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１ はじめに 

エネルギー問題が叫ばれている昨今、中学校では、生徒が思考し判断してエネルギー問題を解

決するためのヒントが得られ、かつ実践的な活動を含んだ題材を開発する必要があると考え、自動

車を授業に用いたいと考えた。そこでは、ガソリンや乾電池をエネルギーとして、人間一人が移動

できる省エネルギーカーを製作し、使用したエネルギーを計測する。さらに、それぞれのエネルギ

ーの消費率を算出し、社会で使用するための条件の基で、どちらのエネルギーが有効かを評価する。

この活動を通して、生徒がこれからの社会において、技術的な視点からエネルギーを評価・活用し、

生活を工夫し創造していこうとする確かな力を身につけることができるような指導の在り方を探

っていきたい。また、製作する省エネルギーカーは、簡素でありながら、実際の生活で使われてい

る車の機構に近づけ、ブラックボックスになっている部分をモデル化した機構を備えながら、安全

性を確保したものにしたい。そのため、高等工業専門学校と協力して、試作車を完成させ、自動車

を効率的に走らせるために必要なエネルギー消費率とその条件を導き、中学校の授業の教材にして

いきたい。 

２ 背景と目的、期待される効果 

２－１ 実施計画に至るまでの背景 

平成 29 年３月に新学習指導要領が公示され、中学校の技術・家庭科技術分野の「エネルギー変

換に関する技術」の学習内容については、中教審答申に向けて進められた技術分野のワーキンググ

ループの中の議論において、その扱いに課題が残っていることが指摘された。つまり、本内容で問

題解決的な学習を進めるために、生徒自ら課題を実感して、実践的・体験的な学習を進めていくの

が困難であるということである。現在多くの学校では、本内容を授業で扱う場合、あらかじめ部品

がセットされた手回し式のラジオやライトなどを組み立てて、実践的・体験的な学習にしているこ

とが多くある。はんだ付けなどを含む、このような組み立て実習は、体験的な学習にはなるが、生

徒の感じる問題を解決するような学習を進めるのは困難である。



 

 

一方で、生徒は 2011 年に起こった大震災、2016 年に起こった熊本地震、2018 年北海道での地震

など実際にリアルタイムでニュースに触れ、電気エネルギーの未来に不安を抱えている。現在は、

生活とエネルギーの在り方をとらえなおす必要に迫られているといってもいい。 

そこで、生徒が机上の学習から脱し、思考し判断しながらエネルギー問題を解決するためのヒン

トが得られ、かつ実践的な活動を含んだ題材を開発する必要があると考え、自身がこれまで取り組

んできた省エネルギーカーを教材として授業へ活用するための研究を進めたい。なお、ここで扱う

省エネルギーカーとは、生徒が一人乗車でき、ガソリンエンジンや電気モータの力で動く手作りの

自動車のことである。 

２－２ 研究の目的と期待される効果 

これまでの自身の研究により、中学校の技術室にもある工具と、ホームセンターなどで購入でき

る資材で省エネルギーカーづくりを行ってきた。（2015 年、2018 年ちゅうでん研究助成 共同研

究者として） 

一方で、製作した省エネルギーカーについては、耐久性が不十分で、エネルギー消費率算出のた

めのデータの再現性が低く、すべての生徒に向けた授業を展開するためには困難さが見えていた。

そこで、高等工業専門学校の支援の基で、安全性を高めた上で、より精度を上げた自動車を作るた

めの研究を進めていきたい。また、エネルギー消費率算出についても、高等工業専門学校の協力を

得て、ガソリンと電気のエネルギーの消費率の換算法などについても研究を進めたい。そのために

は、例えば、ガソリンエンジンの燃料および燃焼系統について見てみると、これまでの自身の研究

では、キャブレター方式を用いてきたが、環境性を高めるためには、キャブレター方式とインジェ

クション方式の評価も必要となるなど、高度な評価については高等工業専門学校の技術的な協力が

必要不可欠となる。なお、電気モータの評価についても同様に考えている。 

以上のことから、本研究により、自動車という生活に欠かせない交通手段に対して、生徒が触れ

たり、操作したりしながら、エネルギーの大きさを実感し、よりよくエネルギーを活用していこう

と興味・関心を深めていくものと考えられる。さらに、これからの社会の要求に応じて、技術的な

視点から、エネルギーを評価し、問題を見いだし課題を追究する中で、工夫し創造する力を働かせ

ながら、自分なりの解決方法をもつ生徒の姿を期待している。 

３ 研究の結果 

３－１ 柳町中学校の目指すクルマ 

自分たちで作るクルマは、街の中を他のクルマと同じように走れるものになればいいと考えた。

そのため、平坦な道だけでなく登り道も下り道も苦にせず走り、止まりたいときにはしっかりと止

まるクルマにして、その上で電力をあまり消費しないエコなクルマを目指した。 

３－２ 柳町中学校のクルマの工夫 

◯ 軽くて丈夫で空気抵抗の少ないクルマの

設計と製作 

  県内の大学や高等専門学校のクルマの形状

を参考にして、軽いけれども丈夫なクルマを

目指して、段ボール紙を使って１／１０の模

型を作った。その中では、模型を作る中で,メ

ンバーの中でも背の高い身長 172cm で 58kg

の人が乗れるような大きさに合わせて設計を

進めた。 



 

 

また、クルマのモノコックには、ホ

ームセンターに売っている輸入され

たコンパネよりも比重の大きい長野

県産材のコンパネを使うことにした。

両刃のこぎりで材を切断して、木工用

ボンドで接合した後に、木ねじにより

締め付けて製作した。 

さらに、空気抵抗をよくするため

に、ボディカウルをプラスティック段

ボールで作った。これにより車体重量

35kg のクルマができあがった。 

◯ 動力の伝達 

  作ったクルマは、定格 48v のモータ

が 14 インチの後輪を動かす仕組みで

す。登り坂で止まってしまわないよう

に、モータ側のスプロケットは小さ

く、車輪側は大きくしていけばよいと

考えた。モータの軸が 10mm だったの

で、売っている中でここに付けられる

もっとも小さい 12 歯のスプロケット

を後輪には 90 歯のスプロケットを取

り付けた。これだけでは登れるかどう

か不安があったため、自転車の内装ギ

アを使ってギアチェンジできるよう

な機構を用いた。 

◯ 電池ボックスの工夫 

  乾電池を 40 本使用して行われている競技を参考にして、自分たちが作るクルマの電源を乾

電池にしました。そこで、乾電池 20 本を直列につないだ電池ボックスを 2 つ作ることにした。

直径 16mm 長さ 1000mm の塩ビのパイプに単 3 乾電池を 20 本入れるようなものを作った。 

◯ 効率のよい走り方を追究する電源電圧の切り替え回路 

  より力の必要な登り坂では２つの電池ボックスを並列に、スピードを上げたいときには２つ

の電池ボックスを直列にして電池 40 本にするための回路を組み、ドライバーが運転席で切り

替えできるようにした。 

３－３ 走行試験から得た結果 

◯ 一般道路を想定した試験走行 

2019 年８月三重県鈴鹿サーキットで開催された Ene-1Challenge に、製作した EV エコカーで

参加しました。鈴鹿サーキットは、勾配のきつい登り坂と下り坂などアップダウンの繰り返し

の後、左右に曲がるコーナーがいくつかある 1 周約 5.8km のコースが使用された。競技会では

このコースを 3 周したが、消費した電力はそれぞれ、1 周目 23.0wh、2 周目 25.0wh、3 周目

26.0whと合計 74.0whとなった。また、1周の平均タイムは約 24分と、平均時速にすると 14.5km/h



 

 

程度であった。ここでの平均電力消費率は 235.1m/wh となり、これは、ドライヤーを 3.6 秒使

う電力で、235m 走れる計算であった。 

◯ 平坦路の試験走行 

  2019 年 9 月には長野市で、平坦路での電力消費率を測った。1 周 600m のコースを 30 分で

10 周して平均時速 12km/h の中で、電力の消費率を算出した。3 回計測して、それぞれ 1 回目

19.5wh、2 回目 26.0kwh、3 回目 20.5wh となった。これは、平均で 287.6m/wh となり、ドライ

ヤーを 3.6 秒使う電力で、288m 走れる計算であった。 

◯ 試験走行を行ってみて 

乾電池は１本だと小さな電力だが、今回は

1 本定格 1.2v の充電池を 40 本使用した。こ

の電池を直列に接続すると充電直後は 52Ｖ

になった。登り下りの激しいコースの場合

は、強いエネルギーを一定時間得られればよ

いと考えて 20 本を並列にした。一方、平坦

路や下りでは、最高速度を得るためにモータ

の回転数を上げていくように高い電圧が必

要になることが分かった。まだまだ、車体の

性能を上げていくと走行抵抗を減らしても

っと消費電力の少ないクルマが作れると考

える。 

 

４ まとめ 

今回の研究により、安定して走行できる車両への見通しをもつことができたが、試験車両の改

良は必要である。今後、走行試験を繰り返し、その後、問題点を出し合い、どのように車両を改

良するかを議論し、修正していきたい。また、乾電池のエネルギー消費率の算出はできたが、次

年度は、ガソリンエンジンの検証を進め、グループで、効率よく走行できる条件を導き、それを

基にしてガソリンの消費と電気エネルギーの消費を換算できるためのエネルギー消費率の換算

により算出して求めていきたい。さらに目指したいのは、未来の自動車とエネルギー問題と算出

したエネルギー消費率により、未来の長野市の交通事情をシミュレーションしエネルギーを最適

化するためのディスカッションを行いたい。このことにより、より生徒がエネルギー問題に対し

て自分ごととして捉えることができるようになると考える。 
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以上 

一般道路を想定 

（１周約 5.8km） 

平坦路 

（1周 600m×10周） 

１週目消 費 電 力 23.0wh １回目消費電力 19.5wh 

２週目消 費 電 力 25.0wh ２回目消費電力 26.0wh 

３週目消 費 電 力 26.0wh ３回目消費電力 20.5wh 

合計消費電力 74.0wh 合計消費電力 66.0wh 

平均タイム 24分/周  

平均時速 
14.5km/h 

平 均 時

速 
12km/h 

平均電力消費

率 

235.1m/wh 平均電力消

費率 
287.6m/wh 

試験走行比較 DATA 


