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1.はじめに 

日本大学工学部は福島県郡山市にあり、私たちの所属する

渡部研究室は省エネルギー、新エネルギーやスターリングエ

ンジンに関するテーマで研究を行っています。近年のメイン

テーマは自然エネルギーを用いた循環型社会の構築（エコハ

ウス）であり、その中で省燃費エンジンカーやスターリング

エンジンカーの研究が大事に継続されている状況である。 

 本グループは電気自動車や燃料電池車など省燃費につい

て様々なことが研究されている．本研究では現在使われてい

るガソリンエンジンの燃費向上を図るために，Honda製 50cc

のエンジンで燃料噴射装置がキャブレター方式(CAB)と電子

燃料噴射方式(FI)の2台を使いHondaエコノパワー燃費競技

大会に出場しエコに対する考えを深め燃費向上について考

察，比較検討する. 

2.車体 

2.1フレームの軽量化  

 昨年は箱型フレームの製作により剛性強化で燃費向上を

図った，今年度は操縦性を向上させるため，フレーム接点の

軽量化を行い，燃費向上を図った．具体的に昨年まではアル

ミ材とアルミ材の間にステーを設け結合させていたが，今年

度はアルミ材そのものを加工しステー同様の役割をさせ軽

量化と剛性を兼ね備えるものとした．２台それぞれ異なるエ

ンジンに合わせ昨年同様，エンジンのマウント部を変えフレ

ームの中心と後輪が一致するように設計した． 

 
図1.FI用フレーム    図 2.CAB用フレーム 

2.2 ボディ形状 

 空気抵抗は走行における抵抗の大きな要素として燃費に関

係すると考え，昨年度よりさらに流線形とし，極端に風を遮

ることなく，滑らかに流すことに重視した． 

 

表1.車体の諸元     表 2.エンジンの諸元 

シャーシ諸元 エンジン諸元 

全長 2810(3102)mm エンジン形式 C50E AF63E 

全高 530(603)mm 排気量 49cc 49cc 

全幅 805(858)mm 圧縮比 12.34[10.00] -
圧縮圧 16[14]kg/c㎡ -ホイールベ

ース 
1625(1780)mm

冷却方式 空冷 水冷 

トレッド 745(785)mm 

フレーム

材質 
アルミ 

潤滑方式 
滴下飛沫 

併用式 

圧送飛沫 

併用式 

カウル材質 GFRP 
キャブレター方式 ケイヒン PB PGM-FI 

カウル 

形状 

フォーミュラ

タイプ 
メイン 

ジェット 
#50[70] - 

窓 
塩ビ 

t=0.5(1.0) 
スロー 

ジェット  
#35[35] - 

ステア 

リング 

形式 

アッカーマン

方式 
クリップ段数 1[2]段目 -

タイヤ数 前2 後1 

タイヤ 

（F／R） 
ミシュラン 

パイロット 

スクリュ 

開度 

3/2回転 - 

タイヤ 

空気圧 
700kPa 

操舵輪 前輪 

駆動輪 後輪 

点火方式 

フルトラン 

ジスタ 

[CDI] 

フルトランジス

タ[CDI] 

ブレーキ

形式 

サイドプル 

キャリパ 
点火時期 

25°[27°] 

BTDC/1700rpm 

15°

BTDC/1700rpm

点火プラグ数 2[1] 1 ブレーキ

作動輪 
後輪 

車両重量 38(45.2)kg 

点火プラグ 

形式 
NGK CR6HIX NGK ER8EHIX

変速比 9.19[3段] 10.48 
車両総重量

90.2 

(105.7)kg 

( )内は前年度

の数値 潤滑油 

Honda G-3 

SJ10w-30 

Microlon 

添加 

HondaG-3 

SJ10w-30 

Microlon 

添加 

[ ]内はカブ純正の数値
エンジン重量 6.046kg 17.8kg 

 

2.3 ボディカウルの軽量化 

GFRP 製のボディを製作するにあたり，ドライバーに合わ 



 

 
 
 

せた最適な設計や安全性，剛性などを考慮し，最低限のガ

ラスクロスと樹脂により軽量化を実現した．フレームは中空

と中実のアルミ材を応力の架かり方で用途を分け，結合用の

リベットは軽いアルミ製を使った．これらによりボディ，フ

レーム合計22.5％の軽量化に成功した． 

表3.フレーム及びボディの重量比較 

今年度  

CAB FI 
昨年度 

フレーム重量(kg) 3.4 4.5 4.0 

ボディ重量(kg) 5.2 7 7.1 

 

 
図3.昨年のボディ    図 4.今年のボディ 

2.4 タイヤ 

タイヤは昨年同様，転がり抵抗の少ないミシュラン製エコ

ラン専用タイヤを使用した． 

表3.タイヤスペック 

品名 44-406 Marathon Shell  

タイヤサイズ 44-406 (20 x 1.75) 重量 240g 

外径 496-498mm 総幅 44mm 

推奨空気圧 500 kPa 最大許容荷重 約80kg 

 

3.エンジン 

3.1 エンジン(CAB) 

 このエンジンは何年も受け継がれているエンジンであり，

圧縮抜けを起こしていた為，清掃を兼ね各部ガスケットの交

換を行った．今年はFIの車両に力を注ぐ為に大幅な変更など

は行わなかった． 

 

図5.燃料ライン 

3.2エンジン(FI) 

 FI エンジンについては 17 年度に作ってはいたが多少改良

するに留まっていた．動力損失を抑えるのに不必要なウォー

ターポンプのモーターをカムスプロケットから外した．市販

車がベースであるので保安機器のハーネスを除去及び単純化

した．これらの軽量化で0.69kg軽減出来た．このエンジンは

燃料供給が燃料ポンプによりインジェクターに圧力を加え噴

射する方式で，既存の燃料ポンプを燃料タンクから離し簡素

化する必要があった．そこで新たに燃料ラインを構築するこ

とで燃料ポンプを介しインジェクターに送ることに成功した． 

 

3.3 冷却系の改良(FI) 

エンジンコントロールユニット(ECU)への水温信号を適正に

保つために，ラジエータの代わりにホースをつなぎ，冷却水

を循環させる構造とし，水温センサは取り去らないようにし

た． 

4.考察 

4.1 エンジン(FI)の駆動方式 

 遠心クラッチはスクーターのものを流用した．ボディクリ

アランスの関係上，クラッチを減速の二軸目に設置したため

ミートタイミングの回転数が高くなり，低速時，加速時のロ

スになった． 

 

4.2 車体性能 

走行安定性を高めるためにリアホイールのセンター化が必

要であり，そのためにエンジンマウントを左右にオフセット

することが必要だったので車体(CAB)右に6.5cm，車体(FI)左

に2.0cmにオフセットさせた．しかし，それぞれの車体にお

いて各タイヤにかかる重量配分は左右で異なった．これはエ

ンジンの左右の重量が異なったためと考えられる．なお，転

がり抵抗の値を前年度に比べ0.9N低下させることができたこ

とにより，ホンダスーパーカブ50(80kg)のドライバーを含め

た総重量での転がり抵抗値8.29Nから約55％軽減することが

出来た． 

表4.前年度との車体性能比較 

 今年(キャブ) 昨年度

前面投影面積A（㎡） 0.22 0.18 

ころがり抵抗Fr（N） 3.70 4.80 

 

表5.各タイヤの重量配分 

 左前輪 右前輪 後輪 

CAB 33.0kg  32.8kg  27.1kg  

FI 35.0kg 33.8kg 32.6kg 

                        ドライバー重量62kg 

5.結言 

今大会では正式記録として610.430km/lの燃費を記録し，128

台中27位という結果であった．C50Eスーパーカブ50の燃費

145Km/lと比べ約421.0％向上した． 
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