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コマの製作 
広島県立技術短期大学校

                               生産技術科 土屋 奏 藤川 朔汰朗                          

1. はじめに 

毎年日本各地で日本製造業コマ対戦が開催され

ており，企業や学校ともに当校も参加している。今

回は二種類のコマを製作した。 

一つ目は昨年度製作した変形コマを改良し，量

産を目標としたコマ，もう一方は羽根が開き，さら

にその羽根が伸びて開く二段階の開きコマである。

開きコマを作ることは容易ではないが，少しずつだ

が様々な企業が製作し出場してきている。 

最近の大会では，土俵（図 1）の端で止まり回転

するコマ（通称止まりコマ）が目立ってきている。

つまり，いかに止まりコマに当てられるかが勝負に

なってくる。そこで，回転直径が長く，重量のある

コマを作ることとした。 

 

図 1.土俵（直径 250ｍｍ，すり鉢状 R700ｍｍ） 

 

2.仕様  

・高さ 60ｍｍ直径 20ｍｍ以下 

・材質，形状，重量は自由 

・投げる前と回り終わった時，直径 20ｍｍ高さ 60

ｍｍ以下で同じ形状なら回転中に変形しても問

題ない 

・接地する点は一点のみ 

 

3.設計 

・コマを設計するにあたって，機械的かつ加工，組

み立てが容易な設計を心掛けた。 

・極力 NC工作機械で出来る形とすること。 

・効率的な加工手順を踏むこと。 

・ねじやピンなどを用いて機械的になること。 

・部品数で低減すること。 

 

4.機構の選定 

過去の開きコマを参考に二種類のコマの機構を

検討した。 

①量産型コマ 

バネを羽根のピンと回転部の穴に引っ掛け羽根

を復帰する仕組みである。 

 

② 二段階開きコマ 

羽根の中にフレームが入っており，それをガイ

ドにし二段階開くことが出来る。 

バネは本体から羽根の先端に一つ付いており，

伸びる，縮める，閉じるの動きが出来る。 

 

5.加工 

主に NC 工作機械（ワイヤカット，マシニングセ

ンタ，NC旋盤）などを用いて製作を行った。 

回転部の穴，羽根の穴あけに精度を必要とし加

工手順や部品の設計変更，作り直しを繰り返した。 

特に，一つ一つの部品が小さくすべて同じ重量

にしなければならない。さらに，加工する際に変形

R 
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してしまうので，同じ形に削ることに正確かつ精密

さを求められた。 

 

6.組み立て 

回転時に軸がぶれないか，直径 20ｍｍ以下にな

っているか，羽根の位置が設計どおりになっている

かの確認を行い，機構がスムーズに動くように調整

を行った。 

 

図 2 直径 20ｍｍ以下になっていない失敗したコマ 

 

7.実験 

実際に製作したコマを回し，正しく回るか実験

を行った。一定より羽根が開かなかったり，元の形

状に戻らなかったり多くの問題が発生した。 

 

図 3 想定したところまでは開いていないコマ 

 

8.評価 

量産開きゴマは，ばねを使い羽根を復帰するこ

とができ，目標の大きさまで羽根広げることができ

た。 

しかし，量産体制を整えることができず，量産の目

標は，達成することはできなかった。  

 二段階開きゴマは，設計したとおりの大きさに開

くことができた。また回転終了時の羽根の格納も行

われている。しかし，回すのが難しいことや，ばね

が強く回転中に羽根が閉まっていきバランスが悪く

なったりすることが課題として挙げられる。 

 

 

図 4 完成した二段階開きゴマ 

 

9.コマ製作にあたって気付かされたこと 

・設計では，3次元 CAD を使用した。その為，比較

的容易に設計をすることができた。しかし，製

作する際，実際の物の小ささに戸惑い，予定し

ていた加工方法ができず工程変更することで時

間がかかった。 

・部品が柔らかいので，フライス盤やボール盤など

の機械に取り付ける際，簡単に曲がったり，変

形したりしてしまった。 

・実際に加工する際，部品が小さく，複雑な形状        

をしている為，予定していなかった材料，固定

する治具が必要になった。 

・部品ごとに最適な加工方法を見つけるのに加工  

時間が長くかかってしまい大きく時間のロスを

してしまった。 

・設計変更が発生してしまうので早めに加工を行う

ことが大切であった。 

・ミスをしてしまうと物が破壊，変形してしまう  

為，失敗することを想定して多くの予備部品を

作っておくべきだった。 

 

10.終わりに 

今回の開きゴマの製作にあたり，加工工程の大

切さを深く考えさせられた。 

自分達だけで設計，加工方法などを考え実際に

加工し製品を作る難しさ，達成感を感じた。 

今回のことでこの２年間で学んだことを再確認

し，さらに知らない知識を得ることができたので，

今回の卒業製作で経験した自分で考える能力を生か

して就職先でも役立てていきたい。 
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倒立振子によるライントレースカーの製作 
広島県立技術短期大学校

                              制御技術科 神野 匠 栗栖 悠弥 

                                

1． はじめに 

現在，家電や携帯電話をはじめ身の回りの製品に

は多くの組み込み技術が使われている。組込みシス

テムは生活になくてはならない技術であり，その組

み込み技術を学ぶ第一歩として ETロボコンという

大会がある。 

本卒業製作では ET ロボコンのデベロッパー部門

プライマリークラス（以下，DP）への参加を視野に

入れ，その準備として環境の構築をし，走行体への

プログラミングを実施することとした。 

 

2． ETロボコン DP 

走行体（ロボット，ハードウェア）はワンメイク

（市販キットを使った規定のもの），バッテリーも同

じものを使い，ソフトウェアの違いだけによる競技

で，指定されたコースと難所を，走行体が速く正確

に走行するシステムを開発する必要がある。〔1〕 

2018 年に実施された大会のコースを図１に示す。

難所はシーソー，ルックアップゲート，ガレージの

3つがあり図 2に示す。 

 

図 1 2018年大会のコース 

 

図 2 難所 

3． 走行体 

教育版レゴ マインドストーム EV3及び LEGOブロ

ックを利用して組み立てたものを使用する。走行体

には各種センサとモータが備えられている。図 3に

走行体の構成を示す。 

  

  

 

図 3 走行体の構成 

 

4． 開発環境 

EV3のプログラミングは，表 1の開発環境で行っ

た。 

表 1 開発環境 

パソコンの OS Windows7 

CLI環境，コンパイル支援 Cygwin 

コンパイラ GCC ARM 

実行ファイル作成ツール U-Boot mkimage 

EV3用開発プラットフォーム TOPPERS/HRP2（EV3RT） 

テキストエディタ TeraPad 

ターミナルエミュレータ TeraTerm 

 

5． 制御プログラム 

基本走行となる倒立振子によるライントレース

プログラム，難所を攻略するプログラムが必要とな

る。 

 

5.1 倒立振子によるライントレース 

倒立振子については競技規約により，提供された

「倒立振子ライブラリ」を使用するとあることから，

そのまま利用することで可能となった。ライントレ

ースについては ON/OFF 制御だと目標値付近でハン

チングを起こしてしまい，操作量（旋回量）が一定

にならず無駄な走行距離が生じ，コースはクリアで

きるもののタイムが遅いという問題がでた。PID 制

シーソー ルックアップゲート ガレージ 

ジャイロセンサ タッチセンサ 

EV3ブロック 

カラーセンサ 

尻尾モータ 

左車輪モータ 右車輪モータ 
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御を取り入れることにより，適切な操作量を算出す

ることで滑らかなライントレースを実現するととも

にタイムも短縮することができた。ライントレース

の PID制御を次式（1）に示す。 

操作量              
  

  
  （ ） 

 

5.2 ルックアップゲート 

難所のルックアップゲートは超音波センサがゲ

ートを検知した後，倒立振子のプログラムの解除を

するが，その前に解除しても倒れないように尻尾モ

ータを動かして，走行体が傾いても転倒しない，か

つゲートを通過できる角度に尻尾を固定した。ゲー

ト通過に関してはその状態で前進することで通過す

ることが可能となった。より高得点を狙うため通過

後にそのまま後進させゲートを通過前の位置に再度

戻し，さらに前進してゲートを通過させるというこ

ともできた。 

 

図 4 ルックアップゲート通過の様子 

 

6． ライントレースの安定度の向上 

 ライントレース時に外乱の影響により，カラーセ

ンサで取得している輝度値が大幅に変動することが

あり，それが走行に影響を及ぼしているため，対策

をすることにした。 

 

 6.1 移動平均法 

外乱の影響による単発データの急激な変動によ

る走行体の挙動を抑えるため，カラーセンサで取得

している輝度値を平均化処理することで，特異な単

発データの影響を少なくすることが見込めるのでは

ないかということで導入を試みた。 

 

6-2 バッファ数の選定 

移動平均法を取り入れるにあたり，カラーセンサ

で取得した値を過去何回分使用するかというバッフ

ァ数を実験により検証した。実験は Bluetoothによ

る通信を使い，走行体が走行中の平均化した輝度値

をパソコンに随時転送し，あとでその数値をグラフ

化することで安定度の判定を実施した。実験して得

たグラフを図 5に示す。 

 
図 5 直線におけるバッファ数の実験結果 

 

グラフからスタート直後はバッファ数に関係な

く目標値から離れていくが，時間が経過していくと

あきらかにバッファ 5が目標値に向かい収束してい

くことが見て取れる。実際に走行をしている状態を

見てもバッファ 5が一番安定していたので，バッフ

ァの数を 5個として移動平均法を採用することにし

た。 

 

7． 評価 

進捗が遅かったため難所であるシーソーとガレ

ージ，そして難所の前に成功させなければいけない

灰色検知にも手をつけられなかった。その理由とし

て，ひとつのことに時間をかけすぎた，また知識が

足りなかったことが原因である。 

反省として，集めた情報をしっかりと理解するこ

とや，日頃の授業で学んだことを完璧に習得できて

いればプログラミングもはやくでき，シーソーやガ

レージのプログラムも完成できたのではないかと推

測する。 

 

8． おわりに 

全体を通して，難所のシーソーとガレージを成功

させることができなったのは自分たちの実力不足が

原因である。しかし，ルックアップゲートを成功さ

せた時の達成感を実感することができた。 

参考文献 

〔1〕ETロボコン 2018公式サイト 

https://www.etrobo.jp/2018/ 

https://www.etrobo.jp/2018/
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指南車の製作 
 

広島県立技術短期大学校

生産技術科 天野 孝則 西本 飛翔 宮本 大嵩  

 

1． はじめに 

指南車とは，車体をいかなる方角に向きを変えても，

上に乗っている指針が，最初に指し示した向き（任意

の方向）を指し続けるものである。中国の古い史書に指

南車について書いてあり，戦で，敵の陣地の方角が分

からなくなった時，方角を知るために指南車を使用した

と記述されている。この指南車は“歯車によるからくり”

であったことが分かっている。現代の自動車に広く利用

されている差動歯車装置は，この指南車で使用されて

いる歯車列の一部が利用されている。 

本卒業製作では，２年間で学んだ知識を生かし，こ

の指南車の製作に取り組んだ。 

 

2． 仕様設定 

製作する指南車の仕様を表 1に示す。 

表 1 指南車の仕様 

今回私たちは指南車の製作をするにあたって，次の

３つを目標にして取り組んだ。 

１つ目は，指南車の指針の精度が 1 周あたり±３度

以下にすること。 

２つ目は指南車を現代風にアレンジしたデザインに

すること。 

３つ目は中の機構が見える構造にすること。 

 

3.設計 

 製作した指南車はギア比を１：１とすることで車輪直

径=車輪間距離とし，車輪間スペースに差動歯車を設

け，２つの運動（左右の車輪）の和や差を検出して，１

つの運動（指針）にして出力する歯車列とし，平歯車と

傘歯車で構成した。 

 

図 1 指南車の歯車と軸の断面図 

常に任意の方向を指し続けることを証明した計算式を

下記に示す。 

車輪直径（D）=車輪間距離（L）なので 

車輪の円周=πL・・・（１） 

車輪間距離（L）は車輪半径（R）の２倍となる。 

L=2R・・・（２） 

２つの入力軸（X，Y）の回転角度と１つの出力軸（Z）

の回転角度があり，出力軸の回転角度は入力軸の半

分である。 

Z=（X+Y）/2・・・（３） 

指南車を両車輪が１回転するまで直進させた場合，

図１の赤い点から見てXは時計回りに，Yは反時計回り

に回転するので指針は回転しない。 

Z=（360°-360°）/2=0°・・・（４） 

右の車輪（X）を固定し，左の車輪（Y）を前に回転さ

せた場合（図２），左の車輪が通る円の円周は 2πL と

なる。 

指南車を時計回りに 180 度旋回させた場合，車輪は１

回転し，指針が反時計回りに 180度回転する。 

Z=（0°+360°）/2=180°・・・（５） 

旋回半径が大きくなった場合（図３），右の車輪（X）

が通る円の直径を 2Sとすると円周は 2πSとなる。左の

車輪（Y）が通る円の円周は2π(L+S)となる。２つの進ん

だ距離の差は 

 2π(L+S)/2  –  2πS/2  =2πR =πL・・・（５） 

全体サイズ（縦×横×奥行）[mm] 326×204×415 

重量 [kg] 4.2 

ギア比 １：１ 

車輪直径 [mm] 142 

車輪間距離 [mm] 142 

入力軸X 入力軸Y 

赤：平歯車 

青：傘歯車 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%AE%E5%8B%95%E6%AD%AF%E8%BB%8A
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となり，出力軸（Z）は反時計回りに 180°回転する。 

（１）～（５）の式から指南車は任意方向を指し続ける。 

 

 

 

 

 

 

図２ 式（４）の図         図３ 式（５）の図 

コアとなる差動歯車では，図４のように差動歯車まで

回転を伝えた場合，二つの車輪の回転の差ができるよ

うに出力軸（Z）と伝達軸で分割した。さらに歯車Ａと出

力軸（Z）が別の動きをするようにパイプを設け２層構造

とした。 

図４ 差動歯車部 

車輪では，回転している事がわかるように車のホイ

ールに似たデザインとし，４枚の板で構成した。走行時，

車輪が空回りしてしまうと指針の方向が狂ってしまう為，

地面と接触する部分には，O リングを取付ける構造とし

た。 

ボディ背面では，中の機構が見える様にワイヤー放

電加工機で切り抜き，軽量化も図った。 

ボディ側面では，立体的に見える幾何学模様とする

ことで，錯覚させ見ていて飽きのこないデザインとし

た。 

指針では，風見鶏から着想を得て，鶏の形を採用し

た。さらに立体感を出すため，複数枚に分けてそれら

を組み合わせる構造とした。（写真１，写真 2） 

 

 

 

 

 

  

   写真１ 指針部品     写真２ 指針組立後 

4.組立 

組み立ての際は車輪間距離=車輪直径になること，

歯車をしっかり噛み合わせることを意識した。そうしな

いと指南車を動かしたときに指針が任意の方向を指し

続けることができないためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 製作した指南車 

5.評価 

今回製作した指南車の評価基準を一定の方向を正

確に指し続けることにした。評価方法は，ある一点を中

心点とした直径150mmの円上を走行させる方法を採用

し，指し示した指針のズレ角度を測定した。 

その評価結果を表２に示す。 

表２ 評価結果 

動作もスムーズで，車体をいかなる方角に向きを変

えても，上に乗っている指針が止まっているかのように，

最初に指し示した向き（任意の方向）を指し続けること

が確認できた。 

表２の評価結果から目標の指針精度が１周あたり 

±３度以下になっていることを確認し，満足いく結果と

なった。 

 

6.おわりに 

本卒業製作を通して，ものづくりの仕様設定，構想

設計がどれほど大切であるか実感できた。また，メンバ

ー間の情報共有を密に行うことの大切さを学びました。

この経験を生かし就職してからも役立てたい。 

周  ズレ角度（°） 

１周目～２周目 2.06 

２周目～３周目 2.06 

３周目～４周目 2.16 

４周目～５周目 1.69 

５周目～６周目 1.33 

平均 1.86 
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からくり人形の製作 
広島県立技術短期大学校                                                   

生産技術科 池森 悠弥 板垣 圭宏 大森 樹 

 

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

味を持ってもらい,幅広い年齢層の方々が楽しめて,

また印象に強く残るようなものを作ろうと考えた結

果,からくり人形の製作に取り組んだ。 

 

2. からくり人形の概要 

からくり人形とは,電気的なものを使用せずに動

かす自動玩具のひとつであり,江戸時代の頃には既

に作られていた。 

今回はからくり人形の中でも手に載っているおぼ

んの上に茶碗を載せることで動き出す,茶運び人形

を製作した。 

 

図１ からくり人形（モデル） 

3. 仕様 

見た目にも構造がわかるよう寸法を 2倍に設計し

直した。そのため,ぜんまいでは動力が足りなくなり,

モーターで駆動するよう設計した。また,音センサー

スイッチを導入し,手を叩くと起動し始めるように

した。方向転換のタイミング調整ができるよう補助

輪に一定時間ブレーキをかけ,車体の回転を調整す

るブレーキシステムの開発を試みた。 

4. 設計・製作工程 

4.1からくり人形の観察 

からくり人形にどのような機構が使われているか,

簡易的なからくり人形の模型を購入し組み立て,全

体の動きや機構等を観察した。 

 

4.2部品図の作成・設計 

人形を解体し,部品を原寸大で書き写した図を元

にＣＡＴＩＡで作図,３Ｄモデルを作成した。また,

図 2に示すようにモーターや音センサースイッチが

設置できるよう,空間を確保し,干渉がないか確認を

行った。 

 

 

図２ ＣＡＤモデル（実物モデル） 

4.3部品製作 

強度が必要な部品の加工については,レーザー加

工機やワイヤーカット放電加工機を用い,強度が低

くてもよい部品は３Ｄプリンターを使用した。 

駆動部に使用する軸は普通旋盤で製作し,購入し

た部品で加工が必要なものは,マシニングセンタを

使用し,ピンで固定できるよう穴加工を施した。 

 

4.4組み立て・調整 

図 3に示すように部品を３Ｄモデルのとおりに組

み立て,ねじが緩まないようワッシャで固定した。干

渉を防ぐため,長穴を用いて組立調整を行った。 
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図３ 部品の組み立て 

 

5. 製作の上での課題 

5.1動力の伝達 

 設計段階ではモーターの力をベルトとプーリーで

伝達するよう設計していたが,動作テストにてベル

トの張力が足りず,小さいプーリーからは大きなプ

ーリーを動かすことが困難なことが判明した。また,

紐での拘束が多く,設計した機構が機能していなか

った。 

対策 

ベルト伝達から歯車伝達に変更した。紐の拘束を

少なくし,機構をシンプルにした。 

改善後 

力の伝達が改善され,機構が正常に動作するよう

になった。 

5.2動作中のガタつきについて 

 動作中にガタつきが発生し,駆動部の軸が傾いて

ベルトの張りが弱くなり,動力伝達が悪くなった。 

対策 

補助輪の大きさが異なっていたので検査した結果,

３Ｄプリンターで製作した部品は設定値より実測値

が増加することが判明し,傾きやガタつきの原因に

なっていたので,約 0.3ｍｍ補正を行い製作した。 

改善後 

軸の傾きがなくなり,ベルトのはりが安定した。動

作中のガタつきが無くなった。 

 

5.3ブレーキシステムの開発について 

 ブレーキシステムの開発については，ひとつずつ

機構を設計する開発体制をとっていたのでスペース

を確保できず設計が難航した。 

対策 

 ねじを使わない固定方法で部品を固定し,スペー

スを確保した。 

改善後 

スペースが確保でき,ブレーキシステムを開発す

ることができた。 

 

6. 評価 

機構を見やすくするため模型のサイズを２倍にし

た際，強度計算やパーツの配置などをあまり深く考

えなかった部分があり,組立時に不具合が生じるこ

とがあった。部品製作の前に起こりうる不具合を発

見できていれば製作がスムーズに行えたと考えられ

る。考えた機構が動かず何度も作り直し,設計の考え

直しが発生した。製作する上で多くの困難があった

が,実際に駆動したときの感動は大きかった。 

 

7. おわりに 

今回の総合実習では,からくり人形の製作に携わ

ることができ,製作の中で,チームでの仕事の仕方を

理解し,ものづくりの楽しさをあらためて感じるこ

とができた。これからも今回の経験を活かしていき,

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 対比図 

参考文献 

・江戸からくり 巻 1 茶運び人形 復元  (著 原 克文) 

・大人の科学製品版 学研                (著 末松 良一) 

・ピタゴラ装置はこうして生まれる     (著 佐藤 雅彦) 



- 9 - 

 

電気自動車の製作 
広島県立技術短期大学校

                              制御技術科 枋迫  優希   竹屋 寧々  

間賀田 好光 重村 祐成 

                    

1． はじめに 

近年では，化石燃料における地球温暖化対策の 1

つとして，電気自動車(EV)が注目されている。 

環境問題への取組みとして，2015 年より経済産

業省が EV 普及促進への取組みを強化した。その影

響で EV量産を始めたメーカーが増え年々EV市場が

拡大している。 

現在では，環境対応型次世代自動車の一つであ

る EV の技術を競うイベントが全国で開催されてい

る。そこで，卒業制作のテーマとして鈴鹿サーキッ

トで開催される Ene-1GP SUZUKA に出場ができる電

気自動車の製作に取り組んだ。 

 

2． Ene－1GP SUZUKAについて 

2-1. 概要 

Ene-1GP とは，充電式単三電池 40 本を動力源と

した次世代エネルギーカーイベントである。競技内

容は，鈴鹿サーキット(1 周 5.807km)のタイムアタ

ックを 3回行い，その合計タイムを競う。速いタイ

ムを記録し，高低差が約 40mもある鈴鹿サーキット

を走り切るエネルギーマネジメントが求められる。 

2-2. 車両規定  

図 1 に規定の車両サイズを示す。車両サイズは，

全高・全長・全幅等が規定されており，その他に 3

輪以上，ドライバー重量 55kg 以上（装備品を含む）

等という制限が設けられている。 

図 1 車体サイズ規定 

 

3． シャーシ 

シャーシには，軽量で安価な構造用合板を用い，

モノコック構造とした。車両重心をなるべく低く，

最低地上高を 50㎜として設計した。 

1820×910×12 ㎜の構造用合板をレーザ加工機で

各形状に加工し，接合部に凹凸を設け接着，弱い箇

所には補強材を入れることで，車両の剛性を高めて

いる。さらに軽量化のため，可能な限り肉抜きを行

い，シャーシ重量は 17㎏となった。 

 

4． 電気系統・減速機構 

鈴鹿サーキットには，最大勾配 7.8%のダンロッ

プコーナーがあり，この坂道を規定の電流値以下で

上らなければならず，モータや減速機構の選定，電

池の組合せが大変重要となる。 

今回は，トルクと速度が両立できるように，こ

の車両に使用するモータには 3直 2並に巻いたブラ

シレスモータを採用し，電池の組合せは，①24V×

2セットとした。②直流 24Vの電圧でブラシレスモ

ータを回すため，モータドライバで疑似三相交流を

作り，モータを駆動させている。③減速機構には，

できるだけ大きなトルクが得られるように歯数

16：75(減速比 4.68)の 2 枚のスプロケットを選定

した。さらに，11 段変速の内装ハブを使い，最大

減速比 8.83と大きくした。これにより減速比 2.18

〜8.83 の範囲で変速ができるため，平地では速度，

坂道ではトルクと，コース状況に合わせて走行でき

るようにした。 

 

5． ボディ 

図 2 に設計したボディの 3D モデルを示す。ボデ

ィの材料には，安価で軽量なカネライトフォーム

（建材発砲スチロール）を選んだ。前方の形状を丸

く曲面にして，空気抵抗の軽減かつ作りやすさを考

えて設計した。 
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図 2 ボディの 3Dモデル 

2000×1000 ㎜カネライトフォームをレーザ加工

機で，ボディ断面の形に加工し，積層して大まかな

ボディ形状を作製した。その後やすりで曲面の形を

作り出した。強度不足を補うため，表面にエポキシ

樹脂（硬化剤）を塗り重ね開口部のアーチ状の細く

折れやすい箇所には，表裏にポリクロス（樹脂繊維

の布）を貼り，強度を高めた。最後に，水性塗料で

塗装行い，開口部には，耐久性のある PETシートを

貼り付けた。ボディの素材にカネライトフォームを

使用することにより，１ヶ月程度の短期間でボディ

を完成することができた。 

 

6． 完成品の概要 

製作した電気自動車のサイズを表１に，車両を

図 3に示す。 

表１ 車両サイズ 

図 3 完成車両の写真 

 

7． レース戦略 

図４に今回使用したブラシレスモータの特性図

を示す。電流値 6A前後が最も効率がよく，その時

のモータ回転数約 1,600min-1となり，体重 60kgの

人を乗せて７速で走行すると時速 30㎞で走れる計

算となる。 

そこで，電池 40 本の容量は約 4000mAh あり，4A

電流を 60分間流せる容量である。効率の良い 6A付

近を保って走行すると，約 40 分間使用できること

になる。コース 1周は 5.807㎞あり時速 30㎞で走

行するとラップタイムは 12 分となる。コース 3 周

分のタイムを合計すると 36 分となり，6000mA*12

分*3周/60分=3600mAh になり，効率の良い 6A付近

で走行すると電池 40 本で鈴鹿のコースを 3 周でき

る計算となる。 

図 4 モータ特性図 

 

8． 評価 

沼田自動車学校の 2 輪用教習コースを使用して

試験走行を行った。コース内を周回走行し，７速の

速度が約 28 ㎞となり，ほぼ設計通りであることを

確認できた。また，コーナーリング性能，運転視界

の良さ，車両の剛性に問題のないことが確認できた。   

しかし，電池消費量は平地 5㎞の走行で 1200mAh

を消費し，勾配のあるコースを 3周するのに少し不

安と成果となった。今後の課題として，競技コース

を想定した試走を行い，モータの効率アップや機会

損失減等の改善が求められる。 

さらに実際のレースでは，ドライバー重量やコ

ースの状況，走行距離等に応じてモータの巻き方仕

様・減速比を変えたりする上，電池残量によっては，

走り方を変えたりとエネルギーマネジメントの要素

のことも多く，何度も試験走行を繰り返すことで，

詳細なデータを得る必要がある。 

 

9． おわりに 

今回の製作は，電気自動車製作の知識のない中

から始まり。半年という短い期間の中で，完成の目

処も立てられず製作に取り組んでいたが，3 か月後

には人を乗せて走行できるようになった。3 月には

試験走行を行え，そこで試行錯誤し製作した電気自

動車が，ほぼ想定通りの速度で走った際には，達成

感を得られた。 

そこでぜひとも，企業，学校 100 チーム近くが

参加する Ene-1 GP に出場し。製作した電気自動車

を鈴鹿サーキットで走らせたい。 

重量 36.4㎏ 全幅 600㎜ 

全長 515㎜ トレッド 500㎜ 

全高 2316㎜ ホイルベース 1330㎜ 
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RCスターリングエンジンカーの製作 
 

広島県立技術短期大学校 

生産技術科 深井 賢一 小林 博樹 鈴木 壮太郎 

 

1.はじめに 

現在，世界には様々な種類の動力源がある。その

中の一つであるスターリングエンジンは，騒音が少

なく有害な気体を排出せず，熱源があれば稼動する

エンジンとして現在注目されている熱機関である。

今回はこのエンジンをラジコンに搭載し，動かすこ

とを目標とした。 

 

2.スターリングエンジンの動作原理 

 空気は加熱すると膨張し，冷却すると収縮する。

これを密閉された高温側のシリンダと低温側のシリ

ンダ内で行うことで，それぞれのピストンが往復運

動し，連結されたコンロッドとクランクシャフトを

介して回転運動に変換される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ スターリングエンジンの動作原理 

 

今回製作したエンジンは高温側と低温側のシリン

ダが分かれているα型と呼ばれる形式とした。シリ

ンダの配置はクランクケースが中心となるL字型と

した。 

 

 

3.スターリングエンジンの仕様 

全体サイズ(縦×横×高さ) 154×121×197(mm) 

エンジン形式 α型 

気体 空気 

ストローク 16mm 

シリンダ径 18.9mm 

行程容積比 1 

行程容積 4.489cm3 

クランク位相角 90度 

加熱形式 ガスバーナー 

冷却形式 自然冷却(空冷) 

フライホイール回転数 1382rpm 

軸出力 2W 

図２ エンジン計算値表 

 

4.設計 

ラジコンやエンジンの寸法を元に設計を行い，

3DCAD(SOLIDWORKS)でギヤボックスなどのモ

デルを作成した。できるだけラジコンの純正部品を

活かして取り付けるため，基本的にスロットルやス

テアリングなどのサーボ機構等には手をつけず，エ

ンジンの配置や動力を伝えるギヤ等の取り回しに専

念した。回転を伝達するのに重要なクラッチまわり

の機構は，他の企業等のスターリングエンジンラジ

コンの製作例を参考にし，今回のラジコンのサーボ

に対応するように設計を変更した。 

また，重量をできるだけ抑えるため部品のほとん

どをアルミニウム合金で製作した。 

ギヤ軸など細長いものは真鍮で，板厚は薄いが剛

性の必要な所はステンレス鋼にしている。強度に関

係のない所には軽量化を計り，肉抜き穴を設けた。 
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図３ ギヤボックス 

 

5.加工 

 3Dモデルから 2D図面を作成し，汎用旋盤，汎用

フライス盤，レーザー加工機を使って加工を行った。

中でも精度が必要な部品の穴あけや，工具径の関係

で穴を広げる必要のあるものはマシニングセンタを

使って加工を行った。 

 

6.組み立て 

 エンジンの組み立ては，ねじの締め付け強さや各

部の汚れが摩擦の原因となるので，性能に影響しな

いよう細心の注意を払って組み立てた。ガスケット

を組み込むことで気密性の向上を図るなど調整を行

いながら組み立てた。 

 エンジンからの動力を伝える方法として，当初，

タイミングベルトを想定した。 

 

7.実験 

○稼動実験 

(1)タイミングベルトを使用した状態でのエ 

ンジンの始動が確認できず。 

    対策としてタイミングベルトを汎用ゴ 

ムベルトに変更しエンジンの稼動を確認 

した。 

 

(2)エンジン稼動後にしばらくするとピストン

が溶けて変形し，エンジンが停止する症状が

発生した。 

    対策としてガスバーナーの火を当てる方向

を加熱ヘッドの横向から上方に変更。また，

ヘッドの温度を計測しながらガラス製ピス

トンの溶融温度に達しないよう注意した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 変形したピストン 

 

 ○走行実験 

  (1)加熱部温度 650℃回転数 1500rpm 

   を確認しクラッチを接続，動力を伝達し 

たが数メートルでエンジン停止。 

    対策として車体の軽量化を図り，部品 

の材質を変更・稼動を確認。 

   その結果，微速ながら走行可能なこと 

を確認した。 

 

8.評価・課題 

設計・加工は予定通りスムーズに進めることがで

きた。しかし，部品の製作が完了した後に調整・変

更が起き手戻りが多くあった。 

実験においてはガスバーナーによる加熱でエンジ

ンの円滑な稼動を確認でき，計算上の回転数よりも

高い数値を計測できた。部品の精度や調整によるも

のだと考えられる。また，走行実験では，走行可能

であること，微速ながら走行を維持できたことで目

標は達成できたと考える。しかし，走行速度を上げ

るために軽量化やギヤ比の変更などこれからの課題

もはっきりした。 

 

9.終わりに 

 設計して感じたことは，寸法データがないものに

新たに設計した部品を組み合わせることは非常に難

しいということだった。特に部品を搭載する面が平

らな金属ではなく，凹凸のあるプラスチックの上だ

ったので，固定方法や取り付け位置を決定するのに

苦労した。また，実際に部品を製作する人間と十分

に相談して形状を決定することの重要性を感じた。

手戻りが発生すると納期などにも影響を及ぼすので，

早めの段階で摺り合わせが必要だと思った。 

 実際の仕事の流れを感じながらメンバーと協力し

て目標を達成することができた。この経験を社会に

出て活かしていきたいと考える。 
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