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平成２１年度愛知県高等学校工業教育研究会総合研究大会要項

日時 平成２２年１月１５日（金） 受付 １３：３０～１４：００

大会 １４：００～１６：００

会場 刈谷市中央図書館 大会議室

刈谷市住吉町４丁目１番地

ＪＲ東海、名鉄電車共に「刈谷」駅下車、南出口より徒歩５分

次 第

（司会）愛知県立刈谷工業高等学校教頭 間瀬 好康

１ 開会の辞 14:01

県工研副会長 名古屋市立工芸高等学校長 百合草 信夫

２ 県工研会長挨拶 14:02

県工研会長 愛知県立名南工業高等学校長 北村 知明

３ 来賓祝辞 14:07～14:25

愛知県教育委員会 高等学校教育課 指導主事 山口 直人

名古屋市教育委員会 学校教育部指導室指導主事 石原 正道

愛知県工業高等学校長会会長 愛知県立愛知工業高等学校長 吉見 和俊

４ 研究発表 14:25～15:10

①テーマ 「眠りからさめ動き出したポンコツ車」

－課題研究：駆動部総入替えから「改」車検の取得まで－

発表者 愛知県立刈谷工業高等学校 自動車科 山口 健

②テーマ 「ものづくり教育の実践」

－ものづくり体験学習の取り組み－

発表者 愛知県立佐織工業高等学校 電子工学科 永坂 勝弘

③テーマ 「素材の特性を活かしたエコカーの製作」

－環境性能の高い車両をめざして－

発表者 愛知県立佐織工業高等学校 機械科 岸本 知之

５ 質疑応答 15:10～15:15

休 憩 15:15～15:20

６ 講 演 15:20～15:50

演 題 「技能五輪への取り組みを通じて」

講 師 （株）デンソー（国際大会金メダリスト・一宮工高卒） 尾崎 貴昭様

７ 質疑応答 15:50～15:55

８ 謝 辞 15:55～16:00

大会委員長 愛知県立刈谷工業高等学校長 鈴木 直樹

９ 閉式の辞 16:00

県工研副会長 名古屋市立工芸高等学校長 百合草 信夫
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「眠りからさめ動き出したポンコツ車」

（課題研究：駆動部総入替えから「改」車検の取得まで）

愛知県立刈谷工業高等学校

自動車科 山 口 健

１ はじめに

本校の自動車工場の片隅に何年も眠りについていた３０年前の車がありました。本校の自動車科

では、授業や実習を通して自動車に関する知識・技能を教えています。我々教員は、授業では実際

の自動車部品を教室に持ち込んだり、実習では部品単位の教材を使用して作業を行い、徹底的に自

動車の理解を深めるための工夫をします。しかし、自動車はそれらの部品の集合体であるため、各

部品が実際の自動車にどのように取り付けられていて、一つのシステムとして他の部分とどのよう

に関連を持ちながら機能しているかを生徒達にイメージさせることは大変難しいことです。

そこで、その眠っていたポンコツ車のエンジン部分などを生徒と一緒に取り替えたりすることに

よって、再び動かそうという研究を考えました。対象は、課題研究の毎週３時間を使い、生徒達は

８人で完成しました。今までの延べ時間は１５０時間を超えます。しかし、単純にエンジン部分な

どを取り替えただけでは、いわゆる不正改造車になってしまいます。このため、取り替えた部分を

国土交通省に届け出て今回の構造変更を認めてもらい、車検を受けてナンバープレートを取得して

公道を走れるようにするまでを目標にしました。

この研究は、自動車科で生徒達が３年間勉強してきた自動車整備や自動車工学の知識や技能を総

動員して取り組むことが必要になります。私は、この研究によって生徒達が将来社会に出て自動車

の整備や製造に携わる際に主体的に活躍できる自信と職業観が身に付くことも期待して、本研究に

取り組みました。研究論文については、今後同じ様な取り組みを考える方の参考のため、技術的に

詳細に走りすぎた部分もありますことをご了承下さい。

２ 研究目標

（１）構造変更の申請書類を作成して、国土交通省に申請をして許可を得る方法を教える。

（２）３０年前の１９８０年式の乗用車のエンジン・動力伝達装置・操舵装置・懸架装置を高性能

なものに変更する。

（３）構造変更の「改」の新たな車検を受けて、ナンバープレートを取得し、公道を走れるようす

る。

以上の三つのステップで普段の生徒の実習のレベルを超えた実践的な作業を行うことで、自動車

整備の知識・技能を定着させ、自動車への興味・関心をさらに向上させることを目標にしました。

３ 研究内容

３－１ 構造変更の申請書類の作成

構造変更の申請書類は、第１号様式と第２号様式、さらに、改造概要説明書があります。

第１号様式は、申請者の住所・氏名・車両形式・構造変更した部分などを記載します。
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第２号様式は、右側に改造の目的・構造変更部分の概要説明を、左側に車両寸法・重量・タイヤ

サイズなどの諸元を、標準車と改造車に分けてそれぞれ記載します。

改造概要説明書は、改造によって各部の強度が保たれているかを判断したり、写真や諸元を載せ

て説明するものです。下図１に、生徒達と作成した、第２号様式の書類と改造概要説明書の一部を

示します。

図１ 第２号様式と改造概要説明書の一部

生徒達は、全国工業高等学校長協会主催の計算技術検定で養った計算能力を活かしました。変更

した加速性能や登坂能力が定められた数値以上であるかをポケコンで計算させました。今回搭載す

るエンジンに十分な動力性能があることを理解させました。難しい数値計算の連続に、生徒は苦し

みましたが、新しい車への挑戦に頑張って乗り越えました。

次に、エンジンの性能が向上することで、プロペラシャフトの強度が十分かどうかを検討するた

めに、危険回転数とねじり応力の数値を計算させました。生徒は、ねじり応力の計算を機械設計の

授業で学んでいるので、この計算により、まるで自らの力で実際の自動車を設計しているような感

覚を持ったようです。

以上のように、生徒達が苦労して何度も計算をし直して作成した書類を、国土交通省の自動車検

査中部検査部に提出し、無事決裁を受けることができました。
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３－２ 眠っていたポンコツ車両の復活

（１）構造変更部分の説明

ここからが本番で、生徒共に悪戦苦闘した部分です。構造変更のベースとなる、１９８０年式の

トヨタカローラ（形式：Ｅ－ＡＥ７０）の外観を図２に示します。また、構造変更部分についてま

とめたものを表１に示します。

図２ トヨタカローラ（形式：Ｅ－ＡＥ７０）

エンジンは、パワーアップのため、排気量と出力の増加したものを選びました。燃料の供給方法

は、性能アップのため方法を変更し、キャブレータから電子式燃料噴射装置に変更しました。それ

に伴い、燃料ポンプと燃料配管の変更も行い、エンジンを制御するＥＣＵと配線を追加しました。

また、排気管・触媒・マフラーなども一式変更しました。特に、パイプの変更は、慎重な切断技術

と精度を要求されます。さらに、溶接技術の高いテクニックも要求され、製作は生徒達にとっては

高いハードルでした。

トランスミッションは、４速マニュアルから形式の異なる５速マニュアルに変更しました。クラ

ッチの操作方式が油圧式になるので、マスタシリンダとその配管を新設しました。

エンジンの搭載の際に、ステアリングのロッドやアームがエンジンと接触することが分かり、ス

テアリングシステムをラックピニオン式に変更する大改造を行って、エンジンを何とか搭載するこ

とができました。
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（２)部品の取り外し

まず、ベース車から以下に示す部品を取り外しました。作業の様子を図３～図６に示します。

（ア）エンジン・トランスミッション

（イ）フロントアクスル

（ウ）リヤアクスル

（エ）燃料タンク

図３ エンジン取り外し 図４ リヤアクスル取り外し

図５ 燃料タンク取り外し 図６ フロントアクスル取り外し

生徒達は、エンジン降ろしを実習で行ったことはなく、どこから作業すればよいかという不安を

抱きながらも、大変興味を持って作業に取り組んでいました。こちらからは、エンジン本体や補記

類に接続されている、配線・配管・ケーブル・ホース等を、接続されている部品の役割を考えなが

ら外すように指示しました。例えば、スロットルワイヤなどは、アクセルペダルの動きに連動して

いることや、取り回しの具合などを一緒に確認しながら、外しました。このように、実車を見なが

ら、その部品の役割を考えさせて取り外しを行わせると、構造がよく分かると共に、取り付け方法

や取り付け方の工夫を理解できました。また、生徒達が一人で持てないような重い部品の取り外し

では、慎重に安全を確保しつつジャッキや台車などを使って、体力を消耗せずに外すような工夫を

しました。この作業によって、生徒達は実際の自動車の製造現場での作業をイメージできたものと

思います。
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(３)舵取り装置

改造車のエンジン搭載にあたり、舵取り装置をボールナット式から、ラックピニオン式に変更し

ました。ステアリングシャフトが通る穴を新たにあけ直して各部品を取り付けました。作業の様子

を図７～図９に示します。

図７ バルクヘッド加工 図８ シャフトとラックの結合 図９ 完成した舵取り装置

(４)クラッチ操作系の変更

エンジンルームと車室を遮る隔壁に穴をあけ、マスタシリンダを取り付けました。作業の様子を

図 ～図 に示します。10 12

図 加工前のバルクヘッド 図 型紙を使用してけがき 図 マスタシリンダの取り付け10 11 12

(５)シャシの整備

車検を取るための整備として、緩衝装置や懸架装置等のシャシの整備を行いました。作業の様子

を図 ～図 に示します。13 15

図 サブフレームの取り付け 図 ハブのＯＨ 図 ブレーキロータの交換13 14 15
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この作業では、２年生の実習「基本整備」で行った内容が役に立ちました。ショックアブソーバ

の分解では、スプリングコンプレッサーでコイルスプリングを圧縮した際に、生徒は実習時に注意

されたことを思い出して慎重に作業していました。また、生徒達は、アーム類の取り外しの際に、

実習の時とは違いボルトやナットが相当に硬く締められていることに驚きの声を連発していまし

た。また、フロントのハブの分解では、割ピンの取り付け方や内部のグリスの劣化を自分の目で確

認でき、ハブの定期的なグリスアップの本当の必要性を感じ取るることができたようです。

(６)制動装置

制動装置は、カップやシール等のゴム部品を全て交換し、ホイールシリンダやブレーキキャリパ

の分解組立を行いました。作業の様子を図 ～図 に示します。16 18

図 ブレーキのＯＨ 図 カップの交換 図 ショックアブソーバの交換16 17 18

この作業では、２年生の実習「基本整備」と、３年生の実習「シャシ」で行った内容が役に立ちま

した。ゴム製のカップやシールは、経年劣化で摩耗しており、ブレーキフルードは変色し、ホイー

ルシリンダ内は錆も発生していました。部品の劣化でブレーキが効かなくなり、重大な事故が起こ

ってしまうことを生徒達と一緒に確認しました。この作業で、生徒達はブレーキの整備の必要性と

重要性を改めて理解できたと思います。

（７）配線加工

エンジンを制御するＥＣＵとエンジンハーネスの配線加工を行いました。図 ～図 に示すよ19 21

うに、配線図を参考にして、各種リレーを新設し、ＥＣＵに電源を供給しました。

、 、 。生徒達は 自動車の配線図を見るのは初めてで 最初はその複雑さにお手上げという状態でした

しかし、自動車工学の授業で教えた、電気回路の基礎や２年生の実習「車体電装」でのリレーの働

きを改めて説明することで、徐々にその内容を理解していきました。

その後、地道なハンダ付けの作業を行って配線作業を完成させました。

図 ＥＣＵの取り付け 図 配線の引き直し 図 追加したリレー19 20 21
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（８）原動機の組み立て

新しく搭載するエンジンの分解・組立を行いました。作業の様子を図 と図 に示します。22 23

エンジンの分解組立は、２年生の実習「エンジン」で行っています。今回分解したエンジンは、

実際に使用されていたエンジンで、生徒達には、最適な工具を使用して十分なトルクを掛けて外す

ように指示をしました。外した部品は、カーボンやオイルのスラッジで汚れており、実際の使用過

程での変化を確認できました。生徒達は、汚れた部品を丁寧に一つづつ洗浄し、整備書を参考にし

。 、 。て再使用できる部品の判断をしました 図 は 組み上げたエンジンを車両に搭載する様子です24

非常に神経を使う作業となりました。

図 シリンダヘッドのＯＨ 図 シリンダブロックのＯＨ 図 エンジンの搭載22 23 24

３－３ 構造変更車検

最後のステップとして、生徒達と研究した車両が完成した後に、車両を愛知運輸支局に持ち込ん

で構造変更車検を受けました。自分たちの作業が認められるかどうかを判断される最後の課題であ

り、慎重に進めました。

構造変更車検は、通常の車検にプラスして、先に決裁を受けた第２号様式の書類に基づき、改造

部分の確認を行う必要があります。今回は、以下に示すような事項について改造部分の確認と測定

が行われました。

（１）原動機の形式確認

（２）トランスミッションの確認

（３）プロペラシャフトの寸法確認

（４）車両重量の測定

車検の測定コースでの様子を、図 ～図 に示します。25 27

図 車検コースの前にて 図 車検コース内にて 図 改造部分確認25 26 27
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検査官は、厳しい目で第２号様式書類に記載されていた内容と、現車のものが合っているかを確

。 、 。認していました プロペラペラシャフトの寸法については メジャーで念入りに測定していました

別の場所にある測定コース内では、車両重量を測定しました。このコースは、通常の継続車検では

通ることのないコースであり、非常にどきどきしました。全ての検査が合格した時は、高校生では

ほとんど聞いたことのない難しいテーマである「構造変更」をやり遂げた実感がこみ上げてきて、

大喜びしました。

３－４ 新しいナンバープレートと「改」の取得

無事に構造変更車検に合格し、遂に念願のナンバープレートが取得できました。ナンバープレー

トを図 に、また車検証の様子を図 に示します。28 29

図 取得したナンバープレート 図 車検証の記載28 29

車検証の型式の欄には「Ｅ－ＡＥ７０改」の文字と、備考の欄には、今回の構造変更部分の記載が

されています。日本中で「改」の車検証の付いた車検証はあまりなく、それを生徒と一緒にできた

ことを本当に嬉しく思います。

４ 研究生徒の感想（抜粋）

４－１ 生徒Ｍ君の感想

作業を進めていくと必ず何か問題にぶつかってしまい、作業が止まることも多々ありました。し

かし、その問題から逃げず解決の仕方を考えていくことが楽しくなっていきました。

４－２ 生徒Ｋ君の感想

最初は何から手を着けていいのか全く分からず困りましたが、先生に指示を仰ぎ少しずつ作業を

進めていきました。作業に慣れてくると自分から仕事を見つけて作業をすることができました。未

知の事への挑戦はいつもわくわくしていた。

４－３ 生徒Ｓ君の感想

印象に残った作業といえばエンジンルームの中にすっぽりと自分が入ったこと。これから先、な

かなかできる経験ではないだろう。

４－４ 生徒Ｙ君の感想

一番嬉しかったことですが、やはり一生懸命組み立てた車のエンジンがかかったことです。あの

音を聞いたときにいままでやってきたことが報われた気がしました。車を作っていくに当たって、
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今まで学校で学んできた事を生かせられた気がします。そしていい仲間と作業できてとてもよかっ

たと思います。

５ おわりに

本研究を行うことで、生徒は自動車をより身近に感じることができ、今まで以上に自動車に興味

を持てるようになったと思います。それは、自分達の作業の進行具合が直接形に現れることや、製

作した自動車が実際に公道を走れるようになったことが大きいということが、生徒の感想からも明

らかです。また、実車を使用することで、作業に行き詰まってもすぐにダメだと諦めず、完成した

形をイメージをして解決法を探しやすかったとも考えます。

さらに、３年間自動車で学んできた授業や実習の内容を、実車を使った実践的な作業内容から定

着させたり、新たに再発見させたりすることもできたと思われます。このことは、社会に出て即戦

力として力を発揮する大きな自信になったと考えます。

本研究では、全ての作業が一台の自動車を安全に走らせることに繋がっています。生徒達は、自

らの作業に責任を持って取り組まないと事故が起きて人の命にも関わることも理解したようです。

また、仲間と協力して作業して一つのものを作り上げることで、極めて大きな達成感を味わい、も

のづくりの素晴らしさを身をもって体験したようです。

本校のスローガンは「スキルズ アンド スピリッツ」ですが、この言葉通りの素晴らしい課題

研究であったと思います。このように普通の高校生のレベルを超えた挑戦的なテーマに取り組むこ

、 、 。とによって 生徒の技術は大きな飛躍を遂げ ものづくりの喜びをつかみ取ってくれたと思います

私は、今後も自動車科の生徒が 「自動車については誰にも負けない」という自信を持てくれる、

ような学習指導をしていきたいと考えています。

本研究を遂行するにあたり、本校自動車科の先生方に多大なご協力をいただいたことに深く感謝

いたします。
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ものづくり教育の実践
－ものづくり体験学習の取り組み－

愛知県立佐織工業高等学校

電子工学科 永坂勝弘

１ はじめに

近年、若者の科学・技術離れが言われており、学校での「ものづくり」教育の重要性が指摘され

ている。

本校に入学してくる生徒は以前に比べて、「ものづくり」への興味・関心が低い生徒が多くなっ

ているので、できる限り「ものづくり」体験の機会を増やし、楽しさや面白さを体感させてやりた

い。また、人前で話したり、発表したりすることが苦手

であったり、経験のない生徒も多いので、生徒自身の取

り組みをまとめ、発表したり意見交換できる機会に参加

させ、自信を持って自分の考えを述べることができるよ

うにさせたいと考えて、様々な取り組みを始めることに

した。

この論文では、これらの取り組みにおいて実際に行っ

た「ものづくり教育」について報告する。 写真１ ロボットの製作

２ 研究のねらい

生徒がものづくりの楽しさ、難しさを体験し、自信を持って意見を述べる機会を持たせることが

重要であると考えて、次の３点を研究の中心として設定した。

(1)ロボット製作（写真２、３）とその成果発表

ロボットの製作、調査、研究などを行い、結果を整理し、熱田の森ロボット競技会(名古屋工

学院専門学校主催) 、あいちロボット技術フェスタ(愛知県主催) に出場し、積極的な発信・発

表活動をさせる。その過程の中で、自ら課題を見つけ、学び、考え、主体的に判断し、問題を解

決する資質や能力を育成する。

更に、地域の人々と意見交換をしながら、より広い視野から「ものづくり」の見方や考え方を

学ばせる。

写真２ 多足型ロボットの製作 写真３ 探索ロボットの完成
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(2)愛知工業大学主催のＡＩＴサイエンス大賞への参加（写真４）

ＡＩＴサイエンス大賞は、各テーマ５分の持ち時間で研究の動機、実験・製作の方法、その過

程で苦労したことや工夫したことを説明するものである。限られた時間の中で、いかにわかりや

すく印象的に発表が行えるかを競い、意欲的に取り組む能力や自発的、創造的な学習態度を育て

る。

(3)小中学生対象ものづくり体験学習講座（写真５）

ものづくり体験学習講座では、ゲルマラジオの製作を通して生徒が小中学生との交流を深めな

がら、地域貢献活動に参加する。更に、その保護者との交流することでコミュニケーション能力

を養うことができる。

写真４ ＡＩＴサイエンス大賞に参加 写真５ 製作手順の解説

３ 探索ロボットの取り組み

(1)探索ロボットの製作

人間の活動が困難な場がロボットの重要な活動の

場である。その一つとして、自然災害等による災害

現場を挙げることができる。（写真６）

１９９５年、阪神淡路大震災は、多くの人に様々

な課題を投げかけた。特に、都心部の防災は身動き

のとれない状態となるほど、致命的な弱点をさらけ

出した。日本は地震や台風などの自然災害が多い。

そのことがきっかけとなり救急救命活動を支援する 写真６ 中日新聞記事

ロボットの登場がより強く期待されるようになり、そのための研究が進められている。

写真７ 探索ロボットの完成（横） 写真８ 探索ロボットの完成（前）
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今回のロボットはカメラを備え、外にあるモニタに映像を送信し、災害時における生存者の発

見災害現場、人間にとって危険な場所などでの作業を目的としたロボットである。（写真７、

８、９）

要救助者の探索を目的とするレスキューロボ

ットは瓦礫の中や、ＮＢＣテロ（核・生 物・

化学物質・放射性物質を用いたテロ）災害に遭

った地下街での探索・救助活動を想定して作ら

れるものであるが、現行のレスキューロボット

に対する様々な問題点を考え、ロボット製作に

取り組んだ。

今後のレスキューロボットは、ＣＣＤカメラ

の画像を通して遠隔操縦するロボットによって 写真９ 探索ロボットの構成（全体）

人形を救出するものであるため、自律ロボットを必ずしも製作する必要はない。

しかし、実際の災害現場で救助隊が要救助者を捜索するには、多大な時間と労力が必要とされ

る。そこで自律型のロボットによって捜索できれば、要救助者をいち早く発見することができ救

命される確率が向上する。このような目的での自立型ロボットの可能性を検証することが今後重

要になる。

また、地震や事故、テロなどの災害では、迅速な救助活動が多くの人命を救うことになる。し

かし、そうした災害現場では余震や二次爆発などが起こり、高度な訓練を受けたレスキュー隊員

でも救助活動が容易ではない。そんなとき頼りになるのがレスキューロボットである。

今回の多足型探索ロボットは、工業高校で学んだ知識や技術で製作したが、今後レスキューロ

ボットとしての活躍の場は十分にありうるのではないかと考える。

(2)探索ロボットの成果発表

ア 第１３回熱田の森ロボット競技会

名古屋市中小企業振興会館で開催された第１３回熱田の森ロボット競技会に出場した。

この熱田の森ロボット競技会は、日頃培ったロボット技術の成果を発表する場を提供し、技術

力と自己表現力、創造力の向上をめざすことによって、職業教育の向上とモノづくり産業振興

の一助となることを目的としているものである。

写真１０ 研究発表のようす 写真１１ 質問に答える生徒
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この大会は３月２０日に開催され、ライント

レーサ部門の６６台、歩行ロボット徒競走部門

（多足型）の３４台、歩行ロボット徒競走部門

（二足型）の１８台、ロボットパフォーマンス

部門の９チームが出場した。（写真１０、１

１）

本研究部はロボットパフォーマンス部門に出

場し、今までの製作過程をはじめとして、製作

して失敗したことや成功して実際に得たことな

どをまとめて発表した。予想もしていない質問 写真１２ 第三位入賞

もあったが、生徒達は積極的に取り組み頑張った。

その結果、ロボットパフォーマンス部門において第三位に入賞することができた。（写真１

２）

ものづくりでは、つくればよいというものではなく、生徒達自身がものづくりに自分なり

に課題を持って主体的に取り組み、作り上げた楽しさや喜びを味わうことが必要であると強

く感じた。

イ あいちロボット技術フェスタ

企業や大学などで研究されている次世代のロボットを集めた、県の「あいちロボット技術フ

ェスタ」が愛知県産業貿易館で開催された。（写真１３、１４）

写真１３ 研究発表のようす（義手ロボット） 写真１４ 研究発表のようす（探索ロボット）

これは将来、愛知のモノづくりを担う若い人たちにロボットに関心を持ってもらうとともに

企業や大学との交流を通じてロボット技術の向上を目指して行われるものである。

個別ブースでの展示や実演、県内の高校や専門学校などの十八校から応募のあったロボット

作品のコンテストもあり、自慢のロボットを出展して技術を競った。

４ ＡＩＴサイエンス大賞

サイエンス大賞は、理数科教育の危機が叫ばれている折から、青少年の科学への興味・関心を喚

起するとともに、科学技術立国を支える人材を育成することをねらいとし、日頃の理科クラブ・科

学クラブ・課題研究等の成果を表彰するものである。

１１月１５日に開催され、自然科学部門の１６校２０テーマと、ものづくり部門の１２校１４テ

ーマの発表があった。本校はものづくり部門に出場し発表を行った。
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午前中は、ステージ発表で今までの製作過程や苦労したこと、成功して実際に得たことなどをま

とめ発表をし、午後からはパネル展示の発表をした。（写真１５、１６）

写真１５ 展示・発表のようす 写真１６ 完成した義手ロボット

本校電子工学研究部は、形状記憶合金を用いたロボット制御についての展示と発表を行った。

大学の先生や学生、他校の高校生、一般の方から数多くの質問に答えている生徒達の姿を見て、

普段学校では目にすることがない生徒達の一面を見ることができた。

今回、生徒達の頑張りで、電子工学科が努力賞を受賞することができた。

このようなイベントに参加し、「ものづくり」の大切さを生徒達自身知る事ができたのではない

かと思う。

５ 小中学生対象にしたものづくり体験学習

子供たちの体験活動は、教室や教科書では教えることができないこと、実際に体験を通さないと

学べないことなどを体感することで、科学や芸術への関心や人間の感性が育まれると感じた。

北名古屋市の小中学校から、募集人数を大幅に超えた応募者があり、午前、午後の２部で実施し

た。

本校の電子工学研究部の生徒達がものづくりの指導を行うもので、参加した小中学生は電池なし

でも聞こえるラジオに驚き、同伴した保護者も感動していた。

(1)ものづくり教室の結果と考察

ア 目的・問題意識と活動意欲

小中学生に電気のおもしろさを教えるために

本校の電子工学研究部のテーマとして電子工作

が、体験できるようなものづくり体験学習を計

画して実際に物を目で見たり、作ったりできる

授業を実現するために簡単なゲルマラジオ（写

真１７）を製作して、ものづくり教室を実施す

ることにした。

今回の「ものづくり教室」では、本校生徒達

に自己紹介時から大変緊張している様子が見ら 写真１７ ゲルマラジオの完成

れ、決められた時間内でしっかりとした授業展開ができるかと心配であった。

しかし、ものづくり教室の時になると、多くの小中学生が製作手順書を参考にして、ゲルマ

ラジオの製作を保護者と一緒に一生懸命取り組んでいた。（写真１８、１９）
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写真１８ ものづくり体験学習のようす 写真１９ 活動している生徒

この様子から、電気に興味・関心を持ち、小中学校の児童・生徒達や先生方にも電気に興味

・関心を持ってもらえたと感じた。

イ 見通しと計画づくり

設定した課題をどのように解決したり実現したりするのかという見通しを立て、具体的に日

程や時程などの計画をした。

(ｱ)見通しを持つということは、こうすれば製作できるというイメージをもつことであり、そ

のことでより一層興味・関心や意欲が見られた。

(ｲ)計画づくりは、活動場所、展開時間などの条件や環境が必要である。事前に提示が可能な

情報については生徒に確実に指導をしておくことにした。

(ｳ)一人ひとりの生徒の見通しや計画について相談にのり、無理なところや工夫の余地などあ

れば指導して生徒の意欲を高めた。ものづくりを実施する場合、どのように説明し、どのよ

うに理解させるのかを話し合った。

生徒達からは以下のような新鮮で斬新なアイデアが出た。（写真２０）

○黒板に各内容をＢ紙に書いて用意する

○指導しやすく製作手順を工夫する

○製作するゲルマラジオの完成品を生徒達

がそれぞれ製作して参考資料とする

「ものづくり教室」では、人にものづく

りを伝えるにはどうすればよいか考えると

き、教員が少しのきっかけを与え、積極的

に生徒に関わると、生徒はものづくりに大

いに興味・関心を持つようになる。 写真２０ 黒板を使って解説

また、その過程で生徒の思いがけないアイデアや斬新な発想などを引き出すこともでき

た。そして、自ら考え、問題解決していく能力、やり遂げたときの達成感が見られた。

(ｴ)「ものづくり教室」の展開

授業の展開は、次の通りである。

①半田づけの練習

②抵抗のカラーコードの説明を行う

③製作キットの各種部品を使用して、電気に興味・関心を持たせる
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④動作確認をする

⑤人間型二足歩行ロボットの実演

写真２１、写真２２のように慣れない手つきで怪我のないようにゲルマラジオ製作に取り

組んでいる様子である。保護者も思わず手を出してしまう。

写真２１ 製作しているようす 写真２２ 半田付けのようす

(ｵ)アンケート結果

行事の評価については、とても良かった （２３名）、良かった（３名）普通（１名）と

いう結果であった。

参加した小中学生のアンケートを分析すると、高校生の製作説明がわかりやすく、「もの

づくり」体験ができてよかったという意見が多かった。

この「ものづくり」を実践していく中で、簡単な電気の現象を体験してもらったが、この

アンケートからほとんどの児童・生徒に、電気について興味・関心を持たせることができた

と感じた。

(2)成果と課題のまとめ

ア 成果について

ものづくりを問題解決的な学習、体験的な学習の一環として指導してきた。ただ、作ればよ

いというものではない。生徒自身が自分なりに課題を持ち、製作する活動を主体的に進めて体

験させることができた。

更には、この活動をとおして自分の良さに気づき、自分に自信を持つようになった。

イ 課題について

今回の「ものづくり教室」ではゲルマラジオを製作したが、電源がいらないという回路の原

理についての質問が子供たちや保護者から多数あり、専門的な用語もあることから、簡単な電

波の内容まで踏み込みながら、ものづくり教室が展開できたらもっと充実したものづくり教室

になると考える。

６ 今後の課題

「ものづくり」活動は、目的や問題意識をもたせ、作りたいというやる気を高めることが必要で

ある。（写真２３）何のために、何を、どのようにつくるのかが必要であると感じた。

特に、今回「ものづくり教室」を展開して「ものづくり」の楽しさと難しさ、そして教えること

の難しさを生徒自身痛感したのではないだろうか。

次回の「ものづくり教室」では、小中学生に電気に関わる興味・関心がより一層深められる電子
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工作を検討している。

ものづくりを経験することにより、生徒に達成

感やその製作過程で問題解決をしていく楽しさを

体験させたいと考えている。

現在、工業高校では、時代の変化の中にあって

「ものづくり教育」、「魅力と特色ある高校」と

いう観点から工業高校の在り方や活性化に繋がる

様々な取り組みを展開している。

その中でも、全国高校生ものづくりコンテスト

やジュニアマイスター顕彰、技術アイデアコンテ 写真２３ 製作手順の説明

ストなどは社会的にも評価されつつある。

また、各地方では産業教育フェアや各種ロボットコンテスト、ものづくりコンテストなどの取り

組みが進んでいる。個々の工業高校においても、小中学生を対象とした「ものづくり」教室や地域

連携の取り組みが充実している。これらの取り組みを通じて、工業高校の役割や教育内容のすばら

しさについての理解が深まっていると感じる。

以上のことから、生徒達の生活の実態や生きる力の実態を考慮し、より直接的な経験である「も

のづくり」を取り入れていき、更に授業を展開していく上で、生徒の多様な興味・関心に応え個性

の伸長を図るために、様々な工夫をして教育活動を展開していきたい。
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「素材の特性を活かしたエコカーの製作」

～環境性能の高い車両をめざして～
愛知県立佐織工業高等学校

機械科 岸本 知之

はじめに1
佐織工業高校には機械・電子機械・電子工学・建築の 学科があり、それぞれの学科において特4

色を活かした「ものづくり教育」を展開し、工業高校の魅力を地域に発信している。機械科の課題

研究「エコカー製作班」を担当する中で、多くの先輩教員からの指導や助言・協力を得ながら車体

を完成させ、レース参加を目指している。課題や困難をより良い方法で解決していくことを経験さ

せることは、生徒に「生きる力をはぐくむ」という新学習指導要領の理念を具現化することにもな

ると考える。まず生徒が主体的に興味・関心を持って取り組む姿勢や態度が大切である。そのため

には、教員自身の授業に臨む姿勢が勝負である。私は、本校の卒業生としてエコカー製作を通して

本校のものづくりに対する取り組みを地域住民や特に小・中学生に強くアピールとしたいと考えて

いる。そして生徒が活躍できる場面やチャンスを多く与えながら一人ひとりの生徒を「育て、鍛え、

磨く」に心がけ、自らの自己研鑽に努めていきたい。今年度は、素材の特性を考察しながら環境負

荷を配慮したものづくり教育を推進したいと考えた。

２ 環境教育の推進と研究課題について

(1) 環境教育の必要性と意義

各学校が新学習指導要領に基づき、公害の学習を含め廃棄物や水、資源・エネルギー、消費生

活などについて学ぶとともに、自然保護、環境保全など多様な内容の環境教育を展開することが

求められる。本校においても専門高校の特色を活かした体験活動を通して環境への配慮の重要性

を考えさせながら、生徒に技術者倫理を身につけさせていきたい。

(2) 研究課題設定の経緯

生徒がエコカーを製作してレースに参加することは、クリーンエネルギーの探究、高効率のエ

ネルギー利用技術の習得に重要な意義があると考え、本校では毎年いくつかのレースに出場して

いる。レースにおいて、最近は走行性能が高いエコカーを評価するだけでなく、環境性能の高い

車両を評価することがトレンドとなっている。本校が例年出場する豊橋エコテクノレースでもＬ

ＣＡ（ライフサイクルアセスメント）という手法（ＩＳＯ１４０４０）で評価する考え方が採用

されている。この評価方法は、車両の製造段階、走行段階、廃棄段階の環境負荷をＣＯ 排出量２

に換算し、素材１ｋｇを製造する際に発生するＣＯ の量などを評価するものである。このよう２

な評価方法を考慮し、少しでも環境性能の高い素材は何かということを班員の中で検討した結果、

木材を使ってみたらどうかというアイデアが出てきた。そこで、各種素材のＬＣＡ調査表を調べ

てみると、アルミニウムの場合はＣＯ の量が１２ｋｇ、ＦＲＰなどの強化プラスチックであっ２

ても４ｋｇであるのに対して、スチールは２ｋｇ、木材は１ｋｇと極めて小さい値であり、木材

とスチールは環境負荷の面で優れていることがわかってきた。
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また、素材の強度を調査するため建築科の使用教科書から木材のヤング率（強度計算の基本と

なる値）を調べてみた。スチールや高価なカーボンファイバーなどは一見、木材に比べて圧倒的

に強度の点で優位であるように見えるが、比ヤング率（ヤング率を比重で割った値）を比較する

と、不思議なことにその値（表１）には大差がない。つまり木材は、環境負荷の面で優れている

だけでなく、強度の面でも決して劣るものではない

ということがわかったのである。この結果を知り生

徒は大いに喜び、モチベーションを高めることにつ

ながった。この事実を生徒に気づかせ、環境配慮や

製作コストなど総合的な尺度でものづくりを見る目

を磨くことも大切である。これらを踏まえ 「素材の特性を活かしたエコカーの製作」を課題研、

究テーマとして班員一丸となって取り組んでいる。

３ 製作目標について

５年前に建築科の課題研究において「木製フレームのエコカー」を製作し、現在も各種イベント

で活躍しているが、コンパネ（１２ｍｍ厚のベニヤ）

を使用し、カウル（風除けのフード）無しの状態で２

５ｋｇと重く、剛性面においても十分ではない。今回

製作する「キッシー１号」は、これらの問題点を解決

するため製作過程の環境に配慮しながら空気抵抗の低

減や軽量化（目標１７ｋｇ）などを目標として製作す

ることとなった。

４ 製作過程について

( ) フレームの設計と溶接1
フレーム等、すべての部品をＣＡＤソフトを用いて設計を行い、原寸大の図面上でチェックし

ながら製作を進めるように指導した。

ア スチール角パイプ□９ｍｍ及び□１３ｍｍ を組み合わせてフレームを設計した。

図１の断面図（右側）に示すように、航空ベニヤを湾曲させて使用することにより強度が増

すので、接着の基準面となる角パイプを円弧状に曲げることが必要である。

イ パイプの曲げ加工は、曲げロール機（３本ロール）を調整しながら徐々に曲率半径を変え

て図面どおりに仕上げた。
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ウ フレーム組立（溶接作業の手順）

高速切断機で切断後、所要の形状までやすりで端面

を削って仕上げる。溶接する前にも必ず原寸の図面上

で位置と方向のチェックを行う。ＣＯ 半自動溶接機２

で仮付け溶接を行い本溶接前にも図面上で歪みがない

ことを再確認してから溶接することを徹底している。

エ フレームの表面仕上げと塗装

溶接部をディスクグラインダーで削り平らに仕上げ

る。サンドペーパーで磨き、アセトンで脱脂する。表面塗装するエポキシ樹脂（Ｚ２システ

10ム は 航空ベニヤとの接着性を良くするためである Ｚ２は デジタル秤を使用して主剤） 、 。 、

ｇに対し、硬化剤４ｇの割合で調合する （調合割合が正確でないと硬化後の強度が得られ。

ない）

オ 航空ベニヤを角パイプの幅に切り、フレームパ

イプの底面と側面に接着する。接着には、エポキ

シ樹脂系接着剤（コニシボンドＥセット）を使用

し、タコ糸でしっかり密着させる。底面には３ｍｍ

のシナベニヤを、側面には１ｍｍの航空ベニヤを確

実に接着するためのベースとなる部分である。

（この工法は、和歌山工業高校リトル・クイック号から学んだ方法である）

( ) 足まわり部品の加工2
１４インチ超軽量折りたたみ自転車「トレンクル６５００」を参考にして、足回り部品を製

作する構想を練った。トレンクル専用タイヤは非常に軽量（約１５０ｇチューブ含まず）であ

り、構造的にはミシュラン製のエコラン用タイヤに匹敵すると考えて採用した。

ア ハブの設計

ハブは、唐沢製作所製の車椅子用ハブ（ＱＨＳＣ）を参考にして設計した。この製品の車

軸径は、１２．７ｍｍのストレートである。旋盤で加工する上では、外側と内側で軸径を変

えた方が軸の製作が容易である （平行度の精度を高めることは生徒実習においては困難で。

あるため）６００１ＺＺ（穴径１２ｍｍ）と６９０２ＺＺ（穴径１５ｍｍ）の２種類のベア

リングを使用することにした。ハブの穴数はトレンクルと同じ２０穴で設計した。ハブは、
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従来は購入品を使用していたが、校内で自作することに初めて挑戦することにした。

イ ハブ加工用治具の製作

総合競技大会「旋盤競技」の作品練習に使用した廃材（Ｓ４５Ｃ）を再利用して治具を製

作することを試みた （材料代と加工時間の節約になる）。

ウ ハブの中ぐり加工

ジュラルミン無垢材料の外径を荒削り後、端面を削って

全長を４７ｍｍに仕上げる。中ぐりバイトで内径φ２８ｍｍ

に仕上げる。

エ 総形バイトの製作

ＣＡＤ図面からＳＰＣ鋼板をやすりがけしてＲゲージを製 作する。ゲージに合わせて

２０ｍｍ幅のへール仕上げバイトを研いで、総形バイト製作

する。

オ ハブの外形加工

、 、 、治具に取付 取外しの際にスパナを使用するときは 必ず

治具のセンター穴を心押台のセンターで支える （治具の変。

形防止のため）Ｒ形状を考えて、写真１１のように突切バイ

トで肉を荒取りする。片側ずつ裏返してＲ部分を総形バイト

で削る。



- 23 -

カ スポーク穴をボール盤で加工後、ボールベアリングを挿入する。

キ スポーク長の計算と車輪の組立

(ｱ)リムとハブをＣＡＤで描き、図面上でスポーク長を計算

する。

(ｲ)「４本取」というスポーク組の方法で組み立てる。

（普通の自転車は「６本取 ）」

(ｳ)振れ取り台に載せて、車輪を回しながら、前後及び左右

の振れを調整し一定の張力でスポークを張る。

、 。(ｴ)正しく組み立てられたか トレンクルの写真と比較する
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ク 前輪の舵取り装置を組み立てる （Ｍ８のロッドエンドをショルダーボルトで固定する）。

ケ モーターと後輪部分のユニット化（小型化と整備性の向上をめざす）

モーターは、特殊電装(株)アウターローターブラシレス［Ｓ１３７６２－１３０Ｒ］定格

４８Ｗを採用する。定格１２Ｖ，４．６Ａなので計算上効率は約８７％（４８÷１２÷４．

６）モーター単体で１３％以上の損失がある。駆動は、２５番のチェーンとする。減速比５．

４（１１：６０）軸間距離は、ＣＡＤで測定（８９．３ｍｍ）し、モーターブラケットと車

軸を保持する板とを一体化して製作する。
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コ リヤフレームの剛性を高めるために、ブレーキ取付部分にカーボンパネル（アラミドハニ

カム樹脂のサンドイッチパネル）の端材を有効利用して補強する。ブレーキキャリパーは、

ワイヤーの取回しを考慮してワイヤーが逆から出ているタイプを使用する。

( )アンダーカウル（底板）の製作3
ア 車体全体の原寸大平面図を切り取り型紙を製作

し、シナベニヤ３ｍｍ厚に寸法通りに写し取る。

イ 写し取ったけがき線の外側をジグソーで切り出

す。さらに、サンドペーパーを使用してけがき線ま

で慎重に仕上げる。

ウ タイヤの逃がし穴はハンドルを左右に切った際

に、干渉しないことを確認しながら仕上げる。

エ 仕上げた底板を定盤の上に置き、フレームパイプ

とエポキシ樹脂系接着剤（コニシボンドＥセット）を使用して接着する。隙間が空かない

ように錘を乗せて接着剤をしっかり充填する。

オ 航空ベニヤ（１ｍｍ）を曲げてカウルを製作する。

４ 成果発表

( )エコノパワーｉｎ岐阜（１１月１日岐阜県坂祝町で開催）1
エコノパワーｉｎ岐阜は 「省エネカー 「ハイブリッドカー 「電気自動車」等の部門にお、 」、 」、

いて、いかに低燃費で効率良く走れるかを競う大会である。本校は、毎年出場し、好成績を収め

てきた。今年度も本校機械科から６台が出場し、最高位は５位であった。ＫＩＳＳＩＹ―１は、
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完走はしたものの、５６台中２２位と、思ったような成績が出せなかった。レースの中で底板を

擦り車体に負担がかかるという課題が見つかり、次の大会に向けて、修正すべき点が明らかにな

った。

( )ＡＩＴサイエンス大賞（１１月１５日愛知工業大学で開催）2
自然科学部門とものづくり部門に愛知県内外から３０校近くの高校が出場した。本校は 「 今、『

なぜ電気自動車（ＥＶ）なのか』～低車高と素材を工夫したエコカー製作～」という発表を行っ

た。発表後、審査委員から多くの質問がなされた。生徒は、なかなか上手く答えられず苦労しな

がらも真剣に取り組んでいた。結果、ものづくり部門で優秀賞を受賞というかたちで評価され、

大きな自信と感激を得ることができた。

( )‘０９エコデンレース（１１月２３日大阪府吹田市で開催）3
この大会は、自動車交通におけるクリーンエネルギーの探求とその有効利用を目的として開催

される競技会である。底板の課題を克服し自信を持って出場したが、コースのテープが後輪に貼

り付き、走行中にブレーキがかかったような状態になり、結果は、９７台中３７位であった。レ

ース終了後もバッテリーに余力を残していただけに、生徒たちも大いに残念がった。来年度は、

この失敗を糧によりよいマシンを製作したいと考えている。

５ 班のメンバー全員がエコについて考える取り組み

昨年ＮＨＫの環境ＣＭ「明日のエコでは間に合わない」に課

題研究の班の卒業した生徒たちが出演した。今年度も生徒たち

の取組が６月１１日（木）ＮＨＫ「ほっとイブニング【見て聞

いてエコ 」が生中継された 「エコ」について話題性が高まっ】 。

ていることを肌に感じ、生徒たちの励みになっている。

６ まとめ

４月から週３時間の「課題研究」の時間で製作を進めてきたが、作業がなかなか捗らず、居残り

作業や夏季休業中の活動など精力的に頑張ってきた。特に、溶接ひずみの問題や穴あけ精度不良な

ど苦戦を強いられた。生徒と同じ目標で共に汗を流し、困難を乗り越えたときは大変嬉しく気持ち

良い汗である。個々の作業において担当生徒一人ひとりに役割と責任を自覚させなければ１台のエ

コカーが完成できないことを痛感した 「一つひとつの確認が失敗を防ぐ」を合言葉にして、今後。

もレースに向けて製作活動を継続したいと考えている。また 「生徒研究文 「ＡＩＴサイエンス、 」、

大賞」などの応募を通して、製作過程の記録を残すとともに、レース参加だけでなく、多くの生徒

に発表のチャンスを与え、様々な場面で生徒を鍛えて自信を持たせながら「生きる力」をはぐくみ

たい。
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【生徒の活躍する体験の紹介】

最後に、名南工業高校の機械科田渕英樹先生には、フレーム構造についてご指導を頂き、製作方

針となる多くのヒントを得ることができた。また、本校建築科の日比望先生には、設計段階から車

体のスタイルデザインやカウルの配色などの相談にのってもらい、製作の後押しとなった。この場

を借りて深く感謝するとともに今後の指導に活かして行きたい。
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