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Most high-level technical education is offered about car maintenance in the first class car mechanic education course.
However, the chance to know whether acquired knowledge and maintenance technology are helpful in public opinion is
limited. Therefore, we participated in a minicar endurance race to try acquired knowledge and maintenance technology.
This report is described about making of a race vehicle and race accomplishment.
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1．はじめに

クラスの２種類があるが，学生が実社会に出た折に旧規格車

本学は，短期大学の２年間で二級自動車整備士の資格を取

がごく僅かなことや，学生が数多く整備する機会の多い点か

得し，さらに上級の技術修得を目指す者に対しては，その後

ら新規格車のクラスを選定した．車両の選定については，車

２年間で一級自動車整備士の資格を取得させ，計４年間で自

両購入費用が抑えられ，市販車数の多いスズキ・アルト（型

動車整備に関する最高レベルの技術教育を提供している．し

式ＨＡ23Ｖ）(3)を選定した．

かしながら，在学中に修得した知識や技術が実社会でどのよ
うに役立つかを理解するに至る機会は限られているのが現状
である．

3．参戦クラスの選定
Ｋ耐久 東海シリーズ大会規則のクラス区分を Table.1 に示

そこで，これまでに修得した知識や技術を試行することが

す．参戦するクラスについては，本学はドライバーが学生の

でき，尚且つ教員と学生が意思疎通を図りつつ，相互に刺激

ため，安全を第一に考え，さらにこれまでに学習した知識を

を与えながら，知的に成長する学生の問題解決能力の育成の

生かせ，実際の整備力を問うことができるＫＮＮクラス（ほ

場として，軽自動車耐久レースに参戦することとした．本報

とんど改造が出来ないクラス）とした．

はレース車両の製作とその教育成果について報告する．
Table 1 Ｋ耐久 東海シリーズ 大会規則クラス区分
2．車両選定
軽自動車の耐久レースは全国で行われているが，本学に隣
接する地区のサーキットは幸田サーキットとスパ西浦モータ
ーパークの２施設がある． いずれのサーキットも軽自動車の

ＮＡ

耐久レースが行われているが，本格的なサーキット・コース

エンジン

で，開催されるレース回数（年５回）が多いことから，スパ
西浦モーターパークで開催されているＧＴ ＣＡＲ ＰＲＯＤ
(1)

ＵＣＥ主催の「Ｋ耐久 東海シリーズ」 に参戦することとし

過給機付き
エンジン

ノーマルクラス

クローズドクラス

オープンクラス

（ほとんど改造が出来ないクラス）

（改造範囲の狭いクラス）

（改造範囲の広いクラス）

ＫＮＮクラス

ＫＮＣクラス

ＫＮＯクラス

—

ＫＴＣクラス

ＫＴＯクラス

た．
このレースに使用できる車両規定(2)としては，旧規格の車
両（排気量 550cc）のクラスと新規格の車両（排気量 660cc）

4．レース車両の製作について
4.1. 製作計画
レース車両の製作をするにあたって，授業後での作業とな

*2016 年 8 月 4 日受理．第 48 回全国自動車短期大学協会研究発

るため製作期間が長くなることから，参戦日からさかのぼっ

表会において発表．

て計画表を作成した．作成した計画表を Table.2 に示す．

1)・2)・3)・4）愛知工科大学
5) 愛知工科大学自動車短期大学(443-0047 愛知県蒲郡市西迫町
馬乗 50-2)

Table 2 Ｋ耐久レース参戦計画表

安全対策部品の取付けにある①ロール・ケージ取付け(4)に

Ｈ２５
９月
Ｋ耐久レース開催日程

初旬

中旬

下旬

初旬

中旬

１１月
下旬

初旬

中旬

第４戦
①軽量化
・アンダーコート剥がし
・防音材剥がし
・天張り剥がし

ついては，安全を最優先に考え，７点式ロール・ケージを選

Ｈ２６

１０月

１２月

１月

２月

３月

下旬

第５戦

アルト１号

定した．ロール・ケージの取り付けは，フロアに穴をあけ，
さらに強度をもたせるためにボデーの外側から補強の板を当

アルト２号

ス
パ
西
浦
モ
ー
タ
ー
パ
ー
ク

②ロールゲージ取付（加工）
③レース仕様のセッティング
・クラッチディスク交換
・タコメータ取付（加工）
・バケットシート取付
・ステアリング取付
・マフラー取付（加工）
・リヤバンパー（加工）
・牽引フック取付（加工）

て，水の侵入を防ぐシーラー剤を入れながら，ボルト・ナッ
トで止める作業を行った．ロール・ケージの取付け状態を
Fig.1 に示す．

・ホイールアライメントセッティング

④試走

4.2. 製作
市販された車両状態のままでレースに参戦することは安全
面から見ても難しく，さらにより速く走行するには車両の軽
量化をする必要がある．安全対策部品の取付けは純正部品の
ように簡単には取り付けができないため，学生達も試行錯誤
しながら車両を製作した．製作内容を Table.3 に示す．
Table 3 レース車両製作内容
Fig.1 ロール・ケージ取付け状態

製作内容
（１）軽量化

③エンジン回転計と④マルチメータは，ドライバーの視線

①

室内部品取外し

移動の少ない位置に取付けした．その取付け状態を Fig.2 に

②

エアコン関係部品取外し

示す．

③

アンダー・コート剥がし

④

防音材剥がし

⑤

天張り剥がし

（２）安全対策部品の取付け
①

ロール・ケージ取付け（加工必要）

②

ダッシュ・パネル類取付け

③

エンジン回転計取付け（加工必要）

④

マルチメータ取付け（加工必要）

⑤

ステアリング取付け

⑥

バケット・シート取付け

⑦

4点式シート・ベルト取付け（加工必要）

⑧

消火器取付け（加工必要）

⑨

リヤ・バンパー穴あけ（加工必要）

⑩

牽引フック取付け（加工必要）

⑪

車高調整式サスペンション取付け

⑫

フロント強化パッド交換

⑬

リヤ強化ライニング交換

Fig.2 エンジン回転計とマルチメータの取付け状態
⑨のリヤ・バンパーの穴あけ作業は，走行風がリヤ・バン
パーの内側に当たると，これが走行抵抗になるとともに，車
体のフロント側が浮くことにより車速が落ちるため，これら
を防止する目的で穴あけ作業した．リヤ・バンパー穴あけ作
業の様子を Fig.3 に示す．

製作日程通りに車両が完成したので，2013Ｋ耐久 東海シリ
ーズ第５戦３時間耐久レースに参戦した．レースは３時間を
トラブル無く，無事に完走することができたが，思うような
ラップ・タイムが出なかったことや，コーナー旋回時にサス
ペンションの沈み込みが大きいことがレース時の写真や映像
から判明したので，車両を改良することとした．
5．レース車両の改良について
レース車両の改良は，ラップ・タイムを縮めることと，学
生達のドライビング力に見合った車両セッティングにするこ
Fig.3 リヤ・バンパー穴あけ作業

とを目標とした．また，耐久レースは３時間の長丁場のため，
ドライバーは体力の衰えが集中力の低下となり，ひいては事

⑧の消火器取付けについては，レギュレーションで内容量
粉末２㎏以上の消火器の取付けが義務付けられている．
消火器の取付け状態を Fig.4 に，完成車両の外観を Fig.5
に示す．

故等につながることから，学生の安全面を考え，３人のドラ
イバーを交代制で走行させている．このことから，３人が平
均的に乗り熟せて，尚且つラップ・タイムを縮める車両セッ
ティングをする必要がある．
エントリーしているＫＮＮクラス（ノーマル）では，レギ
ュレーションでエンジン本体を改良することができないこと
から，エンジン関係の改良箇所はエア・クリーナーまでの吸
気系統の改良とし，シャシ関係では，レギュレーションで許
される範囲内での改良を行った．改良した内容を Table.4 に
示す．
Table 4

車両改良内容

改良内容
（１）エンジン関係

Fig.4 消火器取付け状態

①

エア・ダクト改良

②

吸気温度センサ位置変更

（２）シャシ関係

①

フロント・スプリング変更

②

リヤ・スプリング変更

③

トラクション・ブラケット取付け

④

電動式パワー・ステアリング変更

エンジン関係の改良内容①エア・ダクト改良については，
本来のエア取り入れ口は，エンジン・ルーム内の左ヘッド・
ライト後方からエアを取り入れているが，エンジンで暖めら
れたエアでは吸気効率が良くないことから，少しでも吸入空
気温度を下げることができ，さらに，走行風を直接入れるこ
とができるようにエア・ダクトの改良を行った．改良したエ
ア・ダクトの外観を Fig.6 に示す．
Fig.5 完成車両の外観

③のトラクション・ブラケット取付けについては，リヤ・
サスペンションがトレーリング・アーム式サスペンションの
ため，構造上，車高を下げるとトレーリング・アームが持ち
上げられた状態となりホイール・ベースが短くなり，車体が
ロールするとさらに短くなる．その結果としてアライメント
が大幅に狂ってしまうため，リヤ・サスペンションの動きに
狂いが生じて車体の安定性が損なわれ，コーナリング・フォ
ースが減少することとなる．そこで，トラクション・ブラケ
ットを取付けることで，ホイール・ベースの適正化を図るこ
とにした．トラクション・ブラケット取付け状態を Fig.8 に
示す．
Fig.6 改良したエア・ダクト
シャシ関係の改良内容①フロント・スプリング変更につい
ては，学生達のドライビング力の向上に伴い，コーナリング
時に車体の沈み量が多くなることで，車体の重心移動が大き
くなり，コーナリング性能が下がってしまう．この性能低下
を防止するため，バネ定数 80Ｎ/mm のスプリングからバネ定
数 100Ｎ/mm のスプリングに変更した．
特にフロント・スプリングに関しては，コーナリング時に，
車体前方に車重を載せて車体の向きを変えていくため，硬い
スプリングに変更すると，まだ走行経験が少ない学生達は，
車体前方に車重を載せる感覚が掴めなくなる．そこで，バネ

Fig.8 トラクション・ブラケット取付け状態

定数 100Ｎ/mm のスプリングでも，市販のスプリングは縮み始
めのバネ定数が柔らかいことから，学生達が車重を載せる感

④の電動式パワー・ステアリング変更については，市販車

覚を掴むことができ，スプリングのストロークにも余裕がも

両ではパワー・ステアリングが装備されているため，ステア

たせられるように，スプリングの自由長も 155ｍｍから 178ｍ

リング感覚が鈍るという学生達の意見があり，パワー・ステ

ｍの少し長いスプリングに変更した．変更したスプリングを

アリング機能のないノーマル・ステアリングに変更した．

Fig.7 に示す．

変更したステアリング・シャフトを Fig.9 に示す．図の上
側が変更前のＥＰＳ付きステアリング・シャフト，下側が変

変更前

変更後

更後のＥＰＳ機能のないステアリング・シャフトを示す．

変更前

左

右
変更後
Fig.7 変更したフロント・スプリング

また，リア・スプリング（バネ定数 30Ｎ/mm）は，フロント

Fig.9 変更したステアリング・シャフト

のトラクションがしっかりと掛かるように，スプリングの縮
み始めからバネ定数が変化しないショップオリジナルのスプ
リング（バネ定数 80Ｎ/mm）に変更した．

ホイール・アライメントについては，学生達のドライビン
グ力の向上と共に，その時々に合わせたアライメント調整が

必要になる．中でもキャンバ角はコーナー旋回時に最も関わ

6．ドライビング力の向上について

りが大きく，キャンバ角が大きければコーナーは旋回し易く
なるが，タイヤの接地面積が少なくなることからブレーキの

前述したように耐久レースでは，１人のドライバーでレー

効き具合が変化してしまうため，練習走行を重ねて慣れるま

スを走りきることは安全面や体力面から見ても非常に厳しい

での時間が必要となる．ホイール・アライメント測定の様子

状況となるため，複数のドライバーで走行させることが望ま

を Fig.10 に示す．

しい．結果として，一人ひとりのドライビング力が良くなけ
れば，上位の成績につながらない．そこで，学生達のドライ
ビング力の向上を図るため，ＧＰＳロガー・スポーツ走行解
析ツール(５)と車載カメラの映像を併用することにした．この
システムは，一人ひとりのドライビング力の解析はもちろん
のこと，ＧＰＳロガー・データを共有することで，最も走行
タイムが良い学生のドライビング情報を他のドライバーにシ
ミュレーションさせることができるようになっている．車両
に取付けたＧＰＳロガーの外観を Fig.12 に，パソコンにイン
ストールしたＧＰＳロガー・データの一例を Fig.13 に示す．
この画面で走行した日時，時刻，ラップ・タイム，最高速度，
距離等を確認することができる．

Fig.10 ホイール・アライメント測定
学生のドライビングに合わせてキャンバ角を変えて練習走
行をした結果，ノーマル車のキャンバ角が約 1°00′に対し，
キャンバ角が約 5°00′のセッティングではタイヤがロック
し易くなることから、キャンバ角を約 4°30′にセッティング
したところ学生達が違和感なく乗りこなせ，安定したラッ
プ・タイムが保てるようになった．トータル・アライメント・
テスタで調整したキャンバ角等のデータを Fig.11 に示す．

Fig.12 ＧＰＳロガー

Fig.11 アライメント調整データ
レース車両を改良したことで，車体に無駄な動きがなくな
りラップ・タイムを大幅に縮ませることができた．しかし，
ドライバー全員のラップ・タイムが均一でないことから，学
生達のドライビング力の向上を図ることにした．
Fig.13 ＧＰＳロガー・データの一例

次に，ロガー・データの活用として最もタイムが良い学生の
データと他の学生のデータを選択し，グラフ化することで，
学生一人ひとりの走行状態を把握した．これにより，最速の
ドライビング・データを他のドライバーにもシミュレーショ
ンさせることができるようになり，さらにコースのポイント
になる場所を区切ることで，区間でのドライビングの良し悪
しも把握できるようになった．選択した画面の一例を Fig.14
に，コースの走行状態をグラフ化したものを Fig.15 に示す．

Fig.14 ドライビング・データ

Fig.16 ロガー・データに車載映像を加えたデータ
ＧＰＳロガー・データはパソコンにソフトをインストール
しておけば，データのダウンロードが可能なため，学生個人
で所有しているパソコンにもソフトをインストールできる．
ＧＰＳロガー・データが個々で確認できるようになったこと
で，最もタイムが良い学生を中心に学生間でのドライビング
に関するミーティングが活発になった．学生同士のコミュニ
ケーションが図れたことにより，個々の学生がドライビング
をシミュレーションしやすくなったことがドライビング力向
上につながったと考える．
7．Ｋ耐久 東海シリーズ参戦結果
Ｋ耐久 東海シリーズ参戦結果を Table.5 に示す．レース車
両を製作した初年度は，2013Ｋ耐久 東海シリーズ第５戦３時
間耐久に参戦し，トラブルも無く完走した．２年目はレース

Fig.15 コースの走行状態

車両の改良をして，2014Ｋ耐久 東海シリーズ第４戦４時間耐
久に挑んだ．車両の改良に時間がかかり，練習走行が不十分

さらに，車載カメラを取付け，走行状態を録画することで，

だったため７位となったが，つづく第５戦３時間耐久では２

ドライビング状況を確認することができるようにした．以上

位で入賞した．３年目は学生のドライビング力の向上を図っ

のように，ＧＰＳロガー・データと車載映像を併用すること

た結果，2015Ｋ耐久 東海シリーズ第４戦４時間耐久で１位を

で，ドライビングのイメージがより分かりやすくなった．

取ることができた．

ＧＰＳロガー・データに車載カメラの映像を加えたものを
Fig.16 に示す．

Table 5

Ｋ耐久 東海シリーズ参戦結果
クラス

結果

2013 Ｋ耐久 東海シリーズ第５戦
３時間耐久

ＫＮＮ

完走

2014 Ｋ耐久 東海シリーズ第４戦
４時間耐久

ＫＮＮ

７位

2014 Ｋ耐久 東海シリーズ第５戦
３時間耐久

ＫＮＮ

２位

2015 Ｋ耐久 東海シリーズ第４戦
４時間耐久

ＫＮＮ

１位

2015 Ｋ耐久 東海シリーズ第５戦
３時間耐久

ＫＮＮ

５位

Fig.18 Ｋ耐久レースアンケート結果
8．アンケート調査結果
まとめ
シーズン終了後，軽自動車耐久メンバー6 名に対してアンケ

軽自動車耐久レースを通して，初めは教員側から指示され

ートを実施し，軽自動車耐久メンバーに加わる以前とメンバ

ないとレース車両の整備さえもできなかった学生達が自ら進

ーに加わってからの各調査項目における向上度合（心境の変

んで整備をするようになり，さらには，少しでも速く走るた

化）を調査した．実施したアンケートを Table.4 に，アンケ

めにはどのような改良や調整が必要なのかを積極的に学習す

ート結果を Fig.17 に示す．

るようになった．また，学生達が学習したトランスミッショ
ンのオーバー・ホールやアライメント調整作業等の内容をレ
ース車両の製作を通して実践できたことにより，実感教育に
つなげることができた．また，耐久レースはドライバー，ピ
ットクルー，指令塔等，メンバー全員が各々の役割を確実に
こなすことが結果につながることを体験させることができた．
本学の学生達は元来自動車に興味を持っている学生達では
あるが，指導者側がきっかけを与えることで，学生達は受動
的から能動的に変わることが実証できた．さらに，レースに
参戦することを通してコミュニケーション能力の向上にもつ
ながったと考えられる．
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