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1．はじめに

 2月下旬までの約半年におよぶ活動停止

☞会議以外の全ての活動の中止

☞ヒヤリハット集，工作機械類のマニュアル製作

☞納期の短縮の必要性

 30-31代の2014年度の目標

1) 設計〜TFまでの鳥人間の活動サイクルを引退までに安全にやり遂げる

☝️新体制のWASAでのプロジェクト存続条件

2) 納期の短縮

3) 製作精度の向上

4) 技術の継承と製作方法の変更
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1．はじめに
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Cutty Sarkの主翼の特徴

 スパン 26.68 m

 中央・内・外・第一最外・第二最外の9翼分割

 リアスパーレス

 第二最外で約3°のねじり下げ

 スポイラー搭載

 リブの丸肉抜き ←NEW!

 ストリンガー本数：5 ←NEW!

※今年は設計に関しては主翼パートはほぼ関わっていません





2. 2014年度の変更点とその結果
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2.1. 2013年度をふまえて

結果的にゴールラインまで帰還した

2013年度の機体「Sky Scraper」でしたが…

• リブピッチの不整合

• 二次構造部材が重い

という問題を抱えていました．

そこで…

OB報告会30th主翼パート

6



2.1. 2013年度をふまえて

2013年度との変更点

1) リブマスター材の変更

☞ ベニヤ板からゴールデンボードへ

2) 肉抜き（丸肉抜き）の実装＆ストリンガー本数の削減

☞ 二次構造部材重量の削減

3) リブ固定法を重力式へ変更

☞ 翼のピッチの改善
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その他スライサーの改造やエンドリブリブ座ぐりマスターの製作も行いました





2.2. 1）リブマスター材の変更

ゴールデン
ボード製

リブマスター

材料費の
削減

工作機械類をなる
べく使いたくない

納期の短縮

ゴールデンボードとは

高級白板紙を貼り合わ
せた1 mm厚のボード．
反りもなく表面も切り口
も純白で，なめらかな表
面が特徴．



2.2. 1）リブマスター材の変更

• 単価がシナベニヤの約1/4
• （10枚頼んでも¥5,500しない！）材料費の削減

• ハサミで切り出すことが可能 ☞バン
ドソーを使わずに済む

工作機械類の
使用減

• WASAが所有しているベルトサンダー以外の工作
機械類を使用しないため，工作室やものづくり工房
のアポイントメントが不要
• 通販サイトで手軽に入手可能

納期の短縮
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〜目標に対してゴールデンボードができること〜
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2.1 1)
リブマスター材の変更

使用した結果：

 木材マスターとほぼ変わらぬ出来
 ただし厚さ1 mmであるためリブよりもかなり薄く，

10回も使うと前縁が摩耗してしまう

結論：

垂直熱線とGBの相性はいいと聞くが，紙やすり式のWASA

には微妙．もっと改善できそうである．

しかし何より前年度と比べてリブ製作の手間が省けたのは

成功と言えよう．改善策として，

 GBを2枚重ねて接着し，2 mm厚のマスターを作成

する

 紙やすりは180番以降のものを使用する

 紙やすり式をやめ，垂直熱線を用いる

ことで解決できるだろう．





2.1. 2）ストリンガー・肉抜き

ストリンガー
本数を

8本→5本

リブの

肉抜き

実装

機体（主翼）

の

軽量化



2.1. 2）ストリンガー・肉抜き

• 8本→5本へ
• （単純計算で約38%の重量減が期待）

ストリンガー本
数減

• 円形肉抜きなら垂直熱線を使う必要ナシ
• 桁穴開けと同じやり方でできる肉抜き
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〜機体（主翼）軽量化のためにできること〜
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2.1 2)
ストリンガーと肉抜き

結果：

 主翼総重量19.0 kg
 目標であった 主翼総重量

20 kgをきることに成功！
 肉抜きの手間はかかる
 プランクが張りにくい

結論：

 ストリンガーが減ったことでプランクが若干張りにくくなっ
たので，接着固定を慎重に行う必要がある．

 リブの丸肉抜きはサークルカッターに慣れた人が1人でも
いればとても簡単．ただし力がかかった時にリブが折れ
たことも．

スタイロ部品，木材は面積的に機体の大部分を占める部品
である．
それぞれの部品は軽いが，ちりも積もればなんとやらであ
る．できる限りの軽量化の努力が必要だろう．

主翼軽量化は翼班の作業の進捗具合と相談．

軽量化に対して
翼班のすべき努力

考えるべきこと





2.1. 3）重力式リブ固定法

前縁のピッチ

そして

左右の揚力差

主翼の
精度向上

TFでも

問題なく
飛べる翼



2.1. 3）重力式リブ固定法

• 桁の罫書き＆重りをつけた糸＆取付け角線
によるリブ固定法

• 「一様なリブピッチのずれ」を起こさない
• スパー桁を通す人数が不要

重力式リブ固定法に
よる

基準リブの設置

• すべて重力式でリブ固定してもよいのだが，
時間がかかる

• そこで治具「マレーシア」（コの字型金属棒）を用い
たリブ補完をすることで時間の単縮を狙う

「マレーシア」

による補完
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〜“TFでも安定して飛ぶことのできる”主翼にするために〜



2.2. 3) 重力式リブ固定法
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破線：取付け角線
（あらかじめリブに細マジックで線を書いておく）

桁穴

糸
（ワッシャー付き）

・・・



2.2. 3) 重力式リブ固定法
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取付け角線

桁穴

拡大
・糸の結び目と桁の
罫書き線
・取付け角線と糸

を一致させる
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2.2 3）
重力式リブ固定法

結果：
リブセッツ由来のピッチのズレはほぼ
見られず！

TF走行時でも左右の揚力差はなかっ
たようだ．

結論：

さらに突き詰めていけば精
度の向上が確実に目指せる
だろう！
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〜3回のTFと記念飛行〜

2.3. TFを終えて
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リブの滑りによ
る

第弐最外翼の
”エルロン化”

理工
閉鎖期
間

交流飛行
会

の開催中
止

完全修復

応急手当

後縁材

〜問題点〜

2.3. TFを終えて



3．おわりに
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3．おわりに

 主翼ピッチの精度が向上!!

☞ もう「プロペラ主翼」とは言わせない

☞ TFで浮かせられる，つまりパイロットと指示だしの練習になる

 作業期間の短縮

昨年（10〜3月の約6ヶ月間）

今年（2月下旬〜6月中旬の約4ヶ月間）

☞ だいたい60日間の短縮

 ほとんど怪我もなく，安全に終えることができた

私が活動再開時に掲げた，おおむね全ての目標を達成できた！！
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4．今後の課題

 今後もGBをマスターに採用するのか

 後縁材はフルバルサのままでいいのか

 接着剤（スーパーXクリア）は本当にTT機にマッチしているのか

 「翼班」はうまく機能するのか
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ご清聴ありがとうございました
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