
１．まえがき

　「全日本 学生フォーミュラ大会─ものづくり・デザイン

コンペティション─」は，（公社）自動車技術会（JSAE：

Society of Automotive Engineers of Japan）が2003年から

毎年主催し，今年９月で第15回目を迎える．大会では，大

学，短大，高専などの学生たちがチームを組んで，自ら構

想・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，ものづくりの総合力を競う．

　競技では加速，ハンドリング，耐久性といったタイムを

競う走行性能に加え，商品としての車両のコンセプト企画，

設計，製造を含むマーケティングやコストを意識したクル

マ作りのプロセスが，プレゼンテーション能力とともに総

合的に評価される．学生たちにとっては，ものづくりの厳

しさ，楽しさ，喜びを経験する中で，チームマネジメント

やコミュニケーション能力を養うよい機会となる．本大会

はこの学生主体の活動を産学官民で支援して，自動車技術

ならびに産学の発展・振興に資する人材を育成することを

趣旨としている．

　本稿では，この大会のコンセプトや概要，これまでの活

動状況を紹介し，クルマ作りを通じた教育的価値および技

術者育成への貢献について述べる．

２．開催の経緯および競技会のコンセプト

　全日本 学生フォーミュラ大会は，米国のSAE International

が1981年から毎年開催してきた「Formula SAE®」をモデ

ルとしている．自動車技術に関心があり，工学関連分野で

の活躍を目指す学生に対し，ものづくりの実践の場を提供

することにより，世界に通用する次世代のエンジニアの育

成と，その土壌作りに寄与することを目的とする．

　米国のFormula SAEは，学生教育プログラムとして日

本でも以前から注目され，2000年には５大学１高専の合同

チームを結成してアジアから初参戦し，参加104チーム中

28位の成績で新人賞を受賞した．以来，2001年には合同・

単独大学の各１チーム，2002年には単独３大学が挑戦して

実績を上げた．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年に行われた後，2003年９月に本大会

が富士スピードウェイにて開催された．現在は，Formula 

SAEシリーズとして世界８カ国で11大会が開催されてお

り，日本も2012年にシリーズへ加入し，2013年より正式に

シリーズ大会として位置づけられている．

　学生たちは，大会でのより良い成績を目指して創造し，

チャレンジする．これにより，自己能力の向上とともにチャ

レンジ精神，技術者魂を備えた学生が育つ場を与えること

が，この大会の最大の狙いである．さらに，国内および海

外チームメンバーや，企業からボランティアとして参加す

る運営スタッフとの交流が促進され，国内外および大学・

企業を超えた様々な考え方，マインドに触れられることも，

本大会の重要な意義である．将来を担う有能な人材発掘の

場が提供されることで，企業にとってもメリットが大きい．

３．競技の概要

　学生が製作する車両は，アマチュアの週末レーサーに販

売することを仮定している．したがって，加速性能，ブレー

キ性能，操作性能が優れているとともに，低コスト，メン

テナンスが容易，信頼性に富み，さらに美しさ，快適さ，
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市販品を用いて市場性を高めることが要求される．また，

学生の知識や独創性，構想力を的確に評価できるように，

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

約は必要最小限としている．

　競技では，ガソリンエンジン駆動のICVクラスと電気

モータ駆動のEVクラスが設けられ，それぞれのクラスに

おいて車検ののち表１に示す静的および動的審査を実施

し，各種目の合計ポイントで総合性能を競い合う．

　車検では，技術検査でルールに定められた車両の安全・

設計要件の適合性を確認し，チルト検査では車両を45度傾

斜させた際の燃料漏れおよびドライバーが乗車して60度傾

斜で転覆しないことを確認する．ICVクラスの騒音検査で

は所定条件で排気音が110dB以下でなければならない．さ

らに，４輪ブレーキを確認・検査し，EVクラスでは電気

的安全性とレイン時を含めた絶縁を確認する．

　静的審査では，実際の生産活動で重要なコストについて，

年産1,000台を仮定した計算テーブルを提出し，その妥当

性の確認とともに，リアルケースシナリオとして指定した

部品の製造工程などの口頭試問を行い，それらの知識・理

解度を評価する．またデザインでは，事前提出書類と製作

車両に基づいて，設計の適切さ，革新性，加工性，整備性，

組立性などを口頭試問により審査し，さらに『市場要求に

合った車両の製造・販売を含むビジネスプランを会社役員

へ納得させる』という仮想の状況の下に発表を行い，学生

のプレゼンテーション能力を評価する．

　動的審査では，パイロン（カラーコーン）を配置して設

定した様々なコースで車両を走行し，タイム競争を行う．

車両がパイロンに接触した場合は各0.2秒のぺナルティー

が課せられる．アクセラレーション種目では，各チーム２

名のドライバーが，幅３mの直線コースをそれぞれ２回，

計４回走行し，距離75mでの加速タイムを競う．スタート

時のタイヤの空転を抑えることと，駆動力性能が試され，

上位チームでは４秒台前半のタイムとなる．続いて行わ

れるスキッドパッド種目では，コース幅３mの８の字コー

スを２名のドライバーがそれぞれ右旋回・左旋回し，平均

周回タイムによりコーナリング性能を競う．車両の旋回性

能とスキルが試され，上位チームは５秒を切るタイムで走

行する．また，オートクロス種目では，幅4.5～５mで直

線・ターン・スラローム・シケイン（連続急カーブ）など

を含む約800mの複合コースを，2名のドライバーがそれぞ

れ２周，計４周走行してタイムを競う．車両のハンドリン

グ性能が問われ，特にスラロームでは多くのパイロン間を

走行するため慎重なドライビングが求められるが，平均速

度は40～48km/h，最高速度約105km/hに達する．最終種

目のエンデュランスでは，幅4.5～５m，１周約1,000mの

複合周回コースを２名のドライバーが中間点で交代して10

周ずつ計20km走行し，走行性能，耐久性など車の全体性

能と信頼性を競う．オートクロスと同様，最高速度は約

105km/hに達し，平均速度48～57km/hで走行される．交

代の際には，ICVはエンジンを，EVはトラクティブシス

テムを停止させ，車両の熱上昇による再スタートに注意が

必要となる．オートクロスと違って複数台走行のため追い

越しエリアが追加され，最後まで集中力を保ちパイロンへ

の接触ペナルティーをいかに最少とするかも鍵となる．さ

らに，エンデュランス走行時の燃料・電力消費量により効

率を競う．

表１　審査種目概要（第15回大会）

種目 概要 ポイ
ント

車検

技術検査 安全性やフレームなどの作り方 ─

電気車検 【EVのみ】電気的な安全性 ─

チルト ガソリン・オイルなどが漏れないか ─

騒音 【ICVのみ】排気音レベル ─

ブレーキ ブレーキの効き具合 ─

レインテスト 【EVのみ】絶縁されているか ─

静的
審査

コスト コスト算出の妥当性/競争力 100

デザイン 設計の適切さ，革新性，加工性，補修性等 150

プレゼンテーション 製造販売のためのプレゼンテーション技術 75

動的
審査

アクセラレーション ０～75mの加速性能 100

スキッドパッド ８の字コースのコーナリング性能 75

オートクロス 直線・ターン・スラロームのコース走行性能 125

エンデュランス コースを約20km走行し，走行性能，耐久性 275

効率 エンデュランス走行時の燃料消費効率 100

図２　チルト検査（左）および騒音検査（右）の様子 図３　デザイン審査（左）およびエンデュランス（右）の様子
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　大会における成績は，静的・動的審査の各種目における

ポイントに基づいて評価され，様々な観点から表彰される．

総得点やクラス毎，静的審査のみ，全ての審査の完遂・完

走などの総合表彰，および種目別表彰のほか，ルーキー賞，

ジャンプアップ賞などの特別表彰があり，合計26種類もの

賞が授与される．受賞により１年の苦労が報われると同時

に自信と感謝の気持ちが芽生え，また次の大会に向けて全

てのチームにそれぞれの特徴に応じた目標ができる．

４．大会ルールの概要

　車両の主な設計および安全の要件はFormula SAEの

ルールに準拠し，一部，日本大会用のローカルルールが定

められている．主な一般要件は下記の通りである．

・タイヤがカウルで覆われていない，オープンコックピッ

トのフォーミュラスタイルの４輪車両

・ホイールベース1,525mm以上．トレッドはフロント・リ

アの大きい方に対し75％以上．ホイールは８インチ以上

・コックピット開放部を除き，車両前端からメインロール

フープ又はファイヤーウォールに至る間のドライバーコ

ンパートメントに，開口部があってはならない

・ドライバー保護で，フロント・リアのロールフープ，バ

ルクヘッド前方のクラッシュゾーン，サイドプロテク

ション，フレームメンバー等について構造・材料など詳

細を規定

・ブレーキは４輪全てに作動し，独立２系統の液圧回路を

有する．ブレーキペダルのすっぽ抜けを検知し，エンジ

ン停止するスイッチを装備

・拘束システム（５又は６点式シートベルト），保護用具（ヘ

ルメット，スーツ，手袋など），視認性，ヘッドレスト，

ドライバー脱出５秒以内，転覆安定性，防火壁，消火器

等について詳細を規定

ICVクラスには，

・４サイクルエンジンで排気量710cc以下．オリジナル設

計の過給機の装着は可．リストリクター（吸気流量制限

装置）の最大直径は20mm

・排気音量は，排気口から水平面45度，50cmの位置にお

いて所定の回転数で110dB以下

・燃料タンクはメインフープと車輪を結ぶ面の内側に装備

EVクラスには，

・最大公称作動電圧は600VDC

・バッテリー最大電力は，100msを超えて連続的に80kW

以下，もしくは500msの移動平均値が80kW以下

・回生は許されるが時速５kmを超える車速で作動

　なお，製作車両の構成部品については，安易に市販品等

を用いず，出来る限り学生自らが製作することを方針とし

ている．また，プロの技術者・研究者から情報を入手する

のは許容しているが，設計の決定や設計図の描画，等を依

頼することは許されない．

　大会運営の最優先事項は事故のない安全な大会であり，

そのため安全性を確保できる組織体制による運営が行なわ

れ，厳格で緻密なルールを設けている．しかし，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最小限にしている．

　チームメンバーは18歳以上の大学院，大学，短大，高専

もしくはこれらに準ずる教育，訓練機関の学生が対象で，

９月の競技会開催を前提にその７ヶ月前までに卒業した者

は参加資格を有する．さらに，チームには各メンバーの所

属学校の常勤教職員をファカルティ・アドバイザー（FA）

として登録する必要がある．FAは，学校代表としてメン

バーの安全面・健康面・行動面および引率を含めた指導・

監督を行い，大会期間中は常時，チームと行動を共にしな

ければならない．FA不在の場合は大会参加が認められず，

FA不在期間中は，チームピットでの作業および審査への

参加が認められない．さらに，EVクラスでは，電気シス

テムや制御システムに関する知識・経験を有する電気シス

テムアドバイザー（ESA）が置かれ，大会期間中は電気

システム監督者（ESO）としてチームに帯同する．

　なお，参加者には年間を通じ製作・輸送・展示・試走な

どにおいて有効な傷害医療保険に加入することが強く推奨

され，大会期間中は全ての参加チームメンバーとFA等に

加入が義務付けられ，参加者全員からの免責同意書を主催

者に提出することが求められる．

５．審査のスケジュールと車両製作

　大会までの主なスケジュールを，本年度の第15回を例に

述べると，まず，参加申込み受付を１月10日に開始，１月

27日に締め切られ，２月１日に受付リストが大会公式サイ

トhttp://www.jsae.or.jp/formula/jp/にて発表された．大

会参加チームは，代替フレームおよびICVの電子スロッ

トル制御（希望のみ）の申請を２月24日までに終えた後，

図４に示す流れで書類の提出・選考・審査が実施され，９

月５日からの大会本番を迎える．

　以上の制約とスケジュールの下で，学生たちは目標に適

合した車両の設計・製作に挑戦する．クルマ作りを通して

実践的な問題解決力や応用力，旺盛な行動力やマネジメン

ト能力など，教室では培うことが難しい貴重な経験を積む

ことになる．

　筆者の所属する京都大学のチームKARTでも，本大会終

了直後から出場車両の強みと弱みを確認し，次年度に向け

た車両設計に取り掛かる．車体構造や操作系の配置，整備

性，等を考慮して車両を特徴づけるパラメータを決定し，

シャシ班，エンジン班，エアロダイナミクス班に分かれて
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設計方針を立てる．シェイクダウンの目標から逆算して外

注部品の設計，発注，フレーム製作などの予定を立て，メ

ンバー全員が車両全体を常に意識して各パーツの設計を急

ぐ．その間，車両運動勉強会やサスペンション設計講習会，

静的審査対策交流会での車検講習やデザイン・コスト・プ

レゼンテーション分科会，等に参加して，座学・実地研修

とともに他校の取り組みを知って刺激を受ける．また，開

発・設計・製作・評価の各工程に活用するシミュレーショ

ン・設計解析ツールSOLIDWORKSの講習会に参加し，３

次元CADや流体解析CAE，構造解析CAEの講習を受講し

てその使い方や機能について学ぶ．設計の過程ではこれら

を最大限に利用し，有限要素法によるフレーム強度計算，

および数値流体力学による流れ解析によるエアロパーツ選

定や翼形状の最適化を行う．さらに，エンジン整備講習会

では，実際に使用するエンジンの特徴を開発者から直接講

習いただくとともに安全な作業方法やエンジンの分解・組

み付けを学び，ドライビング講習会では，本格的なサーキッ

トを使用して様々な走行スキルを磨く．

　これらのイベントへの参加と平行して車両の製作を進

め，通常５月にはシェイクダウンを済ませるとともに，デ

ザインレポート，コストレポート，等の様々な提出書類を

作成・提出する．また，車検勉強会を行って個々の車両に

応じた詳細な車検対策を進めるとともに，エアロデバイス

の製作を進めながら走行会を重ねて，トラブルの洗い出し，

信頼性の確保とドライビング練習を行う．書類選考通過発

表を受け，スーパーチャージャー，エアロデバイス等を製

作・組み付けて車両を完成させ，シェイクダウン証明を提

出し，いよいよ９月の本番を迎える．

　このように，学生たちはチームを構成し，様々な課題に

対しメンバー全員で分担・協力して取り組み，自らが主体

となって丸１年かけて製作した自分達のフォーミュラカー

を大会で披露する．これにより，学生の自主的なものづく

りの総合力が育成され，学校教育と連携する実践的な学び

の場としての教育的価値が高められる．ただし，その過程

では多くの関係者の協力・支援があり，正に産官学民の連

携の下に成立しているといえよう．

６．開催内容とその変遷

　第１回大会は，2003年に富士スピードウェイにて開催さ

れた．そこでは国内チームのみの参加とし，日本語のみで

大会を運営することによって，スタッフによるチームの指

導・監督の徹底と，第２回以降の海外チーム受け入れを目

指して大会運営ノウハウの蓄積が図られた．17チームが参

加し，NHK「おはよう日本」で会場から生中継されるな

どメディアなど各方面からの賛同を得て，今後の発展が大

いに期待できる結果となった．

　第２回は，ツインリンクもてぎにて米英韓の３チームを

含む28チームが参加して行われ，今後の国際化への基礎固

めができた．第３回は再び富士スピードウェイにて開催さ

れ，四国・九州からを含め41チームの参加に急増した．第

４回は第１回FISITA Formula SAE World Cupを兼ねた

初の国際大会となり，米英豪での優勝もしくはそれに準ず

る成績を収めたチームが招待された．会場は，2002FIFA

ワールドカップの会場にも使われた小笠山運動公園エコパ

が選定され，これ以降の大会は地元の静岡県の後援を得

て，全てエコパで開催されている．第５回では北海道・東

北からの初参加を加え，翌年の第６回以降は車両数増加に

伴う対策として，設計資料であるデザインレポートとデザ

インスペックシートによる書類選考を大会開催前に行って

いる．

　第６回では，海外とくにアジアからの参加の急増を受け

77チーム（うち海外15チーム）がエントリーしたが，出場

は66チーム以内とし，不通過チームには次大会に向けての

フォローアッププログラムを大会会場で実施した．第７回

図４　第15回大会（2017年）の書類提出・審査の流れ
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以降もエントリー数は増え続け，第８回では本大会参加出

場枠を75チームまで拡大するとともに，シェイクダウン証

明書の提出を義務化して車両完成度を確認し，事前車検を

含め大会期間を４日間から５日間とした．また，第９回か

らは掛川市と袋井市の後援も得られることとなった．

　EVクラスについては，第７回から試作車のデモ走行を，

第８回では模擬車検を行って検討が進められ，第10回の

EVプレ大会を経て，第11回から競技が実施された．最初

は海外１チームを含む８チームがエントリーし，うち５

チームが本戦に進んだ．

　2011年の第９回大会は，３月の東日本大震災で多くの自

動車関連企業が被災し，復旧に努めている中であったが，

技術者育成の思いで審査は滞りなく行われ，参加チームも

減ることなく予定通りに開催された．翌年の第10回ではエ

ントリーチーム数は若干減少したものの，今後のEV大会

開催を見据えて，ルール策定や改正に積極的に関わってい

くため，米英豪伊伯及び独が加入しているFormula SAE®

シリーズに参画した．第11回からはシリーズ大会と位置づ

けられてアジアのハブ的な大会となり，第12回ではICVお

よびEVクラスを含めて海外から21チームのエントリーが

あった．第11回以降は，エントリーチーム数も再び増加

し，昨年の第14回では海外31チームを含む106チーム（う

ちEV13チーム）がエントリーし，チーム，スタッフ，メディ

ア，等を併せて過去最高の6,725名が大会に参加した．

　以上の通り，「全日本 学生フォーミュラ大会」は2003年

に開始し，年々規模を拡大して昨年度までに約18,500名の

学生がチームメンバーとして参加し，社会に巣立っている．

ものづくり競技としては，読売テレビ放送主催で1977年に

開始した「鳥人間コンテスト選手権大会」やNHK・NHK

エンタープライズ主催で1989年に開始した「アイデア対決

ロボットコンテスト」が一般に知られており，本大会もよ

うやくメディアへの露出を通じて知名度が上がってきた．

それぞれの競技とも，学生が主体あるいは競技者として自

主的に参加でき，対象は異なるものの独自のアイデアで企

画・設計・製作した物の性能を競うところは同様である．

しかし，本稿で紹介した学生フォーミュラ大会は，機械・

電気を中心とした工学分野の技術のみならず，マーケティ

ング・コスト意識やプレゼンテーション力を総合して評価

することが特徴である．また，学生の活動を学校・自動車

関連企業が中心となって有形無形に支援するとともに，文

部科学省・経済産業省・国土交通省・静岡県・掛川市・袋

井市などが後援し，正に産官学民が連携して学生の育成に

取り組んでいる．

７．おわりに

　昨今，少子化による学生の減少，若者の科学嫌い・理科

離れは深刻な社会問題となっている．教育の場においても，

日本の工学系大学は欧米に比し，ものづくりに関する実習

や設計・製図等が少なく，創造的な問題解決能力を身に付

ける前に企業に入る例が多いと言われている．このような

状況では，科学技術立国を目指す我が国にとって，将来の

国際的な競争力や企業競争力の低下に繋がりかねないと危

惧される．

　本大会はレーシングカーの企画・設計・製作を通じて，

実際のものづくりの理解を深め，実践的な能力を養い，さ

らにより高いレベルを目指す動機付けに繋がるものであ

る．とくに，若い段階で実際のものづくりに触れること

は，その後の人生に大きな影響を与える．したがって，特

に工学を目指している学生に対し，そういった経験をさせ

る「場」を提供することは教育効果も高く，極めて大きな

意義があると思われる．今後の益々の発展と大会を経験し

た学生の社会人としての活躍が期待される．

図５　参加チーム数の推移
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