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スターリングエンジンの製作 
 

広島県立技術短期大学校

                          生産技術科  大恵弘喜 能登谷輝 廣瀬彪冴  

 

1． はじめに 

世界経済の発展に伴い化石燃料とりわけ石油資源

が加速的に減少している。石油が枯渇し後のエネルギ

ー問題を考えることは，かなり現実的な事となりつつあ

る。世界的レベルでみればこの問題は深刻であり，こ

のような状況下で多様な熱源に対応した熱機関として

スターリングエンジンは注目を集めている。そこで本総

合実習では，高出力が得られやすいα型スターリング

エンジンの製作を目標にした。 

 

2． スターリングエンジンの動作原理 

スターリングエンジンは高温・低温の二種類の温度

環境を作り，気体を膨張・収縮させることで，ピストンの

往復運動を得てそれを回転運動に変換し動力を得るも

のである。気体の温度差によりエンジンの回転数は変

動する。 

 

 

3． スターリングエンジンの仕様 

表１ スターリングエンジンの仕様 

全体サイズ(縦×横×奥行) 370×270×200[mm] 

重量 13.2[ｋg] 

エンジン形式 α型 

機構 ロス機構 

気体 空気(大気圧) 

ストローク 20.4［mm］ 

シリンダ径 φ48[mm] 

行程容積比 １ 

行程容積 36.9[cm3] 

クランク位相角 90［°］ 

加熱形式 ガスバーナー 

冷却形式 自然冷却 

加熱部温度 500［℃］ 

冷却部温度 50［℃］ 

フライホイール回転数 504[rpm] 

軸出力 ６[W] 

4． 設計・加工 

エンジンのストローク，行程容積を基に熱力学計算・

強度計算を行い，３次元CADを用いて設計を行った。 

（１）部品設計 

○リンク機構 

「ロス機構」を用いた。この機構はピストンの機械損

失を減少させ，コンロッドが直線運動に近い動きになる

ため効率よくエネルギー変換が行えるものである。 

○加熱ヘッド 

加熱ヘッドは高温になるため，耐熱性の高いステン

レス鋼を使用した。また，熱伝導性を向上させるため肉

厚を 1mmにした。 

○ピストン及びシリンダ 

エンジンパーツをつくる上で特に重要なのは，シリン

ダとピストンである。これらのパーツは作動させる上で  

最重要となっており，少しでも空気漏れがあると正常に

作動しなくなるため，様々な要因に気を使った。１つ目

は，摩擦である。ピストンとシリンダは往復運動を繰り返

すため摩擦抵抗の少ないねずみ鋳鉄（FC200）を採用

し表面にフッ素コーティングを施した。２つ目は軽量化

である。そのためにピストンを２分割し，シリンダと接触

しない部分はアルミ製とし，中ぐり加工を行い更なる軽

量化をした。 

 

○その他部品 

加熱ヘッド以外は熱の伝達をできるだけ避けたいた

め，部品にフィンを設け冷却効率を高めた。連接板に

は９枚，シリンダ部分には 16 枚，加熱した空気を冷却

する冷却管には16枚のフィンを設け冷却機能を向上さ

せた。 

 

 

 

 

 

 

 図１ 冷却管        図２ 低温側連接板 
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（２）加工 

エンジン部品の加工には汎用旋盤，汎用フライス盤，

マシニングセンタ，ワイヤカット機を使用した。各部品を

寸法公差内に収めなければ組立の際に組み上がらな

くなるため，ひとつひとつの部品の精度を出しながら加

工するのは大変だった。ピストンとシリンダ部品では，

先にピストンの加工を行いシリンダとのはめ合いを確認

し，それぞれの部品が同軸・同心であるように，また寸

法公差内に収まるように加工した。 

 

（３）組み立て 

 密封性を高めるために，加熱ヘッドと連接板との間と

連接板とシリンダ間にシートガスケットを設け，さらに冷

却管にはO リングを取り付けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 組立作業風景 

5． 実験 

 (1-1)稼動実験 

○ガスバーナーによる実験 

 【結果】 

高温側ピストンがシリンダ内部で干渉が発生し，外れ

た為，実験は中断した。 

改善策としてピストン・クランク部分の再調整を行った。 

 (1-2)稼動実験 

○ガスバーナーによる実験 

【結果】 

円滑に稼動した。 

表２ 温度変化の実験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
    エンジン稼動開始→加熱開始から約 30秒経過したところでエン

ジンが動き出した。 

最高回転数→加熱開始から約４分 30 秒のときフライ          

ホイールの回転数が計算値である約 500回転に近づいた。 

 

6． 評価 

 加工においては，設定したスケジュールに沿って設

計，加工することが出来たので良かった。 

実験では，ガスバーナーによる加熱で正常に作動し

た。また，計算上の回転数に４分 30 秒で到達したが，

その際に加熱ヘッド以外にほとんど温度上昇が見られ

なかったことから，連接板や冷却管に設けたフィンが相

当の冷却効果を発揮しているものと見られる。また，６

分の時点でさらに回転数が上昇していたので まだま

だ回転数が上がるかを見る必要性がある。耐久性につ

いても，長時間加熱した際の動向を実験する必要もあ

る。 

 

7． おわりに 

図面のミスから大きな問題へとつながるということが

分かった。必要部品の作製個数を間違えて記入してい

た，同部品を２つ作製していたなど初歩的なミスがかな

り目立っていた。このことからものづくりにおいて一番

重要なのは正しく図面を作成し，理解することだと感じ

た。もちろん加工，組み立て全てが大事な工程だが，メ

ンバー１人１人が図面を見て共通意識を持つことで，よ

り効率良くエンジンの製作が進んだのではないかと考

えた。これらの経験を社会に出たときに役立てたいと思

う。 
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7SEGLED によるスロットマシンの製作 
広島県立技術短期大学校

                           制御技術科 谷 拓磨 西川 京祐 宮川 一希  

                                

1． はじめに 

通常のスロットマシンは３つのリールが回転し

絵柄が揃うと当たりとなるが，私達はマイコン実習

で勉強した 7SEGLEDを利用したスロットマシンを製

作した。絵柄ではなく 7SEGLEDに０から９までの数

字を表示して３つが揃うと当たりとなる。ストップ

ボタンによってプレイヤーが，あたかもリールが回

転しているように見える数字を停止できるよう試行

錯誤してプログラムした。当たったときは景品箱，

猫型ロボット，164 個の LED 点滅回路，電光掲示板

などでプレイヤーの喜びが増す仕掛けが作動する装

置と，その制御回路も製作した。（図 1参照） 

 

図 1 

2． 7SEGLEDによるスロットマシンの構成 

① 制御回路 (※図 2左図参照) 

制御用マイコンにPICマイコン，ATTinyマイコン，

Arduinoを使用した。PICマイコンにより装置全体の

動作をシーケンス制御した。PIC マイコンよりポー

ト数が多いATTinyマイコンは7SEGLEDの制御を行う。

Arduino は３つサーボモータを取り付けた景品箱の

制御を行う。複数のサーボモータを制御するため

PICマイコンでなく Arduinoを選定した。 

② 7SEGLED (※図 2右図参照) 

 通常の 7SEGLEDでは輝度が足りないため，赤色の

高輝度 LEDを 7つ組み合わせることにより 7SEGLED

を自作した。製作当初は既製品の大型 7SEGLEDを使

用する予定であったが，後述する製作過程の失敗に

より，短期間で３台の 7SEGLEDを自作し，スロット

マシンに見立てたプリントの絵の中に配置した。 

  

図 2 

③ 景品箱 (※図 3左図参照) 

 景品を受け取れるよう３つサーボモータで自動的

に箱が開くようプログラムした。本体より離れた位

置に景品箱を設置するため，サーボモータはシリア

ル通信により制御することによって PWM制御より配

線数を減らす工夫を施した。箱はレーザ加工機で加

工したアクリル板で製作した。 

④ 猫型ロボット (※図 3右図参照) 

 スロットの数字が揃うと，猫型ロボットが祝福の

ダンスを踊り始める。本体の PICマイコンより信号

を送り，トランジスタによって増幅した電流でリレ

ーを駆動させ，リレーの接点で市販のロボットに電

源を通電することにより作動する。 

    

図 3 

⑤ 164個の LED点滅回路 (※図 4左図参照) 

スロットの数字が揃うと，スロットの周りに配置

している 164 個の LED が点滅するようにした。164

個の LED の発光に２A の電流が必要だった。マルチ

バイブレータと呼ばれる発振回路をユニバーサル基

板へ半田付けした後，複数のダーリントン接続した

トランジスタ回路に接続して小信号の電流を増幅さ

せて駆動した。 

⑥ 電光掲示板 (※図 4右図参照) 

 64個の LED内蔵の 8×8 ドットマトリクス LEDを

小型の電光掲示板として使用した。プレイヤーと当

たった喜びを分かち合うよう，微笑んだ顔文字がハ

ートマークと一緒に流れるプログラムにした。制御

方式は 7SEGLED同様に後述するダイナミック点灯方

式で，上記の 164個の LEDと同時に作動しても見え

るよう制限抵抗を考慮し輝度を確保した。 

     

図 4 
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⑦ スイッチボックス (※図 5左図参照) 

スイッチを４つ配置している。スタートボタンと

３つの 7SEGLEDを停止させるボタンがある。 

⑧ 音声回路  (※図 5中央図参照) 

３つのスロット動作時，実際にスロットのリール

が回るイメージの BGMが流れる。ボタンを押す時に

も効果音を出す。スロットの数字が揃うと景品箱か

ら景品を取り出す事ができるように可愛らしい女性

の声で合図するとともに，祝福の音楽も鳴る。 

⑨ 電源回路 (※図 5右図参照) 

100v 電源からトランスとダイオードブリッジ，３

端子レギュレータにより５v を得る。３端子レギュ

レータを使用しているため残念ながら消費電力は高

く無駄が多い。発熱するので放熱板側を開口したケ

ースへ格納している。 

⑩ アルミフレームとアクリル板を使用した筐体 

頑丈に組んだアルミフレームにレーザ加工機で

加工したアクリル板をはめ込んで，全ての装置が安

全に駆動できるようにしている。 

      

図 5 

3． 設計 

筐体の設計 

図 6に設計した外枠のモデルを示す。装置の外枠

はアルミフレームを使用し，制御回路や電源回路を

設置する下段，音声回路を設置する上段の 2段に分

けアクリル板で囲うように設計した。 

 

図 6 筐体のモデル 

4. 制御方式 

 １桁だけの数字の制御ならば７つの出力ポート

で済むが，３桁では 21個も必要になり実用的ではな

い。ダイナミック点灯制御方式で３桁の７セグメン

トのどれを点灯させるか common の切替えで制御し

た。１桁目を光らせ，すぐ次の桁を光らせる制御を

高速で繰り返す。人間の目は残像があり光を見ると

約 100msec程度その光を見ているように錯覚する。

点灯の繰り返しを数 msecの速さで繰り返し，全て点

灯して見えるよう制御した。 

5. 評価 

電子回路の実習で学んだトランス，３端子レギュ

レータで電源回路を組んだが，スペースが大きく配

線数が多くなった。音源回路は半田付けの不備で雑

音が入るので，何度もやり直した末に故障して買い

替えることが頻繁にあった。筐体の製作も寸法を間

違えたり，組立てに後戻り作業が多かった。景品箱

の箱は見栄えの良い既製品を購入していたが壊して

しまいアクリル板を加工して自作した。 

ハード面では数多く失敗があったが，ソフトウェ

アに関しては，実習で学んだ C言語の配列を活かし

てリールが回転する雰囲気を 7SEGLEDに表示させる

ことができた。164個の LEDを点滅させるトランジ

スタ回路も製作は大変だったが，動作のプログラミ

ングには時間がかからなかった。電光掲示板に関し

ても授業で製作したバーサライトの応用で短期間に

プログラムできた。ソフト面では学んだことを十分

に活かし製作することができた。 

6.おわりに 

全体を通して，半田付け不良の修理や故障部品の

再発注で作業が遅れた。また確認不足でアクリル部

品の注文は寸法が間違うことが何度かあった。作業

をする際は整理整頓ができてないため時間を無駄に

した。ついには，最も大切な 7SEGLED自体を壊して

しまった。製作当初，既製品の橙色と緑色の大型

7SEGLED を２種類３個ずつ購入し，２台のスロット

マシンを製作して見栄えが良い方を採用する予定で

あった。製作過程で種類が違う大型 7SEGLEDを混同

して配線し，間違いに気づかないまま通電し故障さ

せた。他の回路も配線が間違って，殆ど全ての回路

が動かなくなった。予算も無くなって２月に入って

いたので製作の断念も考えたが，学校にあるもので

何とかしようと急遽，高輝度の赤色 LED で 7SEGLED

を自分達で自作することにした。製作期間に間に合

うとは到底思わなかったので最後に動作確認できた

時は全員で喜べた。今回の製作では，全員が一丸と

なって協力して乗り切って，最後にはスロットマシ

ンを完成させることができた。 

今後，会社に入っても期間が限られた仕事を最後

まで諦めることなく徹底して完遂するように心がけ

ていきたい。 
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変形コマの製作 
広島県立技術短期大学校

                               生産技術科 佐藤 知生 森 直輝  

                               

1.はじめに 

 製造業界を活気付けたいという理念のもと全日本

製造業コマ大戦という大会が全国で開催されている。

全国の企業・教育機関等が独自にコマを製作し，土

俵（直径 250mm，R700）の上で戦わせるもので，本

校は平成 29 年夏に行われた広島広域都市圏場所及

び福山大学場所に出場し優勝を果たした。(図１) 

 
図１ コマ対戦の様子 

本製作においては「勝てるコマ」を目標として，

前大会で優勝したコマ（図２，以下どんぐり型）を

基準とし，新型のコマを製作した。 

 

図２ どんぐり型 

2.仕様 

・高さ 60ｍｍ，直径 20ｍｍ以下 

・材質，形状，重量は自由（フレッシュ部門除く） 

・投げる前と回り終わった時とで同じ形状なら回転

中に変形しても問題ない 

・接地する点は１点のみ 

 

 

3.設計 

コマを設計するにあたって，遠心力，重量及び重心

に着目した。変形コマにすれば仕様の体積を最大限

に利用し重心を下げることができ，重量を増やせる。

更に，相手の軸を叩くことができれば一気に弾き飛

ばせると考えた。 

○利点 

・遠心力を大きくできる 

・相手の間合いの外から軸を叩ける 

・機能美に優れる 

○欠点 

・高重心であるため回転時間が短い 

・機構が複雑で精度を要求される 

・軸以外に当たるとバランスを崩す 

これらを踏まえ，以下の条件とした。 

・回転直径 40mm以上 

・高さ 20～30mm（どんぐり型の軸まで） 

・重さ 40g以上 

4.機構の選定 

 過去大会での製作事例を参考に二種類のコマの機

構を検討した。（図３） 

図３ 検討したコマの 3Dモデル 

①四枚型は各羽根の根元にトーションばねを仕込み

これによって復帰する仕組みで，重量が重く強

大な遠心力を得られる。又構造が単純で信頼性

が高いと考えられる。 

②三枚型はリンク機構で三枚の羽根を連動させ，中

央のばねによって復帰する機構で，腕の動きが
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同期するため軸がブレにくく安定する利点があ

ると考えられる。 

5.製作 

本体の外形はマシニングセンタと旋盤を用い，

穴あけはマシニングセンタで位置決めし，1/100mm

の精度を求めた。レーザ加工機は三枚型のリンクを

作るのに使用した。(表１) 

表１ 使用機材 

本体 マシニングセンタ，旋盤  

腕 フライス盤（リニアスケール付） 

その他 レーザ加工機，ワイヤカット 

部品が小さく加工により変形したり，組立てが

難しい箇所などがあり，組立て方法や部品の設計変

更を行い完成させた。 

6.検証 

 コマを検証した結果，表２のようになった。 

表２ 変形コマとどんぐり型の比較 

 四枚型 三枚型 どんぐり型 

重量 78g 46g 25g 

直径 20.00mm 20.00mm 19.98mm 

全長 60mm 55mm 32mm 

最長回転時間 15秒 20秒 3分 

最高回転数 810rpm 2300rpm 6000rpm 

重さ，全長は変形コマが有利であるが，回転数

はどんぐり型のほうが高い。また変形コマの最長回

転時間は極端に短いことがわかる。 

 
図４ 完成した変形コマ 

基準のコマと 30 回戦わせた結果，表３のように

なった。 

表３ 対戦成績 

 四枚型 三枚型 

勝ち 27回 27回 

○勝因 

 ・相手の軸に当たり弾き飛ばした 

 ・軸に当たり失速させた 

○敗因 

 ・投入時に羽根が開かなかった 

 ・相手と接触せず，失速した 

7.評価 

 設計通り相手の軸に接触して弾き飛ばすことがで

きた。また，回転終了時の羽根の格納も行われてい

る。低い回転数，回転時間の短さというデメリット

を覆して強みを発揮している。 

しかし，これらの変形コマはわずかな重心のず

れが投入ミスにつながる。これを防止するために各

部品の寸法精度及び組立てにおける軸心の精度を上

げることが課題として挙げられる。 

8.おわりに 

 今回の変形コマ製作にあたり，設計の段階で加工

のことを考えることがどれだけ大切かということを

痛感した。 

 今回の実習において２年間学んできた知識・技能

を生かすことができたが，一方で覚えていないこと，

知らないことも多く今後も勉強は必要であると実感

した。この経験を生かし，就職後も励みたいと思う。 

 

参考 

○三枚型： 

株式会社 NCC製 ネコパンチ  

https://ncc-m.jp/information/blog/806 

○四枚型： 

有限会社カジミツ製 ぶっ飛ばし君【風林火山】 

http://kajimitsu.com/komawing2/ 

 

https://ncc-m.jp/information/blog/806
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卓球ストラックアウトゲームの設計製作 
広島県立技術短期大学校 

制御技術科：粟屋 友喜 小川 幸太 

 

1． はじめに 

「ストラックアウトゲーム」とは，野球の投球精度

を競うゲームで，制限時間内に的を球で射抜き，射抜

いた枚数を競うといったゲームです。 

過去の卒業製作の中に「卓球球出し装置」があり，

その装置を使って遊べる装置を構想し，野球の投球精

度ではなく，野球の投球精度のように，卓球の打球精

度を競うゲームを製作したいと思い，卒業製作のテー

マとしました。 

私たちのこのテーマの目標は，ゲームセンターに置

いてあるゲーム機と同様のシステムを再現することと

しました。 

また，学校のイベントに展示できるよう手軽に運搬

が可能なサイズで実現することを目標としました。 

2． 装置の概略・構成 

 装置は大きく分けて，卓球台部とラック部に分けま

す。卓球台部は，縦横３×３の９マスの的と，ゲーム

スタート用のボタンスイッチがあります。 

ラック部の方は，２桁の７セグ表示器・制御盤を設

置しております。 

 

図１．３ＤＣＡＤによる全体モデル 

 

図２．装置のシステム構成 

このゲームの内容は，スタートボタンを押すとゲー

ムがスタートし，別の装置から射出されたピンポン玉

を打ち返して制限時間内に９マスの的のいずれかに当

て，合計点を競います。 

3． 装置の設計・製作 

◇的の設計 

 的に使用するパネルは白色透明のアクリル板とし，

的のサイズは 200㎜×250㎜とした。 

的枠にアルミフレームを使用し，四辺と内側フレー

ムにＬＥＤテープライトを設け，各的の内側には円状

ＬＥＤを設置した。 

 

図３．３ＤＣＡＤによる的の全体モデル 

◇ピンポン玉検出機構 

ピンポン玉が的に当たった時の検出をレバー式リミ

ットスイッチを設け行った。 

１つの的に対して，上側と下側で１つずつ配置した。 

的１つに対してリミットスイッチを２つ配置したの

は，球が的に当たったことを確実に検出できる様にす

る為です。 

 

図４．３ＤＣＡＤによる的の設計モデル 

◇電気配線，制御盤製作 

電気配線と制御盤製作は，配線図の作成からはじめ，

次に制御盤のサイズを決める時に省スペースに収まる

ように盤内のレイアウトを設計し，図面を基に機器配

置と配線を行った。 

 この装置の一次電源をＡＣ100Ｖとし，制御電源には

７セグ・リレーコイル用に DC24Ｖ，ＬＥＤテープライ

ト・円状ＬＥＤ用に DC12Ｖ，ボタンスイッチ用に DC5
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Ｖを用いた。 

装置の電源を入れると，ＬＥＤ

テープライトが常時点灯します。 

制御盤からの渡り配線にボタ

ンチューブを使用してまとめ，イ

ンシュロックでラックの支柱に

固定しました。 

卓球台部の機器への

配線については，運搬の

際に取り外しができる

ようコネクタ接続にし

ました。          図５．制御盤 

◇７セグ表示器 

得点を表示するため，７セグ表示器を使用しました。 

ピンポン玉を検知し

たら，的に対応した点数

をＰＬＣ内部で加算を

行い，合計を７セグで表

示します。 

図６．７セグ表示器   

4. 装置の制御方式 

コントローラーはＰＬＣを用いた。PLC ではピン

ポン玉の検知と演算，スタートボタンの入力受付と

ランプ表示，円状 LED の点灯，7 セグの表示，電子

音警報器の制御を行います。 

PLCにはタッチパネルが接続され，ゲーム時間の設

定変更ができるようになっています。(１～５分) 

   

図７．タッチパネル画面 

的の配点は図８のとおり，赤丸の行毎に１～３点と

なっています。ゲーム中には途中経過の得点を７セグ

で表示します。ピンポン玉が的に当たった瞬間に，0.2

秒間隔の点滅が当てた的の円状 LED で１秒間表示され，

当たったことをプレイヤーに知らせるようにしました。 

     

図８．的の配点・得点表示 

 

 

 ＰＬＣのプログラムのフローを図１０に示す 

 

図９．ゲーム進行のフローチャート 

5. 評価・まとめ 

装置のテスト運転を行ったところ，次のような問題

が分かった。 

的に対して垂直に当たれば検出するが，斜め方向か

ら当たった時には検出しにくいといった不具合もあり，

リミットスイッチの位置調整に苦慮しました。 

球が的に当たる角度によっては，検出できない場合

があることが分かった。そのため，リミットスイッチ

の取り付け位置を再調整して検出できない頻度を減ら

した。 

円状 LEDが点灯しないので，制御盤内の検査をした

ところ，リレー電源を間違えて配線したので修正し，

正しく表示することを確認した。 

隣合わせの的が干渉し，擦れていたので，固定穴を

１㎜大きくして再度取り付けし，干渉しないことを確

認した。 

    
図１０．完成した装置 

6. おわりに 

今回の総合実習は，設計図のない状態から装置の全

体像と機構の検討に入り，製作を行ったため大変苦労

しました。 

また，授業で習わなかった要素も必要となったため，

自分たちで調べながら取り入れて製作したため貴重な

経験もできました。 

今後，職場で装置の設計に携わる事があれば，今回

の経験を活かし，設計・制作に取り組んでいきたい。 

今回制作した装置を今後の技能祭などのイベントで

多くの人に楽しんでもらいたい。 

1点 

２点 

３点 
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アルマイト処理を施した展示・体験物の製作 
広島県立技術短期大学校  

                             生産技術科 澤田 英明 菅田 泰弘  

                                中村 仁 

 

1． はじめに 

 技能祭やオープンキャンパス等で学校について興

味をもってもらえるよう，年齢に関係なく楽しめる

ものを製作しようと考えた。また，見た目にも印象

強い物にしたかったので，アルマイト処理（染色）

も併せて行った。 

 

2． アルマイト処理の概要 

アルマイト（陽極酸化処理）処理は，アルミニウ

ムの表面に酸化皮膜を作る処理でアルミニウムの耐

食性，耐磨耗性の向上，および装飾などの機能の付

加を目的とする。 

今回行った処理は，図１に示すようにアルミ製品

を電解液の中に入れ，酸化皮膜の成長を促した後，

染色液の中に浸した。 

次に沸騰させた封孔液の中に製品を入れ，脱色を

防いだ。 

 
図 1 アルマイト処理 

 

・電解液＝イオン性物質を水などの極性溶媒に溶解 

     させて作った電気伝導性を有する溶液。 

・封孔液＝アルマイト後にできた表面の微細孔を閉 

     じる液体。 

 

3． 仕様 

対象を幅広い年齢層にしたため，誰でも楽しめる

よう製作物をパズル・オートマタとし，小さな子供

でも遊べるよう軽量化を求め，怪我をしないよう角

をおとした。 

4． 設計・製作 

4.1アルミ製パズル（ジグソーパズル・組立パズル） 

図２に示すジグソーパズルについては，

AutoCADを用いて作図した64個のピースをそれぞ

れ CAM を使用し，NC プログラムを作成した後，

ワイヤーカット放電加工機で加工した。パズル模様

については，パズルが組みやすくなるよう，すべて

のピースに表示されるよう作図した後，MC で加工

し，アルマイト処理を行った。 

 

図２ ジグソーパズル 

4.2組立パズル 

図３に示す組立パズルについては，Solidworks

を使用し，干渉等がないか確認を行った。加工に関

しては，フライス盤を使用した。傾斜がついてある

部品があったため，V ブロックを使用し，角度を割

り当て，加工を行い，後にアルマイト処理を行った。 

 

      図３ 組立パズル 
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4.3オートマタ 

オートマタについては，CATIAを用い，アセン

ブリ後，図３に示すように，重心位置を調整した。 

 加工に関しては，ワイヤーカット放電加工機等 

を用い，最後にアルマイト処理を行った。 

 

図３ 重心の調整 

  

5． 製作の上で課題 

5.1アルミ製パズル（ジグソーパズル・組立パズル） 

ジグソーパズルに関しては，ピース同士のはめ合

わないことがあった。また，染色の際，64ピースも

あるので色ムラができてしまった。 

 組立パズルに関しては，バイスを締める強弱によ

って部品の精度が変わってしまい，何度も微調整を

繰り返すことになった。 

対策 

ジグソーパズルに関しては，１／1000ｍｍ間隔で

のオフセット量の調整を行った。また，色ムラが付

いた場合は一旦アルマイトを剥離した後，再度処理

を行った。 

 組立パズルに関しては，リニアスケールの値を確

認することで，バイスを締結によって変わる寸法が

数値化されるようになり，測定した後，誤差をなく

すため，常にチェックを行った。 

改善後 

 ジグソーパズルに関しては，ピースのはめ合いが

スムーズになり，色ムラについては完全に抑えるこ

とができなかったが，全体的に修正できた。 

 リニアスケールの値を確認することで，目標値の

寸法に持っていくことができた。測った寸法や切削

方向が一目で分かるようになった。 

5.2オートマタについて 

胴体と腕のはめ合わせが難しかったことと，重心

の調整である。 

対策 

 はめ合いに関しては，紙やすりを使用し，寸法の

調整を行い，重心に関しては，錘の重量を何パター

ンも変更し，重心を調整した。 

改善後 

胴体と腕のはめ合わせも良くなり，重心に関して

も，つり合いのとれているポイントにもってくるこ

とが出来た。 

 

6． 評価 

 実際に製作してみて，対象者が扱えるような製

品を製作することができた。オートマタに関して

は，組立の際にバランスがとれるかどうか不安で

あったが，両手の錘を調整することで，バランス

をとることができた。組立てパズルに関しては，

組み上がった際に隙間が若干あったが組み合わ

せることができたので，結果的に上手くできた。

ジグソーパズルに関しては，ピースの MC での模

様付けも成功し，ピースもズレもなくきれいなは

め合いに仕上げることができた。 

 

7． おわりに 

この卒業製作ではパズル，オートマタの製作に

携わる事ができ，学校で学んだことの復習を行い

ながら，モノづくりの楽しさを経験することがで

きた。アルマイト処理は，誰もが初めてのことで

試行錯誤したが，その分，出来上がりの感動は大

きかった。 

今回製作した製品を今後の技能祭・オープンキ

ャンパス等で多くの人に楽しんでもらいたい。 

図 4 完成品 

参考文献 

・摩訶不思議図鑑（著者：西田 明夫，出版社：滋慶出版） 
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電動スタンディングクローラの製作 
 

        広島県立技術短期大学校

                               制御技術科 倉 悠馬 坂田 祐介

               谷川 翔 濱田 勉 三宅 雅也    

                               

1．はじめに 

電動スタンディングクローラとは，セグウェイ

の車輪部分をクローラ(キャタピラ)に置き換え

たことで安定した走行を実現するものである。 

私たちは，二年間で学んだ機械設計・電気回路

設計・PLCプログラミングの技術を生かして，子

供でも安全に乗れるような電動クローラの製作

に取り組むことにし，PLCで制御することを目標

とした。 

2．装置の構成 

 電動クローラの各部位の概要は以下にある表

１の通りである。また，全体像を図１に，制御盤

周辺の様子を図２に示した。 

表１ 電動クローラの各部位の概要 

名称 説明 

ハンドル 可変抵抗(VR)によって制御。 

PLC 三菱 FX3G-40MT/DS 

アルミフレーム 車体の枠として使用。 

バッテリー DC12V28Ah 鉛蓄電池を 2つ 

直列にして 24Vとして使用。 

モータ DC24V450Wブラシモータを 

左右２個使用。 

モータドライバ 10-45V60A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 制御盤周辺 

 

3．仕様および設計 

DC12V28Ah の鉛蓄電池を 2 つ直列に繋ぎ，PLC

動作電圧の 24Vを確保した。 

駆動部のモータには DC24V450W のブラシ付き

モータを，PLC と繋がるモータドライバは

10-45V60Aのものを使用した。 

アクセルで減速加速，ハンドルの回転量で旋回

するようモータを PLCで制御する仕様とした。 

移動の種類としては，前進・後退のほか超信地

旋回(その場で回ること)が可能でそれぞれスイ

ッチによる切り替えとした。 

ハンドルとアクセルの操作量を可変抵抗の電

圧の変化を常時読み取り，その値を AD 変換を行

って PLCに入力する。PLCで左右のモータの回転

数を演算し回転方向と併せて出力する。また，急

な発進，停止を防ぐ目的で，出力値は段階的な増

加減少を行うようプログラムした。本体にはフッ

トスイッチを搭載し，操作中に万が一操縦者が足

を離してしまった場合，すべての操作を無効化し

減速・停止する機能を持たせている。 

 

4．工程および概要 

 4.1 製作物の概要設定 

製作物に対する共通認識を作り全員で共有す
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ることで，製作を円滑に行えるようにした。具

体的には，実装する機能や外観・大きさなどで

ある。 

4.2 設計・製図・加工 

用意した仕様に合うよう，車体・駆動部・制

御盤格納部・操作部をそれぞれ分担して設計し，

3DCAD上で組み合わせた。（図３を参照） 

出来上がった図面を元にレーザー加工や旋

盤・フライス盤で加工した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  図３ 3DCAD 全体図 

 

4.3 組立・調整 

組立は車体部，操作部，制御盤に分けて行っ

た。車体部はアルミフレームで枠組を作った後，

駆動部と左右のクローラに合わせたガイド・カ

バーを取り付けた。駆動部のテストの際には，

モータの振動によって製作したブラケットが

曲がり，追加の部品を挿入する必要があった。 

操作部は，本体ハンドル下のボックス内部に

スイッチ，ミニチュアリレー等を固定し，配線

をまとめて制御盤とのコネクタを用意した。 

制御盤にはバッテリー，PLC，モータドライ

バなどを配置し，アルミフレームの枠組から吊

下げる方式をとった。振動による配線の擦れや

過熱が起こらないよう配慮した。 

組立中に生じた製作物の問題点や改善点を

フィードバックし，製作物の仕上がり品質の評

価・調整をした。 

早期の試作品完成により，調整期間を長くと

ることが出来た。この調整期間で，より快適な

操作性，安全性・走破性の向上について追及で

きた。 

5．制御の方式 

 ハンドルとアクセルの操作量を検出するため

に，可変抵抗を使っている。アナログ入力ボード

を使用して 0～5Vの電圧変化を 0～2000に数値化

し PLCに出力している。 

 PLCから PWM信号を出力してモータドライバを

介して DCブラシモータを駆動している。(PWM出

力については，図４を参照) 

 当初は，モータ 1つに対してモータドライバ 1

つという構想だったが，1つのモータに流れる電

流が約 20Aあり，使用したモータドライバに対し

て大きすぎるため，定格 60A のものに変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４  PWM出力の説明 

 

6．評価 

計画より早い段階で試走を行うことが出来た

ため外装などの細かい部分の調整をすることが

でき，より完成度が高まった。しかし改善不可能

な部分も多く発見され，分担作業での連携不足が

響く結果となった。 

その一つとしてメンテナンス性の向上が挙げ

られる。後付けでパーツを足していった結果，パ

ーツを逐一外さなければ車体中央に手が届かな

い状態になってしまった。 

 

7．おわりに 

 今回の製作を通して，大人数で製作を行う上で

の難しい点・良かった点・改善すべき点が見つか

った。また，今回大掛かりな製作を行ったことで，

今まで知らなかった材料・工具・部品を知ること

が出来た。完成した電動クローラも満足のいく出

来でとても達成感のある製作だった。 
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真空成形機の製作 
広島県立技術短期大学校

                              生産技術科 伊藤 みなみ  山口 諒   

1． はじめに 

本卒業製作は，昨年度の卒業製作における真空成

形機の設計・製作を引き継ぐ。昨年度の成形機では，

カートリッジヒーターを使ってシートを加熱した。

しかし，ヒーター温度のコントロールができないこ

とや均一にシートを加熱できないことから，適切な

成形温度への加熱が困難で，うまく成形できる場合

とできない場合とがあり，成形が安定しなかった。

また，シート保持部や真空ボックスにすき間が生じ，

真空エアの漏れが発生していた。本卒業製作では，

昨年製作した成形機を改良し，安定したシートの加

熱・成形ができる真空成形機の製作に取り組んだ。 

  

2． 加熱部 

  2.1  ヒーターからシートへの伝熱量の推測 

図 1のように，樹脂シート(220mm×110mm)の上方

50㎜の距離に，300℃に保たれたセラミックヒータ

ー(250mm×65mm)２個を温度 20℃の静止空気中に設

置したと仮定する。このとき，シートに伝わる熱は，

対流熱と輻射熱となる。自然対流による対流熱は，

主に上へ流れるため，下にあるシートへ伝わる熱量

として，輻射熱による伝熱量を推測した。 

 

図 1 伝熱モデル 

輻射によるシートへの伝熱量は，式(1)より求め

ることができ，Q1=86.8[W]となる。計算で使用した

仮定条件を表１に示す。 

  表 1 計算の仮定条件 

A1 シート面積 0.0242[m2] 

ε 放射率 0.9 

σ ステファン・ボルツマン係数 5.67×10-8 

T1 ヒーター温度 573[K] 

T2 室温 293[K] 

F12 形態係数 0.7 

  ＝       
４

   
４
    ・・・     

2.2  シートの軟化に必要な伝熱量 

  図 1の樹脂シートをポリプロピレン(PP)厚さ

0.5mm，成形可能温度 160℃と仮定し，シートを

20℃から160℃まで60秒で加熱するために必要な

熱量は，式(2)で求めることができ，Q2=487.9[W]

の熱量が必要となる。ここで，Ｗ，Ｃはシートの

質量と比熱である。  

  ＝
           

 
・・・    

2.1で求めた伝熱量 Q1と 2.2で求めた熱容量 Q2

を比較すると，輻射熱による伝熱では，シートを

160℃まで上げるにはおよそ 5分 30秒かかる。 

 

2.3熱伝導の解析 

  シートに伝わる熱量を増やすため，ヒーター，

及びシートの周りを断熱壁で覆い，ヒーターの周

囲を密封した状態として Solidworksで熱解析を

した。設定条件を表２，解析結果を図２に示す。 

  解析結果より，加熱開始から 50秒程度でシート

全体の温度が 160℃を超えた。周囲を囲った環境

であれば，セラミックヒーター(250mm×65mm)２

個で，成形に必要な熱量を約１分で伝えることが

できる。 

表２ シミュレーションの条件 

ヒーター，シート間距離 50mm 

ヒーター温度 573K (300℃） 

シート温度 293K (20℃) 

周囲温度 293K (20℃) 

 

 
図 2 解析結果 
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 2.4 加熱装置 

厚さ３㎜の断熱材を使用して，ヒーター全体を

囲み，炉のように密封した。ヒーターには，温度

センサが付いており，電力調整器を使って，位相

制御により設定した温度にヒーター表面温度が

保たれる。 

 

3． 真空装置 

 3.1 真空ボックスについて 

図 3に設計したモデルを示す。昨年はシート吸

引部の厚さが薄く，真空圧により変形し空気が漏

れていた。今年は，強度を持たせるため，真空ボ

ックスを上部と下部の 2つに分け，型を乗せる上

部の厚みを増やし，空気の漏れを改善した。 

 

 

図 3 本製作の真空ボックス 

 

 3.2 シート保持部について 

図 4にシート保持部の設計モデルを示す。シー

トを保持するための枠を製作し，枠の上げ下げで，

シートの四辺を全体的に押さえ，空気の漏れを改

善した。また，作業性を良くするため，横型トグ

ルクランプを使用し，素早くクランプ出来るよう

にした。枠と加熱装置とが一体となっており，枠

の上下と一緒に加熱装置も動く。 

 
図 4 シート保持部 

4． 真空成形機 

 完成した成形機を図 5に示す。今回製作した真空

成型機は幅 490×奥行き 280 ×高さ 690mmになって

いる。出力 600W，最高表面温度 500℃のヒーターを

２個使用し，ヒーターの温度を約 250℃に設定する

と，シート全体を成形温度の 120℃まで，2分弱で

加熱できる。成形

範囲は 110×

220mm，加工深度は

30mm以下で，タッ

チパネルと PLCを

使って，成形の一

連の動作が自動的

にできる。加熱し

たシートを 20秒

間吸引することに

よって成形できる。    図 5 真空成形機 

  

5． 評価 

A-PET（t=0.4mm）と PS(t=0.5mm)の成形を行った。 

図 6，7に成形品を示す。シート全体をほぼ均一に加

熱することができ，A-PETはシート温度 115～120℃，

PS はシート温度 120～130℃で成形することが出来

た。シート吸引時の真空エアの漏れが改善され，使

用圧力 0.4Mpaのとき，真空圧力はエジェクタが出せ

る最大圧力に近い-80kPaまで出るようになった。 

 
図 6 PS成形品    図7 A-PET成形品 

 

6. おわりに 

本卒業製作で，真空成形によるものづくりの一端

に触れることが出来た。一つのものを作るというこ

とにも，多くの知識とノウハウが必要だとわかり，

これから社会にでていくにあたり，学ぶことはいつ

までも重要だと改めてわかった。この経験をいかせ

るよう努めていきたい。 
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