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１、 チーム紹介 

2002年６月のチーム創設以来して、”Easy Drive”のコンセプト実現のため、SUZUKI Skywave650用エンジンを搭

載し、電子制御ＣＶＴによる２ペダルＡＴレーシングカーを製作してきました。2009 年度まではこのエンジンをドライ

バーの横に置くサイドバイサイドレイアウトを採用した、独特のマシンとなっていました。2009 年の第７回学生フォー

ミュラ大会にて総合優勝を飾ったことを受け、新たなチャレンジとして SUZUKI LT-R450・単気筒 450cc エンジンに

変更し、そこにこれまで使用してきた Skywave650 用の電子制御 CVT を組み合わせることで”Easy Drive”を実現す

るべく、新しいマシンの開発を進めています。 

 チームの長期目標として３年後の総合優勝を目指すこととし、その初年度である 2010 年度は今後のマシン開発

のベース車両となるようなマシンを目指して開発を行いました。 

 

２、Ansys を用いた解析についての概略 
  私たちのチームでは、CVT による重量増のデメリットを克服するべく、シャシー各部における軽量化に力を注

いでいます。３ＤＣＡＤソフトでの設計、ANSYS での解析を繰り返すことで、必要強度・剛性を確保しつつ軽量化

を達成しています。 

 

 

 
           図１、UTFF-11 (2010 年) 
 



３、シャシー設計における Ansys の活用(1) 
 

  
図２、フレーム解析 

           
フレーム構造の設計にあたっては、これまでの車両製作の経験からねじり剛性 2600Nm/deg の実現を制約として

課し、その上で軽量な構造を検討することとしました。計算の単純化のため、パイプを近似した Beam4 要素で

node-to-node モデルを構築しています。またあわせて、過去のフレームに於いて、解析と実測の比較検討を行うこ

とで精度を確認しています。 
 解析にあたっては、フレーム前端を固定し、フレーム後端にモーメントを入力し、フレーム主要点の上下方向変

位からねじれ角を算出し、グラフ化して比較検討しました。あわせて、過去にの車両開発において、応力集中に起

因するフレームへのクラックが発生したことから、応力解析についても実施しました。 
 ねじり剛性について解析の結果、2244Nm/deg、フレーム単体での重量は 36.8kg (昨年比-2.8kg)を実現しました。

したがって、目標値に対して剛性が十分に高いとは言えないものの、スケジュール尊守というマシン開発の大原則

の中で、新エンジンの搭載方法や様々なパーツ搭載方法の検討との作業の中では、これが限度であったとも考えて



います。 
具体的には、エンジンの吸排気系レイアウトや駆動伝達系のパーツレイアウトが確定するより前にフレームの製

作を開始しなければ、５月のシェイクダウンが間に合わないというスケジュールの中で、エンジン・駆動伝達系の

パーツ搭載に自由度を持たせるために、とくにエンジンルームについて剛性面では不利となる大きな開口部を許し

たことが剛性低下の大きな要因となっていると考えられます。 
そこで、新年度の車両開発にあたっては、今年の経験を活かして、軽量かつ高剛性なフレーム配置やパイプの選

択などを行っていきたいと考えています。 
なお、強度解析の面では、適切な補強を施したことで、シェイクダウンから現在に至るまで、クラックや折損な

どのトラブルは発生しておりません。 
 ４、シャシー設計における Ansys の活用(2) 
 

        図 3、ホイールの応力解析 
 ホイールスポークの軽量化を行うにあたり、適切な軽量化が行えるよう、応力分布を解析しました。 
CAD からソリッドモデルを読み込んだ上で、ホイールのリム部分を固定し、ホイール中心に車軸相当の棒を生やし、

その両端にトルクをかけることによって解析を実行している。なお、入力の大きさについては、別途計算したうえ

で決定しています。 
 
この解析より、応力がもっとも集中するのはリム部分とスポークとの接続点であり、その最大値は材料の強度に

対して十分に余裕を持っていることが確認された。したがって、スポーク部分での軽量化に対して障害がないこと

が確認された。結果として、純正に対して１輪あたり 800g 程度の軽量化を実現しています。 
 



 
図 4,ドリブンスプロケットの応力解析 

 

図 5、ギアケース応力解析 



 
図 6，ギアケース内、キー軸の応力解析 

 本年度マシンに採用した LT-R450 エンジンは、単気筒エンジンであるためトルク脈動が大きいのが特徴の一つと

なっている。LT-R450 エンジンを過給して使用する場合、後段でトルクを受ける電子制御 CVT の許容トルクを超え

ることが予想された。そこで、チェーンによって一度エンジン出力を増速し、その後 CVT で変速してから減速を行

うこととした。 
 しかし、CVT 後の減速比が 5 程度必要となってしまうことから、チェーン・スプロケットだけでの減速は難しい

と判断。自作ギアボックスによって一旦減速した上で、チェーン減速を行う形とした。 
 そこで、このドライブトレイン系の設計にあたって、スプロケット、及び自作ギアボックスの設計に Ansys によ

る応力解析を活用した。 
 スプロケットについては、とくに軽量化に関する部分での応力分布を確認するため、デファレンシャルに固定す

る取付穴を拘束し、チェーンがかかる歯の部分に均等にトルクを与えることで、実際の車載状態を模擬した。 
 ギアボックスの製作にあたっては、ギア軸を支える軸受の部分にもっとも応力が集中することが予想された。そ

こで、軸受の部分に入力を与えたときの、ギアボックス全体への応力分布をシミュレートし、応力集中による破損

の危険が無いことを確認した。また、ギアボックス内でも、ギアを固定するシャフトのキー高さの決定にあたって、

解析を行った。これは、ギア外周部分に入る入力に相当する力をキーの頂点に加えたとき、キーの最大応力が材料

の許容応力を超えないことを確認したものである。 
 いずれも、解析により問題ないことを確認した上で製作し、実際に応力集中によるトラブルなどは現在までのと

ころ発生しておらず、設計は成功であったと考えている。なお、製作上のミスにより、一度ベアリング破壊を起こ

したが、再製作の際に製作精度に十分に配慮することで、問題は解決済みである。 
 以上のように、とくに大きな力のかかる部品を中心に、歴代マシンにおけるトラブルから学んだノウハウと、

Ansys による解析とがあいまって、本年度マシン UTFF-11 では高い信頼性を確保することに成功した。その結果、

シェイクダウンから大会までの期間において、解析を行ったパーツに関しては、大きなトラブルを出すこともなく

順調に進んでいる。もっとも実際に走行するなかで新エンジン・新ドライブトレインレイアウトに起因する様々な

トラブルへの対応に追われてセッティングを煮詰めることができず、大会のエンデュランス競技リタイアという結

果を招いたことも事実である。今後、よりいっそうのマシンポテンシャル・チーム力の向上を目指して、Ansys に

よる解析を最大限に活かしながら活動していきたいと考えています。 
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 The University of Tokyo Formula Factory (UTFF) was established in 2002. 
 Since then, we have developed the AT Autocross racing car equipped with E-CVT, which is originally 
mounted on the SUZUKI Skywave 650, under the “Easy Drive” concept for 8 years. 
 For developing our latest vehicle UTFF11, we decided to change the engine from P-506 (for SUZUKI 
Skywave 650) to LT-R450 single-cylinder engine. For using this engine, we chose the mid-engined layout, 
instead of side-by-side layout which had used for 7 years by UTFF. 
 This change gave us many things to do such as putting engine, fuel tank, intake and exhaust, etc. in the 
vehicle’s frame, designing scratchbuilded gear box, and so on. 
 We use the ANSYS materials in these development process. 
With the help of ANSYS Inc. software, we could achieve the designing the completely new machine. But 

the another goal, to finish the endurance event had not been succeeded due to the lack of time for enough 
preparation. The first goal for following year is to finish the full event of J-FSAE competition, of course, 
the final goal of our team is to win the victory. 
 

Figure(a) shows a result of UTFF-11’s torsion stiffness analysis.  
.   Front bulkhead upper beam is fixed, and the upper beam of the rearmost plane is force by moment. 
   Figure(b) shows a result of a stress analysis of a self-weight saving aluminum wheel 
   Figure (c) shows a result of a stress analysis of a driven sprocket. 

Figure(d) shows a result of a stress analysis of a self developed gear box 
   Figure(e) shows a result of a stress analysis of a key shaft of the gear box 
 
  For designing the 2010’s frame, we examined about 30 models to find out the best way to satisfying both 
enough torsion stiffness and weight saving.  
 For other parts at the stress concentration zone, with our experience of past many failures and also with 
much help of ANSYS, we could make better components which had less weight and enough intensity.  
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