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This paper mentions a practical educational effect of engineering on monozukuri technologies using Formula SAE®
Project. Formula SAE® is a student design competition organized by SAE International (formerly Society of Automotive
Engineers). The concept behind Formula SAE is that a fictional manufacturing company has contracted a design team to
develop a small formula-style race car. The prototype race car is to be evaluated for its potential as a production item.
The objectives of this paper are to give recognition to the activity of Formula SAE® Project as an active learning and to
discuss the future of Formula SAE® Project in Shonan Institute of Technology.
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えて昨年度から本学にて取り組みの始まった「学生

1. は じ め に

フォーミュラプロジェクト（以降，F-SAE（Formula

近年，大学進学予定者の “ 理系離れ ” が各方面で取り

Society of Automotive Engineers）と表記）
」について，

上げられているが，その対策の一つとして理工系大学の

概要紹介と教育的効果について議論したいと思う。ま

取り組みにおいて “ ものづくり（体験学習）” が一つの

た，本プログラムを広く知ってもらい，教員およびそれ

キーワードになっていることは，文部科学省の教育 GP

に取り組む学生のアクティビティの高い組織の構築を目

（Good Practice）プログラムにおいて採択されている内
容を調査すれば容易に想像できることである 1)。本学で
も 2008 年度の「質の高い大学教育プログラム」におい

的としている。

2. 学生フォーミュラの背景および大会ルール

て，
「社会と工学をつなぐ技術活用力の育成」が採択さ

競技会の概要としては，2008 年度大会パンフレット
より抜粋すると，下記の通りである２)。

れた。
“ ものづくり教育 ” 全般には様々な取り組みがあり，

「全日本学生フォーミュラ大会は，学生たちが企画・

競技を主体とした課外活動として，例えば歴史（実績）

設計・製作したフォーミュラスタイルの小型レーシング

のあるところで鳥人間コンテスト，NHK ロボットコン

カーで競技を行います。この大会は，米国で 1981 年か

テストを代表とする各種ロボット競技，ソーラーカー競

ら 毎 年 開 催 さ れ て い る Formula SAE® (SAE

技，エコラン，スターリングエンジンの大会などが挙げ

International 主催 ) のルールに準拠して開催するもので

られる．また，各大学内においても独自プログラムによ

す．大学，短大，高専等の学生がチームを組み約 1 年間

るものづくり教育がなされているが，本学におけるプロ

かけて製作した車両を持ち寄り，コスト，プレゼンテー

ジェクト実習が良い例であり，工学分野における座学と

ション，設計の静的イベント，車検，アクセラレーショ

実践の架け橋的役割としては，体験型学習（アクティブ

ン，スキッドパッド，オートクロス，エンデュランスの

ラーニング）が非常に有用であると考えられる。

動的エベントを 4 日間に渡って行い，車両性能だけでな

本稿においては，新しい教育プログラムの構築を見据

く，ものづくりの総合力を競います。学生たちは，アマ

＊

チュア週末レーサーに販売することを仮定して車両を製

＊＊

作し，その性能が優れていることだけではなく，美しさ

機械デザイン工学科 講師
機械デザイン工学科 教授
平成 20 年 10 月 6 日受付

やコスト，メンテナンス性なども要求されます。また，
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1 日あたり 4 台の生産計画のもとに，その車両の実質コ
ストは米国ドル＄5,000 以下としています。車両製作に
あたっての車体フレームとエンジンに関する制約は必要
最小限にすることによって，学生の知識や創造性，発想
力が発揮できるように配慮しています。
」
さらにこの競技会の狙いとしては，下記のように謳っ
ている。
「学生たちは，レギュレーションにあった車両を設計・
製作するにあたり，車づくりを通して実践的な問題解決
能力や応用力，旺盛な行動力やマネジネント能力など，
教室では培うことが難しい貴重な経験をつむことになり
ます。
」

Fig. 1. 2007-2008 年度の開催大会 3)

以上のことから学生フォーミュラの取り組みというも
のは，“ 車両づくりに関する一種のベンチャー企業 ” と

ておきたいと思う。

言っても良い。学生たちにとっては仮想企業の運営は大

4 輪自動車生産で日本が米国を追い抜き世界一になっ

変厳しいものと思われるが，賛同する仲間が集まり，知

た 1980 年の翌年に Formula SAE® が開催された。大

恵と行動力によって軌道に乗せることができれば，得ら

会の前身は 1976 年に開催されたオフロードのバギー車

れるものは非常に大きく，一般企業に就職して 2，3 年

両の製作競技で，これが 1978 年にオンロードのミニイ

で身に付くようなスキルを大学生のうちに備えることは

ンディとして発展し，1981 年にシャシーだけでなくエ

十分可能である。

ンジンも設計製作する現在のスタイルに発展した。

ここで，米国大会 Formula SAE® は 1981 年に発足

「ものづくりによる実践的な学生教育プログラム」と

したことを説明したが，その当時の背景についても触れ

して位置付けられた Formula SAE® は，国際（米国）

Fig. 2. 競技種目と配点 3)
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自動車技術会が主催する形で，最初の 10 年間は米国各

3. 教育プログラムとしての事例

地の大学がホスト役を担い，1994 年以降は GM, フォー
ド，クライスラーが学会とコンソーシアムを結成し大会

冒頭でも触れたが，近年，ものづくり教育の一環とし

を運営している。スタートはわずか 6 チームであった

て「F-SAE の活用を念頭に置いた教育カリキュラムの

が，現在では全米を東西に分けた 2 大会が開催されてお

設定」が一部の大学において実施されており，その傾向

り，合わせて 200 チーム以上がエントリーする大会へ発

が広がりつつある。本項では，F-SAE を工学教育とし

展している。

て取り組んでいる（単位認定）国内外の各大学の動向に

世界に目を向けると（図 1 参照）
，イギリス（1998 年

ついて，代表的な例を挙げての解説をまとめる。
3.1. 学生フォーミュラの海外事情

より）
，オーストラリア（2000 年より）
，ブラジル（2004
年より）
，イタリア（2005 年より）
，ドイツ（2006 年よ

特に米国においては 20 年以上の歴史がある Formula

り）で同様なフォーミュラ大会が開催されており，日本

SAE® であるが，現在では産学官の連携体制がしっか

の大会はアメリカ，イギリスに次ぐ規模である。特にイ

りと機能しており，200 チームを超える大会運営を行っ

ギリス大会（シルバーストーンで開催）では「class 制」

ている．大会では将来，自動車業界のエンジニアとして

が導入され，独自の方向性で世界大会をリードしようと

活躍を希望する学生のリクルーティングの場としても活

する意気込みが感じられ，また日本大会においても本年

用されており，各国のお手本になっている。このような

度のエントリー数が国内外で 77 チームとなり，本年度

背景において，米国では大学の 80%以上で何らかの形

は上限 65 チームの大会出場枠（書類審査を厳しくす

において F-SAE 活動が単位認定されている。

る）を設定し，次年度以降の class 制導入が検討されて

3.2. 学生フォーミュラの国内事情

いる。

まず，表 1 に第 1 回から第 6 回大会の成績についてま

全日本大会のルールは Formula SAE® に準じ，若干

とめる。ここ数年は傾向として上位チームの入れ替わり

のローカルルールが付随する。学生たちは先ず，100 頁

が少なく，このことは「実力チームは順調に実績を積み

強におよぶ英文資料のルールを把握しなければいけな

重ねているが，下位チームはそれができていない」とい

い。そこには細かな設計基準が示されており，大会では

うことを意味するものと考えられる。特に年毎の成績に

車検において厳密に審査される。

浮き沈みの激しくない上位チームを参考に，上位 3 チー

図 2 は競技種目とそれらの概要をまとめた資料であ

ムの組織的取り組みについて以下にまとめる。

る。静的審査としては，
「コスト」
，
「プレゼンテーショ

Table 1. 大会結果

ン」
，
「デザイン（設計）
」がある。特に「プレゼンテー
ション」では複数の審査官を前に，設計のコンセプトや
取り入れた技術について説明し，質問に対して的確な返
答が要求される。
「デザイン（設計）
」は静的審査の中で
150 点と一番配点が高く，後述の「先行技術開発」と
チームとしての「技術伝承力」が問われる。動的審査と
しては，
「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」
，
「燃費」の各項目
において車両性能が問われる。特に「エンデュランス」
における完走が総合得点に大きく影響する。基本に忠実
な “ 完走できる車両 ” の設計が如何に重要か理解でき
る。また，2009 年度大会では多数のレギュレーション
変更点が確認されている。その一つとして「燃費」の配
点が高くなっており，各大学チームの戦略（何に重きを
置くか）が見所である。

1） 上智大学

上智大学チームは過去 6 回の大会で 4 回

（2006 年度から 3 連覇）総合優勝の実績を有し，国内最
実力チームであると言える。同大学の F-SAE 活動の歴
史は古く，2000 年の米国大会にアジアから初めて連合
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チーム（神奈川工大，国士舘大，上智大，都立航空高
専，日本大）を結成して参戦し，新人賞（28 位 /104
チーム）を獲得している。40 名程度のメンバーで，鈴
木隆准教授と小栗康文技官の 2 名指導体制である 4)。

Fig. 4. 東京大学チーム 2008 マシン 6)
ては特に準備されていないが，ものづくり教育の一環と

Fig. 3. 上智大学チーム 2008 マシン 4)

して「機械機能発見」
（集中講義形式）がある。
「機械機

総合大学の利点ではあるが，理工系学生と文系学生が

能発見」科目とは，模型車両（プラモデル）の製作を通

チーム内に巧く混在していて，その役割分担においても

じて自動車工学を学ぶ試みであり，車両運動性能やサス

“ 技術班とマネジメント班 ” に分けられている。理工系

ペンション設計などに関する内容を模型ではあるが “ モ

学 生， 特 に 機 械 系 の 学 生 に と っ て は， 例 え ば FA

ノを通じて体験学習できる ” ように工夫された科目であ

（Faculty Advisor）教員の研究室で F-SAE 関連の卒研

る 10)。F-SAE を直接意識したプログラムではないが，

が場合によっては可能ではあると思われるが，カリキュ

自動車設計を例にした有用なものづくり教育の一つであ

ラムの中に F-SAE 活動と関連する内容は特に準備され

ると考えられる。

ていないと思われる。
2） 東京大学

チームの発足は FA を務める草加浩平教

授による呼掛けから始まった。現在は 50 名程度のメン
バーでチーム構成されており，国立大学では珍しく
F-SAE 活動が単位認定されている。具体的には，大学
初学年における機械工学ゼミにおいて単位取得が可能で
あ り， さ ら に 産 業 機 械 工 学 科 で は 草 加 研 究 室 に て
F-SAE 関連で卒研等の取り組みが可能と思われる 5）。
しかし，F-SAE を意識した関連科目のカリキュラム構

Fig. 5. 金沢大学チーム 2008 マシン 7)

成には至っていないと思われる。現状では体験学習的な
扱いとして，上記のゼミ内容の一部（テーマの一つ）と
なっている。

さらに上記以外の上位実力チーム数例について調査し
た結果に基づき，F-SAE の教育プログラムとしての効
果について述べる。

3） 金沢大学

2002 年のチーム発足以来，2005 年度の

全日本大会で総合優勝し，2007 および 08 年大会では 3

4） 神奈川工科大学

位になっている実力チームの一つである。榎本啓士准教

変参考になるところが多い。まず，2007 年度に新設さ

授を FA に，約 40 名程度のメンバーで構成されている 7)。

れた自動車開発工学科は，まさに F-SAE を本格的に教

榎本研究室に配属されたメンバー（4 年生）は F-SAE

育プログラムとして取り入れた国内における先進モデル

の内容を卒研として取り組むことが可能であり，研究内

と言える。先に述べたが，神奈川工科大学チームの歴史

容の学会発表なども積極的に行っている

8-9)

．

神奈川工科大学の取り組みには大

は 2000 年のアメリカ大会参戦から始まっており，国内

1-3 年生における F-SAE 関連の教育カリキュラムとし

でも有数な実力チームの一つである。自動車開発工学科
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の前身であるシステムデザイン工学科当時から F-SAE

14)

。該当科目のビジョンは，
「社会の教育力を大学へ」
，

を意識したカリキュラム構成・運用が実施されており，

「学生が主体であり教員は助言者」といった内容であ

当時は「システムデザインプロジェクトⅠおよびⅡ」と

る。テーマとしては座学ではなく「活動」が求められて

して各 2 単位が履修可能となっていた 11）。また，卒業

いるということで，F-SAE 活動（Doushisha University

研究においても FA の経験もある石濱正男教授の研究室

Formula Project: DUFP）そのものが授業テーマに選定

では，F-SAE を研究対象に精力的な取り組みが行われ

されている。発足当時の様子としては，同志社大学は第

ている 12)。

1 回大会（2003 年）から出場していたものの，第 2, 3 回

現在の自動車開発工学科では，座学科目が充実して

大会では初年度の 14 位から順位を下げ，第 3 回大会で

「自動車システム開発概論」
，
「自動車エンジン工学」
，

は車検不通過という結果に終わっている。ところが，

「自動車製品デザイン計画」などがあり，実習・実験・

「プロジェクト科目」の新規設定で文理問わず 20 名程度

演習系では「プロジェクト入門，Ⅰ～Ⅴ」
，
「自動車シス

の学生が該当科目を履修し，もとよりプロジェクトに参

テム実習」
，
「自動車開発ゼミ」といった取り組みが行わ

加していた学生（高学年次）を合わせると 30 名規模の

れている 13)。

トップチームと遜色のない構成要員となったことが報告

また，圧巻なのは設備の充実さである．F-SAE のた

されている 14)。F-SAE の単位化が功を奏して，チーム

めの専用ガレージは当然のこと，車両のセッティングに

の技術力向上が図られている良い例であると思われる。

必要なシャシーダイナモ試験装置を代表する設備が自動

また，卒研としての取り組みは，特別行われていない様

車関連企業並みに整っている。世界的にも施設の充実度

子である。

としてはトップであろうと思われるが，環境が非常に

ここで一つのポイントは，F-SAE を題材にした上記

整っている中，F-SAE プロジェクトの運営としては毎

該当科目の指導は企業（㈱堀場製作所）によって実施さ

年，全日本大会（9 月）とアメリカ大会（翌年 5 月）の

れていると言う点である。企業から大学に人材を送り込

掛け持ちをしているようである。それを実現するために

み次世代の教育を行い，大学はプロジェクト科目実施に

大学や OB・OG による組織的な資金のバックアップ体

必要な資金的援助を行う－このような大学・企業のマッ

制が整っているものと考えられ，大学全体がビジョンを

チングは先進的な試みであると考えられ，地域を巻き込

持って取り組んでいる私立大学の良い例であると思われ

んだ総合教育として方向性が明確であり，本学にとって

る。

も非常に参考になる例であると思われる。これまでに
は，例えば本田技研工業 ( 株 ) や日産自動車 ( 株 )，ヤマ
ハ発動機 ( 株 ) といった F-SAE をサポートする大手企業
が主催する技術系セミナー（座学や製作実習）は定期的
に開催されているが，特定の企業が特定の大学と連携し
て，授業として取り組んでいる形態は他に例がないと思
われる。
6） 芝浦工業大学

同大学の取り組みは F-SAE 関連の

複数の講義科目をカリキュラムに組み込んだ先進的な例
であると言える。最近ではいくつかの大学において，い
わゆる「体験型実習」の位置付けで F-SAE の単位化が
試みられている一方で，講義科目を中心に自動車設計の
基本からマネジメントに関することまでをカリキュラム
に盛り込んだ指導体制が整っている 15）。具体的には，
「プロジェクトマネジメント」
，
「モビリティ工学」
，
「創

Fig. 6. 神奈川工大自動車開発工学科の施設 13)
5） 同志社大学

生設計」
，
「ものづくり工学」といった科目群が F-SAE

同志社大学では，
「プロジェクト科

関連科目として構成されている。岡村宏教授を中心に教

目」と称する授業で F-SAE の単位化が試みられている

員 2-3 名が F-SAE に関わり，30 名弱のメンバー構成で
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する PBL プロジェクトの解説資料を挙げておく（図 7）
。

とりわけ林義正教授による「ル・マン参

戦」16) が大きな目玉となっているが，3 つある機械系学
科のうち動力機械工学科を目指して入学して来る学生の
大半が「ル・マンプロジェクト」が目当てとのことであ
る。同学科の特徴は，“ モータースポーツを一つのキー
ワード ” として，上記プロジェクト以外に F-SAE にも
取り組んでいる。自動車に興味を持った学生が集まって
いるという環境もあるかと思われるが，東海大学チーム
は “ 学年毎に 20 名程度のメンバー構成 ” で，1 年生から
車両設計に取り組み，2 年生後半で車両完成させて，3

Fig. 7. 横浜国立大学におけるものづくり教育 19)

年生で大会へ臨むという他大学には真似のできないスタ
イルにて取り組みがなされている。すなわち，同じ大学

4. 本学の F-SAE に対する取り組み

に 3 チームないし 4 チームが存在し，3 年次に全日本大
会へ参戦，4 年次には米国大会を中心とした国際大会へ
参戦がサイクルとして定着している。

本項では，湘南工科大学における F-SAE の取り組み
について紹介する。先にも述べたが，最近では一部の国

動力機械工学科のシラバスを見ると F-SAE を特別意

立大学においても F-SAE 関連の科目設定および卒研で

識したものでなくても，車両作りに関連した科目とし

の取り組み等，F-SAE に対して教育プロジェクトとし

て，
「自動車工学」
，
「レーシングカー工学」
，
「カーデザ

ての価値を認識し，それを利用する体制作りが進められ

イン」などが挙げられる 17)。F-SAE の活動自体は同大

ている。私立大学においても大学に合ったカリキュラム

学の「チャレンジセンター」が管轄する数あるものづく

設定，将来ビジョンを明確にしたものづくり教育への実

りプロジェクトの一部となっており，
「チャレンジセン

践的な取り組みについて，他大学との差別化を図るため

ター科目（体験型実習）
」科目の単位認定が行われてい

にも必要であると思われる。座学と実習の有機的な組み

る 18)。

合わせについて，F-SAE を題材に工学教育プログラム
を構成することは米国の成功例において実証されてい

8） 横浜国立大学

チーム事情は 30 名程度のメンバー

る。

構成で，毎年上位の成績を修める実力チームである。国

4.1. 発足の精神

立大学では珍しく F-SAE を題材とした科目設定が成さ

本学における F-SAE の取り組みは，2007 年 1 月に実

れている。その背景には，文部科学省が掲げる「産学連

戦向きの中堅自動車技術者を育てる学科横断的コースと

携による高度人材育成事業」のひとつで教育プログラム

して，自動車（小型 Formula）製作をカリキュラムに

の開発を委託する「ものづくり技術者育成支援事業」に

取り入れた「自動車製作コース」を開講することを目的

対して，平成 19 年度に申請した「実践的 PBL（Project

とした企画を機械デザイン工学科より提案したことに始

Based Learning）ものづくり教育の拠点形成」が採択さ

まる。当時の状況は，受験生の多くが自動車の設計やそ

れたことが挙げられる。その教育プログラムの一環で，

のものづくりに興味を持っていたにもかかわらず，本学

自主活動であった F-SAE が正課教育となった．
「フォー

にはそのニーズを満たす受け皿学科やプログラムが無

ミュラカー設計製作」という科目において，車両作りに

かったこと，そして，受験者減少に対応できる魅力ある

関わるプロジェクト管理から設計の基本（詳細）までが

プログラムが必要とされていた。その後，様々な制約か

半期の授業内容となっている 19)。卒研での取り組みにつ

ら本学の取り組みは，先ず自動車製作技術の蓄積と

いては行われていない様子であるが，同大学の資料を参

F-SAE 参加実績つくりを目的として，機械デザイン工

考にすると，ものづくり教育を重視したビジョンが垣間

学科の教員と学生を中心とした F-SAE プロジェクトと

見られ，その点においては同じ国立大学の東京大学と方

して発足した。自動車製作は総合的な技術や知識が必要

向性が一致していると考えられる。以下に同大学が実施

とされるため全学科的取り組みが好ましい。また，学生
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の勉学意欲の向上，社会性豊かな人材教育そしてものつ

が，結局は 9 月の本番に車両製作が間に合わず，辞退せ

くり実践力養成に F-SAE プロジェクトは最適な教育シ

ざるを得ない状況であった。すなわち，実質 2 年計画と

ステムである。近い将来，是非，当初の目標である全学

なってしまった。

科横断的教育プログラムに育てて行きたい。
4.2. チーム体制
発足当初は 20 名強の学生が本プロジェクトに参加し
ていたが，現在は 11 名である。どこの大学チームも同
じであると考えられるが，フォーミュラという言葉の華
やかさに惹かれて賛同する学生は実際の活動において苦
労を避ける傾向にあり，チームの結束を乱す要因になり
兼ねない。現状のメンバーは，苦労は承知でフォーミュ
ラカーを作ってみたいという学生たちであると考えられ
る。
少ないメンバーでは当然，一人の負担が大きくなって

Fig.9. 7 号館の製作工房

しまうが，図 8 に示すように，大枠ではフレーム班と駆

4.3. CAD および CAE

動班に分かれて，フレーム担当はシャシー，足回り，カ
ウル，駆動系担当はミッション，エンジンまわりがそれ
ぞれ仕事内容である。

現在，本学チームでは車両設計用 CAD ソフトとして
SolidWorks® を使っている（図 10 参照）
。学科におけ
るカリキュラムでは Inventor® を使っているが，CAD
のファイル管理と CAE へのシームレスな移行（使い勝
手）を考えると，SolidWorks® の方が有利な点が多い。
SolidWorks® では，構造解析，流体解析が統合されて
いる COSMOS® という CAE ソフトがそのまま利用可
能であり，汎用 CAE として有名な ANSYS® と同等な
解析が可能である。
F-SAE では，エンジンの給排気管の設計やフレーム
を代表とする構造計算（応力解析）
，チームによっては
空力設計に及ぶまで CAE を利用しており，大会でのス
ポンサー賞の一つに CAE を設計に有効利用したチーム
の表彰なども行われており，今後の F-SAE にとっては
重要な部分になると考えられる。CAE は便利な反面，

Fig.8. チーム組織図
製作場所は 7 号館 1 階の一角を利用させてもらってい
る。図 9 は車両製作のスペースである。幸いにも大学か
らの 2008 年度特別予算の採択が決定し，車両製作に必
要な基本的な装置・備品の一部を準備することができ
た。このような環境は通常の大学チームと比較すると恵
まれた環境であり，学生たちはそれを理解して活動に取
り組む必要がある。
F-SAE の立ち上げは，平均 2 年の期間を有すると言
われている．本学のチームも昨年の夏頃から取り組ん
で，今年の大会にエントリーし，書類審査（合計 3 回の
レポート提出）を通過して大会の出場権を得たのである
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解析結果を吟味して設計にフィードバックする際は，材

施などが重要である。大会における技術紹介のパネル

料力学や構造力学，流体力学などに関する基礎力を駆使

は，チームの実力を表す指標になっている 20)。

することによって強力なツールとなる。

5. 車両設計の流れ

本学チームの学生たちも CAD に関しては数ヶ月で基

5.1. 車両コンセプトとベンチマークテスト

本的な操作方法をマスターしたが，CAE による解析に
対しては細かな指導が必要である。全体的な傾向とし

各大学チームは 9 月の大会へ照準を合わせて，約 1 年

て，最近では汎用 CAE ソフトだけに依らず，エンジン

間のスケジュールを立てる。経験のあるチームは 9 月の

シミュレーションや運動シミュレーションといった個別

大会終了後，次のマシン製作にデータを反映させるため

の CAE も設計に重要な要素となってきている。

性能試験（走り込み）を行う。ここで得られたデータは

F-SAE 大会では，車両を作ることが第一ではあるが，

改良のための重要な資料となり，次年度のマシン製作コ

デザイン（設計）の審査も配点が高いので，チームの技

ンセプトが決められる。また，平行してベンチマーク設

術力を示す解説用のパネルを如何に充実させるかがポイ

定が行われ，現行マシンのレベルと次年度の目標が確認

ントである。そのためには，車両設計に関する学生たち

される。

の個人的な努力による知識の修得，定期的な勉強会の実

図 12 は本学チームが作成した 2006 年度データに基づ
くベンチマークテストの結果である。2007 年度ベンチ
マーク結果では，初参加チームで全ての動的審査を受け
たチームは無い（得点がゼロ）ことから，2006 年度の
成績においてベンチマークを設定すると，基本に忠実な
完走できる車両製作を目標に総得点としては 500 点レベ
ルに照準を合わせ，本学チームはルーキー賞の獲得を狙
うことになった。図 10 の結果からも分かるように，完
走できれば順位はついて来るものと考えられる。
5.2. 車両開発日程の作成
企業における製品開発と同様に，F-SAE においても
車両には大変重要な要素となる。まず，開発日程の種類

Fig.11. 横浜国立大学チームの 2008 大会ブース

として製作に関する開発日程の作成・管理は，目的達成

Fig.12. 2006 年度結果を用いたベンチマーク
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のため「大日程」
，
「中日程」
，
「小日程」に分けて，スケ
ジュール管理を行う。大日程は 1 年間のイベントを盛り
込んだ基本スケジュールであり，チーム責任者および
チーム全体の運営を担当する者が利用する。また，大会
に参加（出場）するために絶対守らなければならない大
項目の明確化と最終期日をメンバー全員が把握するため
のものであり，マスト要件を網羅する必要がある。中日
程は部品毎の開発内容を示した小日程に対して，部品同
士の関連性を明確にするものである。具体的には，駆動
系，足回り系，フレーム系，電装系，計測・評価といっ

Fig.13. YAMAHA 社製 T-MAX のエンジン 21)

たまとまった開発要素に対して，製作・開発期間を明確
にした日程である。小日程は各開発要素の部品単位にお

を考慮した高度なエンジンチューニングが要求され，バ

けるスケジュール管理である。中日程を有効活用するた

ルブ開閉タイミングとピストン－シリンダ系の圧力特性

めにも，小日程において「どこから（誰から）
，何の情

（負圧波と正圧波の関係：慣性吸気の効果）を利用した

報を「いつまでに」もらうか（インプット）
，そして

計算が必要である 22, 23）。一般に F-SAE 大会では走行

「いつ出す」か（アウトプット）を明確にすることがポ

コースの特性上，エンジン特性として低・中回転領域で

イントである。また，部品設計・製作の担当者が分かる

の高トルクが求められるため，ECU のセッティングを

ように責任を明確化することは，学生の気持ちを引き締

最適化し，過給機を備えて低・中回転領域のトルク特性

めると同時にやらされ感覚ではない，自主性を育てる意

のフラット化を狙った試みがなされている。
5.4. 製作の実際

味合いがある。
経験のある大学チームにおいては，9 月の大会が終わ

実力大学チームでは，フレーム製作に関して専用の溶

ると同時に新体制の組織作りおよびコンセプトが決めら

接装置を自前で使えるような環境にあるところが多い

れ，11 月ぐらいからフレームの設計に入る。また，同

が，本学チームにはそこまでの設備が無い。ましてや学

時に各パーツの設計・製作が始まり，5・6 月を目処に

生たちに溶接のスキルを期待することは，技術伝承が

車両のシェイクダウンを行う。7・8 月は試走会と車両

しっかりできているチーム（溶接ができる要員がチーム

セッティングを煮詰める期間であり，この期間をどれ程

内に複数存在する）を除いて大変難しい。本学チームも

多くとることができるかが鍵となる。

フレーム溶接の実際の作業については，学生たちが大学

5.3. エンジンの選定

近郊の企業スポンサーのところまで出向いて，技術指導

F-SAE のレギュレーションでは 610cc までのエンジ

を仰ぎながらスキルを身に付ける予定になっている。こ

ン搭載が許されている。一般に馬力重視であれば 4 気筒

ういったスポンサー探しも学生たちが主体的に行うこと

600cc クラスのレース用二輪エンジンが有望であるが，

が F-SAE 活動の趣旨ではあるが，現実はなかなか難し

軽量化のコンセプトに対しては単気筒の 450cc エンジン

い。フレーム以外にも自分たちで製作可能な部品につい

を選択するチームもある。本チームでは低重心，低燃

ては，自分たちで図面を作って，機械工場での作業を予

費，CVT 機構を全て満たす動力源として YAMAHA の

定している。F-SAE 大会ではコストの評価もあるので，

T-MAX 用エンジン（2 気筒 500cc，CVT 付）21） を採用

できるだけ外注は避ける必要がある。

している。同様なコンセプトとして東京大学チームがあ

6. F-SAE の工学的教育効果

る。2009 年大会では燃費の配点が 50 点→ 100 点と変更
されるが，CVT, 500cc という選択は狙い目として面白
いと思われる。

これまでに F-SAE の背景，各大学の取り組み，本学
での発足コンセプト，車両作りの一般についてそれぞれ

F-SAE では吸気制限（リストリクター）がレギュレー

述べてきたが，教育プログラムとしてきちんと運用しよ

ションで定められているため，エアボックス内部流れの

うと考えると相当な労力を必要とする。プロジェクトに

流体力学的解析（数値シミュレーションが主流）が必要

携わる学生たちがある程度確保されて（最低 10 名程

である。また，吸気系の設計では大会の走行コース特性

度，実力チームは 30 名程度を確保している）
，尚且つそ
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れぞれの学生が複数年経験することによって教育効果も

つつある。本学の学生たちには，これから F-SAE の歴

倍増すると考えられる。近年では大手企業を含む自動車

史を築いていこうとしている後発隊チーム事情としては

関連企業が，F-SAE を経験した学生の就職を優先的に

比較的恵まれた環境にあることを認識させ，それを十分

扱う傾向が多々見受けられるが，ある企業を例にすると

に生かすことができる学生を育てることが教員の役目で

F-SAE を経験した入社 2，3 年の若手社員をフォーミュ

あると思われる。“ 叩いて響く学生 ” を一人でも多く育

ラ支援のタスクホースチームに抜擢し，社内教育してい

てることが，F-SAE プロジェクトが成功する鍵である

る企業さえある。大学側が考える以上に企業は，F-SAE

と考える。

に対する期待度が高いことが予想される。

7. まとめ

巧く体系化し，教育プログラムとして運用できれば，

−本学チームの目指すところ−

その工学的教育効果は非常に高いことが予想される

上述した実力上位チームに共通して言えることは，組

F-SAE であるが，一部の私立大学を中心に大学として

織として十分に機能していることは疑いもないことであ

取り組む姿勢を前面に出してプロジェクトを推進してい

ると感じられ，その組織運営に関してポイントを挙げる

る大学チームは，どこも好成績を修めている。本学チー

と，2, 3 年先に車両搭載の実現を目指して「先行技術の

ムの学生たちも企業に出向いて自分たちの設計思想をプ

開発」が組織的に進められているということである。こ

レゼンし，エンジンのスポンサー獲得をはじめ，授業で

こで言う先行技術開発とは，一般に資金力のない学生

は習っていない車両作りの基礎を自ら習得すべくスキル

チームが本格的なレーシングチームが行うような開発と

アップに励むなど，F-SAE を通じて一定の成長（変化）

同様なものができる訳がなく，既存技術ではあるがそれ

は認められるが，他大学チームと比較して，考えの甘い

らの組み合わせやちょっとした応用を意味する。

部分，頑張りが足りない部分も多くあるのは事実であ

例えば，上智大学の場合，流体解析に基づく車両のダ

る。今後は精神的にも如何に鍛えるかがポイントである

ウンフォース性能の向上を目指した技術開発が特徴的で

と思われる。自らが問題を発見し，それを解決できる人

あり，東京大学の場合は駆動系の電子制御技術の開発，

材育成が理想である。それは，企業が望む人材に直結す

金沢大学ではエンジン性能 up に関する技術開発など，

ると考えられる。

それぞれのチーム（大学）には明確な方向性（ビジョ
ン）が見て取れる。こうした一貫した考えがチーム内に
浸透している（学生たちが認識している）からこそ，技
術伝承がしっかりしており，その結果が大会での好成績
につながっているものと考えられる。
本学をはじめ，F-SAE 参戦への後発隊に属する大学
は，この点を意識することが肝要である。つまり，実力
チームの技術的模倣は部分的に必要ではあるが，それだ
けに終始することなく（これが目的とならないように）
，
理念（一貫した考え）を持った設計において車両製作す
るのが望ましいと考える。競技であることを考えると総
合優勝を目指すことは一つの目標となるが，技術の積み
重ね無しに到達することはできない。また，数値目標は

Fig.14. 教育体制（理念）

一般に分かり易い指標と成り得るが，本競技の場合には

図 14 は F-SAE プロジェクトによる理想的な教育体系

その目標達成のアプローチに王道はないため，数値目標

を表しているが，現在，元日産自動車の渡邉非常勤講師

をコンセプトとして掲げることは大変難しい（意味が無

によるプロジェクト実習 A・B において，プロジェクト

い）と感じている。

参加予備軍のモチベーションアップを目的に，企業の見

工学教育として F-SAE を考えると，設計の基礎およ

学や車両設計の基礎を学ぶ体制作りを整えている。ま

びプロジェクト・マネージング，技術者倫理など複数の

た，実際の車両製作に関しては，地元企業を中心に技術

関連講義科目を設定し，設計に対する考え方（エンジニ

支援を依頼し，座学と実習のリンクについて体制が整い

アとしての素養）を徹底し，1，2 年生を対象とした体
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学生フォーミュラプロジェクトによる実践的ものづくり教育
験型実習においてはチームを組んでものづくりに取り組
み，協調性やものづくり自体の楽しさを実感できるよう
なカリキュラムを配置し，3，4 年生では F-SAE 活動に
て実践する（総合力を鍛える）といった教育システムが
理想的と考える。その際，特に 1，2 年生には高学年に
おける専門科目への誘いとして，ものづくりに興味を
持ってもらう，工学部の学生としてのモチベーション向
上に寄与するような教育を実践できる体制作りがポイン
トであると考えられる。
近年，各方面で F-SAE の紹介記事ほかを目にするよ
うになってきた。エンジニアとしての素養を教育するだ
けでなく，就職までをトータルに考えた工学教育を実現
することができる一つの可能性が F-SAE プロジェクト
にはあると考えている。巧く回るためには数年は必要と
思われるが，大学の使命として社会に誇れる学生を輩出
するためにも湘南工科大学発のオリジナル教育プログラ
ムとして本プロジェクトを確立し，全学的学科横断的に
発展・充実させたいと考えている。
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