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電動車両の制作 

Making of Electric Vehicle 
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Ryota KURIAKI 
 
要 約  電動輸送機器（EV：Electric Vehicle）は、電気エネルギーを駆動源とする輸送機器である。近年で

は資源制約や環境問題への関心の高まりを背景に電気自動車や電動バイク等が注目を集めており、各企業におい

ても開発がすすめられている。 
 
１ はじめに 

EVは電子回路や電動機、蓄電池などの技術を応用し

たものであり、電気エネルギー制御科で学習した内容

を応用するのに適した分野であると考え、総合制作の

テーマとして選定した。制作する EVは授業において負

荷装置として使用できるものであり、かつ、オープン

キャンパスなどの校のイベントにおいて当科の PRと

なるものを目指した。 

 

２ 制作した EVの概要 

当校には制御回路および機構部が不良で動作しない

電動キックボードおよび電動バギーがあった。これら

を改良して目標の達成を目指す。制作にあたり、まず

は小型で実験なども行いやすい電動キックボードを試

作機として制作し、その後に試作機で得たノウハウを

活用して電動バギーの制作を行う事とした。 

 図1に電動キックボード、電動バギーの外観を示す。 

  

＜電動キックボード＞     ＜電動バギー＞ 

図１ 制作したEV車両の外観 

 

３ 試作機（電動キックボード）の制作 

 電動キックボード（以下、試作機とする）は、「機構

部」、「速度制御部」、「モータドライバ部」、「電源部」 

から構成される。以下、各部について説明する。 

 

３．１ 機構部の制作 

試作機はチェーン駆動であり、モータとタイヤ間は

径の異なるスプロケットを介して接続されている。 

試作機に搭載されていたモータは性能が不明なブラ

シ付DCモータであった。このモータの走行時の負荷電

流を計測したところ、30[A]前後の電流が流れており、

トルクの不足が推測されたため、必要となる性能を図

２に示す条件で算出し、モータの変更を検討した。 

図２に示す条件で必要走行動力および所要トルクを

計算したところ、動力は約54[W]、トルクは約 2.3[N・

m]程度が必要であると求められた。そこで、当科にあ

る出力 46[W]、定格トルク 0.6[N・m]、回転速度

500[min-1]のブラシ付きDCギアードモータの流用を検

討した。不足トルク分はスプロケット比を1:4に調整

することで確保できる。走行速度においては、計算上

では約1.5[m/sec]（約5[km/h]）程度であり、目標値

よりも遅くなることが想定されたが、既存のモータを

試験的に導入し、動作確認後に再検討することとした。 

 

必要走行動力 P = Mg(sinα+ µcosα) ∗ 𝑉𝑉 𝜂𝜂�  [W]  

所要トルク 𝑇𝑇𝐿𝐿 = P/(0.1047 ∗ N)  [N ∙ m] 

図２ 機構部の設計（試作機）  ※1  電気エネルギー制御科 
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要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の

－ 24 －

[min-1]

[N・m]
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３．２ 速度制御部の制作 

 速度制御のコントローラにはArduinoを採用した。

ArduinoはAVRマイコンと入出力ポートを備えた基板、

C 言語ベースの統合開発環境から構成されたマイコン

ボードである。 

 速度指令にはホールセンサ内蔵のスロットルを採用

し、捻り具合に比例して 0～5[V]のアナログ電圧を

Arduinoへ入力する。Arduinoはこの入力電圧に対して

PWM 変調した信号を出力し、フォトカプラを介してモ

ータドライバへ出力する。 

ブラシ付DCモータは回転速度が電圧に比例し、回転

トルクが電流に比例する特徴があるため、可変速を行

うにはモータに加える電圧の可変を行う必要があり、

試作機においてはパワーMOSFET（以下、FET とする）

をPWMによる高速スイッチングを行うことで、モータ

に印加する電圧を可変する手法をとった。 

 図３に制作した速度制御部の構成を示す。 

 
図３ 速度制御部の構成（試作機） 

 
３．３ モータドライバの制作 

Arduinoからの出力信号は、フォトカプラを介して

モータドライバへ出力され、FETのゲート-ソース間

（以下、G-S間とする）に電圧を印加する。この値が

しきい値を超えるとドレイン-ソース（以下、D-S間と

する）間に電流が流れ、モータが駆動する。 

図４に制作したモータドライバの回路図を示す。 

 

図４ 制作したモータドライバ（試作機） 

 このモータドライバを制作するにあたり、FETが異

常発熱して焼損する問題が多発した。以下、計測によ

り推測されたFETの発熱の原因と施した対策、その結

果について示す。 

① フォトカプラ、FETのスイッチング遅延の影響 

 モータ運転中のフォトカプラの出力および FET の

D-S 間電圧を計測したところ、電圧の立ち上り・立ち

下りに遅延が発生していた。これは採用したフォトカ 

プラの応答速度および FETの入力容量の大きさが原因

であると推測された。対策として高速動作フォトカプ

ラと低オン抵抗で入力容量の小さい FETを採用した。 

② G-S間電圧に対するモータ逆起電力の影響 

制作当初、FETの G-S 間電圧はモータの駆動電源か

ら供給していたが、モータの逆起電力や開閉サージの

影響によりG-S間の電圧がしきい値電圧を下回り、FET

の熱損失が発生していることが確認された。この対策

として小型の 12[V]バッテリーを G-S 間電圧用の専用

電源として別途採用し、安定した電圧を印加するよう

に回路を変更したところ、FET の発熱を低く抑えるこ

とが確認できた。 

③ モータ駆動時にサージ電圧が発生している 

①および②の対策により、FET の発熱を抑制するこ

とができたが、FET の焼損は引き続き発生していた。

FETの D-S間電圧を測定したところ、モータを PWM駆

動した際のオンからオフに出力が切り替わる瞬間に電

源電圧の5倍程度のサージ電圧を発生していることが

確認された。FETの焼損は、この開閉サージ電圧が FET

の最大定格電圧を超えたことにより発生していること

が推測されたため、サージ電圧の対策としてスナバ回

路の採用を検討した。スナバ回路は、サージ電圧を FET

のD-S間に並列に接続されたコンデンサへ吸収し、蓄

えた電荷を抵抗器で消費する構造となっている。 

 図５にスナバ回路実装前および実装後の FET の D-S

間電圧の比較を示す。図のように、スナバ回路により

サージ電圧を大幅に抑制できていることが確認できる。 

 

  
＜スナバ回路実装前＞   ＜スナバ回路実装後＞ 

 

図５ ドレイン-ソース間電圧の比較  

サージが発生 サージが抑制 
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図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 
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３．４ 機械部品の制作 
 ステップやモータ駆動部の補強部品、バッテリーカ

バーなどの周辺部品の制作を行った。 

① ステップの作成 

 試作機には足場が無く、運転時の安定性に欠けてい

たため、ステップの制作を行った。ステップにはある

程度の強度が必要であるため、厚さ10[mm]のアルミ板

を採用し、車体重量をできる限り増加させないよう最

小限の大きさで加工を行った。 

② 機構部の補強 

 試運転時にカーブを曲がると機構部、特にモータシ

ャフト部分にねじりの力が加わることでひずみが発生

し、機体が振動する問題が生じた。この補強を行うた

めにアルミ板を加工して補強板を制作し、モータ周辺

を堅固に固定することでこの問題を解消できた。 

③ バッテリーカバーの制作 

 バッテリーは足元の収納スペースに制御基盤ととも

に収める設計としたが、端子が剥きだしで接触の恐れ

があり危険であったため、アクリル板をレーザー加工

機で加工してカバーを制作し、この問題に対処した。 

 図６に完成した試作機の外観を示す。  

 

図６ 完成した試作機（電動キックボード）の外観 

 

３．５ 試作機の完成および評価 
 制作した試作機を運転したところ、体重 60[kg]前後

の人間が乗った場合での負荷電流は 2～3[A]程度であ

り、FET の発熱もなく走行速度も設計通りの速度を得

ることができた。また、過負荷時における想定として

100[kg]超の負荷をかけた場合においても、速度は低下

するものの運転は可能であり、FET も発熱により焼損

することはなかった。このように、開発当初の問題で

あったFETの発熱やサージによるFETの焼損の問題を

解消し、広い範囲の人が運転できる車体を制作するこ

とができた。 

 図7に完成した試作機を試運転している様子を示す。 

 
図７ 試作機（電動キックボード）の試運転の様子 

 

４ 電動バギーの制作 

 試作機の制作を通して学んだノウハウを活用し、電

動バギーの制作を行った。本制作物で取り組んだ電動

バギーはメカトロニクス科の学生が過去に制作したも

のであったが、速度制御部の設計に誤りがあり、過負

荷により電子部品が焼損しており、動作しないもので

あった。この車体を流用し、駆動部および速度制御部

の再設計を行った。 

 

４．１ 機構部の制作 

電動バギーの駆動部は試作機と同様にチェーン駆動

であり、モータとタイヤ間は径の異なるスプロケット

を介して接続されていた。電動バギーに搭載されてい

たモータは 24[V]、定格出力 715[W]、定格電流 44[A]

のブラシ付DCモータであり、無負荷時の電流を計測し

たところ、16[A]前後の電流が流れていた。このモータ

を駆動するには大容量のバッテリーが必要となり、そ

れにより大幅に車体重量が増加するため、必要となる

条件を再検討し、動力およびトルクを再設計した。 

 

 
図８ 機構部の設計（電動バギー） 

 
 上記、図８に示す条件で必要走行動力を計算したと

ころ、動力[W]は約140[W]、トルクは約3.2[N・m]と求

められた。そこで、定格出力 120[W]、定格トルク

2.4[N・m]、定格電流 7[A]、回転速度 500[min-1]のブ
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Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の

－ 26 －
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ラシ付きDCギアードモータの採用を検討した。不足し

ているトルクはスプロケット比を 3:4に調整すること

で確保する。走行速度は計算上では 5.4[m/sec]（約

18[km/h]）程度であり、目標値に近い速度を得ること

ができると想定された。 

 

４．２ 速度制御部およびモータドライバの制作 

 速度制御部のコントローラは試作機と同様に

Arduino を採用した。速度入力をスロットルで行う仕

組みも試作機と同様である。 

 モータドライバは、負荷時にFETに流れる負荷電流

が試作機の値と比較してとても大きくなることから、

負荷時のFETの発熱および開閉サージ電圧への影響も

大きくなることが想定された。そこで、試作機のモー

タドライバを流用して負荷状態での FETに発生する熱

およびサージを計測したところ、やはり発熱および開

閉サージが発生していることが確認された。 

①  FETの発熱対策 

 FETの発熱対策としては、FETを並列運転する手法を

検討した。図９に再設計した電動バギー用のモータド

ライバの回路図を示す。FET を並列に接続して運転し

たところ、負荷時においてもFETの発熱量を大幅に減

少させることが確認できた。 

 

図９ 制作したモータドライバ（電動バギー） 

 

②  サージ電圧対策 

 サージ電圧対策として、試作機と同様にスナバ回路

の利用を試みた。設計当初、試作機と同様に 5[Ω]、

1/4[W]の炭素被膜抵抗器および 0.47[μF]のセラミッ

クコンデンサを使用して測定を行ったところ、サージ

電圧は抑制できておらず、運転を続けると炭素被膜抵

抗が焼損した。この結果から、サージを吸収するコン

デンサの容量が小さく、熱容量の高い抵抗器を使用す

る必要があることが想定された。抵抗器の抵抗値はコ

ンデンサに蓄えられた電荷の消費速度に影響するため、

抵抗値は同じ5[Ω]であり容量が50[W]と大きく、かつ、

放熱性が高いメタルクラッド抵抗器を採用した。また、

コンデンサ容量はモータを運転してサージの抑制状態

を確認しながら容量を調整した。その結果、サージ電

圧を定格電圧の2倍程度までに抑制することができ、

FETの最大定格電圧以下に抑えることができた。 

 

４．３ 電動バギーの完成および評価 
 図１０に制作した電動バギーの外観を示す。制作し

た電動バギーを試運転したところ、体重 60[kg]前後の

人間が乗った場合での負荷電流は 6[A]程度であり、

FETの発熱もなく、走行速度も設計通りの速度を得る

ことができた。また、過負荷時の想定として、100[kg]

超の負荷をかけた場合においても、若干の速度低下は

あるものの運転は問題なく可能であり、FETも焼損す

ることはなかった。 

 

図１０ 制作した電動バギーの外観 

 

５ おわりに 

制作を通して、機構部の設計や加工および組み立て

作業、モータドライバの制作、マイコンによる電動機

の速度制御など、電気エネルギー制御科の 2年間で学

んだ内容の多くを活用したモノづくりを経験すること

ができた。また、現在ではオープンキャンパスなどの

イベントにおいて来校者に試乗してもらうなど、科の

広報ツールとしても活用されており、制作当初の目標

は達成することができたと考える。 
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