活動報告書(2016 年 10 月)
青山学院大学学生フォーミュラプロジェクト

Aoyama Gakuin Racing Club

AGF-07/16 大学祭でのキャンパス内走行の様子
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今月の活動概要
————————————————————— 1. エコパ走行技術トレーニング ——————————————————
日 時：2016 年 09 月 24 日(土曜日)
報告者
場 所：静岡県小笠山総合運動公園
エコパ P9,10 駐車場
参加者：AGRC2016 年度メンバー全員
参加者 FA 林光一 教授
電装系担当
有馬 拓也
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
ることができましたが、二度目は走行
1.目的
終了後にエンジン付近からのエンジ
第 14 回大会直後に開催された自動
ンオイル漏れが発覚するという問題
車技術会中部支部の走行会に参加し、
車両走行時のデータを取り、以降の車
両作成の参考にすること。また、他の
参加校の走行を観察し、交流を深める
こと。

が起きました。その時点でシリンダー
ヘッドもしくはシフト付近からの漏
れと推測をしましたが、その場での修
復が不可能だったため、これ以降の走
行は断念しました。

2.内容
試走会当日は強い雨が降っており、
コースに大きな水たまりができたた
め、コースを一部変更するなどのトラ
ブルが発生しました。
図 2 簡易車検の様子

図 1 当日のエコパ P10 の様子
AGRC の車両は簡易車検を受けた
後 2 度走行し、一度目は正常に走行す

図 3 車両走行の様子
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図 4 エンジンオイル漏れの様子
図 7 AGRC ピットの様子

3. 総括・今後への活用
当日は大雨に見舞われましたが、前
回大会ではコース走行はできなかっ
たため、大会と同じコースを走行でき

図 5 タイヤ空気圧チェックの様子

たことは大きな収穫となりました。ま
た、他校の走行やピットでの動きを見
ることが出来たのも、1,2 年生には良
い経験となりました。
この 1 年間でさまざまな試走会へ
参加させていただくようになりまし
たが、走行できたのは今回が初めて
でした。今回は途中で走行を断念
し、改善するべき点が多々あること
を痛感しましたが、今回の走行デー
タ及び現場トラブルへの対応は、今
後の試走会と 2017 年度大会でのスム
ーズな走行に活かしていきます。
図 6 走行待機列の様子
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今月の活動概要
—————————————————— 2.青山学院大学相模原キャンパス大学祭 ————————————
日 時：2016 年 10 月 8 日(土曜日)
報告者
2016 年 10 月 9 日(日曜日)
場 所：青山学院大学
相模原キャンパス
参加者：AGRC2016 年度メンバー全員
排気系担当
山田 雅貴
————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.目的

3.内容

私達 AGRC の活動拠点である青山

・フォーミュラマシン展示

学院大学相模原キャンパスの大学祭
で、フォーミュラマシンの展示とキャ
ンパス内デモ走行を企画し、年度シー
ズンの活動報告をすると同時に、一般
学生や職員・来場者の方々に学生フォ
ーミュラの存在を広めること。

大学祭開催中、F 棟アーチ下にブー
スを設けて、先の大会に出場したマシ
ンの展示を行いました。

2.日程
・1 日目(土)
10 時～
13 時～13 時半

一般公開開始
デモ走行➀

図 8 AGRC 展示ブースの様子

～17 時

一般公開終了

この場所は正門から近く人通りも
多く、たくさんの方が目を留めてくだ
さりました。また、足を止めてくださ
った方々にマシンや活動についての
説明や、学生フォーミュラマシンの試
乗体験をしていただくなどの交流を
しました。

・2 日目(日)
10 時～
一般公開開始
11 時～11 時半 デモ走行②
13 時～13 時半 デモ走行③
～15 時

一般公開終了
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図 9 試乗体験の様子

図 12 走行準備の様子

図 10 来場者との交流の様子

図 13 走行中の様子
走行中やその前の暖気中にはたく
さんの方に集まっていただき、注目を
集め、大盛況のうちに終わることが出
来ました。

・学内デモンストレーション走行
夏休みの前から相模原祭実行委員
会の方々と何度も打ち合わせをし、学
校の教務課から人通りが多く道幅が
広いキャンパスのメインストリート

4. 総括・今後への活用

でのデモ走行の許可を得ることが出
来ました。

相模原祭実行委員会や学校側のご
協力のお蔭で、両日とも予想以上の集
客ができ、学生フォーミュラ存在をア
ピールできたと思います。今回の一般
の方々の学生フォーミュラに対する
認識や反応は、今後の広報活動に生か
していきたいと思います。

図 11 AGRC ブースの来場者の様子
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今月の活動概要
—————————————————— 3.日産サポート講座 ——————————————
主 催：日産自動車株式会社
日 時：2016 年 10 月 15,16,22,23 日
参加日：2016 年 10 月 16・22・23 日
場 所：日産自動車(株)
グローバル本社
NISSAN ホール
参加者：2 年 氏家 翔馬 , 大瀧 崚河

報告者

吸気系担当 駆動系担当 フレーム担当
山田 雅貴 , 大脇 正義
氏家 翔馬 原澤 太一 大瀧 崚河
原澤 太一 , 山崎 将誠
三角 悠太郎
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
ては、以下に挙げられるものがある。
目的
・静的空気流量係数（Cv 値）を上げる
参加者：2 年
参加者：1 年

チームの主力だったメンバーが引
退し、チーム全体が未熟な中で日産講
座を通して、フォーミュラーカーづく
りの知識、全日本学生フォーミュラ大
会で役立つ知識を身に付けること。

（吸気抵抗を小さくする）
・ポートやバルブの大きさ、形状、面
の粗さなどの研究
・慣性効果、脈動効果、共鳴過給の利
用
・排気動的効果の利用
・ターボチャージャー等の利用、走行
時のラム圧（走行風による圧力）の
利用

2.講義内容のまとめ
2 日目

(2)重み付平均出力の考え方
エンジン回転数の使用頻度を考慮
したチューニングが、速く走ることに

・エンジン
(1) エンジンの出力を上げるには、投
入エネルギー（空気や燃料）を増やし、
損失（排気、冷却、摩擦）を減らす
計算上では、正味平均有効圧力・排気
量・回転数の積に比例する。つまり、
熱効率・機械効率の向上、大排気量化、
高回転化をすればよい。
平均有効圧力の向上は、より多くの

繋がる。（トルクカーブの考慮）

空気を吸い込むことが重要。方法とし

タイヤに伝えるもの。

・ドライブトレイン
(1)トランスミッション
原理…エンジンから発生する回転力
を、適切なトルクと回転数に変換して
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AT、MT、CVT、自動 MT の４つに
大別できる。
➀MT・・・
運転者の意思のもとに変速をす

状態になると、もう片方の車輪への
伝達トルクも減少してしまう
(4)LSD
摩擦が小さい路面でも、駆動力を得
られるようにする装置。これにより、
ディファレンシャルギアのデメリッ
トを解決した。

る為、変速時の違和感が少ない。扱
いやすさに問題点。
➁AT・・・
自動変速により、MT より運転が
容易。しかし、ショックレスやスム
ーズさを実現する為、トルクコンバ

3 日目
・タイヤ

ータを滑らせている。故に燃費が悪
い。
➂自動 MT・・・
伝達効率の良くなった AT。しか
し、変速時のトルクの中断が違和感
となる。

クルマはなぜ曲がるのかというタ
イヤの原理から始まり、操舵安定性と
タイヤの関係とさらに車両シミュレ
ーションの基礎を学んだ。演習なども
ありとても理解を深めた。

➃CVT・・・
ギヤではなくベルトを使ってお
り、無段変速が可能。理想的なギヤ
比選択が可能で、燃費がよい。

・ステアリング
ステアリングの機能や構造、ステア
リングの設計を学んだ。今年の車両で
ステアリングの設計を担当している
ので、とても参考になった。

(2)ギヤ比選定
ポイント
➀ストレートでのシフトアップは無
駄。直線の終わりでエンジンが吹けき
るように。
➁最も遅いコーナーを 2nd でまわる。
➂1st は発進時のみ。

・ブレーキ
信頼できるブレーキに求められる
ものを一つ一つ丁寧に講義していた
だいた。簡単な計算や走行前の準備で
あるエア抜き、PAD の慣らし方を教え
ていただいた。ブレーキだけではなく

(3)ディファレンシャルギア
メリット
主に旋回時、内輪と外輪の回転差
を吸収する。また、同一の力を左右
輪に伝えることができる。
デメリット

ペダル設計の際の注意点など＋αな
ことをたくさん学んだ。

片輪がスリップ若しくは浮いた

ントの考え方としてスクラブ半径と

・サスペンション
サスペンション設計を始める前の準
備のような内容であり、初期アライメ
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キングピン軸の設定など、いろいろな
ジオメトリー検討のハウツーを学ん
だ。さらに特性チューニングについて
講義していただき、クルマを速くする

成の練習を行いました。
ご指導いただいた内容と資料の手
直しを行っている際にいただいた意
見の内容を以下にまとめます。

ため、クルマの安定性を高めるための
技術や設計を学んだ

・ 資料は原則 1 ページにつき 1 分話
すものとして枚数を決定する。
・ こちらが話したい内容ではなく相
手に興味を持っていただける内容
のみを厳選し資料にする。
・ 資料は音読するものではないので

4 日目
・コスト
コスト決定の時期とコスト発生の
時期のずれについて、コストの企画手
順について、実例を用いたコスト低減
方法についてなどをご指導いただい
たのちに、他校の皆様と共同で実習を
行い交流する機会を設けていただき
ました。

要点のみを一見してわかりやすく
まとめ、詳細をプレゼンテーション
する。

ご指導いただいた主な内容の詳細
を以下にまとめます。
・ コストは製造段階で発生するのに
対し、決定は構想・設計段階で行わ
れる。よって、コストの見直しにつ
いては設計段階までさかのぼる必
要がある。
・ 原価低減は使用者優先・機能本位・
創造による変更・チームデザイン・
価値向上、以上の基本 5 原則に則っ
て行わなければならない。

図 14 日産本社ビルの外観

3. 総括・今後への活用
・プレゼンテーション

本講座で得た知識をまずはしっか
りと理解し、目標である「動的競技完
走」に向けた車両製作に活かしていき
ます。また、冊子もいただいたので設
計する際のハンドブックにしていこ
うと思います。

最初にプレゼンテーションを行う
上で大切なことをご指導いただき、そ
の後にスタッフの方にご意見を頂き
ながら、持参した本大会でのプレゼン
テーション資料を手直しすることで
来年度のプレゼンテーション資料作
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今月の活動概要
———————————————————— 4.YAMAHA 車両セッティング講座 ————————————————
主 催：ヤマハ発動機株式会社
報告者
日 時：2016 年 10 月 23 日（日曜日）
場 所：静岡県磐田市

ヤマハ発動機

コミュニケーションプラザ

参加者：2 年

浅野 裕人 , 大瀧 崚河

参加者：2 年 大脇 正義 , 大瀧 崚河
サスペンション担当
参加者：1 年 山崎 将誠 , 大瀧 崚河
山崎 将誠
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
実測値と照らし合わせ、理論的に考察
1.目的
することなどにより車両挙動がどの
車体サスペンション設計、セッティ
ように変わるかを確認しました。
-ドライビング理論ミスをしない走行が何よりも大切
であり、そのためにドライバーには全
体を通して安定的で無理をしない運
転が求められる。また、ドライビング
においてブレーキングは重要な要素

ング、ドライビング理論についての理
解を深めることにより、車両製作にお
ける改善、工夫点を見つけること。

2.講座内容
-事例説明どの大学も実際に車両を走らせる
ことにより多くの問題を確認してい
るようであり、問題が発生しないよう
知識を蓄え、正確な設計をすることは
もちろん、シェイクダウンを早め、部
品の干渉等の早期発見をすることが
重要である。

の一つであり、ブレーキをふんわりと
強く踏むことにより、タイヤのグリッ
プ力を維持することができ、エンデュ
ランス後半での安定した走行につな
がる。減速の必要のないコーナーでも
姿勢調整にブレーキを利用すること
ができる。

3.今後への活用

- サスペンション設計,セッティング主に大会で好成績を残せる操縦し
やすい車両の製作方法を学びました。
コーナリング時にかかる力を重心の
高さ、ばね定数、減衰力、リンク力の

サスペンション設計にあたり理論
的にもとづいたアカデミックかつ、ド
ライバビリティに優れた車両を設計・
製作していきます。

大小が及ぼすロールの変化について
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今後の予定
11 月 27 日(日)

YAMAHA 設計相談会

活動報告は以上になります。
今月より 2017 年度プロジェクトの報告を開始させていただきました。至らな
い点が多々あるかと思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
何かご不明な点などございましたら以下の連絡先までお問い合わせください。
青山学院大学学生フォーミュラプロジェクト
チームリーダー・エンジン班リーダー・駆動系担当
浅野 裕人（理工学部機械創造学科 2 年）
Tel:080-8861-5752

MAIL:aguformula@gmail.com
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