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新チーム始動!

• ご挨拶
7代目チームリーダーを務めます宍戸と

申します。昨季は革新的なマシンの開発
を目指して活動しましたがチームとして
の実力が足りず、完成させることが出来
ませんでした。
今季は昨年の車両をベースに手が届か

なかったところを改良していき、目標で
ある総合優勝に近づけるよう活動して参
ります。
今年からチームをマネージメントする

側になります。まだまだ手探り状態では
ありますが、メンバー間で助けあえる環
境を作り、うまくチームとして機能する
体制を築けるよう努力して参ります。
至らない点も多々あるかと思いますが、

今後とも東北大学フォーミュラチームを
よろしくお願いします。

▲幹部メンバー (左から高野, 宍戸)

• ご挨拶
今季サブリーダーを務めます髙

野直輝と申します。今年は総合優
勝を目標に掲げ、それを達成する
ためにチームとして備わっている
もの＆不足しているものを再確認
し、自分たちの強みを最大限引き
出せる年にしたいと思っておりま
す。
ものづくりには試行錯誤が付き物
ですが、だからこそ完成すると感
慨深いものがあります。
学生フォーミュラはその楽しさ

を体験できる場だと思っておりま
す。
今後とも皆様のご期待に添える

よう一心一意の精神で活動してま
いりますので、どうぞよろしくお
願いたします。

・目標

「総合優勝」
第16回大会では車検不通過、総合

81位という参戦初年度に次ぐ低成績
に終わり、非常に悔しい思いをしま
した。第17回大会に向けたプロジェ
クトではチームのモチベーションを
高く保ち、総合優勝するために必要
なことを明らかにするため、総合優
勝を目標としました。
今季はチーム再興の1年と位置づ

け、現状のリソースの中で取れる最
高得点を目指します。

◆宍戸 健太
チームリーダー
材料科学総合学科 2年

◆高野 直輝
サブリーダー
機械知能・航空工学科 2年
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活動報告
設計状況ご報告

現在開発を進めております新マシン
TF-19について、ご報告いたします。

・マシンコンセプト

「扱いやすさの追求」

高い信頼性を確保するにはマシン整備
時における人為的エラーの予防が重要
であり、安定した走行ペースで走り続
けるには我々のようなアマチュアドラ
イバーでもパフォーマンスを引き出せ
る車両が不可欠であると考えました。
すなわち、

• 整備しやすい車両
• アマチュアドライバーでも性能を引
き出せる車両

の2点を満たす車両が大会で高い得点を
獲得できる車両であると考え、この2点
に共通する事柄としてメカニックに
とって扱いやすい、ドライバーにとっ
て扱いやすい車両であるとの考えから
コンセプトを「扱いやすさの追求」と
定めました。
また扱いやすさを以下のように定義

し、チーム内で共通意識を持つことで
一貫性のある車両の製作を目指します。

• ドライバー
「入力に対し正確に反応する」
「車両の状態を的確に把握できる」
「マシンの挙動が安定している」
• メカニック
「各部品へのアクセス性」
「セッティングの調整しやすさ」
「部品構造が簡潔で製作が容易」
「電気的安全性の確保」

上記のコンセプトに基づき車両設計を
開始いたしました。

本大会での得点配分は静的審査 ( 325 
pts. ) に対して動的審査 ( 675 pts. ) が2倍
以上大きく、また動的審査の中でもエ
ンデュランス競技 ( 275 pts. ) が大きい
割合を占めています。大会での上位進
出を狙うためにはエンデュランス競技
の完走が鍵となります。
エンデュランス競技完走のためには

信頼性が高いマシンと、安定した走行
ペースが不可欠であると考えます。

▲新マシンTF-19
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活動報告
• 設計
今季車両では、早期シェイクダウ

ンのため、鋼管スペースフレームに
本田技術研究所様からご提供いただ
いたモータ、インバータ、東北大学
未来科学技術共同研究センター様か
らご提供いただいた高電圧バッテ
リーを搭載するという組み合わせを
踏襲いたします。
一方で、昨年度車両で無理のあっ

たアキュムレータコンテナ周りのレ
イアウトやサスペンション入力点周
辺の構造を見直すことで軽量・高剛
性に加え整備性に優れた車両を目指
します。

• シャシー
フレームでは今季レギュレーショ

ンで義務付けられた充電時のアキュ
ムレータコンテナの取り外しへの対
応のため、アキュムレータコンテナ
へのアクセス性を向上させる構造変
更を行います。
サスペンションでは路面への追従

性を向上させるため、バネ下重量の
軽減に取り組みます。具体的取り組
みとして、アップライトのアルミ化
やアーム構造の簡素化、ロッカーの
軽量化を行います。またフロントサ
スペンションのリンク配置を変更し、
動作性を向上させています。
ブレーキローターについては新た

に熱解析を加え、形状の再検討を行
いました。

ハブベアリングの再選定を行い、
合成荷重に対する剛性の向上を図
ります。
ドライビングポジションでは気

道を確保し筋肉の緊張がない姿勢
にするため、背もたれの角度を起
こしました。また、膝周りに余裕
を持たせるためステアリングホ
イールの位置を見直しました。

• ドライブトレイン
レギュレーションの変更に伴い、

低電圧回路の設計、動作試験を進
めております。２月に基板が完成
するように作業を進めています。
また、昨年度車両での問題点で

あったCAN通信の試験を行なって
おります。
アキュムレータコンテナはモ

ジュールの配置を見直し、低重心
化を図ります。
今後はトルクベクタリングやト

ラクションコントロール実装に向
け、実走行での試験を予定してい
ます。
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活動報告

• 日産サポート講座
11月24日、25日に日産グローバ

ル本社にて日産サポート講座に参
加してきました。この講習会では
日産エンジニアの方からフォー
ミュラカー設計のための知識だけ
でなく、マネジメントやプレゼン
テーションに関するスキルなどを
学びました。
現役のエンジニアの方から話を

お伺いすることで、設計に苦慮し
ていたメンバーにとって多くの知
見を得る機会となりました。
日産自動車株式会社の皆様、誠

にありがとうございました。

講習会参加
11/24,11/25に行われた日産サ

ポート講座、12/1に行われた静的
交流会に弊チームメンバーが参加
してきました。

▲日産グローバル本社にて
(左から齋藤, 高野, 辰井, 樋口)

• 静的交流会
12月1日に名古屋大学での静的交

流会に参加しました。デザイン審
査、コスト審査、そしてプレゼン
審査の得点向上を目指し生徒間で
情報共有できる数少ない場として
弊チームでは毎年参加しています。
当日はチームリーダーの宍戸がデ
ザイン審査、副リーダーの髙野と
開発班のアヌブラタがコスト審査、
前チームリーダーの西村がプレゼ
ン審査の部門へ参加し、強豪チー
ムも含むたくさんの大学の静的審
査資料を拝見することができまし
た。この経験を糧に静的審査の得
点向上を目指していきたいと思い
ます。
主催してくださった名古屋大学

フォーミュラチームFEMの皆様、あ
りがとうございました。

芋煮会
10/21にチームメンバーの親睦

を深めるべく、芋煮会を行いまし
た。毎年の秋の行事として定着を
目指します。

▲芋煮会の様子
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ご支援の御礼 主に12/31までのご支援を
掲載しております。(順不動)

東北大学大学院工学研究科

技術社会システム専攻 中村研究室様

技術指導の他多大なるご支援を頂いております。

東北大学未来科学技術共同研究センター

先進ロジスティクス交通システム

研究プロジェクト様
活動場所、高電圧バッテリーをはじめ多大なるご支援を頂いております。

株式会社本田技術研究所様

高電圧電装ユニットのご支援を頂いております。

MotoGarage WINDS様

溶接実技講習の他、多大なるご支援を頂いております。

東北大学西澤潤一記念研究センター

東北大学マイクロシステム融合研究開発センター様

工作機械、溶接機を利用させていただいております。
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ご支援の御礼 主に12/31までのご支援を
掲載しております。(順不動)

宮城トヨタ自動車株式会社様
活動資金のご支援をいただきました。

ネッツトヨタ宮城株式会社様
活動資金のご支援をいただきました。

株式会社東京ウエルズ様
活動資金のご支援をいただきました。

ソリッドワークスジャパン様
設計用の３DCADソフトをご提供いただきました。

▲本田技術研究所様での活動報告会の様子


