
国際学生EV超小型モビリティ 
デザインコンテスト2015について 

Association for the Promotion of Electric Vehicles 

2016年2月19日(金） 
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一般社団法人 電気自動車普及協会 
事務局次長 田中 郁子  
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一般社団法人 電気自動車普及協会 
 

活動概要ご紹介 



 電気自動車普及協会 Association for the Promotion of Electric Vehicles 

【名誉会長】 
福武 總一郎 
株式会社ベネッセホール 

ディングス最高顧問   

【会長 】 
横川 浩  
日本陸上競技連盟会長 

 

【代表理事】 
田嶋 伸博 
株式会社タジマモーターコーポレーション 
代表取締役会長 

    「未来の子どもたちのために、美しい地球を残したい」 
 前身の任意団体電気自動車普及協議会は、2010年6月29日、電気自動車の普及を促進するため設立  
   地球環境の保全と持続可能な社会の実現を目指し、産官学の様々な立場の皆様と連携して、一刻も早く 
 世界中で電気自動車がスタンダードカーとなる社会の実現を目指しています 

設立の主旨 

【理事】  ＊50音順 

有馬 仁志  有馬マネジメントデザイン株式会社 代表取締役、 
         横浜スマートコミュニティ 代表 

草加 浩平    東京大学大学院 工学系研究科 特任教授 

佐藤 員暢    公益財団法人えひめ産業振興財団EV推進協会会長兼EVアドバ 
                   イザー、 愛媛大学客員教授、徳島工業短期大学客員教授） 

鈴木 高宏    東北大学 未来科学技術共同研究センター(NICHe) 教授 

藤原 洋     株式会社ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO 

【顧問】 
星 久人  株式会社ベネッセホールディングス特別顧問 
          

 【監事】 
佐藤 祐作   公認会計士・税理士さとう会計代表 
          

 

【アドバイザー】 ＊50音順 

井原 慶子  レーシングドライバー、 
       慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科・特別招聘准教授、 
       FIAアジア代表委員 

奥山 清行  工業デザイナー、KEN OKUYAMA DESIGN 代表 

河口洋一郎  CGアーティスト、東京大学大学院情報学環 教授 

舘内 端       自動車評論家 

村沢 義久    立命館大学大学院客員教授 
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会員         

 
 ◆ 正会員… 89社・団体 
 

     企業・団体 (公開 85社・団体 / 非公開 4社・団体) 
 

   トヨタ自動車株式会社,日産自動車株式会社,スズキ株式会社,BMW Japan,  
       テスラモーターズジャパン,株式会社東芝, 株式会社日立製作所,株式会社村田製作所、 
       日本郵便株式会社,JFEエンジニアリング株式会社,日揮株式会社,パーク24株式会社 
       ソフトバンクモバイル株式会社,株式会社ベネッセホールディングス 他 
 

◆  特別会員… 123団体 
   地方自治体,大学・研究機関,報道機関 

     愛知県、岡山県、エコス財団（フィリピン）、NRW州（ドイツ）、中国科学院、 

   オーストラリアビクトリア州東京事務所、沖縄県工業技術センター、 
       香川県、新潟県、奈良県明日香村、宮城県石巻市、読売新聞社、慶應義塾大学、 
   立命館大学、北陸先端科学技術大学院大学、日本電気自動車レース協会 他  
   

◆ 賛助会員 … 45人 
  個人                     (2015年11月20日現在) 

正会員では通信やエンジニアリング系
などカーメーカー以外の所が増えてい
るのが最近の傾向 

特別会員では発足当初より全国各地の地
方自治体の他、世界各国のEV普及推進、
技術開発関連団体が多いのが特色 
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  ＊最新の会員一覧は当会HP上で公開中 
   http://www.apev.jp/news/member.html 
 
      

http://www.apev.jp/news/member.html
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国際学生EV超小型モビリティ 
デザインコンテスト2015について 



 電気自動車普及協会 Association for the Promotion of Electric Vehicles 

今回の体制 
 

 主催:  電気自動車普及協会 

  後援:  環境省 

      経済産業省      

      国土交通省   

      東京大学 大学院 情報学環 

            日本自動車工業会    
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＊50音順 
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審査委員と実行組織 
 
◆審査委員長  

 奥山 清行   ：工業デザイナー、KEN OKUYAMA DESIGN 代表 

 

◆審査委員 

 安藤 忠雄   ：建築家、東京大学名誉教授 

       井原 慶子   : 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科特別招聘 准教授 

         レーシングドライバー、FIA国際自動車連盟 アジア 代表評議員 

       河口 洋一郎：アーティスト、東京大学大学院 情報学環 教授 

         中村 史郎   ：日本自動車工業会 東京モーターショー特別委員会委員長 

        日産自動車 専務執行役員チーフ・クリエイティブ・オフィサー 

       田嶋 伸博   ：電気自動車普及協会 代表理事 

 

◆企画統括 

       有馬 仁志  ：有馬マネジメントデザイン代表取締役、横浜スマートコミュニティ代表 

 

◆アドバイザー 

  山下 敏男  ：INTERROBANG DESIGN 代表 

 

◆実行委員会事務局   電気自動車普及協会 
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＊以上50音順 



 電気自動車普及協会 Association for the Promotion of Electric Vehicles 

審査委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 奥山 清行           安藤 忠雄         井原 慶子      

 

 

 

 

 

    

   河口 洋一郎        中村 史郎       田嶋 伸博   
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＊敬称略50音順 
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ご協賛 

１次募集協賛 

   日産自動車株式会社、株式会社ベネッセホールディングス、 

   丸紅情報システムズ株式会社 

２次募集協賛 

   NTN株式会社、ダッソー・システムズ株式会社、トヨタ自動車株式会社、 

 株式会社フォーラムエンジニアリング、株式会社本田技術研究所、 

   ルネサス エレクトロニクス株式会社 
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応募と審査の推移(1) 

●応募 44校98チーム(前回に対して３倍） 
国内30校59チーム 
海外6ヶ国14校39チーム： 

台湾5校15チーム、韓国3校8チーム、中国2校6チーム、
インド2校4チーム、イタリア1校4チーム、 
スリランカ1校2チーム 

 
★1次審査通過 17校25チーム 
国内13校17チーム 
海外4ヶ国4校8チーム： 

台湾1校4チーム、韓国1校2チーム、 
中国1校1チーム、イタリア1校1チーム 
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ワークショップの実施 
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 本年からカーメーカーの現役デザイナーによるワークショップを２回実施した 
 １次審査を通過した参加チームの学生が対象の１日コース                      

本田技術研究所 四輪R&Dセンター 

 加藤 智行 様 
 重原 裕樹 様 

日産自動車 グローバルデザイン本部 

 倉持 卓司 様 
 佐藤 敦    様 
 杉松 献理 様 

  協力カーメーカーとインストラクターのデザイナー 

写真は参加した学生 
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応募と審査の推移(2) 

★★2次(最終）審査通過 ６校６チーム(全て国内） 
千葉大学     ： PDL B4 
専門学校HAL大阪 ： Takayuki Hayashi 
京都工芸繊維大学 ： Nasawopolus 
武蔵野美術大学  ： MID 
岡山県立大学   ： OPU 
首都大学東京   ： GYB 



優秀賞 NTN賞 
 EV車両試乗会ご招待 

及びNTN社工場見学ご招待 
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武蔵野美術大学 : MID 







優秀賞ダッソー・システムズ賞  

アマゾン・ギフトカード 2万円  

15 

千葉大学 ：PDL B4 







優秀賞 ベネッセ賞 
  

「瀬戸内国際芸術祭 ２０１６」ご招待 
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岡山県立大学  ：OPU 

http://setouchi-artfest.jp/about/






優秀賞 特別賞 
カースケッチテクニックコース 

2名分   
賞品提供：カーデサインアカデミー様 

http://cardesign.me/technique.html 
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首都大学東京 ：GYB 







最優秀賞 グランプリ    
10万円 

京都工芸繊維大学 :    

  Nasawopolus 







優秀賞 丸紅情報システムズ賞 
 受賞作品のミニチュア３Ｄプリントモデル 
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専門学校HAL大阪： 
 Takayuki Hayashi 



本日、こちらの会場に 
受賞者の専門学校HAL大阪 

林貴之さんと、 
 

丸紅情報システムズの丸岡様に 
お越し頂いています。 

 
作品に関するプレゼンテーションと 

副賞・ミニチュア３Dプリントモデルの 
授与を行って頂きます。 





 



v 
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副賞 3Dプリンティングによる 
作品ミニチュアモデル製作結果 

丸紅情報システムズ株式会社 

製造ソリューション事業本部モデリングソリューション技術部DDM推進課 

丸岡 浩幸 

201６年２月 

第2回「国際学生EV超小型モビリティデザインコンテスト2015」 
丸紅情報システムズ賞受賞チーム 

専門学校HAL大阪 

「Takayuki Hayashi」様 
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製造ソリューション 

キーワード 

3Dプリンター、計測・解析ソリューション、
CAD/CAM、MES/ナノテクソリューション、デバ
イスソリューション など 

製造業向けに、ソフト
ウェア、デジタル計測機、
製造装置、電子デバイ
スなどの最先端ソリュー
ションを提供 

プラットフォームソリューション 

キーワード 

ストレージ、仮想化ソリューション、セキュリティ、
データエントリーシステム、モバイルインフラ、リ
モートアクセス、音響装置 など 

サーバ、ストレージ、セ
キュリティ、ミドルウェア
まで、複数レイヤーの
ICT基盤ソリューション
を提供 

エンタープライズソリューション 

キーワード 

ERPソリューション、アウトソーシングサービス、

システムコンサルティング・開発・保守、ソフトウ
エア欠陥・脆弱性検証ツール など 

情報システムのコンサ
ルティングから、設計・
開発・保守・運用までを
ワンストップで提供 

ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰ/ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ 

キーワード 

コンタクトセンターシステム構築、ユニファイドコ
ミュニケーション、CRM/SFA、ネットワーク など 

コンタクトセンター運営
を支える各種ITソリュー
ション、およびICTネット

ワークの設計・構築・運
用を提供 

iDCサービス 

キーワード 

クラウドサービス、データセンター、シンクライア
ント、仮想化 など 

強固なデータセンターで、
インターネット接続・保
守・運用サービスなどの
サービスを提供 

丸紅情報システムズ株式会社のご紹介 

ストラタシス社 

正規代理店 

（20年以上実績） 
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作品ミニチュア模型 製作方法概要 

「Alias」で作成された作品の色付き3次
元サーフェスモデルをSTEPファイルで
出力 

「Magics」でSTEP→STL変換 
縮小＋3Dプリント可能なデータに修正
編集 

Stratasys Polyjet方式 
カラー3Dプリンター出力とサポート除
去  

手による磨き仕上げと紫外線照射 
ウインドシールドの透明化処理 
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Magicsでのデータ修正編集作業例 

  作業 
• ③④を同時に解決できるラッピング処理を実行（ボディとシールド別々） 

• ラッピング時に最小肉厚が2mmとなるよう、全面片側1mm肉厚追加オプションON 

• ラッピング後、ポリゴンの微小凹凸や色境界の不具合をマニュアル操作で修正 

• 立体干渉したシールドからボディの差（ブーリアン演算） 0.2mmクリアランス追加 

③黄色線は“バットエッジ” 
ポリゴン同士の接合不具合を 

ゼロにしなければならない 

④3Dプリントでき、容易に壊れない肉厚
にしなければならない 

ボディと 

シールド
別々に
ラッピング 

処理実行 

拡大断面 

0.2mmクリアランス 
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3Dプリンティング ①ボディ 

プリンター 

：Stratasys社の協力により 

開発中試作機にてプリント 

したため詳細非公開 

造形条件 情報 

モデル樹脂 アクリル系光硬化性 

硬質不透明カラー樹脂 206g 

サポート樹脂 非溶解性 214g マットモード 

（全面を包み込むサポート） 

積層厚 非公開 

造形時間 約7時間20分 

ウォータージェットで 

サポート除去 

サポート除去前 
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3Dプリンティング ②シールド 

プリンター 

：Stratasys社EDEN260S 

造形条件 情報 

モデル樹脂 アクリル系光硬化性 

透明樹脂 17g 

サポート樹脂 水溶性 31g グロッシーモード 

（下向き面のみ支持するサポート） 

積層厚 16μm 

造形時間 約1時間30分 

裏面サポート除去前 

天面が粗いのは元の 

ポリゴンが粗いため 

黄味がかっているのは 

プリンタ内での紫外線照
射だけでは不十分のため 

サンドペーパー 

コンパウンド磨き
クリアコート加工 

紫外線照射 

透明化処理 

完成品 
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3Dプリンティング 完成品 
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表彰式（NIKKEI CNBC 夜エクスプレス 放送より） 
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表彰式 記念写真 



 電気自動車普及協会 Association for the Promotion of Electric Vehicles 

●1次課題提出締切7/17 

● 1次審査結果発表7/24 

2015
年 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 
12月~ 

’16年3月 

1次課題制作 

6/1～7/17 

48 

SNS参加チーム中間報告 

6月下旬 

48 

記者発表会3/30 

参加チーム発表6/2 ● 

活動スケジュール 

協賛社募集1 
～3/26  

参加チーム募集 
4/1～5/29 

東京モーターショー 

展示及び表彰式11月４日 

★ 

2次審査結果発表9/25 

★ 

本日のAPEV共催 

報告会 

‘16年2月19日 

協賛社募集2：3/30～7/31 

SNS活用 

2次課題制作 

7/24～9/11 

EVEX展示会9/30～10/2 ● 

48 

ワークショップ 

８月下旬 

2次課題提出締切9/11 ● 
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END 


