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同志社大学フォーミュラプロジェクト 

支援者様 

平成 26年 3月 1日 

同志社大学フォーミュラプロジェクト 

1月,2月活動報告 

 

軽暖の候、ますますご繁栄の事とお喜び申し上げます。平素は格別のご配慮を賜り、厚

く御礼申し上げます。この度は、同志社大学フォーミュラプロジェクト（DUFP）の 1月、

2月の活動について報告させていただきます。 

まず、学期末試験につき 2 か月分の活動報告となりましたことをこの場をお借りしまし

てお詫びさせていただきます。 

1月、2月は車両の設計も完了し、車両製作が本格的となる時期となっております。只今、

大学の春休みを迎え、今年度車両のフレームが完成するなど製作は順調に進んでおります。

また、多大なるご支援していただいております企業の皆様、先生方、OBの皆様方に深く感

謝いたします。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

 

図 1 工場での作業風景 
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1.活動報告 

 

RSコンポーネンツ株式会社様ご来研 

1月 16日(木)、RSコンポーネンツ株式会社北村様が弊チームに来られました。弊チーム

のチーム紹介を行いました。RSコンポーネンツ株式会社様は世界中の学生フォーミュラチ

ームにご支援しており、刺激的なお話も聞くことができました。今後ともご支援宜しくお

願い致します。 

 

2012年度プロジェクト科目成果報告会 

1 月 19 日(日)、同志社大学今出川校地にてプロジェクト科目の成果報告会が開催されま

した。私たちのプロジェクトはプロジェクト科目である「ものづくり・人づくり」の受講

生も主体となり成り立っております。今回の報告会では、昨年の 4 月から現在までの活動

についての報告を致しました。2014 年度プロジェクト科目最優秀賞に惜しくも届きません

でしたが、1年を通してよい経験となりました。 

 

図 2 プロジェクト科目報告会の様子 
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株式会社 JTEKT 様ご来研 

2月 7日(金)、株式会社ジェイテクトの早川様が部室に来られハブベアリングを直接いた

だきました。株式会社ジェイテクトはステアリング、ドライブトレイン系のパーツを作っ

ている会社で、ベアリングなども扱っております。DUFP チーム紹介をした後、ジェイテ

クトの会社情報や技術的なお話などをしていただき役立つような有意義なお話でした。今

後ともよろしくお願い致します。 

 

図 3 JTEKT 早川様ご来研の様子 

 

自動車技術会関西支部支部長賞受賞 

2 月 7 日(金)、大阪ガーデンパレス 2階で開催された 2013 年度第 2回支部理事会にて、

私たち同志社大学フォーミュラプロジェクトが、公益社団法人自動車技術会 関西支部 

支部長賞を受賞させて頂きました。ありがとうございます。メンバー一同、大変光栄に思

っております。 

 

図 4 受賞した表彰状 
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T’s factory様大会報告 

 2月 12日（水）、大会報告と今年度企画紹介のため T's factory様にお邪魔させていただき

ました。T's factory 様は京田辺市で車の板金や塗装をされている会社で、昨年は弊チーム

のマシンを塗装していただきました。今年度も宜しくお願い致します。 

 

 

北門走行 

 2月 16日(日)、同志社大学京田辺キャンパス北門にて走行を行いました。主に、ドライバ

ー育成のため 1 回生に乗ってもらいました。半年後の大会に向けて 1 回生から誰がドライ

バーとして活躍してくれるか楽しみです 

 

 

 

 

図 5 北門走行の様子 
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THK株式会社様ご来研 

2月 19日(水)、THK株式会社様の佐藤様がご来研されました。THK株式会社様は製造機

械や自動車の可動部品を取り扱っている会社で、弊チームは長年スフェリカルベアリング

などをご支援していただいております。今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

図 6 THK 佐藤様 ご来研の様子 

2月月例会 

2 月 22 日(土)に同志社大学京田辺キャンパスにて 2 月月例会を行いました。今回の月例

会では、第 4 回のデザインレビューで議論され、変更となった部分の最終的な提示と、車

両製作の進行状況や今後の予定を確認したほか、本格的に車両製作の注意事項の再確認な

どを致しました。参加して頂いた先生、OBの皆様、御指摘いただきありがとうございまし

た。 

 

 

図 7 2月月例会にて 
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2.スポンサー様からの御支援 

 

活動支援金（株式会社堀場製作所 様） 

12 月下旬、株式会社堀場製作所様より活動資金のご支援を頂きました。今後の活動のた

めに大切に有効に使わせて頂きます。誠にありがとうございます。今後とも宜しくお願い

致します。 

 

バイク用チェーン(株式会社江沼チヱン製作所 様) 

 1 月上旬、今年度からスポンサーとして協力していただくことになりました株式会社江

沼チヱン製作所様にバイク用チェーンを無償で提供して頂きました。ありがとうございま

す。重要な駆動系部品ですので大切に使わせて頂きます。今後とも、宜しくお願い致しま

す。 

 

 

図 8株式会社江沼チヱン製作所様より頂いたバイク用チェーン 

 

電装部品（住友電装株式会社 様） 

1月上旬、住友電装株式会社様に電装部品として電線、コネクタ、コルゲートチューブな

どを無償で提供して頂きました。ありがとうございます。有効に活用していきたいと思っ

ております。今後とも宜しくお願い致します。 
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図 9 住友電装株式会社様に支援して頂いた電装部品 

 

ドリブンスプロケット（サンスター技研株式会社 様） 

2月上旬、サンスター技研株式会社様にドリブン側のスプロケットを無償で提供して頂き

ました。ありがとうございます。重要な駆動系部品ですので大切に使わせて頂きます。今

後とも、宜しくお願い致します。 

 

 

図 10 サンスター技研株式会社様に支援して頂いたスプロケット 
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鉄パイプなどの金属材料（やまと興業株式会社 様） 

2月下旬にかけて、やまと興業株式会社様に鉄パイプやアルミパイプなどを無償で提供し

て頂きました。ありがとうございます。車両の骨格となるフレームやアームなど、毎年、

ご支援を頂いております。今後とも、宜しくお願い致します。 

  

図 11 やまと興業株式会社様に支援して頂いたパイプ類 

 

ユニバーサルジョイント（協和工業株式会社 様） 

1 月下旬、協和工業株式会社様に無償でユニバーサルジョイントを提供して頂きました。

ステアリング操作に関わる重要な部品であるため、信頼性が求められるものです。ありが

とうございます。今後とも宜しくお願い致します。 

 

図 12 協和工業株式会社様に支援して頂いたユニバーサルジョイント 
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ハブ ダイナモ軸（株式会社鬼頭歯車様） 

2月下初旬、株式会社鬼頭歯車様にハブとダイナモ軸のスプライン加工をして頂きました。

お忙しい中迅速に対応していただき誠にありがとうございました。今後とも宜しくお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13  株式会社鬼頭歯車 様よりスプライン加工していただいたダイナモ軸及びハブ 

 

ハブベアリング(株式会社 JTEKT様) 

2月上旬、株式会社 JTEKT様に無償でハブベアリングを提供して頂きました。エンジン

駆動系に関わる重要な部品であるため、信頼性が求められるものです。ありがとうござい

ます。今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

 

図 14 株式会社 JTEKT様より頂いたハブベアリング 
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スタイロフォーム(ダウ化工株式会社様) 

2月下旬にダウ化工株式会社様よりスタイロフォームの御支援を頂きました。今後のカウル

及びバケットシート製作に役立てていきます。ありがとうございます。今後とも宜しくお

願い致します。 

 

図 15 ダウ化工株式会社様より提供していただいたスタイロフォーム 

 

ロッドエンド（THK 株式会社 様） 

2月下旬に THK株式会社様よりロッドエンドを無償で提供して頂きました。信頼性のあ

る部品で、アームの先端などに使用しております。ありがとうございます。今後とも宜し

くお願い致します。 

 

 

図 16THK株式会社様から頂いたロッドエンド 
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複層仕様 embrella⒭（株式会社深井製作所 様） 

2月下旬、株式会社深井製作所様にエンボス加工を施されたアルミ板である複層仕様

embrella⒭を無償で提供して頂きました。ありがとうございます。大切に使わせて頂きた

いと思っております。今後とも、宜しくお願い致します。 

 

図 17株式会社深井製作所 様に提供して頂いたアルミエンボス板 

 

ドライブスプロケット(株式会社ザム・ジャパン様) 

2月下旬、株式会社ザム・ジャパン様にドライブ側のスプロケットを無償で提供して頂き

ました。ありがとうございます。重要な駆動系部品ですので大切に使わせて頂きます。今

後とも、宜しくお願い致します。 

 

 

図 18株式会社ザム・ジャパン様より支援して頂いたドライブスプロケット 
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ホイールナット(株式会社レーシングサービスワタナベ 様) 

2 月下旬、株式会社レーシングサービスワタナベ 様にホイールナットを無償で提供して

頂きました。ありがとうございます。大切に使わせて頂きたいと思っております。今後と

も、宜しくお願い致します。 

 

図 19 株式会社レーシングサービスワタナベ 様より提供していただいたホイールナット 

 

溶接マスク(株式会社ヒロミツ製作所様） 

株式会社ヒロミツ製作所様より溶接マスクをご支援していただきました。ありがとうご

ざいます。今後の溶接作業に役立たせていただきます。 

 

 

図 20株式会社ヒロミツ製作所様より提供していただいた溶接マスク 
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3.今後の活動予定 

3月 12日 株式会社エクセディ様 訪問（大会報告や会社見学） 

3月 22日 ダイハツ工業株式会社様による溶接講習会 

3月 22日   上智大学様によるMotec講習会 

3月 23日 3月月例会・追い出しコンパ 

3月 29日 静的勉強会 

3月 31日 2013年度車両自立 

4月 1.2日  マツダ株式会社様によるドライビング講習会 

 4月 28日 2013年度車両シェイクダウン 

 

4.スポンサー様 

 この活動は下記スポンサーの皆様のご協力により成り立っております。 

企業スポンサー様 
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個人スポンサー様 

 

藤井 透様    千田 二郎様  中村 成男様   積際 徹様   大窪 和也様    平山 朋子様  

宮本 博之様   青山 栄一様   稲岡 恭二様   田中 達也様 荒尾 与史彦様  植松 育三様 

岡村 貴句男様 副島 宗矩様   瀧本 恭三様   菱田 典明様   岸 泰生様      宮 純史様 

横村 和宏様   川崎 二朗様  渡辺 靖生様   渡邊 康人様  小武内 清貴様  山本 英毅様 

工藤 敬様     上田 様     同志社大学 OB 竹の子会の皆様 

 

 

5.最後に 

 

2014年 2月、学期末試験を終え大学は春休みとなりました。私たちはすでに設計も完了

し、順調に車両の製作や、エンジン調整を本格的に行っております。3 月 31 日には車両の

自立、4 月 28 日にはシェイクダウンを予定しており、今年度車両の初走行の日も確実に近

付いております。すでに大会までの走行の計画も立て、走り込みに向けての準備も進めて

おります。このように着実に活動が進められるのも私たちを支えてくださっている皆様の

おかげだと思っております。まだ車両製作は続き、車両がシェイクダウンしても油断はで

きませんが、すでに残り 6か月となった大会に向けて精進して参りたいと思っております。

今後とも、変わらぬご支援・ご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。 

 

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 

2014年度プロジェクトリーダー 池下 義人 

〒610－0394 

京都府京田辺市多々羅都谷1－3 同志社大学 

URL：http://dufp.net/ 

E-mail：bmm2021@mail4.doshisha.ac.jp 

-------------------------------------------------------------- 


