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1. 目次 

2. 自己紹介 

スライド参照 

3. 尾翼活動方針 

 作業簡略化による作業性の向上および製作物の軽量化 と製作精度の維持 

→各作業における製作方法の見直し・改善点の検討  

→前年度各部品の重量測定 軽量化する箇所の決定 

→製作精度の維持・向上 の検討  

4. 他チーム研究 

 スライド 5ページ目 

左写真→静岡大学ヒコーキ部より垂直が出せる卓上熱線 

右写真 2枚→Team-Fのプランク立体切り出しと翼収容台 

 スライド 6ページ目 

左上写真→Team-Fの尾翼 

左下→日本大学理工学部の尾翼 

右写真→Team-Fの尾翼取り付け部 

5. 変更・改善箇所 

 翼取り付け部に使用する部材の変更  

 翼取り付け部の形状の変更・肉抜き  

 テール側取り付け部固定方法の変更  

 エレベーター翼型変更  

 後縁キャップ・後縁材縮小化  

 使用するフィルムの材料変更  

 作業効率向上のための作業方法変更  

 リブ立て  

 プランク曲げ 

6. 変更したことによる問題点 

7. 今後の展望・課題 

祝・OB仲間入り 
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自己紹介 

 1991年4月25日生まれ 

 千葉県松戸市在住 

 早稲田大学高等学院出身 

 総合機械工学科藤江研究室（医療・福祉） 

 鳥以外にも音楽サークルに所属 

 趣味はスポーツ全般・音楽・旅行 

 引退後はゼミの課題やったりコンクールに向けて練習してた
りインターン行ってたりバイトやってたり…etc 
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2012尾翼活動方針 

各作業における製作方法の
見直し・改善点の検討 

前年度各部品の重量測定 
軽量化する箇所の決定 

製作精度の維持・向上 
の検討 

作業簡略化による作業性の向上および製作物の軽量化 
並びに製作精度の維持 
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他チーム研究（1） 
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他チーム研究（2） 
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2012尾翼変更・改善箇所 

翼取り付け部に使用する部材の変更 

翼取り付け部の形状の変更・肉抜き 

テール側取り付け部固定方法の変更 

エレベーター翼型変更 

後縁キャップ・後縁材縮小化 

使用するフィルムの材料変更 

作業効率向上のための作業方法変更 
リブ立て 

プランク曲げ 
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翼取り付け部に使用する部材の変更 

2011年度以前 

 

 

 

2012年度 
 

2mmカーボン 

2mmバルサ 

2mmカーボン 

4mmカーボン 

2mmのバルササンドをやめ 
試験的に4mmカーボン一枚に変更 

2mmのバルササンドに対して 
過強度すぎるのではないかとの意見 

試作取り付け部にて強度試験 
問題ないと判断→本番翼での採用 
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取り付け部の形状の変更・肉抜き 

形状の変更・一部肉抜き 

翼・テール側両部品に対して実行 

軽量化 

Solid Worksにて解析 

エレベーター（テール側）：108.8g 

ラダー（テール側）:141.8g 

 
 

※2011以前のタイプの取り付け部資料がなかったた
めどの程度軽量化できたかは不明 
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テール側取り付け部固定方法の変更 

～2011 
接着 モリ 

2012 
塩ビ ホースバンド 

製作後に容易に取り付け部位置が変更可能 
↓ 

TF時の機体の状態を見て位置の修正が可能 
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エレベーター翼型変更 

～2011 

NACA0009 

 

2012 

NACA0012 

桁の大径化 
↓ 

一次構造の軽量化・高剛性化に貢献 
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後縁キャップ・後縁材縮小化 

後縁キャップの縮小化 

接着面積の縮小による若干の軽量化 

後縁材縮小化 

2011年度後縁材1セクション：50g 

2012年度後縁材1セクション：30g 

                                           2011                   2012 
   エレベーター重量       980[g]        →      650[g] 
       ラダー重量       930[g]        →      720[g] 
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後縁キャップ・後縁材縮小化 
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使用するシュリンクフィルムの変更 

2011 

興人社製コージンポリセット 

ラダーにおいて熱収縮が強すぎ内部構造を維持でき
ずねじれが発生し翼型が変形 

2012 

興人社製コーラップ-ＣＳＥ 

収縮応力が小さいことで、躯体の変形の可能性少 

ＰＥ系で前年度のものより薄膜 

熱収縮が適正となりねじれの発生減少 
翼型の再現性の向上に貢献 
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使用するシュリンクフィルムの変更 
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作業方法変更（リブ立て） 
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作業方法変更（リブ立て） 

職人技からの脱却 

～2011 

固定用マスターの前縁側に水糸 

2012 

レーザー墨出し器 

 
固定用マスター不要 → コスト削減 

リブ立て精度の向上 
製作難易度の低下 
最低作業人数 → 1人 
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作業方法変更（プランク曲げ） 

1 2 
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作業方法変更（プランク曲げ） 

製作難易度の低下 

折り目を入れることによって成功率向上に貢献 

製作時間の短縮 

1個10分 

最低作業人数 → 1人 

最終的目標 
プランク立体切り出し 

↓ 
翼の再現性の向上 
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変更したことにより生じた問題点 

翼取り付け部に使用する部材の変更 

翼取り付け部の形状の変更・肉抜き 

テール側取り付け部固定方法の変更 

エレベーター翼型変更 

後縁キャップ・後縁材縮小化 

使用するフィルムの材料変更 

作業効率向上のための作業方法変更 
リブ立て 

プランク曲げ 
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今後の展望・感想 



尾翼～２９・３０代～ 
早稲田大学創造理工学部総合機械工学科２年 

２９代尾翼パートリーダー 

上野 聖豪 



・ ２９代 

 上野 聖豪 

 吉江 文香 

 原野 七緒 

 柴田 槙子 

 北山 遼育 

メンバー 

• ３０代 

 松原 輝王 

 野村 幸暉 

 高部 美帆 

 真壁 悠美 

 宮原 里奈 

 佐藤 立樹 

 平井 貴裕 

 林 晏理 



１．尾翼製作方法の見直し 

 

２．軽い尾翼へ 

 

３．きれいな作業場 

目標 



 リブ切り出し方法．リブキャップ切り出し方法 
 →再現性があり何回も使える治具を製作 

 リブ立て方法の再検討 

 →翼の精度の追及．綺麗な尾翼へ． 

 フィルムの再検討 

 →フィルムのテンションが強いほうが良い． 

接着材の変更 

 →作業のしやすさ(二液混合からの脱却) 

取り付け部設計の変更 

 →取り付け部とサーボ回転面を水平に 

１．尾翼製作方法の見直し 



桁キャップ，後縁キャップの廃止 

 →過強度．桁キャップがないことにより桁穴調整がしやすい．キャップ接着 

   の手間が省ける． 

取り付け部の自作 

 →節約．過強度からの脱却．軽量化． 

ガラスクロス後縁からカーボン後縁へ 

 →節約．軽量化． 

接着材の変更 

 →節約．軽量化．二液混合の手間を省く． 

 

２．軽い尾翼へ 



 ・残っていた翼の桁掃除 

 

 ・リブ保管ボックスの製作 

 

 ・TF用尾翼箱 

 

 ・作業終わりの掃除 

 

パズル机の設置 

３．きれいな作業場 


