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駐機時の主翼のたわみ

重心位置メインビーム分割位置

スタンバイ時、待機時、発進時の共通姿勢

スプロケット,ベアリング

ギアボックス ガイドプーリー
チェーン
チェーン脱落防止レーン
スプロケットテンションプーリー

飛行時の主翼桁のたわみ

主翼分割位置

 地上張線　Φ1.0 ステンレス ワイヤー
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飛行張線　Φ2.5 ステンレス ワイヤー

京都大学ShootingStars
2021年度　人力プロペラ機

6番翼　CFRPパイプΦ27 5番翼　CFRPパイプΦ50 4番翼　CFRPパイプΦ64.85 3番翼　CFRPパイプΦ70.3 2番翼　CFRPパイプΦ80
1番翼　CFRPパイプΦ89.75
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2021/02/22作成日

第三角法投影法

1:25尺度

大石純乃介設計責任者

大石純乃介パイロット

ラジャス改機体名

京都大学ShootingStarsチーム名
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スタンバイ時、発進時、フライト時共通の姿勢

チェーン

スプロケット、ベアリング

チェーン脱落防止レール

スプロケットテンションプーリー

ガイドプーリー
ギアボックス
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メインビーム分割位置

飛行時の主翼桁のたわみ

駐機時の主翼桁のたわみ

地上張線 Φ1mm ステンレスワイヤー

飛行張線 Φ2.5mm ステンレスワイヤー

78
20

34
21

翼断面構造 ( 1 :2 )

リブ (スタイロフォーム t = 6mm)

ストリンガー(バルサ)

プランク (スタイロフォーム t=3mm)
リブキャップ (バルサ t=1mm)

後縁形成材 (バルサ t=1mm)

後縁充填剤 (スタイロフォーム)

主桁 (CFRPパイプ)
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翼断面構造　(１：２）
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