【Press Release】
一般社団法人 電気自動車普及協会

Association for the Promotion of Electric Vehicles

会員、報道機関 各位

「国際学生 EV 超小型モビリティデザインコンテスト 2015」
記者発表会を行いました
2015 年 3 月 31 日
一般社団法人 電気自動車普及協会(APEV)
名誉会長 福武 總一郎
会長 横川 浩
代表理事 田嶋 伸博
拝啓

皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

昨日30日午後、一般社団法人 電気自動車普及協会(APEV)は、東京大学福武ホールに於いて「国際
学生EV超小型モビリティデザインコンテスト2015」のキックオフ記者発表会を開催しましたので、ご報告致
します。
年度末の大変お忙しい中をご参加くださった皆様に心より感謝いたしますと共に、関係各位・及び報道
機関各位の皆様には今後ともより一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
敬具

－ 記 －


ご挨拶
会長 横川 浩より
一般社団法人 電気自動車普及協会の法人化及び活動について



デザインコンテスト説明
代表理事 田嶋 伸博より

1.

2013年に実施した第１回の振り返り

2.

2015年（第2回）の企画説明

1）

体制
主催：一般社団法人 電気自動車普及協会
後援：経済産業省（予定）、国土交通省、東京大学大学院情報学環、
一般社団法人 日本自動車工業会 （50音順）
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2）

審査委員



委員長 奥山 清行 ：工業デザイナー、株式会社 KEN OKUYAMA DESIGN 代表



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、
FIA国際自動車連盟 アジア 代表評議員、レーシングドライバー

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 ：

一般社団法人 日本自動車工業会 モーターショー特別委員会委員長、
日産自動車株式会社 専務執行役員チーフ・クリエイティブ・オフィサー
(以上 敬称略・ 50音順)

田嶋 伸博 ：

一般社団法人電気自動車普及協会 代表理事

3） 組織
 企画統括

有馬 仁志：横浜スマートコミュニティ 代表、
一般社団法人 スマートシステム検証技術協会 理事長、
前 dSPACE Japan株式会社 代表取締役社長

 アドバイザー

山下 敏男：首都大学東京
システムデザイン学部インダストリアルアートコース教授
(以上 敬称略)

 事務局

一般社団法人 電気自動車普及協会

4） 募集
 対象：国内外の18歳以上の学生による学校単位のチーム(2名以上・1校で複数チームも可）
 内容：EV超小型モビリティのデザインを募集：国土交通省の定める超小型モビリティ規格に適合し
たEVの車両デザイン
 課題：下記３点の課題を審査する
① グロ-バルな視点から見たインフラを含めたEVの未来の姿についての「提言」：１次は文章、
２次は文章とビジュアル
② 実際の使用シーンを含めた「車両コンセプト」文章：１次・２次共通
③ アイディアスケッチ：1次は手書又はCAD、2次はCAD
 審査基準：下記３項目を基準とする
① コンセプト：明快であること（使われ方やコミュニティーとの関わりも含めた環境デザインを明確
にイメージし表現してください）
② オリジナリティ：応募者自身のオリジナル作品で、国内外で未発表であること
③ 実現性将来実現できる可能性を秘めており、それを具体的に説明できること


参加方法
URL<http://www.apev.jp/contest/>よりエントリー用紙をダウンロードし、
事務局 contest@apev.jp あてに送付ください。※応募上の注意事項はHPを参照のこと
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5） 賞品(予定）
① 東京モーターショーで作品発表の機会が得られる
② 優秀作品となったチームに対して「EVに関する特別な体験」を提供
例１）

著名デザイナーとの交流機会

例２）

EVを使った旅行等のイベントに招待 (ベネッセ賞)

例３）

その他スポンサー賞

③ 優秀作品には3Dプリンタで製作した模型を進呈 (丸紅情報システムズ賞)
6） 参加学生へのメリット
① 学生のコンセプトやデザイン提案力の養成
② 学生のキャリア形成と社会に対するアピール
③ 学生のデザインが実車化される可能性がある
7） 日程(予定）


記者発表会＠東大福武ホール

・・・2015年3月30日（月）



応募要項・申込方法発表

・・・2015年3月30日（月）



特設ホームページ開設

・・・2015年4月 1日（水）



参加チーム応募受付開始

・・・2015年4月 1日（水）



参加チーム応募締め切り

・・・2015年5月29日（金）



参加チーム発表

・・・2015年6月 2日（火）



参加チーム中間報告(SNS)

・・・2015年6月下旬



１次課題提出締め切り

・・・2015年7月17日（金）



１次審査結果発表

・・・2015年7月24日（金）



２次課題提出締め切り

・・・2015年9月11日（金）



２次審査結果発表

・・・2015年9月25日（金）



ＥＶＥＸ展示会にてプロモーション ・・・2015年9月30日（水）-10月2日 (金)



表彰式及び入賞作品の展示

・・・2015年11月上旬

（東京モーターショー主催者テーマ事業“SMART MOBILITY CITY 2015”会場内）


デザインコンテスト結果報告と今後の計画シンポジウム ・・・2016年2月
（日程は変更される可能性があります）

8） ご協賛
 １次ご協賛決定（50音順）
 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次ご協賛募集中 お問い合わせは、contest@apev.jpまで。


自動車メーカー



3次元CAD関係のメーカー



部品メーカー

等
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 ご協賛様メリット
① 将来を担う生徒/学生の育成に貢献（社会貢献）と学生リクルート
② コミュニティ参加者とのコミュニケーションの場としての活用（ニーズの吸い上げ）
③ EV普及活動、温暖化防止のため活動している企業・団体であることを内外にアピール
以上

横川 浩 APEV 会長挨拶

田嶋 伸博 APEV 代表理事による説明

左から順に：鈴木 高宏 APEV 理事、有馬仁志 APEV アドバイザー、横川 浩 APEV 会長、
田嶋伸博 APEV 代表理事、山下敏男コンテストアドバイザー
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＊一般社団法人 電気自動車普及協会では引き続き、会員を募集しております。
お気軽に事務局 info@apev.jp までお問い合わせください。
・トップページ： http://www.apev.jp/

・入会ご案内ページ：http://www.apev.jp/entry/

正会員（企業）：年会費 1 口 10 万円
賛助会員（個人）：年会費 1 口 1 万円
特別会員（自治体・報道機関等）：年会費 無料

お問い合わせ先：
一般社団法人電気自動車普及協会（Association for the Promotion of Electric Vehicles：APEV）
事務局内
＊デザインコンテスト実行委員会 事務局長 安嶋（やすじま）
電話：050-3736-8325
E-mail：contest@apev.jp
APEV Website：www.apev.jp Contest Website：www.apev.jp/contest/
＜住所＞〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学 情報学環 ・福武ホール
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