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前口上 ソーラーカー的ＦＲＰ入門

第一部 ソーラーカー・ボディ形状の進化

第二部 ユニセクシュアル・ファブリケーションによる
ボディカウルの製作



ソーラーカー的FRP入門



FRP：繊維強化プラスチック

プラスチック：軽量だが弾性率が低く構造材料に不適

→ 高弾性率繊維材料と複合化

・ＦＲＰの比強度（材料強度／比重）は、鉄、アルミの２倍
・軽量化が必要なソーラーカーに最適な材料の一つである。
・自動車分野では複合材料（コンポジット）と、ほぼ同義語

注）複合材料の定義はもっと広い

ＦＲＰの分類
ＦＲＰはマトリクス樹脂と補強繊維の組み合わせにて分類される。
補強繊維の頭文字を付けて
ＧＦＲＰ（硝子繊維強化）、 ＣＦＲＰ（炭素繊維強化）、ＫＦＲＰ（ケブラー強化）、
ＺＦＲＰ（ザイロン強化）、ＤＦＲＰ（ダイニーマ強化）などと略記される。



ガラス カーボン p-Aramid PBO HD-PE

Eガラス T300 Kevlar 49 Zylon HM
Dyneema
SK71

密度 g/cm3 2.58 1.76 1.45 1.56 0.97 7.8 2.7 1.05 －
GPａ 3.43 3.50 2.80 5.80 3.5 0.4～0.8 0.38 0.04 －

比強度 GPa/比重 1.33 1.99 1.93 3.72 3.61 0.05～0.10 0.14 0.04 －
GPａ 73 230 109 270 123 200 70 3 －

吸湿率 ％ 0.00 － 3.50 0.60 0.00 0.00 － 0.05 －
CTE ppm/K +5.5 -1.4～+3.5 -2 -6 -6 +10～+18 23 100 3

日本化学繊維協会（化繊協会）　http://www.jcfa.gr.jp/f11-super/gaiyou.html　他
p-Aramid：パラ型芳香族ポリアミド、PBO：ポリパラフェニレンビスベンゾオキサゾール、HD-PE：高密度ポリエチレン

引張強度

引張弾性率

特性項目 単位 シリコン
Al合金
2011

ポリ
スチレン

炭素鋼

ＦＲＰ用補強繊維の特性

PBO

KevlarG



FRP他 使用上の注意 長所と弱点

異方性材料
繊維材料の比強度（単位重さあたりの強度）は金属材料より高い。
ただし、金属はほぼ等方性、繊維はあくまでも繊維方向についての強度
FRPは繊維の方向により物性が異なる事に注意。

有機繊維の圧縮弾性率
ＰＢＯ、HD-PEなどの有機繊維は、カーボン繊維、ガラス繊維に比較し、引
張弾性率は優れるが圧縮弾性率が低い。

→力の加わり方に応じて使い分け。

CTE：線膨張係数
結晶シリコンは３ppm、金属材料は２０－３０ppm、
一方で繊維には負膨張を示す物あり。
２０ppm/KのＣＴＥ差は、０～５０℃の温度差では０．１％の寸法差に相当。

吸水率
駐車充電時に水をかけてパネル冷却を行うことが多いため、少なくともパ
ネルに近接する部材には、吸水膨張率が大きい材料の使用を避けた方が
よい。



FRPの成型方法

ＦＲＰの成型方法は繊維の形態（長繊維、短繊維、織布、不織布）と
マトリクス樹脂の熱特性により分類される。

ソーラーカー製作で使われるのは、
加熱硬化型のプリプレグを用いるオートクレーブ成型法
常温硬化型の液状樹脂を用いたハンド・レイ・アップ法

加熱硬化 室温硬化
塩化ビニル、ＰＰ　等

ピン・ワインディング
フィラメント・ワインディング

短繊維、マット スタンピング成型 トランスファー成型
オートクレーブ成型
連続引き抜き成型

マトリクス樹脂

－

表３．ＦＲＰの成型方法

ハンド・レイ・アップ
プレス成形

織布、不織布

熱硬化型樹脂

エポキシ、不飽和ポリエステル等

熱可塑性樹脂

－

補強繊維
の形態

長繊維 －



ユニセクシュアル・ファブリケーション
によるボディカウルの製作



ソーラーカー車体の特異性

大面積のソーラーパネル搭載
発電的には平板が好ましい

走行抵抗低減
空力学的には流線型が好ましい

画像引用 Critical Point 倫界点 SOLAR JAPAN アーカイブ 他

Solar Japan

Solar Japan

HAMA零

Nissan

SEL

Hoxan



折り合いを何処で付けるか？

ソーラーカー製作において直面する課題

大面積のソーラーパネル搭載
発電的には平板が好ましい

走行抵抗低減
空力学的には流線型が好ましい

画像引用 Critical Point 倫界点 SOLAR JAPAN アーカイブ 他

デザイン上の制約

製作上の制約

製作期間 → サイドワークに割ける時間
製作場所 → せいぜいガレージレベルの、面積、
コスト → 入手しやすい材料

形状自由度が高く、省資源(コスト・時間)的な製作手法



ソーラーカーの車体構造 主な構成材料と具体例

主な構成材料 具体例

ＣＦＲＰ
大阪産業大学 Model S'
芦屋大学　Sky A TIGA

スペースフレーム 金属パイプ 柏会（武蔵）、パンダサン
ＦＲＰ（面構造） ＣＦＲＰ SUNLAKE
ＦＲＰ（自由形状） ＧＦＲＰ、ＣＦＲＰ 柏会（武蔵）

その他
発泡ＰＰ、
発泡ＰＳ、他

発泡PP：アステカ
発泡PS：キョンシー
発泡ＰＳ＋外殻補強：SUNLAKE

車体構造

モノコック構造　（応力外皮構造：車台と外殻が一体）

シャーシ（車台）
＋

ボディカウル（外殻）

シャーシ

ボディカウル



ソーラーカー設計製作の「最初の」入門書

江口倫郎著 ソーラーカー物語（講演会資料）

この資料を骨格にした詳解記事が後に、ソネット・システムズ誌に連載された。
江口氏の本業は自動車デザイナー 内容的にはプロデザイナーが用いる手法が中心になった。
→ 雄型／雌型を用いたバイセクシュアル・ファブリケーション



バイセクシュアル・ファブリケーション　（通常法）

マスター（雄型）製作

ユニセクシュアル・ファブリケーション

マスター（雄型）製作

本成形 型抜き

マスター材料 表面補強 不要部刳り抜き

マスター材料 型取り 雌型

バイ／ユニセクシュアル・ファブリケーション

バイ・セクシュアル・ファブリケーション（両性式製作法）
・マスター（雄型）を製作し、
・マスター（雄型）から型取りして雌型を作り、
・雌型を用いて本成形を繰り返す方法

ＦＲＰだけでなく鋳造や一般的なプラスチックの成型で用いられる。

ユニ・セクシュアル・ファブリケーション（単性式製作法）
・マスター（雄型）を直接補強して本体とする成型方法

一回きりで複製は出来ない。一方で工程を簡略化できる。
自動車では、展示会用コンセプトカーなどの製作で用いられる。



通常法：バイセクシュアル・ファブリケーション

バイセクシュアル・ファブリケーション　（通常法）

マスター（雄型）製作 本成形 型抜きマスター材料 型取り 雌型

マスター（雄型）製作
型取り失敗 雌型

雌型
本成形

ペイント

Ｓｕｎｌａｋｅ 1994



ユニセクシュアル・ファブリケーション

マスター（雄型）製作

表面補強

不要部刳り抜き

ユニセクシュアル・ファブリケーション

マスター（雄型）製作マスター材料 表面補強 不要部刳り抜き

Sunlake 1999



車体製作の実際



車体 全長5000mm、全幅1580mm、全高1000mm　車重１１３ｋｇ
前輪２輪　14インチ ダンロップSOLARMAX／柏会特製ホイール
後輪１輪　14インチ ダンロップSOLARMAX／ＧＨクラフト製ＣＦＲＰホイール

シャーシ構造 カーボンコンポジットモノコック
ボディー構造 ユニ・セクシュアル・ファブリケーション　発泡スチロール削りだし成形 ＋ 外殻ZCFRP
サスペンション 前後輪ともダブルウィシュボーン
ブレーキ 前輪　油圧ディスクブレーキ（２ポッドタイプ）、後輪　機械式ディスクブレーキ
太陽電池 単結晶シリコン 　KIS（昭和シェル）FT132S-E×16、
モーター DCブラシレス　ミツバ M1508D改(回転方向逆タイプ）出力5.0kw
蓄電池 鉛密閉式蓄電池　パナソニック　S46A24LS　８直列×９．５kg　総計７６．０ｋｇ

車輪

Sunlake 主な仕様と車体構成

ボディカウル：
発泡スチロール表面繊維補強

シャーシ：CFRP
太陽電池以外の殆どの要素を搭載

前輪サス下カバー 後輪スパッツ

キャノピー

Sunlakeの車体構成



マスターフリー（型を使わない）ハンド・レイ・アップ法によるシャーシの製作

芯材
カーボンクロス

シャーシ材料 パーツ成形 組み立て 固定

　あらかじめ所定形状にカットし
た芯材と、さらに大きめにカットし
たカーボンクロスを準備する。

　カーボンクロスに常温硬化液状
樹脂を含浸し、芯材に重ね、離型
フィルムを介して型板で挟む。クロ
ス端部に樹脂未含浸部を残す。

パーツを組み立て、クロスの樹
脂未含浸部分を重ね、必要に応
じてさらにクロスを重ねる。

クロスに樹脂を含浸し、離型フィ
ルムを介して、型板で挟み、クラ
ンプ等で固定する。

Ｍ

シャーシの製作：マスターフリー ハンド・レイ・アップ



Ｓｕｎｌａｋｅ ＥＶＯ 基本デザイン

全ては、この絵から始まった。



設計図面



設計図面



天板支持台の製作

車体を裏返し（フリップ）状態で
積み上げ式（ビルドアップ）に組み立てる

まず車体全体を裏返しに支える台を製作



スパー（桁、背骨）とリブ（肋骨）



天板接合

小リブ形成による接合部の補強

小リブ形成による
稜線部の補強



曲面に直線を引く？？？



天面とスパー＆リブとの接合

    

天板支持台の井形製作時
に切り落とした部分を利用

小リブ形成による桁（背骨）の補強



小リブ形成による補強

ベニア板

スチレン
ボード

カーボン
クロス スチレン

ボード

本体

省略してますが

離型フィルム



肉付け

ニクロム線

はんだゴテを改造した
刳り抜き道具



削りだし

削りだし七つ道具



削りだし ＋ 可展面の組み合わせ

可展面：スチレンボード

自由曲面：削りだし



納得いくまで やり直す



風の気持ちはベニア板の気持ち



後輪のスパッツ

スパー(桁)と
同じ形の台



前輪サスペンション下のカバー

先にカバーを作っておき、
それにあわせてボディを削る



表面に補強繊維を積層する １

如何にして、面圧を加えるか
平面、可展面の場合：板＋重り 簡易型＋クランプ
曲面の場合 ：砂袋、水袋、布の自重



平織りクロスの変形

平織りクロス 斜め変形

四隅を伸ばしたつもり 変形は事実上不可逆

縦糸、横糸方向
には伸びない。

平行四辺形に変形。
底辺は一定だが
高さが減じるため、
覆える面積は小さくなる

無理に変形させると
糸がばらけるだけ。
覆える面積は小さくなる。

ばらけた糸は戻らない。
現実の場面では樹脂が
ベトベトに付いていることを
お忘れ無く。



表面に補強繊維を積層する ２

重しに使える物は何でも使う。

ただし、
重すぎると全体形状が歪んでしまう



天面にPBOクロスを積層



開口部エッジの処理

折り返しを付けると、
剛性が格段に改善される

簡易型＋クランプ
離型フィルムはポリエチレン製袋



キャノピー



お化粧



補足

不要部分の刳り抜き
どこが「不要」か？はよく考えること

太陽電池のパネルの貼り付け（１）

一般の粘着テープは、
高温では著しく粘着力が下がる。

シリコーン樹脂系粘着剤を用いている
「高温用粘着テープ」がお勧め

太陽電池のパネルの貼り付け（２）

車体とのＣＴＥ差に注意 応力緩和部
を作っておかないとセルが割れる。



まとめ

・ソーラーカー車体製作に適用されるＦＲＰ材料と成型方法、車体設計上の留意点
・SunLake ＥＶＯを例にとったユニセクシュアル・ファブリケーションによる車体製作の実際
について紹介した。

車体のデザイン と 車体の材料や製作手法は切り離して考えるべき。
しかし 現実には、なかなかそうはいかない。

ユニセクシュアル・ファブリケーションは、
比較的入手しやすい材料により、
高い形状自由度、軽量、高剛性のボディカウル

を製作することができる有用な手法である。



参考資料

ソーラーカー設計制作
・ソーラーカーの空力学 Goro Tamai, The Leading Edge, Bentley Publishers, 1999.
・ソーラーカー全般 Ｄｏｕｇｌａｓ R.Carroll, The Winning Solar Car, SAE International, 2003.
・細川信明氏の講演資料 http://www.dream-cup.com/2006/news/pdf/siryou.pdf
・江口倫郎氏によるソーラーカー物語 http://www.e-guide.ne.jp/mt/

ＦＲＰによる車体制作
・村山宏著, ＦＲＰ成形加工技術, （株）工業調査会, 1974.
・ＧＨクラフト社公式サイト http://www.ghcraft.com/shops/slcar.html

ＦＲＰ用補強繊維
・カーボン繊維（例えば） http://www.torayca.com/aboutus/index.html
・ＰＢＯ繊維他 http://www.toyobo.co.jp/seihin/kc/pbo/technical.pdf

Team SunLake ソーラーカー製作記録とレースレポート
・公式サイト（歴代車両） http://www.toyobo.co.jp/mirai/sunlake/solahome.htm
・SunLake EVO 製作記録 http://solar.inkm.net/suzuka2008/index.htm
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