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me educational goals of me advmced automotive englneenng Course are not Only to get me血st専ade automotive

mechanic qua舶cation but also to develop human resouce for automotive industries･ mrouかpractical trainings and

h画1evcl lec同res, smdents of this course le- advmCed maintenmce howledge md skills, commication skills,

safely management and environmental protection. For keeping up student's motivation. the new subject, which was

made the onglnal EV for particIPation in the "handmade eco-car contest 20 I 2 in Hokkaido", was introduced as a

graduation thesis in last semester･ mis paper presents the process of making the onglnal EV and the effects orthis

subject.
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1.はじめに

北海道自動車短期大学(以下, ｢本学｣とする. )専攻科

自動車工学専攻(以下, ｢専攻科｣とする. )では,亀子制

御装置などの高度技術化に対応した-イレベルな整備知識と

技術力の習得及び,多様化するユーザーの保守管理を支援す

るに足りる情報提供手段としての総合診断と,これを活用し

た応酬話法の習得,また,社会的に重要性が増している環境

保全と職場環境としての安全管理の習得を目指し,豊富な実

習と授業によって一級整備士資格の取得はもとより,広く自

動車産業に貢献できる人材を養成することを教育目標にカリ

キュラムを構築しており,これまで修了生を送り出してきた.

近年,学生は3期日のインターンシップ研修を終えると, 4

期日の授業では気が緩みがちであったため,学生の緊張感の

維持と,自動車工業科及び専攻科での4年間の学業の集大成

である卒業研究的な取り組みとして,自動車研究実験実習の

科目を新設した.この時間を用い,北海道ハンドメイド･エ

コカー･.コンテスト2012に出品するという目標でオリジナル

EVの製作を行い,得られた教育効果について報告する.

2.北海道ハンドメイド･エコカー･コンテストとは

2.I.開催趣旨

北海道の｢次世代自動車産業集積促進事業｣の一環として,

北海道が主催し, 2012年2月17日(金) ～19日(日)開催

の｢札幌モーターショー2012｣会場において同時開催された.

*2012年8月7日受理.第44回全国自動車短期大学協会研究発表

会において発表

I) ･2) ･3) ･4) ･5)北海道自動車短期大学(062-0922北海道

札幌市豊平区中の島2条6丁目2-1)

- 1 -

若者のユニークな発想や創意工夫を発信しながら, ｢もの

づくりの楽しさ｣の再認識,またチームワークにおける創意

工夫や表現方法を競うことによる北海道内工業系学生の技術

力･意識の向上を目的に行われ, ｢北海道の地域性に配慮し

た手作りエコカーコンテスト｣ (1)である.

全体の流れを図1に示す.

Fig.1全体の流れ



一　事電機定　一

コンテストに書棚する章副食､次の各号のいずれにt,録豊するものでなければむらない｡

1安全に走行できるものであること｡

2､繕震書の宴会が農供されたものであること｡

日章繭の寸法は､全長2.100mm.全縞l.600mm.全章l｣200mIT'を上長とする｡
･※事体の後送heに基づいて細簾中のため､改めて事麓重よりご嘉肉暮し上げます｡

発露霜の事体を使照する場合は.別後事基局にご持続細います｡

4　類書暮れ蝿僚機の工夫を築したものであること｡

また.重義での義行が可能であること

5　億月するボディの東館については､ FRP筆の裏置な果樹で作る8番はなく.

廠ポールやリサイクル島書を観照しても購わない｡

ただし､外義の乗虞鷹は書基に影〃するものとする｡

6　番加重饗のデザインには.青息などで使照されている最後キャラクターの使用書､

接続権や重腫物書の裏書に峨当するデザインは.なめない｡

7　番露駿は.軍機配置豊沃峰代言細事の書轟便意最び社費ミハンドメイドェコカ-

コンテストの定置活動のためにテレT.ラジ+.青筋.機耽軍における複葉奮亙び

重商の購農機を.主億劃こ握儀するものとすふ

8　地元企簾との重機健重を鴎る義貞から.各章加測こおいて独自に競艇食縄簾.

絶完企意義の捜篇支運筆を持た場合､当機団体筆の名機を事体筆に

義鰹することは可能とする｡ただし.以下のものに接しての録農はなめない｡
'.I･青島の宣伝に魅当するもの

(参公序後備に反するもの

iei敵,B.乗劃こ掃するもの

⑩その他.主強電が宣切でないと鯉めたもの

(アルコール･タバコ類･パチンコ店･話費青書後篇の義春)

Fig.2　車両規定

2.2.実施概要

(I)参加対象及び製作のテーマ

北海道内の工業系高等幸枝,高等専門学校,工業系短期大

字,工業系大学であり, ｢北海道らしいエコカー～積雪寒冷

地であるという北海道の地域特性に配慮した,次世代自動車

～｣というテーマ沿って,環境負荷の少ないエネルギーを

動力源とした手作りカートを製作し, ｢札幌モーターショ

ー2012｣会場において,製作面市の展示及び車両の｢コン

セプト｣ , ｢デザイン｣ ｢走行性能｣についてのプレゼン

テーションを実施する.

(2)製作のイメージ

｢2022年の冬の北海道,雪氷路面を走り抜ける1人乗り

のエコカーがある.このエコカーは,走行用バッテリーの

電力を用いずに30分程度の暖をとることができ,そのボデ

ィは顧客のニーズに応じてカスタマイズが可能である. ｣

であり,基本的な製作コンセプトは, ｢環境負荷の少ない

エネルギーを動力源とした車両であること.できる限り地

域特性に配慮したアイディアを盛り込むこと.図2に示す車

両規定に則っていること. ｣とされた.

(3)　主催者から参加校-の配慮

｢ベース由両の貸与(車体およびモータ) ,アドバイザ

①車高の纏作コンセプト･デザイン
･デザイン性(10A減点)

･独細偉く10貞霜鳥)

61プレゼンテーションの技複(10点雛鳥)

⑨章繭整作緩衝
･地義持性への配置(15点質点)

･車両の走行性敵1p点満点)

※30分極度走行可能な車両であること

※走行性艦については. ｢走る･曲がる･止まる｣の自動章の基本競作を

機影した細田をもとに審査を希うこととする｡
･安全性(10点減点)

･X･強腰対照や腰置対策tj:ど

I.a.)一般来場者の大観殺意(35点沸点)

Fig.3　審査基準

(指導補助員)の派遣,会場までの車体の移動に係る搬送

作業｣等がなされた.

2,3.番査及び賞

蕃盃については,自動車技術会北海道支部,大学丁字系

教授,道内自動車関連企業の有識者,道内ディーラー関係

者,エコカーコンテストアドバイザーなどから選出された

審査員によって行われ,図2に示す南面規定を順守すること

を前提として,参加校によるプレゼンテーションの内容を

中心に,コンテストの趣旨に適った車両となっているかな

ど,図3に示す審査頭目に慕づいて評価された.審査項目中

には,札幌モーターショーの一般来場者による人気投票も

含まれている.　　　　　　　　　　　　●

費は,最優秀賞,優秀賞,グッド走行賞,グッドアイデ

ィア費,グッドデザイン賞,参加賞などが設定され,受賞

者には賞状及び副賞が贈呈された.

3.本学専攻科での取り組み

3.1.製作に関して

参加者は,図4に示す専攻科の2年生7名,指導教員は城

戸章宏教授である.平成23年9月から平成24年2月までの4

期日の期間,週1回2講分の時間を用い,パソコン室,工作

室,溶接室,ボディ･リペア場,車両検杏場等学内の施設･

設備を利用し,製作を行った.なお,製作は北海道ハンドメ

イド･エコカー･コンテストの趣旨に沿い,製作に関する全
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Fig.4　参加学生
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てを学生の意向によるものとし,教員はアドバイスを行う立

場とした.

学生は,まず製作するEVのコンセプトを｢若者からお年

寄りまで乗れる,原動機付自転軸感覚の買い物カー｣とし,

車両製作時の作業分担及びスケジュールの打ち合わせをした.

半生が決定した作業分担を表lに示す.

また,作業スケジュールに関しては,図2に示すように規

定に則った車両を製作すべく表2に示すように決定した.

Tablel　作業分担

ボディ ��I,ｲ�南 舒)gｲ�

シヤシ �(i�｢�熊谷 

パワートレイン及び電装 冉ｹ8r�高橋 

Table2　作業スケジュール

月日 �7ｸ6h4"�シヤシ �7�8��ｸ6x8ﾈ4892�

10/ll 10/18 ��ﾘﾇb�

10/25 ll/1 佛鞐ﾉ�ﾂ�フレーム作成 

ll/8 覇%�����x�b�フレーム完成 

ll/15 剔ｫ回り �6�6(6X8｢�7�ﾘ5��8(�ｸ5��

ll/22 薬x耳爾�壷)｢�

盛り※ 剋謔阨tけ 

ll/29 �6��X�b�作動試験 

12/6 �7ｸ6h4(竧.姥H*�ｪ��ﾂ�

12/13 亂��ﾈ6X5�6r�7(6h4倅(乏�

3.2.製作の過程

以降,学生の車両製作の過程を,順を追って記載していく.

製作前期では,作業分担及び作業スケジュールに則り,車

両製作の経験がある掌牛が主導し,経験のない学生が追従す

る形で製作を開始した.図5に示すようにCAD (Computer

Aided Desi凱)を用いて車両の設計を行い,車両の寸法や各パ

ーツの配置を決め,加工の容易な25m幅の正四角形パイプを

使用して,図6に示すフレームを製作した.

次に製作中期では,学生間の意見の衝突が見られ,経験の

ない学生も製作に典型に向き合うようになった.フレームに,

バッテリ,モータ･コントローラ,モータ,アクセルペダル

等の各パーツを配語し,デフアレンシャル,ドライブシャフ

ト,制動装置,操舵装置の位置を決め,図7に示すようにフ
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Fig.5　CADを用いた設計
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Fig.6　角パイプを使用したフレーム
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Fig.7　完成したシヤシ



Fig.8　完成車両
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Fig.9　T聖フォード

レ-ムに取り付け,シヤシが完成した.

製作後期では,ボディの製作が行われた.最初に決定した

スケジュールではシヤシ,パワートレインの製作とi印畠こボ

ディの製作も進行するはずであったが,シヤシ及びパワート

レインの配置によって形状が左右されることから作業が開始

されていなかった.このため,勲の作成, FRP積層,パテつげ

冷裳といった工程を製作期間幽こ終わらせることが難しくな

り,計画を変更せざるを得ない状況となった.計画の変更箇

所はボディの材質であり,恥Pではなく加工の容易であろうア

ルミ板を使用することとなった.作業は休日にも及び,北海

追-ンドメイド･エコカー･コンテスト両前に完成に香った

図8が完成した車両だが,図9に示す本字マスコットのT

型フォードに非常に似通った形状であった

また,完成した車両の諸元を表3に示す.

製作車両における運気配線図は図10に示すとおりである.

短絡防止のために配線に絶縁テープを巻き,さらにアルミ板

と車室岡に断熱も兼ねてスタイロフォームが設置されている

完成車両は｢走る,曲がる,正まるj　ことはもちろん,ブ

Table 3　完成車両の諸元

全長 �"ﾃ���ﾒ�

全幅 ��ﾃ#cVﾒ�

全市 白ﾃ#��ﾒ�

前軸重 ��CVｶr�

後軸重 ���6ｶr�

車両重量 �3#�r�

最低地上高 ��3�ﾒ�

ブレーキフロント 佝��ｨ6h4(5�4��

制動力:右55kg,左45kg 

ブレーキリヤ 佝��ｨ6�8�8��

制動力:右40kg,左35kg 

サスペンション形式 �8ｨ5x686r�6�6ﾈ,�+R��

モータ �4�6�6�985�6逸��ｹlｨｪ､D2�

聖番:140-01-4005 

動作電圧:24-48V 

動作電流:60∧ 

出力:3.8PS 

モータ.コントローラ �4ｨ�ｸ6X485り48985�688ｸ8�92�

ツ.パシフィック社製 

型番:1206-202 

バッテリ電圧:36-48V 

電流リミット350∧ 

乗車定員 ��kﾂ�

荷台サイズ �+x+8�餾ﾘ�靼(+2�

440mnX630mmX470m 

走行時間 �3�ZｨｭB杏h蟀&ﾂ��

バッテリ �3ebイ�(ｯ｢�/�8ﾌ)+ﾉ���ｩ����

シートヒ一夕用:12V(/lOB191～) 

そU)他 �5h�ｸ6x7�ﾘ5鞐ﾉ:韜隴Io�3�鰾�

問(計算値) 

gブhうえ スイ9‡ 

^Ii.I ��剏熟 剪� 傳t �) を一〇一 

ヽ ヽ ��h*ｲ���� 

スイ9番 都H/�*���?�,(6r�����劔������e�ﾒ�

2 

■ 冓 �2�

H- 

モーター-ト回し∋ 

Fig.10　電気配線図

レーキ液のメンテナンスが容易になるようボンネット部分が

闘閉可能な構造であることや,乗降しやすいようにステアリ

ングシャフトを可倒式にするなど,学生の創意工夫がなされ

ていた.
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3.3.コンテスト及び製作車両に関するまとめ

製作面面のプレゼンテーションや一般公開に向けて,図11

に示すようにプレゼンテーション資料の作成を行い図12に示

す車両の特徴をまとめたポスターの作成した.コンテスト当

日は,図13にノ函∴ように神妙な面持ちで製作車両の特徴を説

明し,蕃査員から由軸こ関しての質問広重切に回答していた.

また,モーターショー会場内において車両が展示されていた

が, ---h貴来場者に解説する場面も見られた.なお,コンテス

トは　図1日こ示すように優秀賞を獲得した.

最終的に,'粋三は,両面農作に関して本学半生研究紀要に投

稿しており, ｢オリジナルEVを壊作していくうえで　市販の

車両では車体の強度や運転のしやすさ,制動装置や電装部品

のトラブル等に対する安全対策を行っていることがわかった.
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Fig.11プレゼンテーション資料の作成
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Fig.12　車両の特徴をまとめたポスター
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Fig.13　プレゼンテーションの様子
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Fig.14　表彰式

私達が製作したEVも安全対策を見過ごすことができず車体の

搬度については桜草状態でもしっかりと荷重を支えられる構

造とし,右･左旋回時や制動時にかかる前後左右方向に対し

ての重力に耐えられる構造としなければならない,そこで,

フレーム構造を塊化しパイプの接続方向を吟味したところ,

一定の強度を持たせることに成功した.オリジナルEVの製作

を終えてEVに対する知識や,車両製作の技術に関して多くの

成果を得ることができた. ｣ (2)と記している.研究紀要に関

しても字画で発表の機会があった.

4.考察

北海道ハンドメイド･エコカー･コンテスト2012に出品す

るという目標のもと,オリジナルEVの製作をしたことで以下

に列挙する内容が得られたと思われる.

･設計,製作,完成,発表が行えたことで,ものづくりを

学生の経験として定着させることができたのではない

かと思われる.

･車両の構造を思い出しながら,設計･製作し,切削,研

削,曲げ溶接,塗装等の工程に触れ,自動車工業科及

び専攻科合計4年間の学習の復習が出来たと思われる.

･創意工夫をし,ゼロから物をつくり,車両の製作の難し



さや,市販の自動車の構造について理解が得られたと思

われる.またEVに関する知識を得られたと思われる.

･時間及び野用と作業進度の折り合いを見て,適切に計画

を変更できたと思われる.

･車両が完成したことはもとより,北海道ハンドメイド･

エコカー･コンテスト2012に出品し,表彰されたこと

で,生涯の記憶に残る達成感が得られたと思われる.

･車両の形状が本学マスコットのT型フォードに似通って

おり,本学-の愛着がうかがえる.

･学生の緊張感の維持が出来たと思われる.

･本学学年研究紀要に投稿でき,卒業研究的な取り組みと

なったと思われる.

･効用が30万円程度であったことから,教材として今後

継続的に取り入れることが可能であると思われる.

5.まとめ

オリジナルEVの製作を行ったことば近年の本学専攻科の

学生に対し,気が緩みがちであった4期日の授業において,

目標を持った取り組みを行うことで,緊張感を与え,また,

学生研究紀要に投稿出来たことで,自動車工業科及び専攻科

での4年間の学業の集大成である卒業研究としての役割を果

たせたと思われる.そして,北海道ハンドメイド･エコカー･

コンテストでプレゼンテーションを行い,同時開催の札幌モ

ーターショーの会場にて製作車両を展示したことは非常に貴

重な経験であり,学年の生涯の財産になると思われる.さら

に,今まで培ってきた技術を総動員することで,復習の役割

を果たし,社会に出た際に学校で学んだ知識及び技術をスム

ーズに生かすことができるのではないかと思われる.製作し

た車両が本学マスコットのT型フォードに似通っており,餐

着がうかがえ,本学に在籍してよかったという満足感を持っ

てくれていたとしたら,教員としてうれしい限りである.

以上を一級自動車整備士過程の専攻科において,オリジナ

ルEVの製作における教育の効果として報告する.
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