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可知 陽之郎 1） 森 光弘 2） 的野 大樹 3) 

 

Effect of Trial Manufacture of the Racing Custom Vehicles on Body Repair Education 
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This report is describes the process of manufacturing vehicle to take part in the Tokyo Auto Salon 2014. 

The manufacture was carried out by college students as the practice teaching in the body repair education. 

The manufacturing activity was various educational effects for college students. The completed racing car 

showed high performance. 
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１．は じ め に 

本学の特色の一つでもある，車体整備専攻科では“ものづ

くり”の一環として「車両製作」を行ってきた．これは車体

整備専攻科学生による，自由な発想とアイデアを生かし，カ

スタムカーや，特殊ペイントまたはレストアなど課題を作り，    

これに約 1 年間かけて取り組み，それをレポートにまとめ最

後に発表会にて発表する流れとなっている，従って車両製作

期間も１年で完結することが殆どであるが，今回報告する製

作車両の場合は事情が少し異なる，それは先にも述べた「専

攻科学生たちが発想，提案したもの」とは少し違い，著者の

発想を元に提案し，それに賛同した学生が製作に携わってい

る点にあるが，勿論学生達が製作しているので，随所にデザ

インやアイデアは取り入れられている． 

これまでに多くの車両が誕生してきた．素晴らしい作品も

数多くあったが，勿論そうでない作品もしばしばあった． 

しかし学生達が行う，自動車をまるまる一台使って大がかり

な加工や修正を施していく作業は，自動車修理作業に従事す

る方々でも大半の方がする作業ではなく，体験したことが無

い方もいると思われる．したがって，特殊とも言えるこうい

った作業を通じて得られる知識や経験は学生達にとつて有効

な学習手段の一つだと考える． 

また本稿で報告する作品事例は上記の狙う所プラス，学外 

活動としても多様な経験を学生達に齎してくれた例であり，

作品を通じて，富士スピードウェイで開催された，軽自動車

の耐久レースに参戦したり，千葉県の幕張メッセで行われた，

東京国際カスタムカーコンテスト（東京オートサロン）に出

展するなどの副産物的な効果も有った．本稿では，その軌跡

を報告する．                            

 

２．製作車両コンセプト 

1971 年製のスバルＲ―２ボデーのレストアも含め，学生達

が大がかりなカスタムを施した車両で，「耐久レースでも走

りきることが出来るヒストリック・レーシングカーを製作し，

レースに参戦する」 を目標に置き２０１０年度の１２期生か

ら２０１２年度の１４期生にかけて，約２年半の期間をかけ

て製作した． 

 

３．製作車両の概要 

作業前のオリジナルの外観を図１に，カスタム後の外観を

図２に，その諸元を表１に示す． 

 

図１ オリジナルのスバルＲ-２ 
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図２ カスタム後のスバルＲ-２ 

（スバルＲ-２レーシング） 

 

表１ カスタム車両諸元 

 

 

４．１ ボデーの加工とフレーム製作 

二年半の歳月をかけた車両なので，初期製作メンバ―の１

２期生が，ベースとなるボデー加工とスペース・フレームの

製作に取り掛かった．オリジナルのボデーは，４０年以上の

年月が経っているうえ保管状態も悪かった様で，腐食が激し

く通常のレストアを施したとしても，それ以上の強度と車体

剛性は望めそうもない．従ってボデーはラジコン・カーの様

に，被せる様な作りとした．ボデー加工途中に腐食による強

度不足での変形を防ぐ為，フレーム修正機（グローバルジグ）

で固定した．図３に示す． 

図３ フレーム修正機でボデーを固定 

 

フレームは鋼管を使いスペース・フレームで組み上げてい

る，これもボデーとフィットする様に，フレーム修正機上で

現物合わせの状態で組み上げていくに従って，厳密な設計図

の様なものは無いが，フレーム修正機上なので正確な配列で

組み上げることが可能となる．図４，図５に示す．ちなみに

レーシングカーなので，センターシートの一人乗りとなる． 

 

図４ 鋼管製スペース・フレーム 

 

図５ フレームとボデー 

全長 ３２６０mm 

全幅 １５４０mm 

全高 １２６０mm 

ホィールベース ２００５mm 

車両重量 約６２０kg 

エンジンの形式 スバル ヴィヴィオ（ＥＮ０７型） 

スーパーチャージャー 

駆動方式 ＭＲ 

サスペンション

形式 

 

フロント スズキカプチーノ流用 ダブルウィ

ッシュボーン型改プッシュロッド・

リンク式 

リヤ ダイハツムーブ流用（Ｌ６００系） 

マックファーソン・ストラット型 

ボデー構造 スバルＲ－２オリジナルボデー（Ｋ

１２型）２／３カット加工＋ＦＲＰ

加工 

フレーム構造 鋼管製スペース・フレーム 

（センターシート 一人乗り） 

燃料タンク ＮＡＣオリジナル アルミ製３．６

Ｌタンク 



 

４．２ 続ボデー製作 

二期目の１３期生が，ボデーにウレタン材を接着し削りだ

し，細部はパテを塗布して，これを研磨し成形していった．

何度も何度も，この工程を繰り返し行った．図６に示す．こ

の作業が一番時間を要するものとなった． 

図６ ウレタン材 

 

三期目の１４期生が全体の形状を整え，プライマ・サフェ

イサ―を吹き付け下地処理が完了．図７に示す．この後型か

ら剥がれ易くする為の上塗りを施し，次にＦＲＰを張り付け

て，雌型の完成となる．図８に示す． 

図７ プライマ・サフェイサ―を吹き付け 

 

図８ ＦＲＰを張り付けて，雌型の完成 

そして,雌型にＦＲＰを張り込んでいき製品となるボデー

が完成となる．図９に示す．さらに上塗り塗装を重ねていく．

図１０，図１１に示す． 

図９ 製品となるボデー 

 

 

図１０ ボデー塗装 

 

 

図１１ ストライプ塗装 

 

 

 



 

５．１ 名古屋モーターショーへの出展１ 

 

完成した翌年の２０１３年の６月に，１５期生の学生達に

より名古屋市のポートメッセなごやで行われた，「Ｇｕｌｆ

名古屋ノスタルジック・カーフェスティバル」に初出展．図

１２に示す． ここでの来場者の対応に，１５期生の学生に

過去のレポートから車両の特長やスペックなどを覚えてもら

い，説明役として活躍してもらった． 

図１２ 名古屋出展会場（15期生） 

  

この年は，同時に出展したバイクと共に２輪、４輪部門の

「Ｇｕｌｆ特別賞」を受賞することができた．図１３に示す． 

図１３ ２部門で特別賞受賞 

 

 

５．２ 耐久レースに参戦 

 

同年８月には，富士スピードウイェイで開催された，「Ｋ

４ＧＰ・５００ｋｍ耐久」に参戦，このレースはＫ４と付く

ように，基本，軽自動車の耐久レースである．５時間で，決

められた燃料でどれだけ走れたかを周回数で競うレースで，

早いだけではダメで燃費も重要である．我々が参戦したＧＰ

５クラスと言うのは，ノーマル車両から著しく改造された車

両のＲ車両と呼ばれるクラスである．我々の車両は自作パイ

プフレームを使用しているのでこのクラスになる． 

このレースには歴代製作者の数名もＯＢとして招待．ドラ

イバーとして参加してもらったＯＢ達は皆，自分たちが学生

の時に手掛けた車両がなんと，国際レーシングコースを全開

で走る日が来たことに歓喜し，感動と期待，不安が隠し切れ

ない様子だった．図１４に示す． 目標は５時間走り切り，

その耐久性と走行性能の確認にあった． 

レースは，ファースト・ドライバーは著者が務め１５周ほ

ど走り，セカンド・ドライバーが２１周目ほど走った時点で

左フロントに接触され，クラッシュ，リタイヤとなった．損

傷箇所は，図１５に示す．後日１５期生の学生と共に修復を

した．ちなみに１５期生学生はレース前にも，オイル・クー

ラーの導風板やリヤ・ウイングなどの製作に携わり，細かい

部分のアップ・デートもしてくれている． 

 

図１４ 出走前テスト走行 

 

 

図１５ クラッシユ・リタイヤ 

 



 

５．３ 東京オートサロン出展 

 

２０１４年１月には，千葉県の幕張メッセで行われた，「東

京国際カスタムカーコンテスト（東京オートサロン）コンセ

プト・カー部門」に初出展．３日間で合計約２９万人が訪れ

た国内最大級のカスタムカー・ショーである．ここでも１５

期生５名が来場者の対応，説明と大活躍をしてくれた．図１

６に示す．しかもこの学生たちの頑張りに応えるかのように，

なんと，コンセプト・カー部門において，初出展で「優秀賞」

を受賞することが出来た．図１７に示す．なお同賞受賞は“Ｔ

ＲＤ”のＦＴ８６ＴＲＤで，最優秀賞は“トラスト”の３５

ＧＴ－ＲスペックＤだった．両社とも自動車チューニング業

界では，超一流と言われるところと肩を並べることができ，

学生達にとってもまたとない経験となった． 

 

図１６ 東京オートサロンに出展 

 

図１７ コンセプト・カー部門で優秀賞受賞 

 

 

 

 

 

５．４ 名古屋モーターショーへの出展２ 

 

そして同年６月に再び１６期生と「Ｇｕｌｆ名古屋ノスタ

ルジック・カーフェスティバル」に出展する事となった．こ

の出展に際しても，学生に説明役として活躍してもらった．

図１８に示す． 

図１８ 名古屋出展会場（16期生） 

 

５．５ 耐久レースに再び 

 

そして同年８月には，「Ｋ４ＧＰ・５００ｋｍ耐久」に再

び参戦，オートサロンの受賞車両と言うことも有り，出走前

の注目度も更に高かった．前回のレースでは接触によるクラ

ッシュ，リタイヤとなってしまい，車両のポテンシャルを充

分確認するまでには至らなかった．今回のレースは５時間走

り切ること，車両を壊さないこと，を目標にし挑んだ． 

参加メンバーは，レース経験のあるＯＢを中心にドライバ

ー５名，学内でも参加したい学生も増えてきた為，専攻科生

だけでなく，ピット作業経験のあるモータースポーツ・エン

ジニアリング学科の学生も学科の垣根をこえてピット・メカ

ニックとして加わりレースに挑んだ．図１９，図２０に示す． 

図１９ レース直前グリッド 

 



 

レースは順調に周回数を重ねることが出来たので燃費を考

えた走りと言うよりは，スプリントに近い走り方になってい

た．しかしそれはそれで何処まで全開で走れるのか試してみ

たくなっていた．目標としていた燃費は１Ｌあたり９ｋｍで

１１０周あたりを狙っていたが，実際は１Ｌあたり７．１ｋ

ｍと案の定，燃費を落とした走りとなっていた．しかし５時

間壊れることなく走り８６周走ることができ，耐久性も確認

することができ走行性能も操縦性もまずまずだった． 

図２０ 学生によるピット作業 

 

 

図２１ レース終了後の記念撮影 

 

 

６．まとめ 

 

二年半の歳月をかけ３期をまたいで完成した車両には，学

生たちの情熱が注ぎ込まれている．丁寧に作りこまれたモノ

には自然とナニか引き付けるものが宿るかのようだ．手前味

噌な物言いだが，最初の名古屋でのモーターショー出展時に

来場者の反応を見て確信した．しかしレーシング・カーとし

て製作したからには，競技車両としても高いパフォーマンス

も兼ね備えていることも証明してみせたい，そんなみんなの

思いが形にできた作品となった． 

ボデーラインの修正には，学生達には何度も何度もＮＧを

出しやり直しをさせたが，それに答えるかのように付いて来

てくれた．車両製作の目標は完成が第一ではあるが，それが

先輩から後輩へ受け継がれ，はたまた製作の場以外の展示会

などのイベントにも参加でき，学内では経験できない貴重な

体験となったことだろう．特にそういったモーターショーで

の来場者の対応などはマニアックな人が多く，会話をするだ

けで車の知識が深まる． 

レースに至っては，スタート前からゴールまで刻々と状況

が変化する．それに対応すべく応用力が必要になってくる．

今自分が何をすべきか，どう動くのか，そういった考え方が

養われる． 

またイベントやレースの目的地が遠方なら遠方ほど，学生

達にとっては，その道中もまた楽しみの一つだろう． 

こういった貴重な体験が学生の時にできたことは彼らにと

つて生涯の財産となり，社会に出た際にはこの経験を生かし，

さらなる活躍の場へと繋げてくれることが，我々教員の願い

でもある． 

 

７．あ と が き 

 

本学にとっても，数多くの雑誌、メディアに取り上げられ，

知名度ＵＰにも貢献できた． 

あえてデメリットをあげるならば，専攻科生全員が参加で

きたわけでは無かったこと，一年課程なので一年で車両製作

が完結できなかったこと，である． 

しかし今回のように事が上手く運びこういった幸運の機会

に巡り合えることも少ないと思われるので，今回はこれで良

し，としたい． 

だが今も新たな車両製作は続けられている，これに満足す

ることなく，さらなる発展と学生達に刺激を与え続けられる

よう努力していきたい． 
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