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図 1・集合写真 

 

支援者様へ 

 初秋の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。いつもご支援・ご協力を

頂き、誠にありがとうございます。この度は同志社大学フォーミュラプロジェクトの 2021

年度大会の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。 

 今年度大会は COVID-19の蔓延防止のため、種目がオンライン上での静的審査のみの大

会となりました。活動制限も厳しく、思うように活動できないことも多々ありましたが、

スポンサー企業様・個人支援者様、そして本学のご支援・ご協力により、今年度車両を完

成させるとともに、8月 25日～31日に行われました第 19回学生フォーミュラ日本大会

2021へ出場することが出来ました。 

そして、大会にて参加校 60校中、総合成績 16位の成績を収めることができました。 

 

 

 



 

大会結果の詳細は以下のようになりました。 

総合成績 16位 

静的競技 

・コスト        3位 

・デザイン       23位 

・プレゼンテーション   31位 

動的競技 

中止 

      

種目別表彰 

コスト賞 3位 

 

 以上より当プロジェクトは、今年度チーム目標であった 15位以内は惜しくも叶わなか

ったものの、2016年度プロジェクト以来五年ぶりの 20位以内の順位を収めることができ

ました。また昨年度から全ての静的審査において順位向上を達成し、コスト審査では入賞

を果たすことができました。これも我々の活動を支えてくださった皆様のおかげであり、

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。 

 

 

表１・種目別大会成績表 

 配点 2019年度得点 順位 2021年度得点 順位 

総合 1000 471.61 23 178.27 16 

コスト 100 59.96 5 72.53 3 

プレゼンテーション 75 39.06 49 42.74 31 

デザイン 150 70.00 33 83.00 23 

アクセラレーション 100 56.71 27 中止 - 

スキッドパッド 75 34.89 34 中止 - 

オートクロス 125 76.59 40 中止 - 

エンデュランス 275 75.51 27 中止 - 

効率性 100 58.89 23 中止 - 

ペナルティ    -20  

 

 

 

 

 

 

 



１．DF21の活動について 

 2021年度は COVID-19の蔓延拡大防止のため、オンライン上での静的審査のみの大会と

なりました。ですが、弊チームでは来年度にデータを残すため、可能な限りの試走を行

い、車両を完成させつつ静的審査に挑むという形をとりました。活動を行うに当たり、蔓

延防止のため多くの活動制限があり、車両製作・車両走行に大きな影響がありました。特

に多くの試走会・試走予定が無くなったことで広い場所での車両走行の機会は減ってしま

いましたが、弊学の走行施設を利用することで、可能な限り走行を行えたと考えておりま

す。また、今年度は静的審査の種目を春休みの段階から車両製作と同時並行で行い、オン

ラインでの活動をメインに行うことで、多くの時間を使い静的審査に取り組むことができ

ました。その結果、車両を走行可能な段階まで完成させ、なおかつ 2019年度と比べ静的

審査の全種目において順位の向上に成功、かつコスト審査では入賞を果たすことができま

した。ですが今回の大会で、コスト審査で 20点の減点やプレゼン審査でオンライン審査

に対応しきれなかったなど多くの課題がみつかりました。今後はこのような大会で発見し

た改善点や今年度車両走行の中発見した課題に取り組み、2022年度は更なる順位向上を獲

得できるよう精進いたしますので、引き続きご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいた

します。 

 

 

図 2・DF21 年度車両での試走の様子 



2. 各班紹介 

エンジン班 

 今年度エンジン班は、車両コンセプトである「コーナリング性能の向上」を達成するた

めに、設計方針を「低中速度域でのトルク向上及びフラットトルク化」「スロットルの操

作性向上」とし、エキゾーストマニホールドとスロットルの再設計を行いました。 

エキゾーストマニホールドでは脈動効果に着目し、コーナー脱出時の常用回転域で排気

効率を向上させ、5500～8000rpmでのフラットトルク化、平均 5.2%のトルク向上を達成し

ました。 

 スロットルでは方式を変更することで、アクセル開度に対する質量流量の変化をより線

形的にし、操作性向上を達成しました。 

 走行会の無い期間で、学内にあるエンジンダイナモを使用してエンジン特性を計測しよ

うと試みました。しかし、現在学内にいるメンバー、OBOGにとって初の試みであることも

あり、様々な問題が発生しており、未だ計測できていない状況です。来年度車両の設計に

役立てるために引き続き問題解決に取り組んで計測を行う予定です。 

 

図 3・エキゾーストマニホールド 

 

 

 

 

 

 

 



電装班 

 本年度は、春休み期間にワイヤーハーネスの製作や 19 年度から引き継いだインストルメ

ントパネルの作成、コスト資料の作成を行いました。新規製作を行ったワイヤーハーネスは

4 月にエンジン始動が無事行えることを確認しました。ワイヤーハーネス全体の最適化やボ

ディアースの採用により 19 年度車両と比較し、0.7kg の軽量化、並びに審美性の改善を実

現致しました。インストルメントパネルはタコメータを主に作成いたしました。タコメータ

は、Arduino を用いて作成し、ドライバーの意見に沿って表示を変更できるように致しまし

た。 

 実際に車両に搭載して走らせる際にはプライマリマスタースイッチで火花が散るトラブ

ルが発生致しました。スイッチの裏側の端子部の絶縁テープが破れたことにより、ボディと

接し、ショートしたと考えております。その後はスイッチの端子部の絶縁をより入念に行う

とともにボディとスイッチの間にゴムシートを挟み、絶縁対策を施しました。以後は、ショ

ートは発生せず走行できております。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う活動制限により思うように走行距離を重ねること

ができず、ワイヤーハーネスの疲労に伴う動作不良が起こる水準まで走らせることはあり

ませんでした。来年度は、十分な走行ができる環境になることを祈っております。 

→来年度は、十分な走行を行い、更なるデータを集めていく所存です。 

 

 

 

図 4・インストルメントパネル 

 

 



サスペンション班 

 今年度サスペンション班は、中速度旋回性能向上、特に脱出性能向上をコンセプトに設

計を行いました。さらなるタイヤの高効率活用、車両モデルによる解析に加え、今まで行

われてこなかった、一方的な軽量化を見直し各部剛性が車両挙動に与える影響を明確化す

ることで、上記コンセプト達成を狙いました。 

 さらに、車両データ、特にシャシパラメーターの計測は適切なセッティングや、性能明

確化のために必須であると考え、誰でも簡単に車両データを計測できる方法がないか考え

ました。従来は、データーロガーやセンサーを用いることで上記を行ってきましたが、デ

ーターロガーの故障や同期ミスなど様々な要因が重なり、18年度、19年度は全く計測デ

ータが存在しないという状況に陥っていました。そのため、毎回撮影する go proの動画

を解析することで車両データを計測するプログラムを作成しました。これにより、動画を

撮影していれば、プログラムに解析させるだけでヨーレートなどのデータを得れるように

なり、さらに機械学習を駆使し、簡易性と信頼性の高い新たな計測法を確立させることに

成功しました 

 製作面においては、厳しい活動制限の中、チーム一丸となって精度と速さをできる限り

両立させ、例年通りの時期に自立を達成することができました。 

 

図 5・自立の様子 

 



 

フレーム班 

21年度車両のフレームは、昨年予定より大幅な遅れが生じ他班に大きな負担をかけたこ

とを反省し、目標製作期間を 1週間とし、これを達成したことで 2月中に完成しました。

3月からは、他班の溶接等を行っていましたが、SESに関して 19においてはレギュレーシ

ョンに適合しているとされた構造が今年度からレギュレーション解釈の変更により不適合

となったことでパイプを計 4本追加することとなりました。 

 

図 6・完成したフレーム 

4月以降は、3回生は静的関係資料作成を、1,2回生は残りの製作作業を中心に行い、技

術継承がスムーズになるよう努めました。 

8月末からは本格的に引継ぎを開始し、今年度のフレームに関する問題点(パイプのへこ

み、製作時の他班との連携ミス、溶接ひずみによる部材変形を考慮していなかったことな

ど)の報告、各種連絡先などを伝え、来年度の設計、製作がスムーズに行えるようにして

いきます。 

 

 

 

 



エアロダイナミクス班 

今年度エアロダイナミクス班は、中速度旋回性能向上のため、前回大会出場車両での反

省点であるフロントのダウンフォース量増を目標として設計を行いました。 

その結果、解析でフロントのダウンフォース量を 28.6%向上させることができました。

しかし、実践的な製作が初めてであったこともあり製作完了が大会直前となってしまった

ためデータを取ることができませんでした。 

静的審査に関しては、先輩方から受け継いだものをさらに改良、場合によっては再制作

し、より良いものが作れたと考えています。 

車両製作が遅れてしまったことの反省点を洗い出し、後の代に伝えることで今後のエア

ロダイナミクス班の発展に貢献できればと思います。 

 

 

図 7・エアロパーツを搭載した車両 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



操舵班 

今年度、操舵班は DF19のアクセラレーションで発生したブレーキペダルの干渉問題な

どの信頼性の向上、コンセプトを満たすための軽量化を目標とし設計を行いました。具体

的には、モックアップ等を使用し、ドライバーとの綿密な打ち合わせを行うことにより、

大会でドライバーを担当する 153～176cmのドライバーが走行に集中できる車両としまし

た。また、ステアリングホイールには３Dプリンター製のグリップを装着することにより

ドライバーの走行中の疲労を減少させることに成功しました。 

製作面においては、加工順序のシミュレーションを行い、NCフライス盤を用いて作業の

効率化を行いました。結果、歩留まり率は 100%であり、活動制限下での車両の早期完成に

貢献できました。 

また、走行を行い、無理なドライバー姿勢やブレーキペダルへの干渉がないことを確認

しました。しかし、エンデュランスの走行が行えなかったことなどから課題点の洗い出し

やデータロガーを用いた走行データの計測は満足に行えなかったため、来年度はより多く

の走行を行い、より良い操舵にしていく所存です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．大会当日レポート 

 ここから、静的審査当日のレポートを記載いたします。 

 

＜プレゼンテーション審査＞－8月 25日 

 8月 25日にプレゼンテーション審査が行われました。今年度のルールは、前大会のプレ

ゼンテーション審査での事業が不振だったため利益を取り戻すような事業を提案せよとい

うものでした。そのため革新的な発想より、前事業より利益が堅実な事業を目指して事業

を作り上げていきました。また、理解しやすいプレゼンテーションを目指し、より見やす

いグラフ、より伝わりやすい配置となるよう前日まで細かな箇所の改良にあたりました。

ですが、当日の発表で PCの不調により発表者の一人が一時発表に参加できなくなり、質

疑応答で回答に長時間を使用してしまうトラブルが発生いたしました。順位は 49位から

31位と向上はいたしましたが、次回の大会では事業内容・発表環境ともに万全で挑み、よ

り高順位を目指していく所存です。 

 

図 8・当日使用したパワーポイントの一部 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜デザイン審査＞－8月 26日 

 8 月 26 日はデザイン審査がオンラインにて行われました。今年はルールの変更により、

実車を見せることができず、事前に送信した写真とレポートのみで制限時間内に車両アピ

ールと質疑応答に対応することとなりました。よって、昨年度よりもレポートの見やすさの

追求や、アピールであるパワーポイントを丁寧に作成するなど、自分たちの設計を相手に最

大限アピールできるよう努めました。当日の審査では、サスペンションの新規計測法や、コ

ロナ禍でも車を作り切ったチームマネジメントを高く評価された一方で、実測不足を強く

指摘され、点を落とす大きな要因となってしまいました。また、審査終了後に行われたフリ

ートークでは、各パートの質問や、設計のアドバイスを頂き有意義な時間を過ごすことがで

きました。 

 

 

図 9・デザイン審査のために写真を撮影する様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜コスト審査＞－8 月 31 日 

 コスト審査は 8 月 31 日にオンラインにて行われました。事前に提示した車両写真とコス

トレポートの整合性に関する質疑応答と与えられたテーマに基づいた製造方法の改善案に

関するプレゼンテーション及び質疑応答が主な審査内容でした。 

 コストレポートの完成度や製造プロセスへの理解については高評価をいただきましたが、

改善点もみられる内容でしたので来年度の更なる順位向上へと生かしてまいります。 

 

 

図 10・コスト審査で使用した資料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 年度大会総括 

 当プロジェクトは支援者皆様のご支援・ご協力のもと、第 19 回学生フォーミュラ日本大

会 2019 に出場し、大きな事故、ウイルス感染などもなく今年度の活動を終えることが出来

ました。今年度は、19 年度大会順位からのさらなるステップアップをチーム目標として活

動してまいりました。結果としましては、総合順位の向上、また 5 年ぶりのコスト審査入賞

を成し遂げることが出来ました。古豪同志社復活への確実な前進となったと確信しており

ます。しかし、上位チームとのプレゼンテーション審査・デザイン審査での大きな格差や、

オンライン対応への遅れ、混乱など大きな課題も残る大会となりました。このような課題を

来年度以降の大会対策や車両開発に生かして、さらなる順位向上を目指していきたいと考

えています。 

私たちはこの活動を通じて、講義で習得する学問をいち早く自動車工学に活用すること

ができ、さらに自主的な問題発見、解決能力を養うことができ、技術者、研究者として大き

な一歩を踏み出すことができました。また、今年度は柔軟な対応力が求められた年でもあり

ました。新型コロナウイルスの感染状況に応じた活動制限の変化に対応したチーム運営、さ

らに、大会のオンライン開催による、今までにない書類提出や審査法への対策。これらのな

かで上手くいったものもあれば、つまずいてしまうものもあり、我々の未熟さを痛烈に感じ

させるものとなりました。しかし、ここで学んだ成功、失敗、そして努力は、すべて我々の

将来の糧となると信じ、今後とも邁進してまいります。 

 最後になりましたが、当プロジェクトに賛同いただき多大なるご支援・ご協力を頂きまし

た企業様・個人支援者様に、大会報告書という書面上での挨拶となりますが、心より御礼申

し上げます。来年度プロジェクトは今年度のフィードバック、丁寧な引継ぎを徹底し、更な

る上位の成績を目指し、プロジェクトを進めてまいりますので、今後ともよろしくお願いい

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 

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

Doshisha University Formula Project 

2021 年度プロジェクト  プロジェクトリーダー 

同志社大学理工学部エネルギー機械工学科 

渡邊 誠也（わたなべ せいや）学部 3 回生 

URL: http://dufp.racing/ 

E-mail:cgud5074@mail4.doshisha.ac.jp 

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

http://dufp.racing/

