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1．はじめに 
今回は横浜国立大学大学院 工学府 システム統合工学専攻 

機械システム工学コース 佐藤研究室で行っているフォーミ

ュラ EV を取材させて頂きました．佐藤研究室では各種アク

チュエータの開発とその制御に関する研究をしています．   

研究内容は電子・機械制御や電子・油圧制御に関する機器の

開発，モータ等の電磁力応用機械や，磁界の変化に対して伸

縮する超磁歪素子を用いたモーションコントロールなど，メ

カトロニクス，動力の伝達・変換制御を中心とした内容です．  
 

2．電気自動車について 
地球規模の問題として自然環境，化石燃料枯渇の問題があ

ります．自動車会社は動力である内燃機関を見直し，低公害

な動力源としてモータを挙げ，電気自動車（Electric Vehicle 
以下，EV）の開発に力を注いでいます．EV の歴史はガソリ

ン自動車よりも古く，1873 年に走らせたのが第 1 号であると

言われています．しかし，初期の EV はバッテリの充電容量

が少なく重量も重いため，一充電当たりの走行距離は 30～
50km 程度と短く，ガソリン自動車の性能と価格で負けてし

まいました．その後，1990 年代米国カリフォルニア州での排

ガス規制に関して，世界に先駆けて ZEV(Zero Emission 
Vehicle)という法案が構想されました．内容はある一定の割合

で無公害の自動車の販売を義務付けるもので，この法案によ

り再び EV が注目されました．1990 年代までEV が注目され

なった理由は，その性能を左右するバッテリ開発が進んでい

なかった事にあります．その当時の各種バッテリの性能につ

いて表 1 にまとめた． 
 

表 1 代表的な電気自動車用二次電池の仕様 
 
 
 
 
 
 

出典：Motor Ring vol. 8 1999 
 
バッテリ性能は，一充電走行距離に関係するエネルギー密度

[Wh/kg]と，加速性能や登坂性能などの動力性能に関係する出

力密度[W/kg]が技術開発の鍵と言われています．鉛酸電池と 
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Ni/Cd(ニカド)電池は，安価で長い使用実績がありますが，エ

ネルギー密度が低いという欠点があります．これらの改善に

は Ni/MH(ニッケル水素)電池や Li-ion(リチウムイオン)電池

の採用で，2～3 倍のエネルギー密度に改善出来ます．これら

の電池により，EV が市場に出回ると思われましたが，ガソリ

ン自動車と比較すると充電施設などの社会環境や車両価格，

性能(一充電走行距離等)が充実していませんでした．このため，

EV である必要はありませんでした．それから時は過ぎ，現在

になり，大気汚染，化石燃料枯渇，原油価格高騰に加えて地

球温暖化や異常気象の観点で再々度 EV が注目され技術開発

の要求が高まりました．このため，今後主役となるリチウム

イオン電池の開発が進み性能も向上しています．また，急速

充電が可能なインフラも整備されつつあります．新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構(NEDO)は，2008 年に発表した「次

世代自動車用蓄電池技術開発ロードマップ 2008」で，2020
年にはリチウムイオン電池の性能は更に向上し，一充電距離

は 200km 前後に伸びるとしており，2030 年には革新型二次

電池のブレイクスルーにより EV はガソリン自動車並みの性

能になり本格的に市場に普及すると読んでいます． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 自動車用蓄電池技術開発ロードマップ 
 

3．フォーミュラ EV とは 
フォーミュラ EV を説明する前に，フォーミュラ SAE につ

いて簡単に説明します．フォーミュラ SAE とは，ものづくり

による実践的な学生教育のプログラムです．日本では，2003
年に自動車技術会主催で全日本学生フォーミュラ大会がスタ

ートしました．学生にものづくりの機会を提供する事で，自

己の能力を向上させ，企業に対しては将来を担う有能な人材

発掘の場を提供するという大会理念があります．現在，全日

 
 
 



 

本学生フォーミュラ大会は，エンジン搭載のフォーミュラマ

シンの 大会ですが，今回，横浜国立大学では数年先を見据え

て，EV フォーミュラマシンを製作し，2009 年度の第 7 回全

日本学生フォーミュラ大会で静岡理工科大学と共に EV フォ

ーミュラのデモ試走を行ないました．加速時にモータ音が高

まっていく様子は迫力がありました．

  
Fig.2 静岡理工科大学 EV マシン 

 

 
Fig.3 横浜国立大学 EV マシン 

 
フォーミュラ EV での最大の問題は航続距離であり，学生フ

ォーミュラ同様に 22km の耐久走行(エンデュランス)を走っ

た場合，現在のマシン性能ではバッテリを消費するだけの走

行では完走する事は難しく，このため，回生ブレーキ制御等

を使用し徹底したバッテリマネージメントを行う必要がある

とのことです．  
 
 
 
 
 
 
 
 

4．横浜国立大学フォーミュラ EV  
今回取材させて頂けた横浜国立大学のフォーミュラ EV は

2007年度学生フォーミュラ大会に参加した車両をEV用に改

造した試作車両です．製作者の国谷によると，まだまだ改良

点があり，現在のマシンはプラモデルレベルと謙遜されてい

ました．横浜国立大学の車両は，鉛酸バッテリに DC モータ

と一見劣っているような構成ですが，大会コースを走ると 1
周 1 分 10 秒で周回する事ができ，これは 2009 年度の日本大

会でのエンデュランス結果と比較すると，64 校中 26 位のタ

イムでありEVに高いポテンシャルがあることがわかります．

Fig.6 に横浜国立大学のフォーミュラ EV の性能を示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 横浜国立大学フォーミュラ EV リアビュー  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig.6 フォーミュラ EV 性能 
 
今回は，はじめてのフォーミュラ EV の製作という事で，

車両運動性能に大きく関わる主要部品であるバッテリ，モー

タ，コントローラなど自作するのが非常に難しく，既製品を

組み合わせた形になったそうですが，将来的には学生がこれ

を設計，製作に関われるようになるよう，ものづくり，技術

力を高めていくそうです．このため，横浜国立大学のフォー

ミュラ EV を製作した佐藤恭一先生の研究室では，車両のト

ランスミッションに注目し技術性能向上を行っています．即Fig.4 フォーミュラ EV 系統図 

 
 
 



 

ち，通常，EV の動力源であるモータはデフを通して直接動力

をタイヤに伝える為，トランスミッションを用いて減速する

必要はありません．モータで高出力を出すためには，モータ

の種類を変更するか，定格出力が大きいものに変更するか，

モータに高電力を入力する必要があります．しかし，モータ

の種類を変更する事は限界があり，定格出力の大きいものに

変更すると重量増加のため，航続距離が短くなります．また，

モータに大電流を流し続けると温度が上昇し，やがて絶縁性

能が確保できなり動作しなくなります．さらに，ある一定の

電力が熱として消費されるため，効率の悪化を招きます．こ

のような理由でモータにも弱点がありますが，横浜国立大学

では，そういったモータの弱点を補うために，あえて CVT を

使う事を視野に入れ，モータのみの動力伝達の場合との比較

検討を行っています． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.7 研究開発を行っているモータ CVT 機構 

 
CVT を使用するもう一つの利点は，動力部のレイアウトが

比較的自由に出来る点です．モータから直接動力を取りだす

場合，モータ，プロペラシャフト，デフがほぼ一直線上にな

くてはならず，レイアウトの制限が生まれます．CVT を採用

した場合，車両をより小さく，軽量に作る事もできる可能性

があり，現在 CVT を使ったモータの制御の研究を行っている

段階です．これからの横浜国立大学フォーミュラ EV の活躍

に期待したいと思います． 

 
フォーミュラ EV 試走動画（クリックで再生） 

5．感想 
現在フォーミュラ EV の注目度は非常に高く，今後 2～3 年

後には確実に日本でフォーミュラ EV の大会が開催されるで

しょう．フォーミュラ EV の大会を開催する事で，EV に関わ

る学生も増えていくと思われます．その学生が EV に対して

長所や短所など正しい知識をつければ，モータの効率の高さ

Well to Wheel (油田から車輪まで)の総合効率がガソリン車

では 13％であるのに対し，EV は 25％と約 2 倍近い効率であ

る事や，理想的な動力である事(スロットル操作に対する反応

の良さ，低回転からの高いトルク，これらによりいつどのよ

うな時でも最大出力がだせる点)も広まるでしょう．また，フ

ォーミュラ EV に携わった学生が卒業し，地球環境問題に対

して高い意識を持ち，この問題に取り組めば，エネルギー問

題や地球環境問題に対する負荷も減るでしょう．大会内容は

どのようなレギュレーションが規定されるか等は現時点では

不明ですが，エンジンという動力源からモータ(バッテリ)に変

更され，エンジンでは出来なかったレイアウトや制約がモー

タならではの変更で，問題解決ができてしまう事もあるでし

ょう．良い例がインホールモータ採用による車両のコンパク

ト化でしょう．このような設計の自由度は学生の車両開発へ

の意欲を掻き立てると思われます．余談ですが，取材のため

に EV について調べる前には，モータはガソリン自動車で言

うエンジンに相当し，バッテリは燃料タンクに当たると思っ

ていました．しかし，よく調べてみるとバッテリがエンジン

に，モータはエンジン補器類に相当すると感じました．鉛電

池が OHC，ニッケル水素電池が DOHC，リチウムイオン電

池が DOHC＋過給付きと言った所でしょうか・・． 
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Fig.8 協力して頂けた国谷喜洋様と 

YNFP07EV 
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