
２０１６ルール改定の概要

車両製作、車検、審査（静的、動的）等のルールはFormula SAE®のルール
に準拠しています。
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2016年ルール改定概要
http://fsaeonline.com/page.aspx?pageid=e179e647-cb8c-4ab0-860c-ec69aae080a3



T3.38 Anti Intrusion Plate for Monocoque Chassis 

AF5.2 Required Submissions 

AF7 Additional Non Applicable Rules 

IC1.7.3 Recirculation Valves 

IC1.9.1.b Fuel Rail Materials 

IC1.11 - IC1.16 Electronic Throttle Control 

IC2.6 Fuel Filler Neck and Sight Tube Clarifications 

IC4.4.4 Lithium Battery IC4.6 Voltage Limits 

EV4.12 Tractive System Active Light 

S4.11.4 Engine Cost 

For 2016 Formula SAE Competitions in United States, the Cost Report Submission process 

may be changed. Please refer to the website for additional announcements and information. 

P3 変更内容そのものではないが、何処を変更したかが記載されている

2016年ルール改定概要



T3.38 モノコックシャーシ用アンチ侵入プレート

AF5.2 必須提出

AF7 追加の非適用可能な規則

IC1.7.3 再循環バルブ

IC1.9.1.b 燃料レール材料

IC1.11 - IC1.16電子スロットル制御

IC2.6 燃料フィラーネックと視力チューブ明確化

IC4.4.4 リチウム電池←2015年で問題となったLiバッテリーの限定条件が明記されている

IC4.6 電圧制限

EV4.12 牽引システムアクティブライト

S4.11.4 エンジンのコスト←これはコスト関連

米国では2016年フォーミュラ大会のために、コストレポートの提出プロセスが変更される場
合があります。追加の発表や情報については、ウェブサイトを参照してください。. 

2016年ルール改定概要



新規追加

2016年ルール概要

技術車検

T3.14 Front Hoop Bracing 

T3.14.6 The driver’s feet and legs must be completely contained within the Major 

Structure of the Frame. While the driver’s feet are touching the pedals, in side 

and front views, no part of the driver’s feet or legs can extend above or 

outside of the Major Structure of the Frame. 

足元のスペース確保

テンプレートは、フロントフープから
ペダル手前100mmまで挿入する。

ペダル



表現修正＋追加

2016年ルール概要

ＳＥＳ審査

モノコックＡＩプレートの強度試験結果はＳＥＳへ記載。

T3.38 Monocoque Impact Attenuator Anti-intrusion Plate 

T3.38.1 Composite AI plates must not fail in a frontal impact. Strength of the AI plate 

must be verified by physical testing or a combination of physical testing and 

analysis. All physical test results and any analysis completed must be included in 

the SES. 

T3.38.2 Strength of composite AI plates may be verified by physical testing under rules 

T3.21.2 and T3.21.3. 

T3.38.3 Strength of composite AI plates may be verified by laminate material testing 

and calculations of 3 point bending and perimeter shear analysis. Composite 

laminate materials must be tested under T3.30.3 and T3.30.5. Analysis of the AI 

plate under 3-point bending must show the AI plate does not fail under a static 

load of 120 kN distributed over 150mm of length, and perimeter shear analysis 

must show each attachment can hold 20 kN in any direction. 



Impact Attenuator Anti-Intrusion Plate

Material Property Baseline Your Plate

Material type Steel Comp (IAD Test)
Material name /grade Steel
Youngs Modulus, E 2.00E+11
Yield strength, Pa 3.05E+08
UTS, Pa 3.65E+08
Yield strength, welded, Pa 1.80E+08
UTS welded, Pa 3.00E+08
UTS shear, Pa 2.19E+08

Thickness of panel, mm
Panel height,mm (from Front Bulkhead tab)
Panel width, mm (from Front Bulkhead tab)

Baseline 
Design? NO

Composite AIP
Impact Attenuator Height, mm N/A
Impact Attenuator Width, mm N/A
Max BM, Vertical (120kN Partial UDL), Nm N/A N/A
Max BM, Horizontal (120kN Partial UDL), Nm N/A N/A
I, Vertical, m^4 N/A N/A
I, Horizontal, m^4 N/A N/A
Max Stress, Vertical, Pa N/A N/A
Max Stress, Horizontal, Pa N/A N/A
Safety Factor, Bending N/A N/A
Perimeter Shear Stress, 120kN Load, Pa N/A N/A
Safety Factor, Perimeter Shear N/A N/A

N/A

CAD Screenshots / Images proving all panel dimensions and any additional proof must be appended below

ＳＥＳ審査

モノコックＡＩプレートの強度試験結果は
ＳＥＳへ記載する

2016年ルール概要

CAD図面 試験前 試験後

Plateの変位 試験結果

Impact Attenuator Anti-intrusion Plate

記載ページ



Figure 2 

IC1.7 Turbochargers & Superchargers 

IC1.7.3 Recirculation (e.g. anti-surge) valves are prohibited for all boosting systems. 

NOTE: recirculation valves apply to the compressor and not to wastegate 

valves which are used to control the turbine. 

2015年表現

2016年表現
IC1.7.3 If pop-off valves, recirculation valves, or heat exchangers (intercoolers) are 

used, they may only be positioned in the intake system as shown in IC1.6.1 Figure 2. 

表現修正

2016年表現2015年表現

2016年ルール概要

ポップオフバルブ、再循環弁、またはインタークーラのレイアウトを記載技術車検

再循環弁

Pop-Off Valve

インタークーラ



IC1.9 Fuel Injection System Requirements 

IC1.9.1 Low Pressure Injection (LPI) 

b. Fuel Rail – The fuel rail must be securely attached to the engine cylinder block, 

cylinder head, or intake manifold with mechanical fasteners. This precludes the 

use of hose clamps, plastic ties, or safety wire. The threaded fasteners used to 

secure the fuel rail are considered critical fasteners and must comply with 

ARTICLE 11. The use of fuel rails made from plastic, carbon fiber or rapid 

prototyping flammable materials is prohibited. However, the use of unmodified 

OEM Fuel Rails manufactured from these materials is acceptable. 

b. Fuel Rail – The fuel rail must be securely attached to the engine cylinder block, 

cylinder head, or intake manifold with mechanical fasteners. This precludes 

the use of hose clamps, plastic ties, or safety wire. The threaded fasteners 

used to secure the fuel rail are considered critical fasteners and must comply 

with ARTICLE 11. 

2015年表現

2016年表現表現追加

2016年ルール概要

プラスチック等での自作は禁止
OEM燃料レールの使用が許容されます。

技術車検



燃料レールはエンジンシリンダブロック、シリンダヘッド、またはインテークマニフォールドに機械
締結すること。ホースクランプ、プラスチックタイやセーフティワイヤは機械締結とみなさない。燃
料レール固定に使用するネジ式ファスナは、１１章を満足すること。
プラスチック、カーボンファイバーやラピッドプロトで製作した可燃性材料は使用禁止。ただし、加
工していないこれらの材料から製作されたOEM燃料レールは、使用を許可する。

燃料レール関して

燃料レールは、確実に機械締結されている事！
燃料レールは、プラスチック等での自作は禁止

技術車検

2016年ルール概要

燃料レール部

金属加工で自作し、ワイヤリングで
しっかり固定すれば許容する

３Dプリンターを用いた自作も禁止



2016年ルール概要
IC2.6 Fuel Tank Filler Neck & Sight Tube 

IC2.6.2 The 125 mm of vertical height fuel filler neck must be above the top level of the 

tank, and must be accompanied by a clear fuel resistant sight tube for reading 

the fuel level. (Figure 14) 

IC2.6.3 The sight tube must have at least 125 mm (4.9 inches) of vertical height and a 

minimum inside diameter of 6 mm (0.25 inches). 

2015年表現

2016年表現表現修正

技術車検

垂直高さで
125mm以上

チューブ全長
ではない

サイトチューブの視認長さが
125mm以上

IC2.6.2 At least 125 mm (4.9 inches) vertical height of the fuel filler neck must be above 

the top level of the tank, and must be accompanied by a clear fuel  resistant 

sight tube for reading the fuel level. (Figure 14) 

IC2.6.3 The sight tube must have at least 125 mm (4.9 inches) of visible vertical height 

and a minimum inside diameter of 6 mm (0.25 inches). 



IC2.6 Fuel Tank Filler Neck & Sight Tube 

補足：Sight Tubeに関して

IC2.6.6 Fuel Level Line - A permanent, non-moveable fuel level line must be located between 

12.7 mm and 25.4 mm (0.5 inch and 1 inch) below the top of the visible portion of the 

sight tube. This line will be used as the fill line for the Tilt Test (Rule T8.5), and before 

and after the Endurance Test to measure the amount of fuel used during the 

Endurance Event. 

サイトチューブの視認可能な頂点から下方向12.7 mmから25.4 mm（0.5 inchから1 inch）の間に、
常設で動かせない燃料レベルラインがなければならない。

燃料レベルライン設置位置・手段
水平に設置されているかの確認

技術車検

燃料レベルライン

水平に設置する事

ビニールテープ禁止

守られていない車両が多い！



IC4.4 Batteries 

IC4.4.4 Battery packs based on Lithium Chemistry: 

a. must be commercially manufactured items 

b. must have over voltage, under voltage, short circuit and over temperature 

cell protection 

c. must be separated from the driver by a firewall 

IC4.4.4 Battery packs based on Lithium Chemistry: 

a. Must have overcurrent protection that trips at or below the maximum 

specified discharge current of the cells. 

b. Must have a rigid, sturdy and fire retardant casing. 

c. Must be separated from the driver by a firewall as specified in T4.5 

2015年表現

2016年表現表現修正

2016年ルール概要

リチウム化学電池パック
・充電＆放電の保護装置がついてるもの（証明書）
・剛性のあるケースで保護されてるもの
・ファイヤーウォールでの隔離
※エビデンスを提示

技術車検



IC4.4 バッテリー

IC4.4.1 全てのバッテリー、すなわち、車載の電源装置は、フレームに確実に取付けなくては
ならない。

IC4.4.2 ドライバーコンパートメント内に配置した湿式バッテリーは、絶縁性のマリンタイプ容
器または同等品の中に収めなければならない。

IC4.4.3 電源電圧側の端子(非グランド側）は、絶縁されていなければならない。

IC4.4.4 リチウム化学電池パック
a. セルの最大許容電流以下でトリップする過電流保護装置を有すること。
b. しっかりとした頑丈な難燃性のケースを有すること。
c. T4.5で規定されているファイヤーウォールによって、ドライバから隔離されて

いること

IC4.4.5 鉛バッテリー以外の全てのバッテリーは、技術車検時にその電池パックや電池の補
機類が全てのルール要件を満たしていることを証明するデータシートや文書を提出
しなければならない。（車検時には識別票と提出された証明とで対照審査する）

補足：バッテリーに関して

車検側のルール解釈

技術車検 鉛バッテリー以外は、このEvidenceの提示がなければ
使用を認めない。

例年、固定の不備が散見される。
プラスチックタイのみの固定は認めない。



T11.2 Securing Fasteners 
T11.2.1 All critical bolt, nuts, and other fasteners on the steering, braking, driver’s harness, 

and suspension must be secured from unintentional loosening by the use of positive 

locking mechanisms. Positive locking mechanisms are defined as those that: 

a. The Technical Inspectors (and the team members) are able to see that the 

device/system is in place, i.e. it is visible. 

b. The “positive locking mechanism” does not rely on the clamping force to apply 

the “locking” or anti-vibration feature. In other words, if it loosens a bit, it still 

prevents the nut or bolt coming completely loose. 

Positive locking mechanisms include: 

a. Correctly installed safety wiring 

b. Cotter pins 

c. Nylon lock nuts (Except in high temperature locations where nylon could fail 

approximately 80 degrees Celsius or above) 

d. Prevailing torque lock nuts 

NOTE: Lock washers, bolts with nylon patches and thread locking compounds, e.g. 

Loctite®, DO NOT meet the positive locking requirement. 

T11.2.2 There must be a minimum of two (2) full threads projecting from any lock nut. 

補足：毎年（最も）指摘が多い項目

2016年ルール原文



T11.2 弛み止めファスナー

T11.2.1 ステアリング、ブレーキ、ドライバーハーネス及びサスペンションシステムに用いられ
る全ての重要なボルト、ナット及びその他のファスナーは、ポジティブロック機構の採
用によって意図しない緩みを起さないようになっていなければならない。ポジティブ
ロック機構とは、

a.  技術車検員がデバイスシステムを目視で確認できること。
b.  ポジティブロッキング機構とはロックするためのクランプ力に頼らないこと。

言い換えると、もし少し緩んだとしてもナットやボルトが完全に緩むことを防げる状態。

ポジティブロック機構には、以下を含む：
a. 正しく取付けられたセーフティワイヤ
b.  コッターピン
c.  ナイロンロックナット（80℃を超えてナイロンが溶けてしまうような高温部位を除く）
d.  一般的なトルクロックナット

注： ロックワッシャーやロックタイトの様なネジ山ロック剤は、ポジティブロック要件には
適合しない。

T11.2.2 少なくとも2山以上のネジ山がロックナットから出ていなければならない。

補足：毎年（最も）指摘が多い項目

車検側のルール解釈



補足：毎年（最も）指摘が多い項目

【ネジ締結部材全般】
2015年より、インテークマニフォールド、フューエルレールも重要ネジ項目に追加された。

ステアリング、ブレーキング、サスペンションシステムはSAE G5グレード、メトリックスグ
レード 8.8以上を要求する。

→ 単純な機械用低グレードを使用している例がある

確実にロックし目視できるメカニズムとする。

→ ハブとアップライト間にナットがあり、目視できない例がある
→ Evidenceとして図面提示すること

最低限2山のネジ突き出しを要求する。

→ 2山突き出していない例がある
→ 特にサスペンション系で突出し量がバラバラの例がある

（管理できていないチームの車検は時間を要する）

調整可能なタイロッドはダブルナットをつけること。

→ シングルナットのみの例があり、
車検時に手で緩むケースがある

最低2山出すこと！



溝付きナット

T11.2 弛み止めファスナー

弛み止めファスナーOK集

ハードロックナット ヘリコイル

目視できないため、
製作過程の写真等の
Evidenceを提示すること



弛み止めファスナーOK集

弛み止めファスナーの以下要件と照らし合わせての判断
a. デバイスシステムを目視で確認できること

b. ポジティブロッキング機構とはロックするためのクランプ力に頼らないこと

c. 少し緩んだとしてもナットやボルトが完全に緩むのを防げること

Uナット

スーパースリットナット

くさびロックナット

マッスルナット

外観では判別しづらい為
Evidenceを提示すること



補足：毎年指摘が多い項目

部品の固定方法について

サスダンパーサブタンク、燃料ポンプ、バッテリー、キャッチタンク等をフレームに固定
する場合、プラスチックタイ（一般にタイラップと呼ばれる）を使用するケースが多いが、
走行時の振動や、手でこじられただけでも緩んでしまうため、許可しない。

フレームにブラケットを溶接し、ホルダ等を設置して機械的にしっかりと固定する事！

Best：固定用のブラケットを溶接し、ホルダ
のステイをボルトでクランプする



補足：毎年指摘が多い項目

マスタースイッチは、水平で左右方向に動作できるように装着すること。
スイッチの「ON」・「OFF」を明示すること。

ルールに記載はないが、「OFF」の方向が分かる矢印を推奨します。
何故なら、緊急時に視認しやすい為！

IC4.2.2 The master switches must be mounted so that the rotary axis of the key is near 

horizontal and across the car. The “ON” position of the switch must be in the 

horizontal position and must be marked accordingly. The “OFF” position of the 

primary master switch must also be clearly marked. 

IC4.2 Primary Master Switch 

赤文字で記載された対応が出来て
いないチームが散見する

白く縁取りされた青の三角形の中に
赤い火花が書かれた国際電気シン
ボルマークを付ける事



補足：ハーネス締結マウント

ハーネス締結マウントに 【I-ボルト】 を使用する場合、現状、各チームの設計
は、曲げモーメントに弱い設置方法が多い。

ダブルせん断方式、またはI-ボルトの何れかを、引張方向に設定することを推奨する

引張方向

引張方向

【I-ボルト】を使用する場合
引張方向に向けて設置し、
全周溶接すること

ダブルせん断方式 I-ボルトを引張方向に設定する方式



補足：ＯＥＭ製品の締結方法

【重要部品がＯＥＭ製品の場合】
インテークマニフォールド、フューエルレール、ブレーキ（キャリパ）がＯＥＭ製品の場合、
元々のボルト等での締結を認め、ワイヤリング等の追加締結なしを許容する。

→ ＯＥＭ製品であることを示すEvidenceを提示すること

→ ボルト等のトルク管理はする事



ワイヤリングの掛け方（ボルト）

補足：How to ワイヤリング

【ワイヤリングの基本】
少し緩んだとしてもナットやボルトが完全に緩むことを防げる状態にセットする事。
2本のワイヤをひねらず、単純に結ぶだけの方法を見かけるが、これは好ましくない。

ナットが緩んでもワイヤーが引き合うように結ぶ事！

緩み止め処置が出来なければ、使用は認められない



よくある質問 【ネジ締結部材全般】

重要な箇所（フレーム・ケージの構造体やシートベルトのマウント部等）に、
ナベ、平、皿、丸、ボタンヘッド等の子ネジを使わないこと。

すなわち、
「トルクレンチを使えない子ネジ（ビス）を重要な箇所に使ってはならない。」
という意味である。

補足：よくある質問



Evidence全般に関して

【車両が安全に動作できることが最優先】
【自分達が製作した車両に責任を持つ事】

各種車検審査項目において、Evidenceの提示を要求する。

例１：エンジン本体が改造される場合、改造内容を示す証拠資料
（特にオイルパンを含む潤滑系）

例２：キャッチタンク等の耐熱性を示す証拠資料
（去年はOKだった、という言い分は通用しない）

例３：車検で目視できない箇所が、構造として安全か、ルールを満たすかの証拠図面

例４：バッテリーがルールを満たすかの証拠資料

例５：カーボンモノコックボディの場合、製作過程を示す証拠写真

例６：車検員に要求された場合に、提示可能な証拠図面
→ フレームの外径・肉厚を示すもの
→ IA侵入防止板の詳細を示す資料

例７：購入品である場合、仕様書＋納品書を示す証拠書類 など。



http://www.fsaeonline.com/

Downloads for Competition Front Bulkhead Main Roll Hoop Support 
Configuration Examples を参照の事

よくある質問（フレーム構造）

フレーム構造のOK-NG集が下記に公表されている



FSAE Front Bulkhead Support Configuration Examples
FSAE Main Roll Hoop Support Configuration Examples

よくある質問（フレーム構造）

フレーム構造のOK-NG集より抜粋

Main Roll Hoop Supportのフレーム構造で、以下3点は日本大会でも
似た構造が見受けられたが、Not OKと判断される。



基本パイプサイズ
D25.4 ｘ t2.4 
D25.4 ｘ t1.6 
D25.4 ｘ t1.2 

または相当品
（ローカルルールによる）

T3.19.2 フロントフープと
アッパー･サポート･メンバーと
アッパー･サイドインパクト・
メンバーのノードのずれは
上へ100mm下へ50mm以内
は認められる

T3.10.8 ガセット禁止
補強はT3.5.5を満たす事

T3.13.6～8ノード指定がされている

フレーム構造のルールに変更はない



２年目車両の禁止（写真提出）

を 車検時に提出する。

前年度



自主車検の推奨

走行会には、自主車検を実施した際の車検シート持参を推奨する

自主車検を行うことで、チームは自分
たちの車両の完成度を把握できるば
かりでなく、車検そのものもスムースで
ある。

←添付車検シートは2015年版



車検員として伝えたいこと

【技術車検の目的】

動的競技で安全に走行する為に必要な要件を満たすための

ルールに適しているかを検査するのが目的です。

すなわち、動的競技に進んだら、事故なく、全て完走して頂きたい！

この願いを込めて、厳しい検査をしている。

全ての動的競技での健闘を祈る！

車検員一同より


