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2008年9月30日 

 

同志社大学フォーミュラプロジェクト 

9月活動報告（大会報告） 
 

支援者様へ 

 

秋晴れの候、ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を

賜り、厚くお礼申し上げます。この度は同志社大学フォーミュラプロジェクトの

08 年大会報告と今後の活動方針について報告させていただきます。 

さて、当プロジェクトはスポンサー企業様・個人支援者様そして本学の御支援・

御協力により、9 月 10～13 日に静岡県のエコパ（小笠山総合運動公園）で行われ

た第六回全日本学生フォーミュラ大会へ出場することができました。その結果、 

・ 総合 13 位（全 65 校、昨年 34 位） 

・ コスト 12 位 

・ プレゼンテーション 16 位 

・ デザイン 11 位 

・ アクセラレーション 22 位 

・ スキッドパッド 21 位 

・ オートクロス 26 位 

・ エンデュランス＆燃費 15 位 

の成績を収めました。また、特別賞として 

・ 省エネ賞 3位 

・ 日本自動車工業会会長賞 6位 

を獲得しました。 

これも我々の活動を支えてくださった方々全てのおかげと深く感謝申し上げま

す。多くのご支援・ご協力ありがとうございました。当プロジェクトはこれからも

全日本学生フォーミュラ大会で 10 位以内を目指して車両開発を続けてまいります。 
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1. 大会成績 

 

表 1 種目別成績 

  配点 08 得点 順位(65 校中) （参考）07 得点 

総合 1000 459.08 13 287.64 

コスト 100 63.8 12 62.88 

プレゼン 75 48.75 16 46.88 

デザイン 150 119 11 102.44 

アクセラ 75 38.07 22 37.64 

スキッドパッド 50 18.52 21 30.3 

オートクロス 150 47.35 26 7.5 

エンデュランス・燃費 400 123.79 15 0 

 

  DUFPはスキッドパッド以外の全種目で昨年のポイントを上回りました。特に、大会

直前の詰めが功を奏したのか、静的審査で健闘しました。そして、03年のチーム発足

以来二度目のエンデュランス完走を果たしました。ここ数年、エンデュランスでのリタ

イアが続いていた本校にとってまさにメンバー一同の努力が報われた瞬間でもありまし

た。さらに、思いもよらなかった「省エネ賞3位」と「日本自動車工業会会長賞6位」を

獲得しました。一方で、マシン能力は確実に上がっているものの、動的性能においてセ

ッティングを含めまだまだ改善余地があることも痛感しました。 
しかし、確実に来年へのステップとするべく技術のフィードバックを行い、我々はさ

らに成長を続けます。 
 

＜補足＞ 

「省エネ賞」：エンデュランス（耐久走行）の燃費が良いチーム1～3位 

「日本自動車工業会会長賞」：設計安全、衝突安全、軽量化努力、燃費、騒音、スポーツマ

ンシップ等の総合得点1～6位 

 

 

2. 08マシン（DF08）について 

 

図 1 DF08 
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＜マシンプレゼンテーション＞ 

同志社大学フォーミュラプロジェクトでは『レースで勝利するマシン』を目指した。

そこで、「速くて操作性の良い車両」をマシンコンセプトとして今年度車両であるDF08
の開発を行った。よって、レーシングカーとして絶対的な「スピード」を引き出すた

めに【軽量化】【加速力】【居住空間】【操作性】を高次元で実現させることに重点を置

いた開発にあたりました。 
エンジンは高回転側のパワーを犠牲にすることなくターゲットバンドである6000～

8000rpmのパワーを飛躍的にＵＰさせる調整を行うことで、扱い易いものとなった。

また、今年度からは吸気系に流体解析や慣性吸気の考え方も考慮に入れ設計を行った。 
フレームにおいては形状とパイプ肉厚を見直すことで11㎏の軽量化と約1.3倍の剛性

確保に成功した。 
サスペンションにおいてもこれまでの経験を生かしてロールセンタ移動量が小さく

なるジオメトリを採用した。同時に、アッカーマンジオメトリを検討したことで、コ

ーナリングスピードの向上に努めた。 
さらに、カウルの一部分と計器板に本校独自の「竹パネル」を採用し環境にも配慮

したマシンとなった。 
そして何より、エンデュランスにも耐えられるよう各パーツの機能を改めて見直し

信頼性の向上に努めた。以上によりDF08は高いパフォーマンスを持った車両となった。 
 

表 2 マシンスペック 

No 32 
学校名 School Name 同志社大学 
Body-Color(s) Purple＆White 
Frame Steel spaceframe 
Body-work GFRP 

Suspension(Front & Rear) Front : Double unequal length A-arm Push rod 
Rear : Double unequal length A-arm Pull rod 

Overall Length 3034（mm） 
Overall Height 1082（mm） 
Wheelbase 1600（mm） 
Front Track 1200（mm） 
Rear Track 1200（mm） 
Gross Vehicle mass 240（kg） 
Fr.Rr Weight Dist.    42：58 
Ground Clearance 55（mm） 

Wheel & Tires 13inch RS watanabe 
160/515-13 YOKOHAMA 

Engine 2003 Kawasaki ZX-6RR 
Displacement 599（cc） 
max.power 72.1（ps）／9500（rpm） 
max.torque 5.0（kgf）／8000（rpm） 
Induction type Naturally aspirated 
Fuel tank Volume 6.5（L） 
Shifter Manual 
Final Drive&Differential Chain LSD 
Brakes 2 outboard Brembo calipers 
Unique Features & Notes Fiber-bamboo,Stabilizer 
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3. 大会報告 

 

さて、ここからは大会１日目から４日目までを振り返りたいと思います。 

 

＜１日目＞－9月10日（水） 

 

  初日は車検を受けると同時に、静的審査（デザイン、コスト、プレゼンテーション）

を受けなければなりません。我々は、朝一で車検の技術審査に臨んだ。固定方法など

に関する4箇所の改善を行い、昼までに二回目の審査でパス。 

 

 
図 2 車検中の様子 

 

プレゼンテーションでは、車両紹介（車両性能・整備性・操作性・生産コスト）、

販売戦略、収支計画をバランスよく発表しました。特に、販売戦略においては市場に

存在するユーザーの潜在的なニーズをくみ取った上で、それを実現するために問題と

なることを解消するために、本校独自のビジネスプランをアピールしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 プレゼンの一例 
 

昼からはコスト審査、チルト・騒音テスト、デザイン審査、ブレーキ試験の順で進

む予定であった。しかし、チルトテストで前輪が着地しないトラブルが発生した。しか

し、これまでの経験から落ち着いて対応できた。 
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図 4 チルトテスト 
 

コスト審査では、加工工程・箇所の削減、加工方法の最適化、部品点数の削減、シン

プルな構造の多用、さらには、組み立ての簡略化による人件費の削減をアピールしまし

た。その後、「フレーム」、「足回り」、「カウル」について個別の質疑応答が行われました。

質疑応答のメンバーを決めていなかったため、審査中にメンバーを割り振るという緊急

事態が発生・・・。しかし、無難に質疑応答をこなした。最後に、「ブレーキキャリパー」・

「ステアリングホイール」について製造工程説明を行った。これは、チームが購入する

であろう部品について、その理解度を問うものです。製造の流れが分かっているだけで

なく、一つ一つの加工方法を説明できる必要性を痛感したものの、63.8pt（12位）を獲

得した。 
デザイン審査では、当初15分の発表時間があると思って練習を行ってきた。しかし、

当日になって10分で発表しなければならないと判明・・・。そのため、コンセプト、エ

ンジン、サスペンションに絞って発表を行った。今年度は、吸気系の流体解析をはじめ

とする解析や、理論に基づいた考え方をマシン設計に反映しようとする姿勢を前面に出

した発表を行った。また、発表内容には具体的な数字を用いることで説得力の向上に努

めた。さらに、本校独自の「竹パネル」をカウルの一部分と計器板に採用したことで環

境にも対応したマシンであることを訴えた。 

図 5 デザイン・コスト審査の様子 
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そして、デザイン審査後には騒音、ブレーキ試験を一発でクリアし、初日に全ての車

検をパスした。さらに、そのままプラクティスエリアで練習を行うこともできた。ちな

みに、騒音テストはレギュレーションでは110db以下と規定されていますが、DUFPは
102dbでした。 

   図 6 騒音テスト             図 7 ブレーキテスト 
 

図 8 車検通過証           図 9 プラクティス中のマシン 

 

＜２日目＞－9月11日（木） 

 

午前中にアクセラレーション（0-75ｍ加速）とスキッドパッド（八の字旋回）を行

いました。二人のドライバーがそれぞれ、プラクティス→アクセラレーション（二回）

→スキッドパッド（二回）の順で臨みました。スキッドパッドは21位（18.52pt）、

また、アクセラレーションにおいては昨年よりタイムこそ上がったものの、22位

（38.07pt）に終わる。まだまだ課題があるようです。 

途中、セカンドドライバーのアクセラ二本目で上昇した気温とラジエターのエア抜き

不足の影響でエンジン温度が上昇し、エンジンが始動しにくいトラブルがあった。しか

し、エア抜きを完全に行ったことで問題は解消した。 
 
 
 
 
 
 
 

車検通過！！ 
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    図 10 アクセラレーション        図 11 スキッドパッド 
 

午後からはオートクロス（コース一周のタイムアタック）を行った。午前と同様に、

二人のドライバーがそれぞれ、プラクティス→オートクロス（二回）の順で競技を行

った。結果は26位（47.35pt）と振るわなかったが、昨年は競技参加得点の7.5ptしかもら

えなかったことを考えると、大きな前進です。 

図 12 オートクロス 

 

また、今年度からはオートクロス後に排ガス試験が行われました。結果は公式に発

表されていないため、よく分かっていません。しかし、来年度以降も同様に行われる

と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 排ガス試験 
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＜３日目＞－9月12日（金） 

 

いよいよ、エンデュランス（耐久走行）当日です。6：30～8：00頃まで入念にネジ

のトルクチェックおよび、不安箇所の対策を行いました。こうして技術班はマシンに

魂を吹き込みました。 

図 14 最終チェック中のピット 

 

その後、ピットで一日の動き方にミーティングを行いました。今年度はプラクティ

ス・給油エリア、競技コースなどに無線連絡できる人員を常時配置する体制としたこ

とで、会場全体の状況をリアルタイムで把握できるようになりました。毎年、こうし

てマシン・組織ともに進歩してゆくのだと思います。また、本番中も総指揮、状況報

告担当、タイム計測担当、ドライバーへの指示担当など、効率的なチーム運営が行わ

れるよう努力しましたが、まだまだ改善点があります。来年度以降に期待です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 3 日目チーム運営体制 

 

我々の出走は午後になると考えられました。そこで、午前中は何度もプラクティス

に行って練習を行いました。次々と上位校がリタイアして出走時間が繰り上がってい

く中、全員が緊張して自分達の出番を待ちました。 

そして、本番。1stドライバーが一週目、二週目・・・とタイムを上げていきまし

た。同時に走行中の神戸大学を追い抜くシーンもありました。三分間の2ndドライバ

ーへの交代時間にも今年度は特に厳しいマシンチェックがあり、緊張して見つめまし

た。結果、03年のチーム発足以来二度目のエンデュランス完走を果たし、15位（123.79pt）

につけた。その後、燃料使用量の測定と、今年度はエンデュランス後にも騒音テスト

がありましたが、難なくクリア。こうして、08大会の全競技が終了した。 
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図 16 エンデュランス走行中の様子 

図 17 ドライバー交代           図 18 完走の瞬間 

図 19 燃料使用量の測定           図 20 騒音テスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 エンデュランス終了後の様子 
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＜４日目＞－9月13日（土） 

 

四日目は午前中に全参加チームの集合写真撮影がありました。午後には、デザイン

ファイナルと表彰式がありました。デザインファイナルはデザイン審査の上位1～6

位を決める公開審査です。さすが、上位大学の設計は参考にすべき点が多く、メンバ

ーも大いに刺激を受けました。 

そして、大会最後のイベントである表彰式が始まりました。ここ数年、自分達の名

前が呼ばれることのない表彰式が続いていました。今年も呼ばれないのか・・・、と

思っていた頃、「日本自動車工業会会長賞6位」で同志社大学の名前が呼ばれました。続

いて、「省エネ賞3位」も頂きました。正直、驚きを隠しきれませんでした。表彰式後に

は涙を浮かべているメンバーもいました。しかし、今後はもっと上位の賞を狙いたいと

思います。 

図 22 表彰式の様子          図 23 獲得したトロフィー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 表彰式後の集合写真 
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最後に 

 

  当プロジェクトは皆様のご支援・ご協力の下、第六回全日本学生フォーミュラ大会

に出場することができました。そして、我々はチーム発足6年目にして2度目エンデュ

ランス完走し、全種目でポイントを得ることができました。改めて「ものづくり」の

楽しさ、難しさ、そして何より活動における組織力の重要性を認識しました。しかし、

本番はここからです。 

  実は、当プロジェクトは組織的に運営されるようになって今年が3年目でした。そ

の運営体制もやっと板についてきました。マシン作りのノウハウも分かってきました。

資金的な問題も強化されてきました。そして、今年度は総合13位なったことで上位校

への弾みがつきました。当プロジェクトの本当の真価が問われるのはこれからです。

チーム皆で協力して活動していきたいと思います。 

最後になりましたが、このような機会を与えてくださった、スポンサー様、サポー

ター様、先生方、そして自動車技術会やスタッフの皆様、本当にありがとうございまし

た。今後ともご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

同志社大学フォーミュラプロジェクトメンバー一同 

 

 

************************************* 

同志社大学フォーミュラプロジェクト 

プロジェクトリーダー 清水勇貴 

〒610-0321 

京都府京田辺市多々羅都谷1-3 

URL:http://dufp.net/ 

E-mail: btg3109@mail4.doshisha.ac.jp 

************************************** 


