAE®のルール１）に準拠させる。
　なお、一部のルールに関しては、日本大会用のロー
カルルールとして定めている。
　車両の構成部品については、安易に市販品等を用
いるのではなく、できる限り、学生自らが製作する。
　また、プロの技術者・研究者から情報を入手する
ことは許容しているが、設計を決定したり、設計図
を書いてもらったりしてはいけない。
　安全面については、厳格で緻密なルールになって
いるが、学生たちの知識や独創性や構想力が大いに
発揮できるように、安全要件を除いた設計上の制約
は必要最小限としている。
　3-1　パワートレイン
　審査クラスとして、ICV（エンジン搭載車）と
EV（電気自動車）があり、それぞれ以下の要件が
規定されている。
1）ガソリンエンジンでは、4サイクル710㏄以下
で、排気音量は、所定条件で110dB以下。
　ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使
用も可能であるが、リストリクターの装着が義務づ

けられており、出力の均一化が図られている。
2） EVクラスでは、最大公称作動電圧は600VDC
で、電力が連続的に80kWを超えないこと。
　なお、モーター数の搭載制限はなく、四輪インホ
イールモーターも可となっており、トルク制御やエ
ネルギー回生も認められている。
　3-2　トランスミッション
　マニュアル、オートマチック、CVTなど仕様は
自由であり、電動・空圧シフターや回転数制御など
も認められている。
　3-3　フレーム
　車両としては、四輪のオープンホイールのフォー
ミュラスタイルとされている。基本的なフレーム構
造は、パイプによる構成を基準としており、部位ご
とに必要なパイプ径、板厚が規定されている。
　しかし、必要な要件を満たし、等価構造計算書を
提出することにより、パイプの構成の変更、カーボ
ンモノコック等への置き換えが可能となっている。
　3-4　サスペンション
　サスペンション形式は自由であるが、ショックア
ブソーバー付きで最低50.8㎜の実用ホイールトラベ
ルが必要であり、レーシングカートのようなリジッ
トサスは不可である。
　3-5　ホイール
　ホイールおよびホイールベース車両のホイールは
8インチ以上の径で、ホイールベースは、1,525㎜以
上でなければならない。
　3-6　タイヤ
　ドライタイヤとレインタイヤを天候により使い分
ける（ドライをレインと共用してもよい）。
　なお、タイヤウォーマー、トラクション増加材、
レインタイヤのハンドカットなどは禁止されて
いる。
　3-7　アクセル、ブレーキ、ステアリング
　基本的には機械的な構成が必要であり、バイワイ
ヤーは禁止されている。
　ただし、リアのステアに関しては、作動される範
囲が限定されているが、バイワイヤーが可能、また
アクセルに関しても、申請して機能が適合していれ
ば、電子スロットルを使用することができる。
　3-8　エアロダイナミクス
　オープンホイールのフォーミュラスタイルのため
にキープアウトゾーンが規定されており、この範囲
には、エアロデバイスを装着することはできない
（Fig.2参照）。

　なお、動力によるグランドエフェクトは禁止され
ているものの、床下のベンチュリー構造や可変デバ
イス、ばね下に直接作動するエアロデバイスなど、
昨今のレーシングカーでは禁止されているものが、
学生フォーミュラカーでは認められており、自由度
が高い。
　3-9　ドライバーセルの大きさ
　95パーセンタイルの男性が着座して安全な操作
ができるように、各種寸法が定められている。また、
タブ内の空間も、規定されたテンプレートをクリア
することが要求される。
　3-10　衝突安全構造
　正面、側面、背面からの衝突に耐えうる構造、強
度が要求されている。
　なかでも、正面に関しては、他のレーシングカー
同様にインパクトアッテネータの装着が必要である。
　インパクトアッテネータは、寸法およびエネル
ギー吸収量が定められており、チームは、それに沿っ
たインパクトアッテネータを設計、製作および評価
を行い、レポートを提出しなければならない。
　なお、標準のインパクトアッテネータも用意され
ており、チームはこれを選択することもできる。

　3-11　ドライバーの装備、シートベルト
　ドライバーの安全を確保するため近年のレーシン
グカーと同等の装備、装置が義務付けられている。

　学生がチームを組んで企画・設計・製作したフォー
ミュラスタイルの小型レーシングカーを持ち寄り、
大会では、車の走行性能だけでなく、車両コンセプ
ト・設計・コスト審査などを行い、ものづくりの総
合力を競う。
　審査では、マシンの製作にあたって、機械・電気
に限らず、幅広い実践的な知識を習得し、性能向上・
原価低減・商品性向上などにチャレンジする姿、ま
た、若手技術者や学生に求められている『自ら問題
を発見し、解決していく能力』、さらにリーダーシッ
プを発揮し、メンバー間のチームワークを醸成する
姿など幅広く見る。
　審査の概要と配点をTable 1に示す。

　得点項目ではないが、車両が安全に競技を行える
ように、①車両の安全・設計要件の適合、②ドライ
バーの5秒以内脱出、③ブレーキ試験（四輪ロック）、
④騒音試験（所定の条件で排気音110dB以下）、⑤チ
ルトテーブル試験（車両45度傾斜で液体漏れなし。
ドライバーが乗車して車両60度傾斜で転覆しな
い）、⑥車両質量測定、⑦排気ガス検査等を実施する。
　なお、EVクラスでは、前記の④、⑦は実施しな
いが、高電圧系を中心に電気車検と称される厳密な
検査が行われ、これらをパスした車両は、レインテ
ストにより、雨天時の絶縁安全性を確認する。ガソ

リン車両、EV車両とも、このようにさまざまな検
査が行われ、全項目に適合した車両にステッカーが
与えられて初めて、ダイナミックイベントに参加で
きる。
　車検の実施風景をFig.3に示す。

　前述したように、ものづくりの総合力を競う大
会であるため、車両コンセプト・設計・コスト・
プレゼン能力などを競うスタテックイベントが実
施される。
　スタテックイベントの実施風景をFig.4に示す。
　6-1　コストと製造
　フォーミュラ車両、いわゆるレーシングカーの製
作に当たっては、もちろん競争相手を上回る性能を
達成することがプライオリティの一番であることは
言うまでもない。しかし、コストと予算も、ものづ
くりの上で重要な要素であり、チームとして各パー
ツとアッセンブリーが性能に与える影響を判断し、
内容とコストのトレードオフの関係から仕様を決定
する。
　学生がイベントの目的を達成できるように、論理
的で単純かつ効率の良いルールにするため、レポー
トのパーツ体系を定めると共に、標準コストテーブ
ルを公開して利用できるようにしている。
　なお、製造に当たっては、年1,000台と仮定して
コストの算出を行う。
　審査は、チームから提出される数百ページに及ぶ
コストレポートを基に事前に行うとともに、大会当
日の指定時間に、実際の車両を前にレポートの妥当
性を確認する。

　6-2　プレゼンテーション
　チームのコンセプトに投資してもらうべく、外部
関係者を納得させるという設定で実施される。
　コンセプトは、大会ごとに主催者が指定するが、
一般的に市場分析、販売戦略、収益目標、フォーミュ
ラマシンとしての特徴と性能、設計・製造・販売に
対する計画、基本諸元、主要性能目標等である。
　なお、内容は大会に参加した車両と具体的に関係
していなければならない。
　審査は、大会当日の指定時間にプロジェクター等
を使用し、チームによるプレゼンテーションが10
分間行われ、引き続き審査委員による質疑応答が5
分程度実施される。
　審査員からの質問は、エンジニアリング、生産、
マーケティング、ファイナンスなど多岐にわたり、
チームは手際よく的確に回答する必要がある。
　6-3　デザイン（設計）
　車両に投入された工学的技術が、市場の要求お
よび車両の性能に合致しているかの両観点から評
価する。
　チームは目標とする性能を達成するために、工学
的技術を活用して対費用効果を高める必要があり、
チームメンバーは、その内容をよく理解している必
要がある。なお、市販の完成品を用いて組み込まれ
た部品やシステムは、学生が設計したものとは評価
されず、選択と活用のみが評価される。
　チームは、事前にデザインレポートとデザインス
ペックシートを提出する必要があり、審査員は大会
前にレビューを行うとともに、大会当日の審査の割
振りの参考とする。
　大会当日は、指定した時間に実車を前に審査が行
われる。チームは、説明に必要なボードや実物の部
品などを持ち込むことができる。
　また、通常上位チームにより、プレゼンファイナ
ルが大勢の観衆の前で行われ、採用した最新のエン
ジニアリングが披露される。

　レーシングカーさながらに、実際に車両を走らせ
て加速、旋回、複合性能、効率、耐久性を競う。
　しかし、安全の確保が最優先であり、指定されたエ
リア以外でのエンジン始動や自走は禁止されている。
　また、競技は基本的には単独走行であり、複数で
走行する場合も、ラリーのように時間差でスタート
となり、前車に追いついた場合は、パッシングゾー

　6.　スタテックイベント

Fig.4　スタテックイベントの実施風景

年産1,000台を仮定したコストと車
両の適合性を審査

コスト
メーカー経営陣に向けたビジネスプ
ランを審査

プレゼンテーション

設計の適切さ、革新性、加工性、
補修性、組立性などについて審査

デザイン（設計）
デザイン審査の上位チームを対象
に最終審査

デザインファイナル

　7.　ダイナミックイベント

ンに退避させ、ホイール・トゥー・ホイールの競い
合いは禁止される。
　車検後に許される車両の変更も調整程度であり、
それ以上の変更がある場合は、再車検となる。
　なお、プロのドライバーは排除されるとともに、
個々のチームメンバーが運転できる審査項目は、3
つまでと制限されているため、優秀なドライバーを
複数育てる必要がある。
　ダイナミックイベントの実施風景とコースレイア
ウトをFig.5、Fig.6に示す。
　7-1　アクセラレーション
　直線のフラットな舗装路上で、車両の加速性能を
評価する。
　コース長は、スタートラインからゴールラインま
で75ｍと定められており、各チームは2名のドライ
バー×2ヒート最大4回の走行ができる。
　7-2　スキッドパッド
　フラットな路面上に設定された８の字の形をした

きている。
　また、過去の大会プログラム４）に掲載されてい
る車両スペックを参考に、技術トレンドをTable 2
にまとめたので紹介する。車両質量に関しては初回
後、第5回大会までは劇的に減少しているが、これ
は車体構造の最適設計が進み、贅肉がそぎ落とされ
たことによる努力の賜物である。
　その後、エアロパーツの装着によるトレンド等に
より、質量増加につながる要素が加わった、しかし、
カーボンパーツを使ったボディワークやフレーム製
作により、質量の増加は最小限に抑えられている。
　エアロダイナミクスが学生フォーミュラのカテゴ
リーに効果があるのかとの議論はたびたびあるが、
チームは緻密な計算をして、パーツの最適設計を行
い、また、ドラッグリダクティングシステムを採用
して結果を出しているのが実情である。エンジンは、
基本的にはオートバイ用の高性能タイプがほとんど
であるが、軽量化を狙って単気筒のものや、ドライ
バビリティ向上からスクーター用をCVTとセットで
使用するといったケースも多くみられる。サスペン
ションは、形式こそ『A-arms』で変わりがないが、パー
ツの軽量化・最適ジオメトリーの模索・フリクショ
ンロスの低減・ばね/スタビ/アブソーバの適合など、
チームによるさまざまな改良が行われている。

　学生フォーミュラは、今回紹介したように、米国

に端を発した学生自らによるものづくり競技会であ
り、当初のガソリンエンジン車のみの時代から、世
の中の流れに即してEV車両が加わり、今日に至る。
また、他国の大会ではハイブリッド車、FC車など
のクラスも試みられ、最新のトレンドである自動運
転カテゴリーを模索する動きもある。これには賛否
両論あろうが、筆者としては個人的見解ながら、学
生の手の内から離れ、ものづくりやドライビングを
楽しめないカテゴリーは、あまり賛同できない。本
号が出る頃は、8月末の大会に向けて最後の追い込
みの時期と思われる。
　全参加チームの健闘を祈りたい。
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2組の同心円（内周約15ｍ）を、決められたパター
ンで走行して車両のコーナリング性能を評価する。
　各チームは2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-3　オートクロス
　タイトなコースにおける車両の運動性能とハンド
リングパフォーマンスを評価する。
　コースは、平均車速が40～48㎞/hとして、以下
の要素により設定される。
a． 直線が60m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が45m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径23 ～ 45mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に7.62 ～ 12.19m間隔でコーンを配置し

たスラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々
に小さくなるコーナー、etc

　各チームは、2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-4　エンデュランス
　車両の性能を総合的に評価し、合わせて耐久性と
信頼性をテストする。
　コースは平均車速が48～57㎞/h、最高速度
105km/hとして、以下の要素により設定される。
a． 直線が77m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が61m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径30 ～ 54mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に9～ 15m間隔でコーンを配置したス

ラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々
に小さくなるコーナー、etc

g． 最少トラック幅：4.5m
h． 数カ所にパッシングゾーンを設ける。
　競技は、約1㎞のコースを2名のドライバーが途
中交代を行い、各10周の合計20周を走行する。
　ドライバー交代は指定されたエリアで行い、3分
間の時間が与えられる。なお、ドライバーに合わせ
てシートやペダル類を調整することはできるが、そ
れ以外の変更は許可されていない。競技は通常、複
数台で行うため、オートクロスの成績により組み合
わせて、極力、追い越しの必要性を少なくする。
　またスタートは時間差であり、前車に追いついた
場合は、パッシングゾーンに退避させ、ホイール・
トゥー・ホイールの競い合いは禁止される。

　7-5　効率
　効率審査は、エンデュランス競技を完走する上で
使用した燃料/エネルギーについて評価する。
　ガソリン車両は、使用した燃料を満タン法で測定、
EV車両は、使用した電力量をエネルギーメーター
により測定し、以下の方法でCO₂に換算、比較する。
a． ガソリン：1リットル当たり2.31kgのCO₂
b． 電気：1kWh当たり0.65 kgのCO₂

　学生フォーミュラ大会は、あくまでも教育の一環
として実施される車両性能を証明するための設計技
術競技会であり、レースイベントではない。
　このため、リーダーを含むチームメンバー、指導
監督するファカルティアドバイザーなど、参加する
メンバー全員に、スポーツマンシップに基づく行動
が求められる。
　オフィシャルの指示や警告に従わなかったり、ア
ルコールや非合法品を使用したりした場合は、競技
から除外される。

　官・民の多大なスポンサーシップにより、総合表
彰、種目別表彰、特別表彰など、約30の賞典が用
意され、チームの成績に応じて授与される。
　大会最後に行われる表彰式では、これらの賞典が
観衆の前で発表され、受賞したチームは歓喜したり、
涙したりし、1年間の苦労が報われる。
　また、参加したメンバー全員および出場車両によ
る集合写真の撮影が行われ、記念として残される。
　第15回大会の集合写真をFig.7に示す。

　今まで行われた日本大会16回の上位校をTable 2
により紹介するが、開催当初は関東勢が強く、上位
を占めるチームも限られていた。
　また、海外から参戦するチームとの実力差も大き
く、たまに参戦する海外校に優勝をさらわれてし
まっていた。
　しかし、大会が進むにつれ、関西勢、中部勢の実
力も伯仲し、近年ではむしろ関西勢の強さが目につ
くようになり、海外の上位校とも互角以上の戦いが
できるようになった。
　加えて、アジア勢の参加が年を追うごとに増加
し、近年では、日本勢をおびやかす存在となって

　学生フォーミュラとは、学生＊2のみで組織された
チームが、約1年間かけてフォーミュラスタイルの
レーシングマシーンを製作し、設計・製作能力、マ
シンの性能を競う総合競技である。その歴史は、『も
のづくりによる実践的な学生教育プログラム』とし
てFormula SAE®（SAE International１）主催）が、
1981年（四輪自動車生産で日本が米国を追い抜き
世界一になった翌年）に米国で開催されたことに端
を発する。
　国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベ
ントが2001年9月に、ツインリンクもてぎにて行わ
れ、2003年9月に、『第1回全日本　学生フォーミュ
ラ大会』が富士スピードウェイで開催された。

　その後、開催場所をツインリンクもてぎ、富士ス
ピードウェイのモビリタへと移し、2006年の第4回大
会からは、静岡県の小笠山総合運動公園（通称エコパ）
において自動車技術会主催で開催されている２）。
　当初、参加するチームは、それ程多くなかったも
のの、年々増加し、近年では国内・海外合わせて約
100チームが参加する大きな大会となっている
（Fig.1参照）３）。
　また、この大会は世界各国＊3で統一したルールで
実施されており、国を跨いだ参戦も多い。

　2-1　趣旨
　主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両
により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支
援して、自動車技術ならびに産業の発展･振興に資
する人材を育成する。
　2-2　基本方針
　学会として、学生にものづくりの機会を提供する
ことにより、 
　1． 学生の自主的なものづくりの総合力を育成

する。
　2． 学校教育と連携する実践的な学び場としての

教育的価値を高めていく。
こととする。
　2-3　運営方針
　1． 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の

場とする。
　2． 産学官民連携による運営とする。　
　3． 個人・法人の広範なボランティアによる運営

とする。
　4． 公益事業として運営する。
　5． 企業の枠を超えた技術者の交流に資するた

め、学生フォーミュラ参加者のネットワー

クを構築する。

　参加車両は、学生が構想・設計・製作したもので、
Formula SAE®のルール１）に準拠させる。
　なお、一部のルールに関しては、日本大会用のロー
カルルールとして定めている。
　車両の構成部品については、安易に市販品等を用
いるのではなく、できる限り、学生自らが製作する。
　また、プロの技術者・研究者から情報を入手する
ことは許容しているが、設計を決定したり、設計図
を書いてもらったりしてはいけない。
　安全面については、厳格で緻密なルールになって
いるが、学生たちの知識や独創性や構想力が大いに
発揮できるように、安全要件を除いた設計上の制約
は必要最小限としている。
　3-1　パワートレイン
　審査クラスとして、ICV（エンジン搭載車）と
EV（電気自動車）があり、それぞれ以下の要件が
規定されている。
1）ガソリンエンジンでは、4サイクル710㏄以下
で、排気音量は、所定条件で110dB以下。
　ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使
用も可能であるが、リストリクターの装着が義務づ

けられており、出力の均一化が図られている。
2） EVクラスでは、最大公称作動電圧は600VDC
で、電力が連続的に80kWを超えないこと。
　なお、モーター数の搭載制限はなく、四輪インホ
イールモーターも可となっており、トルク制御やエ
ネルギー回生も認められている。
　3-2　トランスミッション
　マニュアル、オートマチック、CVTなど仕様は
自由であり、電動・空圧シフターや回転数制御など
も認められている。
　3-3　フレーム
　車両としては、四輪のオープンホイールのフォー
ミュラスタイルとされている。基本的なフレーム構
造は、パイプによる構成を基準としており、部位ご
とに必要なパイプ径、板厚が規定されている。
　しかし、必要な要件を満たし、等価構造計算書を
提出することにより、パイプの構成の変更、カーボ
ンモノコック等への置き換えが可能となっている。
　3-4　サスペンション
　サスペンション形式は自由であるが、ショックア
ブソーバー付きで最低50.8㎜の実用ホイールトラベ
ルが必要であり、レーシングカートのようなリジッ
トサスは不可である。
　3-5　ホイール
　ホイールおよびホイールベース車両のホイールは
8インチ以上の径で、ホイールベースは、1,525㎜以
上でなければならない。
　3-6　タイヤ
　ドライタイヤとレインタイヤを天候により使い分
ける（ドライをレインと共用してもよい）。
　なお、タイヤウォーマー、トラクション増加材、
レインタイヤのハンドカットなどは禁止されて
いる。
　3-7　アクセル、ブレーキ、ステアリング
　基本的には機械的な構成が必要であり、バイワイ
ヤーは禁止されている。
　ただし、リアのステアに関しては、作動される範
囲が限定されているが、バイワイヤーが可能、また
アクセルに関しても、申請して機能が適合していれ
ば、電子スロットルを使用することができる。
　3-8　エアロダイナミクス
　オープンホイールのフォーミュラスタイルのため
にキープアウトゾーンが規定されており、この範囲
には、エアロデバイスを装着することはできない
（Fig.2参照）。

　なお、動力によるグランドエフェクトは禁止され
ているものの、床下のベンチュリー構造や可変デバ
イス、ばね下に直接作動するエアロデバイスなど、
昨今のレーシングカーでは禁止されているものが、
学生フォーミュラカーでは認められており、自由度
が高い。
　3-9　ドライバーセルの大きさ
　95パーセンタイルの男性が着座して安全な操作
ができるように、各種寸法が定められている。また、
タブ内の空間も、規定されたテンプレートをクリア
することが要求される。
　3-10　衝突安全構造
　正面、側面、背面からの衝突に耐えうる構造、強
度が要求されている。
　なかでも、正面に関しては、他のレーシングカー
同様にインパクトアッテネータの装着が必要である。
　インパクトアッテネータは、寸法およびエネル
ギー吸収量が定められており、チームは、それに沿っ
たインパクトアッテネータを設計、製作および評価
を行い、レポートを提出しなければならない。
　なお、標準のインパクトアッテネータも用意され
ており、チームはこれを選択することもできる。

　3-11　ドライバーの装備、シートベルト
　ドライバーの安全を確保するため近年のレーシン
グカーと同等の装備、装置が義務付けられている。

　学生がチームを組んで企画・設計・製作したフォー
ミュラスタイルの小型レーシングカーを持ち寄り、
大会では、車の走行性能だけでなく、車両コンセプ
ト・設計・コスト審査などを行い、ものづくりの総
合力を競う。
　審査では、マシンの製作にあたって、機械・電気
に限らず、幅広い実践的な知識を習得し、性能向上・
原価低減・商品性向上などにチャレンジする姿、ま
た、若手技術者や学生に求められている『自ら問題
を発見し、解決していく能力』、さらにリーダーシッ
プを発揮し、メンバー間のチームワークを醸成する
姿など幅広く見る。
　審査の概要と配点をTable 1に示す。

　得点項目ではないが、車両が安全に競技を行える
ように、①車両の安全・設計要件の適合、②ドライ
バーの5秒以内脱出、③ブレーキ試験（四輪ロック）、
④騒音試験（所定の条件で排気音110dB以下）、⑤チ
ルトテーブル試験（車両45度傾斜で液体漏れなし。
ドライバーが乗車して車両60度傾斜で転覆しな
い）、⑥車両質量測定、⑦排気ガス検査等を実施する。
　なお、EVクラスでは、前記の④、⑦は実施しな
いが、高電圧系を中心に電気車検と称される厳密な
検査が行われ、これらをパスした車両は、レインテ
ストにより、雨天時の絶縁安全性を確認する。ガソ

リン車両、EV車両とも、このようにさまざまな検
査が行われ、全項目に適合した車両にステッカーが
与えられて初めて、ダイナミックイベントに参加で
きる。
　車検の実施風景をFig.3に示す。

　前述したように、ものづくりの総合力を競う大
会であるため、車両コンセプト・設計・コスト・
プレゼン能力などを競うスタテックイベントが実
施される。
　スタテックイベントの実施風景をFig.4に示す。
　6-1　コストと製造
　フォーミュラ車両、いわゆるレーシングカーの製
作に当たっては、もちろん競争相手を上回る性能を
達成することがプライオリティの一番であることは
言うまでもない。しかし、コストと予算も、ものづ
くりの上で重要な要素であり、チームとして各パー
ツとアッセンブリーが性能に与える影響を判断し、
内容とコストのトレードオフの関係から仕様を決定
する。
　学生がイベントの目的を達成できるように、論理
的で単純かつ効率の良いルールにするため、レポー
トのパーツ体系を定めると共に、標準コストテーブ
ルを公開して利用できるようにしている。
　なお、製造に当たっては、年1,000台と仮定して
コストの算出を行う。
　審査は、チームから提出される数百ページに及ぶ
コストレポートを基に事前に行うとともに、大会当
日の指定時間に、実際の車両を前にレポートの妥当
性を確認する。

　6-2　プレゼンテーション
　チームのコンセプトに投資してもらうべく、外部
関係者を納得させるという設定で実施される。
　コンセプトは、大会ごとに主催者が指定するが、
一般的に市場分析、販売戦略、収益目標、フォーミュ
ラマシンとしての特徴と性能、設計・製造・販売に
対する計画、基本諸元、主要性能目標等である。
　なお、内容は大会に参加した車両と具体的に関係
していなければならない。
　審査は、大会当日の指定時間にプロジェクター等
を使用し、チームによるプレゼンテーションが10
分間行われ、引き続き審査委員による質疑応答が5
分程度実施される。
　審査員からの質問は、エンジニアリング、生産、
マーケティング、ファイナンスなど多岐にわたり、
チームは手際よく的確に回答する必要がある。
　6-3　デザイン（設計）
　車両に投入された工学的技術が、市場の要求お
よび車両の性能に合致しているかの両観点から評
価する。
　チームは目標とする性能を達成するために、工学
的技術を活用して対費用効果を高める必要があり、
チームメンバーは、その内容をよく理解している必
要がある。なお、市販の完成品を用いて組み込まれ
た部品やシステムは、学生が設計したものとは評価
されず、選択と活用のみが評価される。
　チームは、事前にデザインレポートとデザインス
ペックシートを提出する必要があり、審査員は大会
前にレビューを行うとともに、大会当日の審査の割
振りの参考とする。
　大会当日は、指定した時間に実車を前に審査が行
われる。チームは、説明に必要なボードや実物の部
品などを持ち込むことができる。
　また、通常上位チームにより、プレゼンファイナ
ルが大勢の観衆の前で行われ、採用した最新のエン
ジニアリングが披露される。

　レーシングカーさながらに、実際に車両を走らせ
て加速、旋回、複合性能、効率、耐久性を競う。
　しかし、安全の確保が最優先であり、指定されたエ
リア以外でのエンジン始動や自走は禁止されている。
　また、競技は基本的には単独走行であり、複数で
走行する場合も、ラリーのように時間差でスタート
となり、前車に追いついた場合は、パッシングゾー

ンに退避させ、ホイール・トゥー・ホイールの競い
合いは禁止される。
　車検後に許される車両の変更も調整程度であり、
それ以上の変更がある場合は、再車検となる。
　なお、プロのドライバーは排除されるとともに、
個々のチームメンバーが運転できる審査項目は、3
つまでと制限されているため、優秀なドライバーを
複数育てる必要がある。
　ダイナミックイベントの実施風景とコースレイア
ウトをFig.5、Fig.6に示す。
　7-1　アクセラレーション
　直線のフラットな舗装路上で、車両の加速性能を
評価する。
　コース長は、スタートラインからゴールラインま
で75ｍと定められており、各チームは2名のドライ
バー×2ヒート最大4回の走行ができる。
　7-2　スキッドパッド
　フラットな路面上に設定された８の字の形をした

Fig.6　ダイナミックイベントのコース図

Fig.5　ダイナミックイベントの実施風景

直線・ターン・スラロームの複合コー
スでのベストタイムを競う

オートクロス
約20kmを走行し、走行性能、耐
久性、燃費を競う

エンデュランス・燃費

0-75mの加速性能を競う
アクセラレーション

８の字コースによる旋回性能を競う
スキッドパッド

きている。
　また、過去の大会プログラム４）に掲載されてい
る車両スペックを参考に、技術トレンドをTable 2
にまとめたので紹介する。車両質量に関しては初回
後、第5回大会までは劇的に減少しているが、これ
は車体構造の最適設計が進み、贅肉がそぎ落とされ
たことによる努力の賜物である。
　その後、エアロパーツの装着によるトレンド等に
より、質量増加につながる要素が加わった、しかし、
カーボンパーツを使ったボディワークやフレーム製
作により、質量の増加は最小限に抑えられている。
　エアロダイナミクスが学生フォーミュラのカテゴ
リーに効果があるのかとの議論はたびたびあるが、
チームは緻密な計算をして、パーツの最適設計を行
い、また、ドラッグリダクティングシステムを採用
して結果を出しているのが実情である。エンジンは、
基本的にはオートバイ用の高性能タイプがほとんど
であるが、軽量化を狙って単気筒のものや、ドライ
バビリティ向上からスクーター用をCVTとセットで
使用するといったケースも多くみられる。サスペン
ションは、形式こそ『A-arms』で変わりがないが、パー
ツの軽量化・最適ジオメトリーの模索・フリクショ
ンロスの低減・ばね/スタビ/アブソーバの適合など、
チームによるさまざまな改良が行われている。

　学生フォーミュラは、今回紹介したように、米国

に端を発した学生自らによるものづくり競技会であ
り、当初のガソリンエンジン車のみの時代から、世
の中の流れに即してEV車両が加わり、今日に至る。
また、他国の大会ではハイブリッド車、FC車など
のクラスも試みられ、最新のトレンドである自動運
転カテゴリーを模索する動きもある。これには賛否
両論あろうが、筆者としては個人的見解ながら、学
生の手の内から離れ、ものづくりやドライビングを
楽しめないカテゴリーは、あまり賛同できない。本
号が出る頃は、8月末の大会に向けて最後の追い込
みの時期と思われる。
　全参加チームの健闘を祈りたい。
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　9.　表彰

　10.　大会ごとの上位校と技術トレンドの紹介

　8.　行動のルール

2組の同心円（内周約15ｍ）を、決められたパター
ンで走行して車両のコーナリング性能を評価する。
　各チームは2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-3　オートクロス
　タイトなコースにおける車両の運動性能とハンド
リングパフォーマンスを評価する。
　コースは、平均車速が40～48㎞/hとして、以下
の要素により設定される。
a． 直線が60m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が45m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径23 ～ 45mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に7.62 ～ 12.19m間隔でコーンを配置し

たスラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々

に小さくなるコーナー、etc
　各チームは、2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-4　エンデュランス
　車両の性能を総合的に評価し、合わせて耐久性と
信頼性をテストする。
　コースは平均車速が48～57㎞/h、最高速度
105km/hとして、以下の要素により設定される。
a． 直線が77m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が61m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径30 ～ 54mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に9～ 15m間隔でコーンを配置したス

ラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々

に小さくなるコーナー、etc
g． 最少トラック幅：4.5m
h． 数カ所にパッシングゾーンを設ける。
　競技は、約1㎞のコースを2名のドライバーが途
中交代を行い、各10周の合計20周を走行する。
　ドライバー交代は指定されたエリアで行い、3分
間の時間が与えられる。なお、ドライバーに合わせ
てシートやペダル類を調整することはできるが、そ
れ以外の変更は許可されていない。競技は通常、複
数台で行うため、オートクロスの成績により組み合
わせて、極力、追い越しの必要性を少なくする。
　またスタートは時間差であり、前車に追いついた
場合は、パッシングゾーンに退避させ、ホイール・
トゥー・ホイールの競い合いは禁止される。

　7-5　効率
　効率審査は、エンデュランス競技を完走する上で
使用した燃料/エネルギーについて評価する。
　ガソリン車両は、使用した燃料を満タン法で測定、
EV車両は、使用した電力量をエネルギーメーター
により測定し、以下の方法でCO₂に換算、比較する。
a． ガソリン：1リットル当たり2.31kgのCO₂
b． 電気：1kWh当たり0.65 kgのCO₂

　学生フォーミュラ大会は、あくまでも教育の一環
として実施される車両性能を証明するための設計技
術競技会であり、レースイベントではない。
　このため、リーダーを含むチームメンバー、指導
監督するファカルティアドバイザーなど、参加する
メンバー全員に、スポーツマンシップに基づく行動
が求められる。
　オフィシャルの指示や警告に従わなかったり、ア
ルコールや非合法品を使用したりした場合は、競技
から除外される。

　官・民の多大なスポンサーシップにより、総合表
彰、種目別表彰、特別表彰など、約30の賞典が用
意され、チームの成績に応じて授与される。
　大会最後に行われる表彰式では、これらの賞典が
観衆の前で発表され、受賞したチームは歓喜したり、
涙したりし、1年間の苦労が報われる。
　また、参加したメンバー全員および出場車両によ
る集合写真の撮影が行われ、記念として残される。
　第15回大会の集合写真をFig.7に示す。

　今まで行われた日本大会16回の上位校をTable 2
により紹介するが、開催当初は関東勢が強く、上位
を占めるチームも限られていた。
　また、海外から参戦するチームとの実力差も大き
く、たまに参戦する海外校に優勝をさらわれてし
まっていた。
　しかし、大会が進むにつれ、関西勢、中部勢の実
力も伯仲し、近年ではむしろ関西勢の強さが目につ
くようになり、海外の上位校とも互角以上の戦いが
できるようになった。
　加えて、アジア勢の参加が年を追うごとに増加
し、近年では、日本勢をおびやかす存在となって
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学生フォーミュラ大会について

　学生フォーミュラとは、学生＊2のみで組織された
チームが、約1年間かけてフォーミュラスタイルの
レーシングマシーンを製作し、設計・製作能力、マ
シンの性能を競う総合競技である。その歴史は、『も
のづくりによる実践的な学生教育プログラム』とし
てFormula SAE®（SAE International１）主催）が、
1981年（四輪自動車生産で日本が米国を追い抜き
世界一になった翌年）に米国で開催されたことに端
を発する。
　国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベ
ントが2001年9月に、ツインリンクもてぎにて行わ
れ、2003年9月に、『第1回全日本　学生フォーミュ
ラ大会』が富士スピードウェイで開催された。

　その後、開催場所をツインリンクもてぎ、富士ス
ピードウェイのモビリタへと移し、2006年の第4回大
会からは、静岡県の小笠山総合運動公園（通称エコパ）
において自動車技術会主催で開催されている２）。
　当初、参加するチームは、それ程多くなかったも
のの、年々増加し、近年では国内・海外合わせて約
100チームが参加する大きな大会となっている
（Fig.1参照）３）。
　また、この大会は世界各国＊3で統一したルールで
実施されており、国を跨いだ参戦も多い。

　2-1　趣旨
　主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両
により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支
援して、自動車技術ならびに産業の発展･振興に資
する人材を育成する。
　2-2　基本方針
　学会として、学生にものづくりの機会を提供する
ことにより、 
　1． 学生の自主的なものづくりの総合力を育成

する。
　2． 学校教育と連携する実践的な学び場としての

教育的価値を高めていく。
こととする。
　2-3　運営方針
　1． 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の

場とする。
　2． 産学官民連携による運営とする。　
　3． 個人・法人の広範なボランティアによる運営

とする。
　4． 公益事業として運営する。
　5． 企業の枠を超えた技術者の交流に資するた

め、学生フォーミュラ参加者のネットワー

クを構築する。

　参加車両は、学生が構想・設計・製作したもので、
Formula SAE®のルール１）に準拠させる。
　なお、一部のルールに関しては、日本大会用のロー
カルルールとして定めている。
　車両の構成部品については、安易に市販品等を用
いるのではなく、できる限り、学生自らが製作する。
　また、プロの技術者・研究者から情報を入手する
ことは許容しているが、設計を決定したり、設計図
を書いてもらったりしてはいけない。
　安全面については、厳格で緻密なルールになって
いるが、学生たちの知識や独創性や構想力が大いに
発揮できるように、安全要件を除いた設計上の制約
は必要最小限としている。
　3-1　パワートレイン
　審査クラスとして、ICV（エンジン搭載車）と
EV（電気自動車）があり、それぞれ以下の要件が
規定されている。
1）ガソリンエンジンでは、4サイクル710㏄以下
で、排気音量は、所定条件で110dB以下。
　ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使
用も可能であるが、リストリクターの装着が義務づ

けられており、出力の均一化が図られている。
2） EVクラスでは、最大公称作動電圧は600VDC
で、電力が連続的に80kWを超えないこと。
　なお、モーター数の搭載制限はなく、四輪インホ
イールモーターも可となっており、トルク制御やエ
ネルギー回生も認められている。
　3-2　トランスミッション
　マニュアル、オートマチック、CVTなど仕様は
自由であり、電動・空圧シフターや回転数制御など
も認められている。
　3-3　フレーム
　車両としては、四輪のオープンホイールのフォー
ミュラスタイルとされている。基本的なフレーム構
造は、パイプによる構成を基準としており、部位ご
とに必要なパイプ径、板厚が規定されている。
　しかし、必要な要件を満たし、等価構造計算書を
提出することにより、パイプの構成の変更、カーボ
ンモノコック等への置き換えが可能となっている。
　3-4　サスペンション
　サスペンション形式は自由であるが、ショックア
ブソーバー付きで最低50.8㎜の実用ホイールトラベ
ルが必要であり、レーシングカートのようなリジッ
トサスは不可である。
　3-5　ホイール
　ホイールおよびホイールベース車両のホイールは
8インチ以上の径で、ホイールベースは、1,525㎜以
上でなければならない。
　3-6　タイヤ
　ドライタイヤとレインタイヤを天候により使い分
ける（ドライをレインと共用してもよい）。
　なお、タイヤウォーマー、トラクション増加材、
レインタイヤのハンドカットなどは禁止されて
いる。
　3-7　アクセル、ブレーキ、ステアリング
　基本的には機械的な構成が必要であり、バイワイ
ヤーは禁止されている。
　ただし、リアのステアに関しては、作動される範
囲が限定されているが、バイワイヤーが可能、また
アクセルに関しても、申請して機能が適合していれ
ば、電子スロットルを使用することができる。
　3-8　エアロダイナミクス
　オープンホイールのフォーミュラスタイルのため
にキープアウトゾーンが規定されており、この範囲
には、エアロデバイスを装着することはできない
（Fig.2参照）。

　なお、動力によるグランドエフェクトは禁止され
ているものの、床下のベンチュリー構造や可変デバ
イス、ばね下に直接作動するエアロデバイスなど、
昨今のレーシングカーでは禁止されているものが、
学生フォーミュラカーでは認められており、自由度
が高い。
　3-9　ドライバーセルの大きさ
　95パーセンタイルの男性が着座して安全な操作
ができるように、各種寸法が定められている。また、
タブ内の空間も、規定されたテンプレートをクリア
することが要求される。
　3-10　衝突安全構造
　正面、側面、背面からの衝突に耐えうる構造、強
度が要求されている。
　なかでも、正面に関しては、他のレーシングカー
同様にインパクトアッテネータの装着が必要である。
　インパクトアッテネータは、寸法およびエネル
ギー吸収量が定められており、チームは、それに沿っ
たインパクトアッテネータを設計、製作および評価
を行い、レポートを提出しなければならない。
　なお、標準のインパクトアッテネータも用意され
ており、チームはこれを選択することもできる。

　3-11　ドライバーの装備、シートベルト
　ドライバーの安全を確保するため近年のレーシン
グカーと同等の装備、装置が義務付けられている。

　学生がチームを組んで企画・設計・製作したフォー
ミュラスタイルの小型レーシングカーを持ち寄り、
大会では、車の走行性能だけでなく、車両コンセプ
ト・設計・コスト審査などを行い、ものづくりの総
合力を競う。
　審査では、マシンの製作にあたって、機械・電気
に限らず、幅広い実践的な知識を習得し、性能向上・
原価低減・商品性向上などにチャレンジする姿、ま
た、若手技術者や学生に求められている『自ら問題
を発見し、解決していく能力』、さらにリーダーシッ
プを発揮し、メンバー間のチームワークを醸成する
姿など幅広く見る。
　審査の概要と配点をTable 1に示す。

　得点項目ではないが、車両が安全に競技を行える
ように、①車両の安全・設計要件の適合、②ドライ
バーの5秒以内脱出、③ブレーキ試験（四輪ロック）、
④騒音試験（所定の条件で排気音110dB以下）、⑤チ
ルトテーブル試験（車両45度傾斜で液体漏れなし。
ドライバーが乗車して車両60度傾斜で転覆しな
い）、⑥車両質量測定、⑦排気ガス検査等を実施する。
　なお、EVクラスでは、前記の④、⑦は実施しな
いが、高電圧系を中心に電気車検と称される厳密な
検査が行われ、これらをパスした車両は、レインテ
ストにより、雨天時の絶縁安全性を確認する。ガソ

リン車両、EV車両とも、このようにさまざまな検
査が行われ、全項目に適合した車両にステッカーが
与えられて初めて、ダイナミックイベントに参加で
きる。
　車検の実施風景をFig.3に示す。

　前述したように、ものづくりの総合力を競う大
会であるため、車両コンセプト・設計・コスト・
プレゼン能力などを競うスタテックイベントが実
施される。
　スタテックイベントの実施風景をFig.4に示す。
　6-1　コストと製造
　フォーミュラ車両、いわゆるレーシングカーの製
作に当たっては、もちろん競争相手を上回る性能を
達成することがプライオリティの一番であることは
言うまでもない。しかし、コストと予算も、ものづ
くりの上で重要な要素であり、チームとして各パー
ツとアッセンブリーが性能に与える影響を判断し、
内容とコストのトレードオフの関係から仕様を決定
する。
　学生がイベントの目的を達成できるように、論理
的で単純かつ効率の良いルールにするため、レポー
トのパーツ体系を定めると共に、標準コストテーブ
ルを公開して利用できるようにしている。
　なお、製造に当たっては、年1,000台と仮定して
コストの算出を行う。
　審査は、チームから提出される数百ページに及ぶ
コストレポートを基に事前に行うとともに、大会当
日の指定時間に、実際の車両を前にレポートの妥当
性を確認する。

　6-2　プレゼンテーション
　チームのコンセプトに投資してもらうべく、外部
関係者を納得させるという設定で実施される。
　コンセプトは、大会ごとに主催者が指定するが、
一般的に市場分析、販売戦略、収益目標、フォーミュ
ラマシンとしての特徴と性能、設計・製造・販売に
対する計画、基本諸元、主要性能目標等である。
　なお、内容は大会に参加した車両と具体的に関係
していなければならない。
　審査は、大会当日の指定時間にプロジェクター等
を使用し、チームによるプレゼンテーションが10
分間行われ、引き続き審査委員による質疑応答が5
分程度実施される。
　審査員からの質問は、エンジニアリング、生産、
マーケティング、ファイナンスなど多岐にわたり、
チームは手際よく的確に回答する必要がある。
　6-3　デザイン（設計）
　車両に投入された工学的技術が、市場の要求お
よび車両の性能に合致しているかの両観点から評
価する。
　チームは目標とする性能を達成するために、工学
的技術を活用して対費用効果を高める必要があり、
チームメンバーは、その内容をよく理解している必
要がある。なお、市販の完成品を用いて組み込まれ
た部品やシステムは、学生が設計したものとは評価
されず、選択と活用のみが評価される。
　チームは、事前にデザインレポートとデザインス
ペックシートを提出する必要があり、審査員は大会
前にレビューを行うとともに、大会当日の審査の割
振りの参考とする。
　大会当日は、指定した時間に実車を前に審査が行
われる。チームは、説明に必要なボードや実物の部
品などを持ち込むことができる。
　また、通常上位チームにより、プレゼンファイナ
ルが大勢の観衆の前で行われ、採用した最新のエン
ジニアリングが披露される。

　レーシングカーさながらに、実際に車両を走らせ
て加速、旋回、複合性能、効率、耐久性を競う。
　しかし、安全の確保が最優先であり、指定されたエ
リア以外でのエンジン始動や自走は禁止されている。
　また、競技は基本的には単独走行であり、複数で
走行する場合も、ラリーのように時間差でスタート
となり、前車に追いついた場合は、パッシングゾー

ンに退避させ、ホイール・トゥー・ホイールの競い
合いは禁止される。
　車検後に許される車両の変更も調整程度であり、
それ以上の変更がある場合は、再車検となる。
　なお、プロのドライバーは排除されるとともに、
個々のチームメンバーが運転できる審査項目は、3
つまでと制限されているため、優秀なドライバーを
複数育てる必要がある。
　ダイナミックイベントの実施風景とコースレイア
ウトをFig.5、Fig.6に示す。
　7-1　アクセラレーション
　直線のフラットな舗装路上で、車両の加速性能を
評価する。
　コース長は、スタートラインからゴールラインま
で75ｍと定められており、各チームは2名のドライ
バー×2ヒート最大4回の走行ができる。
　7-2　スキッドパッド
　フラットな路面上に設定された８の字の形をした

きている。
　また、過去の大会プログラム４）に掲載されてい
る車両スペックを参考に、技術トレンドをTable 2
にまとめたので紹介する。車両質量に関しては初回
後、第5回大会までは劇的に減少しているが、これ
は車体構造の最適設計が進み、贅肉がそぎ落とされ
たことによる努力の賜物である。
　その後、エアロパーツの装着によるトレンド等に
より、質量増加につながる要素が加わった、しかし、
カーボンパーツを使ったボディワークやフレーム製
作により、質量の増加は最小限に抑えられている。
　エアロダイナミクスが学生フォーミュラのカテゴ
リーに効果があるのかとの議論はたびたびあるが、
チームは緻密な計算をして、パーツの最適設計を行
い、また、ドラッグリダクティングシステムを採用
して結果を出しているのが実情である。エンジンは、
基本的にはオートバイ用の高性能タイプがほとんど
であるが、軽量化を狙って単気筒のものや、ドライ
バビリティ向上からスクーター用をCVTとセットで
使用するといったケースも多くみられる。サスペン
ションは、形式こそ『A-arms』で変わりがないが、パー
ツの軽量化・最適ジオメトリーの模索・フリクショ
ンロスの低減・ばね/スタビ/アブソーバの適合など、
チームによるさまざまな改良が行われている。

　学生フォーミュラは、今回紹介したように、米国

に端を発した学生自らによるものづくり競技会であ
り、当初のガソリンエンジン車のみの時代から、世
の中の流れに即してEV車両が加わり、今日に至る。
また、他国の大会ではハイブリッド車、FC車など
のクラスも試みられ、最新のトレンドである自動運
転カテゴリーを模索する動きもある。これには賛否
両論あろうが、筆者としては個人的見解ながら、学
生の手の内から離れ、ものづくりやドライビングを
楽しめないカテゴリーは、あまり賛同できない。本
号が出る頃は、8月末の大会に向けて最後の追い込
みの時期と思われる。
　全参加チームの健闘を祈りたい。
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2組の同心円（内周約15ｍ）を、決められたパター
ンで走行して車両のコーナリング性能を評価する。
　各チームは2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-3　オートクロス
　タイトなコースにおける車両の運動性能とハンド
リングパフォーマンスを評価する。
　コースは、平均車速が40～48㎞/hとして、以下
の要素により設定される。
a． 直線が60m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が45m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径23 ～ 45mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に7.62 ～ 12.19m間隔でコーンを配置し

たスラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々
に小さくなるコーナー、etc

　各チームは、2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-4　エンデュランス
　車両の性能を総合的に評価し、合わせて耐久性と
信頼性をテストする。
　コースは平均車速が48～57㎞/h、最高速度
105km/hとして、以下の要素により設定される。
a． 直線が77m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が61m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径30 ～ 54mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に9～ 15m間隔でコーンを配置したス

ラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々
に小さくなるコーナー、etc

g． 最少トラック幅：4.5m
h． 数カ所にパッシングゾーンを設ける。
　競技は、約1㎞のコースを2名のドライバーが途
中交代を行い、各10周の合計20周を走行する。
　ドライバー交代は指定されたエリアで行い、3分
間の時間が与えられる。なお、ドライバーに合わせ
てシートやペダル類を調整することはできるが、そ
れ以外の変更は許可されていない。競技は通常、複
数台で行うため、オートクロスの成績により組み合
わせて、極力、追い越しの必要性を少なくする。
　またスタートは時間差であり、前車に追いついた
場合は、パッシングゾーンに退避させ、ホイール・
トゥー・ホイールの競い合いは禁止される。

　7-5　効率
　効率審査は、エンデュランス競技を完走する上で
使用した燃料/エネルギーについて評価する。
　ガソリン車両は、使用した燃料を満タン法で測定、
EV車両は、使用した電力量をエネルギーメーター
により測定し、以下の方法でCO₂に換算、比較する。
a． ガソリン：1リットル当たり2.31kgのCO₂
b． 電気：1kWh当たり0.65 kgのCO₂

　学生フォーミュラ大会は、あくまでも教育の一環
として実施される車両性能を証明するための設計技
術競技会であり、レースイベントではない。
　このため、リーダーを含むチームメンバー、指導
監督するファカルティアドバイザーなど、参加する
メンバー全員に、スポーツマンシップに基づく行動
が求められる。
　オフィシャルの指示や警告に従わなかったり、ア
ルコールや非合法品を使用したりした場合は、競技
から除外される。

　官・民の多大なスポンサーシップにより、総合表
彰、種目別表彰、特別表彰など、約30の賞典が用
意され、チームの成績に応じて授与される。
　大会最後に行われる表彰式では、これらの賞典が
観衆の前で発表され、受賞したチームは歓喜したり、
涙したりし、1年間の苦労が報われる。
　また、参加したメンバー全員および出場車両によ
る集合写真の撮影が行われ、記念として残される。
　第15回大会の集合写真をFig.7に示す。

　今まで行われた日本大会16回の上位校をTable 2
により紹介するが、開催当初は関東勢が強く、上位
を占めるチームも限られていた。
　また、海外から参戦するチームとの実力差も大き
く、たまに参戦する海外校に優勝をさらわれてし
まっていた。
　しかし、大会が進むにつれ、関西勢、中部勢の実
力も伯仲し、近年ではむしろ関西勢の強さが目につ
くようになり、海外の上位校とも互角以上の戦いが
できるようになった。
　加えて、アジア勢の参加が年を追うごとに増加
し、近年では、日本勢をおびやかす存在となって

　学生フォーミュラとは、学生＊2のみで組織された
チームが、約1年間かけてフォーミュラスタイルの
レーシングマシーンを製作し、設計・製作能力、マ
シンの性能を競う総合競技である。その歴史は、『も
のづくりによる実践的な学生教育プログラム』とし
てFormula SAE®（SAE International１）主催）が、
1981年（四輪自動車生産で日本が米国を追い抜き
世界一になった翌年）に米国で開催されたことに端
を発する。
　国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベ
ントが2001年9月に、ツインリンクもてぎにて行わ
れ、2003年9月に、『第1回全日本　学生フォーミュ
ラ大会』が富士スピードウェイで開催された。

　その後、開催場所をツインリンクもてぎ、富士ス
ピードウェイのモビリタへと移し、2006年の第4回大
会からは、静岡県の小笠山総合運動公園（通称エコパ）
において自動車技術会主催で開催されている２）。
　当初、参加するチームは、それ程多くなかったも
のの、年々増加し、近年では国内・海外合わせて約
100チームが参加する大きな大会となっている
（Fig.1参照）３）。
　また、この大会は世界各国＊3で統一したルールで
実施されており、国を跨いだ参戦も多い。

　2-1　趣旨
　主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両
により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支
援して、自動車技術ならびに産業の発展･振興に資
する人材を育成する。
　2-2　基本方針
　学会として、学生にものづくりの機会を提供する
ことにより、 
　1． 学生の自主的なものづくりの総合力を育成

する。
　2． 学校教育と連携する実践的な学び場としての

教育的価値を高めていく。
こととする。
　2-3　運営方針
　1． 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の

場とする。
　2． 産学官民連携による運営とする。　
　3． 個人・法人の広範なボランティアによる運営

とする。
　4． 公益事業として運営する。
　5． 企業の枠を超えた技術者の交流に資するた

め、学生フォーミュラ参加者のネットワー

クを構築する。

　参加車両は、学生が構想・設計・製作したもので、
Formula SAE®のルール１）に準拠させる。
　なお、一部のルールに関しては、日本大会用のロー
カルルールとして定めている。
　車両の構成部品については、安易に市販品等を用
いるのではなく、できる限り、学生自らが製作する。
　また、プロの技術者・研究者から情報を入手する
ことは許容しているが、設計を決定したり、設計図
を書いてもらったりしてはいけない。
　安全面については、厳格で緻密なルールになって
いるが、学生たちの知識や独創性や構想力が大いに
発揮できるように、安全要件を除いた設計上の制約
は必要最小限としている。
　3-1　パワートレイン
　審査クラスとして、ICV（エンジン搭載車）と
EV（電気自動車）があり、それぞれ以下の要件が
規定されている。
1）ガソリンエンジンでは、4サイクル710㏄以下
で、排気音量は、所定条件で110dB以下。
　ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使
用も可能であるが、リストリクターの装着が義務づ

けられており、出力の均一化が図られている。
2） EVクラスでは、最大公称作動電圧は600VDC
で、電力が連続的に80kWを超えないこと。
　なお、モーター数の搭載制限はなく、四輪インホ
イールモーターも可となっており、トルク制御やエ
ネルギー回生も認められている。
　3-2　トランスミッション
　マニュアル、オートマチック、CVTなど仕様は
自由であり、電動・空圧シフターや回転数制御など
も認められている。
　3-3　フレーム
　車両としては、四輪のオープンホイールのフォー
ミュラスタイルとされている。基本的なフレーム構
造は、パイプによる構成を基準としており、部位ご
とに必要なパイプ径、板厚が規定されている。
　しかし、必要な要件を満たし、等価構造計算書を
提出することにより、パイプの構成の変更、カーボ
ンモノコック等への置き換えが可能となっている。
　3-4　サスペンション
　サスペンション形式は自由であるが、ショックア
ブソーバー付きで最低50.8㎜の実用ホイールトラベ
ルが必要であり、レーシングカートのようなリジッ
トサスは不可である。
　3-5　ホイール
　ホイールおよびホイールベース車両のホイールは
8インチ以上の径で、ホイールベースは、1,525㎜以
上でなければならない。
　3-6　タイヤ
　ドライタイヤとレインタイヤを天候により使い分
ける（ドライをレインと共用してもよい）。
　なお、タイヤウォーマー、トラクション増加材、
レインタイヤのハンドカットなどは禁止されて
いる。
　3-7　アクセル、ブレーキ、ステアリング
　基本的には機械的な構成が必要であり、バイワイ
ヤーは禁止されている。
　ただし、リアのステアに関しては、作動される範
囲が限定されているが、バイワイヤーが可能、また
アクセルに関しても、申請して機能が適合していれ
ば、電子スロットルを使用することができる。
　3-8　エアロダイナミクス
　オープンホイールのフォーミュラスタイルのため
にキープアウトゾーンが規定されており、この範囲
には、エアロデバイスを装着することはできない
（Fig.2参照）。

　なお、動力によるグランドエフェクトは禁止され
ているものの、床下のベンチュリー構造や可変デバ
イス、ばね下に直接作動するエアロデバイスなど、
昨今のレーシングカーでは禁止されているものが、
学生フォーミュラカーでは認められており、自由度
が高い。
　3-9　ドライバーセルの大きさ
　95パーセンタイルの男性が着座して安全な操作
ができるように、各種寸法が定められている。また、
タブ内の空間も、規定されたテンプレートをクリア
することが要求される。
　3-10　衝突安全構造
　正面、側面、背面からの衝突に耐えうる構造、強
度が要求されている。
　なかでも、正面に関しては、他のレーシングカー
同様にインパクトアッテネータの装着が必要である。
　インパクトアッテネータは、寸法およびエネル
ギー吸収量が定められており、チームは、それに沿っ
たインパクトアッテネータを設計、製作および評価
を行い、レポートを提出しなければならない。
　なお、標準のインパクトアッテネータも用意され
ており、チームはこれを選択することもできる。

　3-11　ドライバーの装備、シートベルト
　ドライバーの安全を確保するため近年のレーシン
グカーと同等の装備、装置が義務付けられている。

　学生がチームを組んで企画・設計・製作したフォー
ミュラスタイルの小型レーシングカーを持ち寄り、
大会では、車の走行性能だけでなく、車両コンセプ
ト・設計・コスト審査などを行い、ものづくりの総
合力を競う。
　審査では、マシンの製作にあたって、機械・電気
に限らず、幅広い実践的な知識を習得し、性能向上・
原価低減・商品性向上などにチャレンジする姿、ま
た、若手技術者や学生に求められている『自ら問題
を発見し、解決していく能力』、さらにリーダーシッ
プを発揮し、メンバー間のチームワークを醸成する
姿など幅広く見る。
　審査の概要と配点をTable 1に示す。

　得点項目ではないが、車両が安全に競技を行える
ように、①車両の安全・設計要件の適合、②ドライ
バーの5秒以内脱出、③ブレーキ試験（四輪ロック）、
④騒音試験（所定の条件で排気音110dB以下）、⑤チ
ルトテーブル試験（車両45度傾斜で液体漏れなし。
ドライバーが乗車して車両60度傾斜で転覆しな
い）、⑥車両質量測定、⑦排気ガス検査等を実施する。
　なお、EVクラスでは、前記の④、⑦は実施しな
いが、高電圧系を中心に電気車検と称される厳密な
検査が行われ、これらをパスした車両は、レインテ
ストにより、雨天時の絶縁安全性を確認する。ガソ

リン車両、EV車両とも、このようにさまざまな検
査が行われ、全項目に適合した車両にステッカーが
与えられて初めて、ダイナミックイベントに参加で
きる。
　車検の実施風景をFig.3に示す。

　前述したように、ものづくりの総合力を競う大
会であるため、車両コンセプト・設計・コスト・
プレゼン能力などを競うスタテックイベントが実
施される。
　スタテックイベントの実施風景をFig.4に示す。
　6-1　コストと製造
　フォーミュラ車両、いわゆるレーシングカーの製
作に当たっては、もちろん競争相手を上回る性能を
達成することがプライオリティの一番であることは
言うまでもない。しかし、コストと予算も、ものづ
くりの上で重要な要素であり、チームとして各パー
ツとアッセンブリーが性能に与える影響を判断し、
内容とコストのトレードオフの関係から仕様を決定
する。
　学生がイベントの目的を達成できるように、論理
的で単純かつ効率の良いルールにするため、レポー
トのパーツ体系を定めると共に、標準コストテーブ
ルを公開して利用できるようにしている。
　なお、製造に当たっては、年1,000台と仮定して
コストの算出を行う。
　審査は、チームから提出される数百ページに及ぶ
コストレポートを基に事前に行うとともに、大会当
日の指定時間に、実際の車両を前にレポートの妥当
性を確認する。

　6-2　プレゼンテーション
　チームのコンセプトに投資してもらうべく、外部
関係者を納得させるという設定で実施される。
　コンセプトは、大会ごとに主催者が指定するが、
一般的に市場分析、販売戦略、収益目標、フォーミュ
ラマシンとしての特徴と性能、設計・製造・販売に
対する計画、基本諸元、主要性能目標等である。
　なお、内容は大会に参加した車両と具体的に関係
していなければならない。
　審査は、大会当日の指定時間にプロジェクター等
を使用し、チームによるプレゼンテーションが10
分間行われ、引き続き審査委員による質疑応答が5
分程度実施される。
　審査員からの質問は、エンジニアリング、生産、
マーケティング、ファイナンスなど多岐にわたり、
チームは手際よく的確に回答する必要がある。
　6-3　デザイン（設計）
　車両に投入された工学的技術が、市場の要求お
よび車両の性能に合致しているかの両観点から評
価する。
　チームは目標とする性能を達成するために、工学
的技術を活用して対費用効果を高める必要があり、
チームメンバーは、その内容をよく理解している必
要がある。なお、市販の完成品を用いて組み込まれ
た部品やシステムは、学生が設計したものとは評価
されず、選択と活用のみが評価される。
　チームは、事前にデザインレポートとデザインス
ペックシートを提出する必要があり、審査員は大会
前にレビューを行うとともに、大会当日の審査の割
振りの参考とする。
　大会当日は、指定した時間に実車を前に審査が行
われる。チームは、説明に必要なボードや実物の部
品などを持ち込むことができる。
　また、通常上位チームにより、プレゼンファイナ
ルが大勢の観衆の前で行われ、採用した最新のエン
ジニアリングが披露される。

　レーシングカーさながらに、実際に車両を走らせ
て加速、旋回、複合性能、効率、耐久性を競う。
　しかし、安全の確保が最優先であり、指定されたエ
リア以外でのエンジン始動や自走は禁止されている。
　また、競技は基本的には単独走行であり、複数で
走行する場合も、ラリーのように時間差でスタート
となり、前車に追いついた場合は、パッシングゾー

ンに退避させ、ホイール・トゥー・ホイールの競い
合いは禁止される。
　車検後に許される車両の変更も調整程度であり、
それ以上の変更がある場合は、再車検となる。
　なお、プロのドライバーは排除されるとともに、
個々のチームメンバーが運転できる審査項目は、3
つまでと制限されているため、優秀なドライバーを
複数育てる必要がある。
　ダイナミックイベントの実施風景とコースレイア
ウトをFig.5、Fig.6に示す。
　7-1　アクセラレーション
　直線のフラットな舗装路上で、車両の加速性能を
評価する。
　コース長は、スタートラインからゴールラインま
で75ｍと定められており、各チームは2名のドライ
バー×2ヒート最大4回の走行ができる。
　7-2　スキッドパッド
　フラットな路面上に設定された８の字の形をした

きている。
　また、過去の大会プログラム４）に掲載されてい
る車両スペックを参考に、技術トレンドをTable 2
にまとめたので紹介する。車両質量に関しては初回
後、第5回大会までは劇的に減少しているが、これ
は車体構造の最適設計が進み、贅肉がそぎ落とされ
たことによる努力の賜物である。
　その後、エアロパーツの装着によるトレンド等に
より、質量増加につながる要素が加わった、しかし、
カーボンパーツを使ったボディワークやフレーム製
作により、質量の増加は最小限に抑えられている。
　エアロダイナミクスが学生フォーミュラのカテゴ
リーに効果があるのかとの議論はたびたびあるが、
チームは緻密な計算をして、パーツの最適設計を行
い、また、ドラッグリダクティングシステムを採用
して結果を出しているのが実情である。エンジンは、
基本的にはオートバイ用の高性能タイプがほとんど
であるが、軽量化を狙って単気筒のものや、ドライ
バビリティ向上からスクーター用をCVTとセットで
使用するといったケースも多くみられる。サスペン
ションは、形式こそ『A-arms』で変わりがないが、パー
ツの軽量化・最適ジオメトリーの模索・フリクショ
ンロスの低減・ばね/スタビ/アブソーバの適合など、
チームによるさまざまな改良が行われている。

　学生フォーミュラは、今回紹介したように、米国

に端を発した学生自らによるものづくり競技会であ
り、当初のガソリンエンジン車のみの時代から、世
の中の流れに即してEV車両が加わり、今日に至る。
また、他国の大会ではハイブリッド車、FC車など
のクラスも試みられ、最新のトレンドである自動運
転カテゴリーを模索する動きもある。これには賛否
両論あろうが、筆者としては個人的見解ながら、学
生の手の内から離れ、ものづくりやドライビングを
楽しめないカテゴリーは、あまり賛同できない。本
号が出る頃は、8月末の大会に向けて最後の追い込
みの時期と思われる。
　全参加チームの健闘を祈りたい。
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Table 2　日本大会における歴代の上位入賞校および技術トレンド

注  1 ）車両のスペックは各大会の公式プログラムから引用したものであり、最終のスペックと異なる場合があります。
    2 ）略号の意味は次の通り　St.：スチール　Al.：アルミ　Eng：エンジン形式　TM：変速機、シフト S.C.: スーパーチャージャー
    3 ）右記仕様は全車共通　Fr サスペンション：A-arms ／ Rr サスペンション：A-arms

Graz University
 of Technology
（Austria）

16 回　2018

230
St.Spaceframe

FRP
ZX-6R

空圧シフター
フルエアロ

大阪大学

15 回　2017

190
St.Spaceframe
CFRP

LT-R450 K6
Manual
フルエアロ

京都工芸繊維大学

14 回　2016

200
St.Spaceframe

FRP
LT-R450 K6
Manual
フルエアロ

京都工芸繊維大学

13 回　2015

No Data
CFRP
CFRP

KTM500EXC
paddle shift
フルエアロ

12 回　2014

240
St.Spaceframe
CFRP

CBR600RR
Manual
フルエアロ

名古屋大学

11 回　2013

170
Al.Spaceframe
CFRP
WR450F
Manual
Non

京都大学

10 回　2012

165
St.Spaceframe
CFRP

LT-R450 K6
Manual
Non

京都工芸繊維大学

9回　2011

220
CFRP
CFRP

YZF-R6+S.C.
paddle shift
リアウイング

上智大学

190
St.Spaceframe

FRP
LT-R450 K6
Manual
フルエアロ

京都工芸繊維大学

202
St.Spaceframe
CFRP

CBR600RR
Manual
フルエアロ

芝浦工業大学

220
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
電動シフター
リアウイング

横浜国立大学

170
St.Spaceframe
CFRP

LT-R450 K6
Manual
Non

京都工芸繊維大学

185
Al.Spaceframe
CFRP
WR450F
空圧シフター
フルエアロ

京都大学

220
CFRP+St.Spaceframe

FRP
ZX-6R

空圧シフター
フルエアロ

大阪大学

225
CFRP+St.Spaceframe

FRP
ZX600P7F
空圧シフター
Non

大阪大学

200
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
電動シフター
Non

横浜国立大学

300
St.Spaceframe
CFRP
EM57ﾓｰﾀ
None

フルエアロ

名古屋大学EV

190
St.Spaceframe

FRP
YZ450FX
Manual
フルエアロ

名古屋工業大学

180
St.Spaceframe

FRP
WR450F
Manual
フルエアロ

名古屋工業大学

185
St.Spaceframe

FRP
WR450F
Manual
フルエアロ

名古屋工業大学

240
St.Spaceframe

FRP
ZX-600R-E40
Manual
Non

同志社大学

255
St.Spaceframe

FRP
ZX-6R
Manual
Non

同志社大学

245
St.Spaceframe

FRP
ZX-6R
Manual
Non

同志社大学

200
St.Spaceframe
CFRP
ZX600P
paddle shift
Non

大阪大学

210
CFRP+St.Spaceframe

CFRP
GSX-R600
空圧シフター
フルエアロ

Tongji University
（China)

335
St.Spaceframe
CFRP

EM57モータ
None

フルエアロ

名古屋大学EV

No Data
CFRP
CFRP
No Data
空圧シフター
フルエアロ

U.A.S. Graz
（Austria）

240
St.Spaceframe

FRP
ZX-600R-E40
Manual
Non

同志社大学

200
CFRP
CFRP

CBR600RR
Manual
Non

豊橋技術科学大学

235
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

名古屋大学

220
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

名古屋大学

240
St.Spaceframe
CFRP

CBR600RR
Manual
Non

No Data
CFRP
CFRP
No Data
空圧シフター
フルエアロ

U.A.S. Graz
（Austria）

260
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
電動シフター
Non

日本自動車大学校

240
St.Spaceframe
CFRP

CBR600RR
Manual
フルエアロ

名古屋大学

210
CFRP+St.Spaceframe

FRP
ZX-6R

空圧シフター
フルエアロ

大阪大学

165
St.Spaceframe
CFRP

LT-R450 K6
Manual
Non

京都工芸繊維大学

165
St.Spaceframe
CFRP

LT-R450 K6
Manual
Non

京都工芸繊維大学

210
St.Spaceframe
CFRP
GSR600
電動シフター
Non

茨城大学

210
St.Spaceframe
CFRP

CBR600RR
電動シフター
Non

宇都宮大学

185
St.Spaceframe

FRP
WR450F
Manual
フルエアロ

名城大学

198
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
電動シフター
リアウイング

横浜国立大学

260
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
電動シフター
Non

日本自動車大学校

255
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
電動シフター
Non

日本自動車大学校

190
CFRP
CFRP

DL650(B.D)
Manual
フルエアロ

東海大学

207
St.Spaceframe
CFRP

CBR600RR
電動シフター
Non

横浜国立大学

190
St.Spaceframe

FRP
WR450FW
Manual
Non

名城大学

200
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

名古屋大学

Swinburne University 
of Technology
（Australia)

1
位

2
位

3
位

4
位

5
位

6
位

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

1回　2003

210
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

2 回　2004 3 回　2005 4 回　2006 5 回　2007 6 回　2008 7 回　2009

上智大学

220
St.Spaceframe
CFRP

CBR600F5i
セミオートマチック
フルエアロ

University of Texas at
Arlington（U.S.A)

University of Michigan 
- Ann Arbor（U.S.A)

220
St.Spaceframe

FRP
YZF-R6
Manual
Non

金沢大学

209
St.Spaceframe

FRP
YZF-R6
Manual
Non

上智大学

198
St.Spaceframe
CFRP
YZF-R6
Manual
Non

上智大学

220
St.Spaceframe
CFRP
YZF-R6
Manual
リアウイング

上智大学

248
St.Spaceframe

FRP
Skywave650+ターボ

CVT
リアウイング

東京大学

282
St.Spaceframe

FRP
K6A（軽）+ターボ

Manual
Non

国士舘大学

235
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

神奈川工科大学

227
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

神奈川工科大学

220
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

名古屋大学

225
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

国士舘大学

255
St.Spaceframe

FRP
Skywave650+ターボ

CVT
リアウイング

東京大学

220
CFRP+St.Spaceframe

CFRP
YZF-R6+S.C.
Manual
リアウイング

上智大学

270
St.Spaceframe

FRP
SUZUKI P506

CVT
Non

東京大学

245
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

国士舘大学

239
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

国士舘大学

190
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

215
St.Spaceframe

FRP
YZF-R6+ターボ
Manual
Non

金沢大学

210
Chro.Spaceframe

CFRP
YZF-R6+ターボ
電動シフター
Non

金沢大学

205
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

横浜国立大学

244
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

神奈川工科大学

241
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

芝浦工業大学

245
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

芝浦工業大学

180
St.Spaceframe
CFRP
CRF450X
Manual
Non

東京電機大学

250
St.Spaceframe

FRP
Skywave650+ターボ

CVT
リアウイング

東京大学

210
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

横浜国立大学

230
St.Spaceframe

FRP
ZX600P
Manual
Non

大阪大学

290
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

宇都宮大学

253
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

宇都宮大学

190
St.Spaceframe
CFRP
CRF450X
Manual
Non

東京電機大学

225
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
電動シフター
Non

宇都宮大学

225
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

芝浦工業大学

210
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

神奈川工科大学

220
St.Spaceframe

FRP
GSX-R600 K4
電動シフター
Non

静岡大学

280
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

金沢大学

250
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

金沢工業大学

230
St.Spaceframe

FRP
CBR600F4i
Manual
Non

日本大学理工学部

230
St.Spaceframe

FRP
ZX6RR
Manual
Non

立命館大学

220
Al.Spaceframe
CFRP
YZF-R6
Manual
Non

京都大学

220
St.Spaceframe

FRP
ZX600P
Manual
Non

大阪大学

168
St.Spaceframe

FRP
CRF-450X
Manual
Non

東京都市大学

8回　2010

220
St.Spaceframe

FRP
ZX600P
Manual
Non

大阪大学

210
CFRP+St.Spaceframe

CFRP
YZF-R6+S.C.
Manual
リアウイング

上智大学

210
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

横浜国立大学

223
St.Spaceframe

FRP
CBR600RR
Manual
Non

東京都市大学

205
St.Spaceframe
CFRP

GSX-R600 K5 
Manual
Non

東海大学

207
St.Spaceframe

FRP
GSX-R600 K4
電動シフター
Non

静岡大学

1
位

2
位

3
位

4
位

5
位

6
位

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ

Vehicle Mass
フレーム
Body-work
Eng
TM
エアロパーツ
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2組の同心円（内周約15ｍ）を、決められたパター
ンで走行して車両のコーナリング性能を評価する。
　各チームは2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-3　オートクロス
　タイトなコースにおける車両の運動性能とハンド
リングパフォーマンスを評価する。
　コースは、平均車速が40～48㎞/hとして、以下
の要素により設定される。
a． 直線が60m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が45m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径23 ～ 45mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に7.62 ～ 12.19m間隔でコーンを配置し

たスラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々

に小さくなるコーナー、etc
　各チームは、2名のドライバー×2ヒート最大4回
の走行ができる。
　7-4　エンデュランス
　車両の性能を総合的に評価し、合わせて耐久性と
信頼性をテストする。
　コースは平均車速が48～57㎞/h、最高速度
105km/hとして、以下の要素により設定される。
a． 直線が77m以下で両端にヘアピンカーブがある。
b． 直線が61m以下で両端に緩やかなカーブがある。
c． 直径30 ～ 54mの連続ターン
d． 最少外径が9mのヘアピンカーブ
e． 直線上に9～ 15m間隔でコーンを配置したス

ラローム
f． その他：シケイン、複合コーナー、半径が徐々

に小さくなるコーナー、etc
g． 最少トラック幅：4.5m
h． 数カ所にパッシングゾーンを設ける。
　競技は、約1㎞のコースを2名のドライバーが途
中交代を行い、各10周の合計20周を走行する。
　ドライバー交代は指定されたエリアで行い、3分
間の時間が与えられる。なお、ドライバーに合わせ
てシートやペダル類を調整することはできるが、そ
れ以外の変更は許可されていない。競技は通常、複
数台で行うため、オートクロスの成績により組み合
わせて、極力、追い越しの必要性を少なくする。
　またスタートは時間差であり、前車に追いついた
場合は、パッシングゾーンに退避させ、ホイール・
トゥー・ホイールの競い合いは禁止される。

　7-5　効率
　効率審査は、エンデュランス競技を完走する上で
使用した燃料/エネルギーについて評価する。
　ガソリン車両は、使用した燃料を満タン法で測定、
EV車両は、使用した電力量をエネルギーメーター
により測定し、以下の方法でCO₂に換算、比較する。
a． ガソリン：1リットル当たり2.31kgのCO₂
b． 電気：1kWh当たり0.65 kgのCO₂

　学生フォーミュラ大会は、あくまでも教育の一環
として実施される車両性能を証明するための設計技
術競技会であり、レースイベントではない。
　このため、リーダーを含むチームメンバー、指導
監督するファカルティアドバイザーなど、参加する
メンバー全員に、スポーツマンシップに基づく行動
が求められる。
　オフィシャルの指示や警告に従わなかったり、ア
ルコールや非合法品を使用したりした場合は、競技
から除外される。

　官・民の多大なスポンサーシップにより、総合表
彰、種目別表彰、特別表彰など、約30の賞典が用
意され、チームの成績に応じて授与される。
　大会最後に行われる表彰式では、これらの賞典が
観衆の前で発表され、受賞したチームは歓喜したり、
涙したりし、1年間の苦労が報われる。
　また、参加したメンバー全員および出場車両によ
る集合写真の撮影が行われ、記念として残される。
　第15回大会の集合写真をFig.7に示す。

　今まで行われた日本大会16回の上位校をTable 2
により紹介するが、開催当初は関東勢が強く、上位
を占めるチームも限られていた。
　また、海外から参戦するチームとの実力差も大き
く、たまに参戦する海外校に優勝をさらわれてし
まっていた。
　しかし、大会が進むにつれ、関西勢、中部勢の実
力も伯仲し、近年ではむしろ関西勢の強さが目につ
くようになり、海外の上位校とも互角以上の戦いが
できるようになった。
　加えて、アジア勢の参加が年を追うごとに増加
し、近年では、日本勢をおびやかす存在となって

　学生フォーミュラとは、学生＊2のみで組織された
チームが、約1年間かけてフォーミュラスタイルの
レーシングマシーンを製作し、設計・製作能力、マ
シンの性能を競う総合競技である。その歴史は、『も
のづくりによる実践的な学生教育プログラム』とし
てFormula SAE®（SAE International１）主催）が、
1981年（四輪自動車生産で日本が米国を追い抜き
世界一になった翌年）に米国で開催されたことに端
を発する。
　国内では、日本大会開催に向けたトライアルイベ
ントが2001年9月に、ツインリンクもてぎにて行わ
れ、2003年9月に、『第1回全日本　学生フォーミュ
ラ大会』が富士スピードウェイで開催された。

　その後、開催場所をツインリンクもてぎ、富士ス
ピードウェイのモビリタへと移し、2006年の第4回大
会からは、静岡県の小笠山総合運動公園（通称エコパ）
において自動車技術会主催で開催されている２）。
　当初、参加するチームは、それ程多くなかったも
のの、年々増加し、近年では国内・海外合わせて約
100チームが参加する大きな大会となっている
（Fig.1参照）３）。
　また、この大会は世界各国＊3で統一したルールで
実施されており、国を跨いだ参戦も多い。

　2-1　趣旨
　主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両
により、ものづくりの総合力を競い、産学官民で支
援して、自動車技術ならびに産業の発展･振興に資
する人材を育成する。
　2-2　基本方針
　学会として、学生にものづくりの機会を提供する
ことにより、 
　1． 学生の自主的なものづくりの総合力を育成

する。
　2． 学校教育と連携する実践的な学び場としての

教育的価値を高めていく。
こととする。
　2-3　運営方針
　1． 安全確保を最優先とした、ものづくり検証の

場とする。
　2． 産学官民連携による運営とする。　
　3． 個人・法人の広範なボランティアによる運営

とする。
　4． 公益事業として運営する。
　5． 企業の枠を超えた技術者の交流に資するた

め、学生フォーミュラ参加者のネットワー

クを構築する。

　参加車両は、学生が構想・設計・製作したもので、
Formula SAE®のルール１）に準拠させる。
　なお、一部のルールに関しては、日本大会用のロー
カルルールとして定めている。
　車両の構成部品については、安易に市販品等を用
いるのではなく、できる限り、学生自らが製作する。
　また、プロの技術者・研究者から情報を入手する
ことは許容しているが、設計を決定したり、設計図
を書いてもらったりしてはいけない。
　安全面については、厳格で緻密なルールになって
いるが、学生たちの知識や独創性や構想力が大いに
発揮できるように、安全要件を除いた設計上の制約
は必要最小限としている。
　3-1　パワートレイン
　審査クラスとして、ICV（エンジン搭載車）と
EV（電気自動車）があり、それぞれ以下の要件が
規定されている。
1）ガソリンエンジンでは、4サイクル710㏄以下
で、排気音量は、所定条件で110dB以下。
　ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使
用も可能であるが、リストリクターの装着が義務づ

けられており、出力の均一化が図られている。
2） EVクラスでは、最大公称作動電圧は600VDC
で、電力が連続的に80kWを超えないこと。
　なお、モーター数の搭載制限はなく、四輪インホ
イールモーターも可となっており、トルク制御やエ
ネルギー回生も認められている。
　3-2　トランスミッション
　マニュアル、オートマチック、CVTなど仕様は
自由であり、電動・空圧シフターや回転数制御など
も認められている。
　3-3　フレーム
　車両としては、四輪のオープンホイールのフォー
ミュラスタイルとされている。基本的なフレーム構
造は、パイプによる構成を基準としており、部位ご
とに必要なパイプ径、板厚が規定されている。
　しかし、必要な要件を満たし、等価構造計算書を
提出することにより、パイプの構成の変更、カーボ
ンモノコック等への置き換えが可能となっている。
　3-4　サスペンション
　サスペンション形式は自由であるが、ショックア
ブソーバー付きで最低50.8㎜の実用ホイールトラベ
ルが必要であり、レーシングカートのようなリジッ
トサスは不可である。
　3-5　ホイール
　ホイールおよびホイールベース車両のホイールは
8インチ以上の径で、ホイールベースは、1,525㎜以
上でなければならない。
　3-6　タイヤ
　ドライタイヤとレインタイヤを天候により使い分
ける（ドライをレインと共用してもよい）。
　なお、タイヤウォーマー、トラクション増加材、
レインタイヤのハンドカットなどは禁止されて
いる。
　3-7　アクセル、ブレーキ、ステアリング
　基本的には機械的な構成が必要であり、バイワイ
ヤーは禁止されている。
　ただし、リアのステアに関しては、作動される範
囲が限定されているが、バイワイヤーが可能、また
アクセルに関しても、申請して機能が適合していれ
ば、電子スロットルを使用することができる。
　3-8　エアロダイナミクス
　オープンホイールのフォーミュラスタイルのため
にキープアウトゾーンが規定されており、この範囲
には、エアロデバイスを装着することはできない
（Fig.2参照）。

　なお、動力によるグランドエフェクトは禁止され
ているものの、床下のベンチュリー構造や可変デバ
イス、ばね下に直接作動するエアロデバイスなど、
昨今のレーシングカーでは禁止されているものが、
学生フォーミュラカーでは認められており、自由度
が高い。
　3-9　ドライバーセルの大きさ
　95パーセンタイルの男性が着座して安全な操作
ができるように、各種寸法が定められている。また、
タブ内の空間も、規定されたテンプレートをクリア
することが要求される。
　3-10　衝突安全構造
　正面、側面、背面からの衝突に耐えうる構造、強
度が要求されている。
　なかでも、正面に関しては、他のレーシングカー
同様にインパクトアッテネータの装着が必要である。
　インパクトアッテネータは、寸法およびエネル
ギー吸収量が定められており、チームは、それに沿っ
たインパクトアッテネータを設計、製作および評価
を行い、レポートを提出しなければならない。
　なお、標準のインパクトアッテネータも用意され
ており、チームはこれを選択することもできる。

　3-11　ドライバーの装備、シートベルト
　ドライバーの安全を確保するため近年のレーシン
グカーと同等の装備、装置が義務付けられている。

　学生がチームを組んで企画・設計・製作したフォー
ミュラスタイルの小型レーシングカーを持ち寄り、
大会では、車の走行性能だけでなく、車両コンセプ
ト・設計・コスト審査などを行い、ものづくりの総
合力を競う。
　審査では、マシンの製作にあたって、機械・電気
に限らず、幅広い実践的な知識を習得し、性能向上・
原価低減・商品性向上などにチャレンジする姿、ま
た、若手技術者や学生に求められている『自ら問題
を発見し、解決していく能力』、さらにリーダーシッ
プを発揮し、メンバー間のチームワークを醸成する
姿など幅広く見る。
　審査の概要と配点をTable 1に示す。

　得点項目ではないが、車両が安全に競技を行える
ように、①車両の安全・設計要件の適合、②ドライ
バーの5秒以内脱出、③ブレーキ試験（四輪ロック）、
④騒音試験（所定の条件で排気音110dB以下）、⑤チ
ルトテーブル試験（車両45度傾斜で液体漏れなし。
ドライバーが乗車して車両60度傾斜で転覆しな
い）、⑥車両質量測定、⑦排気ガス検査等を実施する。
　なお、EVクラスでは、前記の④、⑦は実施しな
いが、高電圧系を中心に電気車検と称される厳密な
検査が行われ、これらをパスした車両は、レインテ
ストにより、雨天時の絶縁安全性を確認する。ガソ

リン車両、EV車両とも、このようにさまざまな検
査が行われ、全項目に適合した車両にステッカーが
与えられて初めて、ダイナミックイベントに参加で
きる。
　車検の実施風景をFig.3に示す。

　前述したように、ものづくりの総合力を競う大
会であるため、車両コンセプト・設計・コスト・
プレゼン能力などを競うスタテックイベントが実
施される。
　スタテックイベントの実施風景をFig.4に示す。
　6-1　コストと製造
　フォーミュラ車両、いわゆるレーシングカーの製
作に当たっては、もちろん競争相手を上回る性能を
達成することがプライオリティの一番であることは
言うまでもない。しかし、コストと予算も、ものづ
くりの上で重要な要素であり、チームとして各パー
ツとアッセンブリーが性能に与える影響を判断し、
内容とコストのトレードオフの関係から仕様を決定
する。
　学生がイベントの目的を達成できるように、論理
的で単純かつ効率の良いルールにするため、レポー
トのパーツ体系を定めると共に、標準コストテーブ
ルを公開して利用できるようにしている。
　なお、製造に当たっては、年1,000台と仮定して
コストの算出を行う。
　審査は、チームから提出される数百ページに及ぶ
コストレポートを基に事前に行うとともに、大会当
日の指定時間に、実際の車両を前にレポートの妥当
性を確認する。

　6-2　プレゼンテーション
　チームのコンセプトに投資してもらうべく、外部
関係者を納得させるという設定で実施される。
　コンセプトは、大会ごとに主催者が指定するが、
一般的に市場分析、販売戦略、収益目標、フォーミュ
ラマシンとしての特徴と性能、設計・製造・販売に
対する計画、基本諸元、主要性能目標等である。
　なお、内容は大会に参加した車両と具体的に関係
していなければならない。
　審査は、大会当日の指定時間にプロジェクター等
を使用し、チームによるプレゼンテーションが10
分間行われ、引き続き審査委員による質疑応答が5
分程度実施される。
　審査員からの質問は、エンジニアリング、生産、
マーケティング、ファイナンスなど多岐にわたり、
チームは手際よく的確に回答する必要がある。
　6-3　デザイン（設計）
　車両に投入された工学的技術が、市場の要求お
よび車両の性能に合致しているかの両観点から評
価する。
　チームは目標とする性能を達成するために、工学
的技術を活用して対費用効果を高める必要があり、
チームメンバーは、その内容をよく理解している必
要がある。なお、市販の完成品を用いて組み込まれ
た部品やシステムは、学生が設計したものとは評価
されず、選択と活用のみが評価される。
　チームは、事前にデザインレポートとデザインス
ペックシートを提出する必要があり、審査員は大会
前にレビューを行うとともに、大会当日の審査の割
振りの参考とする。
　大会当日は、指定した時間に実車を前に審査が行
われる。チームは、説明に必要なボードや実物の部
品などを持ち込むことができる。
　また、通常上位チームにより、プレゼンファイナ
ルが大勢の観衆の前で行われ、採用した最新のエン
ジニアリングが披露される。

　レーシングカーさながらに、実際に車両を走らせ
て加速、旋回、複合性能、効率、耐久性を競う。
　しかし、安全の確保が最優先であり、指定されたエ
リア以外でのエンジン始動や自走は禁止されている。
　また、競技は基本的には単独走行であり、複数で
走行する場合も、ラリーのように時間差でスタート
となり、前車に追いついた場合は、パッシングゾー

ンに退避させ、ホイール・トゥー・ホイールの競い
合いは禁止される。
　車検後に許される車両の変更も調整程度であり、
それ以上の変更がある場合は、再車検となる。
　なお、プロのドライバーは排除されるとともに、
個々のチームメンバーが運転できる審査項目は、3
つまでと制限されているため、優秀なドライバーを
複数育てる必要がある。
　ダイナミックイベントの実施風景とコースレイア
ウトをFig.5、Fig.6に示す。
　7-1　アクセラレーション
　直線のフラットな舗装路上で、車両の加速性能を
評価する。
　コース長は、スタートラインからゴールラインま
で75ｍと定められており、各チームは2名のドライ
バー×2ヒート最大4回の走行ができる。
　7-2　スキッドパッド
　フラットな路面上に設定された８の字の形をした

　11.　おわりに

きている。
　また、過去の大会プログラム４）に掲載されてい
る車両スペックを参考に、技術トレンドをTable 2
にまとめたので紹介する。車両質量に関しては初回
後、第5回大会までは劇的に減少しているが、これ
は車体構造の最適設計が進み、贅肉がそぎ落とされ
たことによる努力の賜物である。
　その後、エアロパーツの装着によるトレンド等に
より、質量増加につながる要素が加わった、しかし、
カーボンパーツを使ったボディワークやフレーム製
作により、質量の増加は最小限に抑えられている。
　エアロダイナミクスが学生フォーミュラのカテゴ
リーに効果があるのかとの議論はたびたびあるが、
チームは緻密な計算をして、パーツの最適設計を行
い、また、ドラッグリダクティングシステムを採用
して結果を出しているのが実情である。エンジンは、
基本的にはオートバイ用の高性能タイプがほとんど
であるが、軽量化を狙って単気筒のものや、ドライ
バビリティ向上からスクーター用をCVTとセットで
使用するといったケースも多くみられる。サスペン
ションは、形式こそ『A-arms』で変わりがないが、パー
ツの軽量化・最適ジオメトリーの模索・フリクショ
ンロスの低減・ばね/スタビ/アブソーバの適合など、
チームによるさまざまな改良が行われている。

　学生フォーミュラは、今回紹介したように、米国

に端を発した学生自らによるものづくり競技会であ
り、当初のガソリンエンジン車のみの時代から、世
の中の流れに即してEV車両が加わり、今日に至る。
また、他国の大会ではハイブリッド車、FC車など
のクラスも試みられ、最新のトレンドである自動運
転カテゴリーを模索する動きもある。これには賛否
両論あろうが、筆者としては個人的見解ながら、学
生の手の内から離れ、ものづくりやドライビングを
楽しめないカテゴリーは、あまり賛同できない。本
号が出る頃は、8月末の大会に向けて最後の追い込
みの時期と思われる。
　全参加チームの健闘を祈りたい。
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Fig.7　出場車両・参加メンバーによる集合写真


