
２０１７ルール改訂の概要

車両製作、車検、審査（静的、動的）等のルールはFormula SAE Ruleに
準拠しています。
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2017年ルール

http://www.fsaeonline.com/content/201718%20FSAE%20Rules%209.2.16a.pdf



・A1.4 ダイナミックイベントポイント

・T3.0と小区分 構造

・T3.20, T3.21 インパクトアッテネータ

・T4.1 コックピットオープンテンプレート

・T4.2 コックピット内部のテンプレート

・T5.0と小区分, T14.2 ドライバの安全装置

・T9.2 フロント空力

・T11.1 ファスナー

・IC1.1 エンジン

・IC1.11-IC1.18 電子スロットルコントロール

・IC2.6 燃料フィラーネック

・IC3.2.3, IC3.3 サウンドレベル

・IC4.4.4, IC4.6 バッテリーおよび最大許容電圧

・EV2.3, 2.4, 2.5, 3.4, 5.8 電気自動車

・S6.0 デザインイベント

2017年ルール改訂概要

← 固定方法変更

← 排気量変更

← 内径変更

← 基準緩和

← 挿入位置変更

← 挿入位置明記

← 規定明確化

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



8 月31日の追加改訂事項

� Ｔ3.40.4 d）の最後の一文はもはや該当しないとの理由で削除された

� Ｔ5.4.1＆Ｔ5.4.2 ショルダーハーネスバーに関する提案ルールが、6月改訂版
に含まれておらず、また旧ルールの削除により強度要件が欠
落してしまったとの理由で訂正された

� ルールＴ3.4.1 表が更新された

� ＡF7.11～AF7.17 パートTの他所参照が訂正された

� EV4.11.6 6月改訂版に欠落していた新ルール

� EV6.1 6月改訂版に欠落していた現行ルールの改訂

� EV4.12.1～EV4.12.4 6月改訂版に欠落していた現行ルールの改訂

� D6.8.1 及び 6.8.3 現行ルールの明確化

2017年ルール追加改訂

本資料で追加説明します



2017年ルール改訂

T3.4.1 Baseline Steel Material
� Shoulder Harness Mounting Bar Bracingのサイズが規定された
� Bent Upper Side-Impact Member (T3.24.3a)として、φ35.0mm x ｔ1.20mmを追加

特に注意



2017年ルール改訂

T3.5.5 曲がりパイプ

� サポート角度は30度以内に狭まった (2016年までは45度）

T3.5.5    曲がりパイプ（または直線状にない複数パイプで構成されている）が、フロントとメインロールフープ
以外の基本構造に使用される場合は、サポートするための追加パイプが必要である。アタッチメントポイント

は、曲線部の両端に接続している直線から逸脱する最も遠い点でなければならない。サポートチューブの
径と板厚は曲がりパイプと同じこと。サポートチューブは、シャーシのノードで終端とすること。
曲がりパイプの平面に対して、角度30度を超えないこと。アッパサイドインパクトメンバーに対して追
加されるブレースは、30度要件を満たす必要はない。

パイプA～Bに対し、パイプ①②が曲がって
いる場合サポートチューブ③か④が必要

①

②

①と②で構成される黄色の面に対し、
サポートチューブは30度以内にノード
へ付けるという意味。

30度以内

サポートチューブ

誤解が多い！

A

B

③
④



2017年ルール改訂

T3.14.4 Front Hoop Bracing
The Front Hoop braces must be straight, i.e. without any bends

フロント フープ ブレースは真直ぐでなければならない

側面図、正面図、上面図、
アイソメ図の何処から見
ても真直ぐ、という意味



2017年ルール改訂

The accepted methods of attaching the Impact Attenuator Assembly, Impact Attenuator and 

Anti-Intrusion Plate are:

a. Welding, where the welds are either continuous or interrupted. If interrupted, the 

weld/space ratio must be at least 1:1. All weld lengths must be greater than 25mm (1”).

b. Bolted joints, using a minimum of eight (8) 8 mm Metric Grade 8.8 (5/16” SAE Grade 5) 

bolts with positive locking. The distance between any two bolt centers must be at least 

50mm (2”).

T3.20.4  Impact Attenuatorの取付規定の明確化

IAアセンブリ、IA、および貫通防止入板の許容する取付方法は下記である：

a. 溶接は連続的か、または間隔をもってされる。もし間隔があるなら、溶接／スペース比率は最低1:1
であること。すべての溶接長さは25mm （1インチ）より長くなくてはならない。

a. ボルトによる締結、最低8個のポジティブロックを持つ8mmメートル法グレード8.8 （5/16インチSAEグ
レード5）ボルトを使うこと 。任意の2つのボルト中心間距離も最低50mm（2インチ）でなければならない。

The Impact Attenuator may also be attached to the Anti-Intrusion Plate using a structural 

adhesive. The adhesive must be appropriate for use with both substrate types. Equivalency of 

this bonded joint to a welded or bolted joint must be documented in the team’s SES submission.

IAはまた、構造用接着剤を使って貫通防止板に取付けても良い。
接着剤は、両方の基板タイプでの使用に適切でなければならない。溶接結合された、またはボルトで締め

られた結合との等価性は、チームのSES提出において文書化されなければならない。
Additional Info



ボルトは最低8本必要添付図は標準アッテネータ

ボルト固定の場合

補足 Impact Attenuator

貫通防止板

同じ大きさ

フロントバルクヘッドの
外側サイズ

ボルト固定の場合、貫通防止板と
フロントバルクヘッド外側は、同一
サイズである



STDインパクトアッテネータの場合(下図）
①が25mm以上なら貫通防止プレート背後のFBHにブレースを付ける（AorB)

①

①

A 

B 

①の寸法の外側基準は、フロントバルクヘッド外寸法である。
貫通防止プレートが基準ではない。

＜溶接固定の場合、プレートはフロントバルクヘッド中心線で
溶接されるが、更にその外側にフロントバルクヘッドが存在する＞

○✕

フロントバルクヘッド
外寸法

STDインパクトアッテネータ

補足 Impact Attenuator

✕
（注：NGです）

STD品の劣化に注意



Battery

補足 Impact Attenuator
T3.22.1
基本構造内に含まれる、壊れてはならない物（例えば、バッテリー、マスターシリンダ、
作動油リザーバ）は全て、インパクトアッテネータ貫通防止板のリア面とのクリアランス
が25㎜（1インチ）あること。

✕

25mm未満
25mm未満

✕

25mm未満

リザーバタンク

マスターシリンダ

25mm以上離れたBulkhead後端面にブラケットを
付け、そこから固定ステイを伸ばすのはOK。
但し、圧縮試験では再現させる必要あり。



2017年ルール改訂

T4.1.2 コックピット開口部
テンプレートはサイドインパクト構造体のトップバーの下(モノコックでは路面上
350 mm(13.8 inch))まで水平に保持され、垂直に挿入される。
挿入時にテンプレートの前後移動は許容される。

FIGURE 8

テンプレート挿入位置と挿入方法が明記されたが、
日本大会は元々この方法で実施している。



2017年ルール改訂

T4.2 Cockpit Internal Cross Section
T4.2.2   The template, with maximum thickness of 7mm (0.275 inch), will be held vertically 
and inserted into the cockpit opening rearward of the rear-most portion of the steering column.

ペダル

ペダル

足元用テンプレート：挿入位置が変更された

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。

2016年まで

2017年から
steering column後端位置から
挿入

シフターやシートとの
干渉に要注意



2017年ルール改訂
T5.2 Belt, Strap and Harness Installation - General

T5.2.2   e. Where a single shear tab is welded to the chassis, the tab to tube welding

must be on both sides of the base of the tab. 両側を溶接する事

T5.3 Lap Belt Mounting
T5.3.7 Any bolt used to attach a lap belt, either directly to the chassis or to an intermediate bracket, 

must be a minimum of 10mm Metric Grade 8.8 (3/8 inch SAE Grade 5)

← 使用するボルトの明確化

ラップベルト取付けボルトは、シャシーに直接つける場合、ブラケットを介してつける場合、いずれも
最少10㎜のメトリックグレード8.8（3/8インチSAEグレード5）でなければならない。

T5.5 Anti-Submarine Belt Mounting
T5.5.3 Any bolt used to attach an anti-submarine belt, either directly to the chassis or to an 

intermediate bracket, must be a minimum of 8mm Metric Grade 8.8 (5/16 inch SAE Grade 5)

ショルダーベルトを取り付けるためのボルトはシャシーに直接つける場合、ブラケットを介してつける
場合、いずれも、最少8㎜のメトリックグレード8.8（5/16インチSAEグレード5）でなければならない。

← 使用するボルトの明確化

T5.4 Shoulder Harness
T5.4.5 Any bolt used to attach a shoulder harness belt, either directly to the chassis or to an 

intermediate bracket, must be a minimum of 10mm Metric Grade 8.8 (3/8 inch SAE Grade 5)

最少10㎜のメトリックグレード8.8（3/8インチSAEグレード5）でなければならない。

← 使用するボルトの明確化

D

この部分



T5.4 Shoulder Harness

ショルダーハーネスは、ドライバーの後ろでT3.4.1の要件に適合する構造物に取付けなくてはならない。
ショルダーハーネスマウントバーは、シャシーの両側面においてメインフープに接合しなければならない。
ショルダーハーネスマウントバーに湾曲部がある場合、該湾曲部はひだや壁面欠陥の痕跡がない滑らか
で連続したものでなければならない。

曲がっているショルダーハーネスバーは曲り部からメインフープに取付けられたメンバーブレースが必要
である。 該ブレースはT3.4.1「ショルダーハーネスマウントバーブレース」の材料要件を満たさなければな
らない。側面視でショルダーハーネスバーとブレースの角度は30°以上の事。

ショルダーハーネス固定方法明確化、ハーネスマウントバー固定方法の明確化
T5.4.1 The shoulder harness must be mounted behind the driver to a single piece of uncut, continuous, closed section steel tubing that 

meets the requirements of T3.4.1. This Shoulder Harness Mounting Bar must attach to the Main Hoop on both sides of the chassis. Bends 

in the Shoulder Harness Mounting Bar, if present, must be smooth and continuous with no evidence of crimping or wall failure.

Bent Shoulder Harness Mounting Bars are required to have bracing members attached at the bends and to the Main Hoop. Material for 

this bracing must meet the requirements of T3.4.1 “Shoulder Harness Mounting Bar Bracing.” The included angle in side view between 

the Shoulder Harness Bar and the braces must be no less than 30 degrees.

2017年ルール改訂

Main Hoop

Shoulder
Harness Bar

Brace

30度以上

ノード接続は不要



2017年ルール改訂

ヘルメット 2000シリーズ削除、2015シリーズ追加

T14.2 Helmet

� Snell K2005, K2010, K2015, M2005, M2010, M2015, SA2005, 
SA2010, SAH2010, SA2015

� SFI 31.2/2005, 31.2/2010, 31.2/2015, 41.2/2005, 41.2/2010, 
41.2/2015

� FIA 8860-2004, FIA 8860-2010, FIA 8859-2015

英国規格協会BS 6658-85 Type A/FR
（Type AおよびBは許可されない）



2017年ルール改訂

ARTICLE 9: AERODYNAMIC DEVICES

T9.2.1 表現を変更したが、内容は変わらず。
T9.2 Location – Front Mounted Devices

T9.3 Location – Rear Mounted Devices

キープアウトゾーンが明確化された

T9.3.1 表現を変更したが、内容は変わらず。

2016年ルール： ただし厚さ25mm以下の垂直板は除く。となっていた

T9.2.2 車両前面視で、地上から高さ250mm以上のフロントタイヤホイールは遮られてはならない。
注：9.2.1及び9.2.2はホイールが直進状態で適用される。

×

○



2017年ルール改訂

2016年まで 2017年

キープアウトゾーンの図解が明確化された

基準はF/タイヤ幅
（ハブセンター位置）



T11.1 Fastener Grade Requirements

2017年ルール改訂

T11.1.2
重要な箇所へのボタンヘッドキャプ、鍋頭、平頭または丸頭のねじまたはボルトは禁止される。
６角の埋め込み型打ち込みねじまたはボルト(ソケットヘッドキャップねじまたはアレンスクリュー/
ボルトと呼ばれる)は許可される。

ａ） プライマリーストラクチャーアタッチメント

ｂ） インパクトとアッテネータアタッチメント

ｃ） ドラーバーハーネスアタッチメント

ｄ） ステアリングシステム

ｅ） ブレーキシステム

ｆ） サスペンションシステム

重要な箇所へのボタンヘッドキャプ等の使用禁止領域の明確化

使用禁止領域

T11.1.2

The use of button head cap, countersunk head, pan head, flat head or round head screws or bolts 

is prohibited in ANY location in the following systems. Hexagonal recessed drive screws or bolts 

(sometimes called Socket head cap screws or Allen screws/bolts) are permitted:



2017年ルール改訂：e/D

”D”＝穴直径
”e”＝穴の中心線から最も近い自由端の距離

ｅ／Ｄ ≧ １．５ 以上で許容

DD
e

”D”＝穴直径
”e”＝ボルト穴端部から最も近い自由端の距離

ｅ／Ｄ ≧ ２．０ 以上で許容

基本構造においてタブまたはブラケットを使用するボルト締結ジョイントは、エッジ距離比“e/D”が２またはそれ以上
が必要。”D”は穴直径。”e”は穴の中心線からもっとも近い自由端の距離。
注：基本構造にサスペンションメンバーを取り付けるタブは、この要件を満たす必要はない。

T11.1.3 

Any bolted joint in the primary structure using either tabs or brackets, must have an edge distance ratio “e/D” of 2 or 

greater. “D” equals the hole diameter. “e” equals the distance from the hole centerline to the nearest free edge. 

NOTE: Any tabs attaching suspension members to the primary structure are not required to meet this rule 

T11.1.3 

Any bolted joint in the primary structure using either tabs or brackets, must have an edge distance ratio “e/D” of 1.5 or 

greater. “D” equals the hole diameter. “e” equals the distance from the edge of the hole to the nearest free edge.
Tabs attaching suspension members to the primary structure are not required to meet this rule

2016年

DD
e

2017年

基本構造においてタブまたはブラケットを使用しているボルト締結ジョイントは、縁端距離比「e/D」が1.5以上でなけ
ればならない。「D」は穴直径を表し、「e」はボルト穴端部から最も近い自由縁端部までの距離を表す。

基本構造にサスペンションメンバーを取付けるタブは、この要件を満たす必要はない。



T14.14 Fire Extinguishers

2017年ルール改訂

許容する消化器の明確化

各チームは、少なくとも2本の0.9 kg（2 lb）の乾式化学/粉末、消火器を用意しなけ
ればならない。

Each team must have at least two (2) 0.9 kg (2 lb.) dry chemical/dry powder fire extinguishers.

Aqueous Film Forming Foam (AFFF) fire extinguishers are prohibited.

Halon extinguishers and systems are prohibited.

水膜形成性泡（AFFF）消火器は禁止
ハロン消火器およびシステムは禁止

ハロン消化器

×



IC1.1 Engine Limitation

2017年ルール改訂

エンジン排気量UP

排気量を610ｃｃ⇒710ｃｃ上限

IC1.1.1 

The engine(s) used to power the car must be a piston engine(s) using a four-stroke primary heat 

cycle with a displacement not exceeding 710 cc per cycle. Hybrid powertrains, such as those 

using electric motors running off stored energy, are prohibited.

IC1.1.1  
車両の動力として用いられるエンジンは、排気量710cc以下の4ストロークのプライマリ
熱サイクルピストンエンジンでなければならない。蓄えられたエネルギーによる電動
モーターの使用のようなハブリッドのパワートレインは禁止される。



指図変更

IC 2.6 Fuel Tank Filler Neck & Sight Tube

2017年ルール改訂

全ての燃料タンクは、フィラーネックを持たなくてはならない。
ａ：燃料タンクと燃料フィラーキャップとの間のいかなる箇所も内径が35 mm

(1.375 インチ)以上
ｂ：垂直方向の高さが125 mm(4.9インチ)以上
ｃ： 垂直とのなす角度が30度(30°)以下

内径が38mmから35mmに細くなった、給油口も合わせて要求

125mmは垂直高さ、
チューブ全長ではない

1
2
5
m

m

2016年表記 2017年表記



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！



IC3.2 Noise Measuring Procedure

2017年ルール改訂

騒音審査後は手動調整部分は固定のこと

IC3.2.3 排気はアクティブチューニングや絞り装置又はシステムの任意のフォームを持っている
場合、それはすべての位置での装置またはシステムに準拠している必要がある。手動で調整可
能なチューニングデバイスは、変更するためのツールを必要としなければならず、騒音試験後に
移動または修正することはできない。
デバイスの位置は、騒音試験でオフィシャルが見えなければならず、騒音試験においてオフィ
シャルによって手動で動かせなければならない。

Manually adjustable tuning devices must require tools to change and must not be moved or 

modified after the noise test is passed.

IC3.3 Maximum Sound Level

At idle the maximum permitted sound level is 103 dBC, fast weighting. At all other speeds 

the maximum permitted sound level is 110 dBC, fast weighting.

アイドリング時の騒音レベルの緩和

アイドル最大騒音レベルは103dBC。
その他全回転数域での許容最大サウンドレベルは、ファストウェイティングで110 dBCである。



2017年ルール改訂

IC4.4 Batteries
IC4.4.4 Battery packs based on Lithium Chemistry

IC4.6 Voltage limit for IC vehicles

これら2項目で変更有りと記載されているが
変更はありません（誤記）



２０１６ルールを準拠



Figure 2 

IC1.7 Turbochargers & Superchargers 

2016年を準拠

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. 

2016年ルール準拠

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確認技術車検

2016年にて変更済み

再循環弁

Pop-Off Valve

インタークーラ



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年ルール準拠

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

OEM燃料レールの使用は許容



IC4.4 Batteries 

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 

2016年を準拠

2016年ルール準拠

技術車検

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

※ エビデンスの提示を要求します



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。



補足：バッテリーに関して

バッテリーの注意点

ジェルタイプのバッテリーは『ドライタイプではない』、湿式バッテリー
と見なします。

一般的なバッテリーは横置きNG。
『横置きOK』というエビデンスが提示できるもののみ許可します。

シールドバッテリーでも自分で液を入れてから封印するタイプは、
横置きした場合、漏れる可能性がある。



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

2016年と変更無し



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

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

嵩上げ構造

✕



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



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。



２年目車両の禁止（写真提出）

を 車検時に提出する。

前年度



お願い：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2016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


