
２０１８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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2018年ルール改訂概要

2018年はマイナーチェンジ

殆どが
車検関連



（旧）A3.2.1 他の年代のルールセットは、無効です。

（新）A3.2.1 SAEフォーミュラ規則は競技シーズンの間に修正、更新されるかもしれ
ない。チームは最新版の規則に対応する責任がある。現バージョンを使って
いることを確実とするため競技ウェブサイトをチェックする事。

A3.2.1 規則の有効性

記載の通り、特に注釈はありません

A3.2.3 The Formula SAE rules may be revised or updated during the competition 

season. Teams are responsible for complying with the latest issue of the rules. 

Check the competition website to ensure you are using the current version.



（旧） h. フレームの主要な構造（メジャーストラクチャー） –アッパーサイドインパクトバーの上部水平
面より上方に突出するメインフープの部分と、メインフープブレースは、包囲体の定義に含まれない。

ｈ． Primary Structure Envelope –
主要構造体で被われるもの

それぞれがすべての主要構造体の
フレームメンバーの最も外側の表面
の接線である多角形平面によって
囲まれた空間

ｉ． Major Structure Envelope –
メジャー構造体で被われるもの

アッパーサイドインパクトの上側水平
面上に突出するメインフープとメイン
フープブレーシングを除外した、
主要構造体の中のフレーム部分。

T3.3 定義

（新） h. Primary Structure Envelope – A volume enclosed by multiple planes, each of which are 

tangent to the outermost surface of all the Primary Structure frame members.

i. Major Structure Envelope – The portion of the Frame that lies within the Primary Structure Envelope, 

excluding the Main Hoop Bracing and the portion of the Main Hoop above a horizontal plane located at the top 

of the upper side impact bar.



（旧）T3.5.1
メインロールフープとメインロールフープブレーシングを除いて、異なった
寸法や材料のパイプは使用可能であるが、メインロールフープとメイン
ロールフープブレーシングはスチールでなければならない。
つまりこれらの部分にアルミ管、チタン管または複合物は禁止される。

（新）T3.5.1
メインロールフープとメインロールフープブレーシングを除いて、異なった
寸法や材料のパイプは使用可能であるが、メインロールフープとメインロー
ルフープブレーシングはスチールでなければならない。

この様な構造はOKだが、
Main/Hoopは、一本物で
フレーム下端まで存在する
事を証明すること。

スチール

アルミ製

T3.5.1 代替えパイプ

同じ内容



（旧）T3.7アルミニウム管の要件

T3.7.1 最小限の壁厚：アルミニウム管3.0mm（0.118インチ）
T3.7.2 チームがフレームを適切に熱処理や人工的なエージング処理した事の実証証拠を提示しない場合、

等価降伏強度は「溶接時」の条件(参照：アルミニウム協会発行の溶接アルミニウム(最新版)または
米溶接協会発行の溶接ハンドブック4巻7版）で検討されなければならない。

T3.7.3 アルミニウムパイプは、溶接後その強度を増すために熱処理を行い、エージングにより硬くす
るという対策をとるべきである。チームは、プロセスの実施方法に関し十分な証拠書類を提供
しなければならない。この書類には、使用した熱処理施設、適用プロセスおよび使用取付け
治具を含めるが、これらに限られるわけではない。

（新）T3.7 代替えパイプの要件

T3.7.1 アルミニウムパイプ
a. 最小限の板厚：アルミニウム管3.0mm（0.118インチ）
b. チームがフレームを適切に熱処理や （中略） で検討されなければならない。
c. アルミニウムパイプは、溶接後 （中略） これらに限られるわけではない。

T3.7.2 チタニウム及びマグネシウムパイプ
a. 最小限の板厚：チタニウム管1.2mm
b. 最小限の板厚：マグネシウム管3.0mm
c. チタニウム及びマグネシウムは溶接してはならない。

番号変更、同じ内容

追加された項目

T3.7 代替えパイプ



（新） T3.20 インパクトアッテネーター（IA)
T3.20.1 フロントバルクヘッドの前方にIAと貫通防止板が必要で、貫通防止板は

インパクトアッテネータとフロントバルクヘッドの間になければなりません。

(旧) T3.20 インパクトアッテネーター（IA)
T3.20.1 フロントバルクヘッドの前方には、インパクトアッテネーターと貫通防止板

から構成されるインパクトアッテネーター組付品を設置しなければならない。

T3.20 IA(インパクトアッテネーター）とアタッチメント

取付け順を特定した
フロント

バルクヘッド

貫通防止板

インパクトアッテネータ



T3.20 IA(インパクトアッテネーター）とアタッチメント

9

（新） T3.20.7 アッテネータと貫通防止板の固定
b. メトリック強度区分8.8の8㎜ボルト（SAE規格強度区分5の5/16インチボルト）を、４本以上

使用すること。ポジティブロック機構付きのボルト締結ジョイント。どのボルトであっても
ボルト2本の中心間隔は50㎜（2インチ）以上でなければならない、
フォームのIAはボルト単独で取り付ける事は出来ない。

アッテネータと貫通防止板の固定方法：2018年ルールで変更あり

2018年2017年：其々8本以上

IA ⇒ AIP はM8ボルト4本以上(T3.20.7b)

AIP ⇒ FBH はM8ボルト8本以上(T3.20.4b)

T3.20.4 b 貫通防止板とバルクヘッドの固定は従来通り

インサートやカラー等
を要求している



STDインパクトアッテネータの場合(下図）
①が25mm以上なら貫通防止板の背後の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。
貫通防止板が基準ではない。

＜溶接固定の場合、貫通防止板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

✕
（注：NGです）

STD品の劣化に注意

補足：STDインパクトアッテネータ



（新）T3.30.1 サイドインパクト・ラミネート以外のプライマリー構造体ラミネート

チームはフラットパネルとしてモノコックの管理された部位で使用予定の層ごとに代表的
なテスト板を造らなければならない、このパネルで３点曲げ試験を行わなければならない。

a.テストパネルは275㎜（10.8in）＊500㎜（19.7in）でなければならない。

b.テストパネルは400㎜（15.7in）のスパンで支えられなければならない。

c.テストパネルの上と下の皮脂は同等の表面エリアでなければならない。

d. テストパネルの端は剪断をもたらすための皮材を持たない事。端は裸でなければなら
ない。

e.これらのテストデータ及びテストサンプルの写真はSESに含まれていなければならない。

f.テストサンプルの写真とテストのセットアップはSESに含まれ、サポート距離を確認出来
る裏付けを入れる事。

g.テストパネルの結果は強度に由来する、SES様式によって降伏強度、破壊強さと、エネ
ルギー吸収特性をシャシーの主要構造体と一致しているラミネート・パネルの同等性
を計算する目的でサイドインパクト・ラミネートを使わない事。

h.テスト見本は技術車検に提示されなければならない。

T3.30 モノコック積層試験

試験条件・SES記載方法が厳格化された

全て「must要件」



T3.30 モノコック積層試験

試験条件・SES記載方法が厳格化された

（新）T3.30.2 サイドインパクトラミネート

チームは、フラットパネルとしてのモノコック側面のインパクトゾーン(T3.33で定義)の
代表部位を作りこのパネルで３点曲げ試験を行わなければならない。

a. b. c. d. e. f. h. ← T3.30.1と同一

g.テストパネルの結果は、曲げ剛性において基本スチールサイドインパクトパイプ
(T3.4.1｢基本スチール材｣参照)と同等の特性を、降伏強度や最大強度において
T3.30.3によって試験される２本のサイドインパクトパイプと同等の特性を有する
ことを物性試験で証明しなければならない。



（旧）T3.37 モノコックへのインパクトアッテネーターの取付け

メトリック強度区分8.8の8㎜ボルト（SAE規格強度区分5の5/16インチボルト）を
最低8本使用した場合と等価であることを立証する

（新）T3.37 モノコックへのインパクトアッテネーター及び貫通防止板の取付け

インパクトアッテネーター及び貫通防止板をモノコック構造体に接合する場合、
メトリック強度区分8.8の8㎜ボルト（SAE規格強度区分5の5/16インチボルト）を
貫通防止板で最低8本、インパクトアッテネータで最低4本使用した場合と等価
であることを立証する、承認済みのT3.9に準じた等価構造計算書が必要となる。

（旧）NOTE: the rule is intended that the test specimen, to the best extent possible, represent the car 

as driven at competition. Teams are expected to test a panel in as close a configuration to what is 

built in the car as possible.

（新）NOTE: The intent of this rule is that the test specimen, to the best extent possible, represents 

the car as driven at competition. Teams are expected to test a panel that is manufactured in as close 

a configuration to what is built in the car as possible

テスト見本は競技で運転される車を表し、できるだけ近い構成でパネルを製作
すること。 鉄材等を使ってはいけない。

モノコックの場合

T3.37 IA(インパクトアッテネーター）とアタッチメント

内容は同じ



（旧） T5.1.3 ハーネスの交換
SFI仕様のハーネスは、ラベルに示される製造日から5年後の12月31日には
交換しなければならない。
ＦＩＡ仕様のハーネスはラベル上に表示の年の12月31日以降は交換されな
ければならない。注：FIAベルトは通常製造日から5年間保証される

（新）T5.1.3 ハーネスの交換
SFI仕様のハーネスは、ラベルに示される製造日から2年後の12月31日また
は満了（ラベルによって示されます）の日付以後に交換しなければならない。

使用期限が
短縮された

← Racequip

SFI仕様の例

T5.1.3 ハーネス



（新）T5.2.2 ハーネスを取付けるタブまたはブラケットは以下の必要条件を満たすこと

a.タブの如何なる部分でも剪断できるか、または張力を失わせることができる最小断面積
60 mm2（0.093 in2）スチール材である事。

b. 最小厚さ1.6 mm（0.063 inches）である事。

c. ラップベルト及びアンチサブマリンベルトの接合点が共通の場合、タブのいずれかの部分に
おいて剪断または引張破壊しうるスチール材最小断面90mm2（0.140 in2）を必ず有する事。

d. シャシに固定するブラケットは、２本のM6グレード8.8（または1/4 inchグレード5）以上の
ボルトを使用しシャシに取り付ける事。

e. シャシーに一面剪断タブを溶接する場合、タブの付け根の両側を溶接すること。

f. ハーネスに荷重が入った時にベンディングがかからない様にブラケットまたは
タブは配置しなければならない。

T5.2.2 ハーネスの取付

（旧）T5.2.2 に対し、ルール厳守を強く要求している

a～eは昨年と同一内容

新規追加だが、大会審査時のチェックは従来通り

D

この部分



（新）T5.5 アンチサブマリンベルトの取付け
T5.5.1 5点式ハーネスのアンチサブマリンベルトは、ドライバーの胸から脚の付け

根にかけたラインに一致するように、或いは該ラインから僅かに前方向に角
度をつけて（最大20度（20°））実装しなくてはならない。

T5.5 アンチサブマリンベルト取付
（旧）T5.5.1 5点式ハーネスのアンチサブマリンベルトは、ドライバーの胸から脚の付け根

にかけたラインに沿って、或いは該ラインから僅かに前方向に角度をつけて
（最大20度（20°））実装しなくてはならない。

内容は同じで、
図解が追加された。

（新） T5.5.3 The anti-submarine belt of a 5-point harness must be mounted so that the mounting point 

is in line  with, or angled slightly forward (up to twenty degrees (20°)) of, the driver’s chest-groin line



T5.5 アンチサブマリンベルト取付
（旧）T5.5.2

6点式ハーネスのアンチサブマリンベルトは、次の方法のひとつで実装しなければならない：
a.ベルトが付け根から垂直に下方に行った、または後方20度(20°)まで角度を付けられたと
ころで。アンカレッジポイントは、約100 mm(4 inches)離れていなければならない｡または

b.ラップベルトアンカレッジまたはその近くの基本構造体上のアンカレッジ点で。ドライバーが
アンチサブマリンベルト上に座り、そしてベルトが付け根回りを開放バックルまで上がってくる。

（新）T5.5.2
6点式ハーネスのアンチサブマリンベルトは、次のいずれかの方法で実装しなければならない：
a.ベルトが付け根から垂直に （中略） 約100 mm(4 inches)離れていなければならない｡
b.ラップベルトアンカレッジまたは （中略） 開放バックルまで上がってくる。

内容は同じで、
図解が追加された。



（旧） b.最小厚さ38 mm(1.5 inches)のEthafoamまたはEnsoliteのようなエネルギー
吸収材を持つパッドであること、最小幅は、15cm（6ｲﾝﾁ）

c.最小面積は、235cm2（36ｲﾝﾁ2）で、最小高さ調整17.5cm（7ｲﾝﾁ）または、
最小高さ28cm（11ｲﾝﾁ）

（新） Be padded with an energy absorbing material that meets either SFI Standard 45.2, or is listed in the FIA 

Technical List No. 37 as a “Type B Material for single seater cars”, i.e. CONFORTM foam CF-42 (pink) or CF-

42M (pink).

（新） d. SFI Standard 45.2またはFIA Technical List No. 17のリストにある“Type B 
Material for single seater cars”に合格したエネルギー吸収材料, すなわち
CONFORTM foam CF-42 (pink) または CF-42M (pink)である.

e.最少厚さは38㎜（1.5in）
f.最少幅は15㎝（6in）
g.最低17.5㎝の高さ調整及び最小面積235cm2（36ｲﾝﾁ2）または最少高さ

28㎝（11in）

T5.6.2 ヘッドレストレイント

Web検索してください
日本で入手可能

材料指定された！

ピンク色のみOK



（旧）T11.1.1 ドライバーのセル構造、ステアリング、ブレーキ、ドライバーハーネスお
よびサスペンションシステムに用いられる全てのねじ付きファスナーは、こ
のルールの他の場所で最小サイズが規定されている場合にSAEグレード5、
メトリックグレードM8.8および/またはAN/MS仕様に適合していなければなら
ない。

（新）T11.1.1 ドライバーのセル構造、ステアリング、ブレーキ、ドライバーハーネス、
サスペンションシステムそしてインテークマニフォールドアタッチメント、
フューエルレールアタッチメントに用いられる全てのねじ付きファスナーは、
このルールの他の場所で最小サイズが規定されている場合にSAEグレード5、
メトリックグレードM8.8および/またはAN/MS仕様に適合していなければなら
ない。

（新）T11.1.2 に以下追加
g) Intake manifold attachment   インテークマニフォールドアタッチメント
h) Fuel rail attachment フューエルレールアタッチメント

T11 ファスナー

吸気・燃料ラインでファスナー指定を追加

OEMの場合は除外



（旧）T14.2 Helmet
A well-fitting, closed face helmet that meets one of the following certifications and 
is labeled as such:
- 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
- British Standards Institution BS 6658-85 Type A/FR rating (Types A and B are 

not accepted)

（新たに追加された機種） EA2016、 FIA 8858-2010

2機種が追加された

T14.2 ヘルメット



（新）IC1.11.5 FMEAにフェールモードの対応が明記されている場合ETCシステムに於いて
シフトダウン時のブリップを認めます。

（新）注：本ルールは、短絡状態において2つのAPPSがペダル位置0％でのみ合致する
ことを目的とする。

OEMペダルセンサーの逆スロープは許容する、否OEMの逆スロープはETCのルール
委員の承認を必要とする。

（旧）IC1.13.11 トラクションコントロールのような車両運動制御のためにAPPS信号を扱う
アルゴリズムや電子制御ユニットはトータルドライバー要求トルクを下回ることそして、
ギヤシフト実行していない場合トルクを増加しないこと。 このようにドライバーに
よって要求されるドライブトルクはけっして超えないこと。

（新）IC1.13.11 IC1.11.5で供用される場合を除いて・・・・・（後略）

IC1.11 ETC、 IC1.13APPS

アクセルポジションセンサ －APPS

電子スロットルコントロール －ETC

シフトダウン時、シンクロ機構に頼らずアクセルコントロールでシンクロの代わりをすること

記載の通り、特に注釈はありません



（旧）EV5.7.3 この装置は、衝突により発生する減速度の持続時間に応じ6Gから11G

で作動しなければならない。（Sensata diviceの仕様書を参照のこと）

（新）EV5.7.3 この装置は、衝突により発生する減速度の持続時間に応じ8Gから11G

で作動しなければならない。（Sensata diviceの仕様書を参照のこと）

EV5.7.3 慣性スイッチ

衝突時の減速度を変更



２０１7年 ルールを準拠



2017年 ルール準拠
T3.5.5 曲がりパイプ

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

追加ノードの角度：①と②で構成される黄色の
面に投影された角度が30度以内という意味。

サポートチューブ

図で②と④の角度ではない

①

②

30度以内

A

B

③

④
②

①
①

左図：側面から見て①と②が直線
右図：上面から見て①と②は曲がりパイプの場合、
サポートチューブは黄色の面に対し、ゼロ度。
つまり黄色の面と同じ面上にあるということ。

サポートチューブ

（例１） （例２）

バルクヘッド

フロントフープ

②

側面図 上面図



Battery

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

リザーバタンク

マスターシリンダ

2017年 ルール準拠

○

貫通防止板との
メタルタッチが無い
ハーネスの存在

25mm未満



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

（注） テンプレート挿入は、シート側ファイアウォールに沿って斜めに
スライドさせて挿入はしない。障害物をかわす為の前後移動のみ。

2017年 ルール準拠

OKの条件：Upper Side Impact Memberの接線を通過すること
（角パイプならその中心線）



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の挿入位置

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年以降
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 ルール準拠



ペダル

補足：足元テンプレートのはみ出し

ステアリング系部品

（注） 足元テンプレート挿入で、ステアリング系部品等をかわす
為の上下動は許される。
その際、フロントフープブレースからはみ出すことは許容。
但し、実際のドライバーの足がはみ出すことは禁止。



T5.4 Shoulder Harness

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

Main Hoop

Shoulder
Harness Bar

Brace

30度以上

ノード接続は不要

2017年 ルール準拠

SESに角度を記載する事



ｅ／Ｄ ≧ １．５ 以上で許容

”D”＝穴直径
”e”＝ボルト穴端部から最も近い自由端の距離

DD
e

2017年以降

T11.1.3 
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。

2017年 ルール準拠

主要構造体に直接溶接されたプレートで、重要安全部品（ステアリングや
ブレーキ、ドライバーハーネス系）を取り付ける場合に限る。



T14.14 Fire Extinguishers

許容する消火器の明確化

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。

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

×

2017年 ルール準拠

毎年4本位の没収がある！
・期限切れ
・封印テープが無い



指図変更

IC 2.6 Fuel Tank Filler Neck & Sight Tube

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年以降

2017年 ルール準拠



IC2.6 Fuel Tank Filler Neck & Sight Tube 

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

相変らず守られていない車両が多い！

2017年 ルール準拠

IC2.8.2 All fuel vent lines must exit outside the bodywork.

全ての燃料ベントラインは、車体構造の外側に出口がなければならない。
（キャップ内臓の場合、そのキャップが対象である）



IC4.4 Batteries 

IC4.4.4 Battery packs based on Lithium Chemistry: 

a. Must have oversurrent protestion that trips at or below the maximum 

spesified dissharge surrent of the sells. 

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

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

2017年ルール

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

2017年 ルール準拠

①最大電流値

②ヒューズの特性図
充放電ともに



毎年指摘が多い項目



エンジン、サス・ステアリング・ブレーキ、燃料系。エンジン、サス・ステアリング・ブレーキ、燃料系。
これらの指摘は相変わらず多い。

毎年指摘が多い項目

2017年も同様な傾向



毎年指摘が多い項目

エンジン、サス・ステアリング、ブレーキ、燃料系エンジン、サス・ステアリング、ブレーキ、燃料系

・ファイヤーウォールの寸法不足、隙間あり

・燃料漏れ、オイル漏れ

・ネジ締結 緩み止めルール不適切
（ねじ山が２山以上出てない、ポジティブロックナット不使用）

・ブレーキホース、燃料ホースの干渉

・サスペンション ストローク不足

・燃料ホースのクランプ 選定が不適切

・リチウムイオンバッテリーのエビデンス不足

これらはコントロール不能による衝突事故、車両火災を未然に防ぐことや、
火災発生時にドライバーの命を守るための大事なルール。
例年、重要項目として厳しくチェックしている。



毎年指摘が多い項目

「あらゆる熱源」からドライバーを守ること。
板厚 アルミならt0.7mm 鉄板ならt0.5mm 以上を推奨
※深井製作所の“enbrella”は耐火基準を満たしている。

（T4.5) ファイアウォール：
耐火性の材料により、 背の高いドライバーのヘルメットの真ん中の高さまで保護する。
耐火性の材料により、ドライバーコンパートメントを燃料、冷却水及びオイルシステム
から分離すること。 ケーブルやワイヤーハーネスはグロメットで通すこと。
サイドと底板部には隙間があってはならない。

ファイアウォールの指摘は、群を抜いて多い

ファイア
ウォール

ハーネスはグロメットを用いて通す

冷却系・排気系に対する不備が多い



（T4.4）床板：
足元から防火壁までの床板が必要。
硬くて割れにくい材質で複数のパネルの場合は間隔が3mm以内の事。

毎年指摘が多い項目

床板の隙間での指摘も、大変多い

・アルミテープに頼らない
・ “enbrella”は自由に曲げられるが隙間ができやすい



IC2.4.2 燃料タンクの固定

毎年指摘が多い項目

シャシーの荷重(ねじれ)をタンクが受けないように取付けには（ゴムブッシュを
入れるなど）余裕を持たせること（Ｘ－Ｙ軸）。
※取り付けボルトの軸トルク低下対策は、確実に行うこと。
ブラケットが脆弱な場合、そこからクラックが入る可能性がある

・固定がリジットすぎる
・固定部分が目視できない

（エビデンスも不備）

多い指摘



【ネジ締結部材全般】

ドライバーのセル構造、ステアリング、ブレーキ、ドライバーハーネス、サスペンションシ
ステムそしてインテークマニフォールドアタッチメント、フューエルレールアタッチメントは
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！

毎年指摘が多い項目



エビデンス全般に関して



【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。

エビデンスを持っているだけでは意味が無い

エビデンス全般に関して



溝付きナット

T11.2 弛み止めファスナー

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

緩み止めファスナー OK集



緩み止めファスナー 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物は
Evidenceを提示すること



【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

エビデンス全般に関して



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。

補足：バッテリーに関して



安全について



Fuel
Tank

床下が覆われる場合はD25mm穴2個以上のドレインを持つベリーパンを設置す
ることが望ましい。床板に穴のみの場合は「堰」等でコクピットへの流入を防止。

未然防止：燃料タンク （ベリーパン）

タンクから燃料が漏れた場合は、確実に路面へ滴
下させること。

床板に滴下した燃料が、減速Ｇによってコックピッ
ト内に侵入しないように対策を講ずること。

※安全上、タンク下に床板がない構造が望ましい。

「堰」



未然防止：燃料タンク （排気管との距離）

・燃料タンクと排気管のクリアランスは50mm以上確保すること。
⇒2018年もローカルルール化します。

遮熱板

但し、５０㎜確保できない場合は、走行中の燃料温度がJIS規格K2202-2012の５０％
留出温度を超えないように、ファイヤウォールと同等の耐火性を有する遮熱板を追加
し、また、これを証明するエビデンスを提出すること。

燃料タンク
排気管



未然防止：燃料タンク（給油口位置）

IC2.7.2 給油時、こぼれた燃料に引火しないよう、給油口の周辺に発火源が
ないこと。 ※概ね、赤円の範囲



未然防止：燃料タンク（通気口/チューブ）
－通気口(逆止弁)の使用方法ー
・垂直方向に確実に固定する
・向きに注意する
・チューブはフレーム下まで垂らす

－(サイト)チューブ－
耐油チューブの使用禁止
（耐ガソリン性を証明）



・油圧警告灯を頼らず、走行前にはオイル量だけでなく「状態」も確認
すること。

大会プラクティスにおいて、水混入と思われる「乳化」状態のエンジン
オイルが散見された。

油圧警報ランプ 油圧センサー

未然防止：潤滑不良

・潤滑不良の対応として、油圧低下が確認できる手段を備える。



安全対策は万全を

火災等を起こさず安全には十分配慮すること

過去の大会では毎年火災が起きていた


