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各位 

 

「国際学生 EVデザインコンテスト 2019」最終審査・表彰式及び APEVシンポジウム報告 
 

2019 年 11 月 1 日 

一般社団法人 電気自動車普及協会(APEV) 

代表理事 田嶋 伸博 

 

一般社団法人電気自動車普及協会（APEV)では「国際学生 EV デザインコンテスト 2019」を開催して

おり今回で 4 回目となりました。このたび「東京モーターショーシンポジウム 2019」プログラムの一

つとして「最終審査・表彰式及び APEV シンポジウム」を開催いたしましたのでご報告いたします。  

ご来場の皆様には、心よりお礼を申し上げます。 

 

「記」 

日 時：2019 年 10 月 27 日（日）午前 10 時 30 分～16 時 30 分 

場 所：東京ビッグサイト会議棟 6 階 605-608 会議室 

 

〇午前の部：10:30～12:30   

1) 基調講演「100 年後のクルマ -モータ／キャパシタ／ワイヤレス-」東京大学大学院教授 堀 洋一 氏 

堀先生が研究されている、重い電池を積まずにワイヤレスで充電しながらキャパシタを電源とし

て走る電動車のお話をされました。（発表資料は、APEV 会員専用 SNS に掲載） 

2) シンポジウム「–自動車業界 100 年に一度の大変革期に於ける–「デザイン教育の在り方とは!」 

 デザインコンテストの審査委員を務めた中村史郎氏・奥山清行氏・長屋明浩氏がパネラー、山下

敏男（INTERROBANG DESIGN (株) 代表・APEV 理事）がモデレーターになり、モビリティに課せら

れた CASE/MaaS/SDGs 等の課題を、デザイナーの・Mission・Education・Passion の 3 つの切り口か

ら、どのようにすれば良いのかを論議して頂きました。 

 

〇午後の部：13:30～16:30   

3) 田嶋代表理事の APEV 及びコンテストの説明 

4) 2 次審査を通過した国内外の学生 10 チームによるプレゼンテーション 

5) 講演「太陽エネルギーで走る電動車の未来」早稲田大学 招聘研究員 廣田 壽男 氏 

 廣田先生が国際エネルギー機関 太陽光発電パワーシステムプログラム タスク 17 'PV and 

Transport'運営責任者として研究している、化石燃料を使わず太陽エネルギーのみで走る実用的な電

動車を話されました。（発表資料は、APEV 会員専用 SNS に掲載） 

6) 審査会（上記講演の間） 

7) 表彰式：審査の結果下記の通りになり、プレゼンターから賞状・トロフィー・副賞目録が贈呈され

ました。年々、プレゼンテーションが進化しているとの審査委員の感想がありました。 

 

＜賞と受賞チーム＞ 賞名：国名/学校名/チーム名/副賞 

 最優秀賞グランプリ：Japan/HAL 東京/APEX/20 万円 

 経済産業大臣賞：Japan/HAL 大阪/T2D/10 万円 

 国土交通大臣賞：Japan/産業技術大学院大学/AIIT TOKYO/10 万円 

 カーデザインアカデミー賞：Japan/千葉工業大学/HyKs/ CDA トータルコース受講権利 1 名分 

 トゥールズインターナショナル賞：Tunisia/Car Design Academy/Jimaxon/コピック 30 周年 

記念セット 

 ベネッセ賞：Korea/国立インチョン大学/ID-WORKS/ベネッセアートサイト直島 2020 年 

カレンダー＆草間彌生クリアファイル２種類 

 CCC マーケティング賞：Japan/東京工科大学/Kurage/ T ポイント 10 万ポイント 

 

■山下敏男実行委員長のデザインコンテスト総括(報告書に寄せて) 

今回、作品のテーマは災害・高齢化・環境・ライフスタイル・教育など幅広く扱われ、学生の問題意

識が確実に進化していることを感じた。今世界で求められる課題が凝縮していた点で、本コンテストが

国際的視点を持ち得ていることが特筆できる。又、学生の育成を目的としている当コンテストの大きな

特徴であるワークショップを２回実施したが、最終審査作品にアドバイスの効果が表れていた。 

一般社団法人電気自動車普及協会 
Association for the Promotion of Electric Vehicles 

【Press Release】 
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コンテストの趣旨を理解して頂いた審査委員・後援・協賛・サポーターの皆様のご協力で、当コンテス

トが成り立っていることは感謝に堪えない。 

第５回目のさらなる成功に向けた盛り上げに努力していきたい。 

 

■午前の部写真 

 

                             
【ご挨拶】APEV 横川会長                          【基調講演】堀洋一先生 

 

   
    【パネルディスカッション】           【午前の記念撮影】左端は山下実行委員長 

 

■午後の部写真 

   
【ご挨拶】APEV 田嶋代表理事                 【会場風景】 

 

 
【講演】廣田壽男先生 
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■表彰式写真 

 

  
最優秀賞/HAL 東京/ APEX                         発表風景：HAL 東京/ APEX        

 

   
経済産業大臣賞/HAL 大阪/T2D              国土交通大臣賞/産業技術大学院大学/AIIT TOKYO   

  

   
カーデザインアカデミー賞/千葉工業大学/HyKs      ﾄｩｰﾙｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ賞/Car Design Academy/Jimaxon       

 

 
ベネッセ賞/国立インチョン大学/ID-WORKS           CCC マーケティング賞/東京工科大学/Kurage 
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■コンテスト講評 

 

       
中村審査委員長          奥山審査委員              長屋審査委員 

 

■記念写真 

 

 
 

 
         （Photo:Takeshi Kubota） 
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【コンテスト概要】＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

■名称：国際学生 EV デザインコンテスト 2019 

■目的：EV の可能性を通して次世代を担う学生を育成すること 

■体制 

◎主催：一般社団法人電気自動車普及協会（APEV） 

◎後援：環境省、経済産業省、国土交通省、公益社団法人 自動車技術会、 

      東京大学大学院情報学環、東京都、一般社団法人日本自動車工業会 

◎協賛： 

 1 次協賛：NTN㈱、日産自動車㈱、カーデザインアカデミー、 ㈱トゥールズインターナショナル、  

㈱ベネッセホールディングス、丸紅情報システムズ㈱ 

2 次協賛：CCC マーケティング㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

■賞 

◎最優秀賞 副賞 20 万円 

◎経済産業大臣賞、国土交通大臣賞(副賞各 10 万円） 

◎冠賞：カーデザインアカデミー賞、トゥールズインターナショナル賞、ベネッセ賞、CCCマーケティング賞 

 

■組織：EV デザインコンテスト実行委員会 

◎委員長：山下敏男（APEV 理事、INTERROBANG DESIGN ㈱代表、首都大学東京客員教授） 

◎副委員長：有馬仁志（APEV 理事、有馬マネジメントデザイン㈱代表取締役社長、 

         横浜スマートコミュニティ代表） 

◎事務局：一般社団法人電気自動車普及協会（APEV） 

 

■ 審査委員 

 ◎審査委員長：中村 史郎氏（CEO ㈱ SHIRO NAKAMURA DESIGN ASSOCIATES） 

 ◎審査委員： 

   安藤 忠雄氏（建築家、東京大学名誉教授） 

   奥山 清行氏（工業デザイナー、KEN OKUYAMA DESIGN 代表） 

   長屋 明浩氏（ヤマハ発動機㈱執行役員デザイン本部本部長） 

   ジャン・ファン氏（広州自動車グループデザイン担当副社長） 

吉村 直泰氏（経済産業省製造産業局参事官（自動車・産業競争力担当）） 

山﨑 孝章氏(国土交通省 自動車局環境政策課 課長） 

   田嶋 伸博（一般社団法人電気自動車普及協会代表理事） 

 

■日程 (予告なく変更することがあります) 

・2019 年 10 月 27 日(日)：最終審査と表彰式@東京モーターショーシンポジウム 2019（今回） 

・2020 年 2 月～3 月：最終報告会 

 

 

 

問い合わせ：一般社団法人 電気自動車普及協会 (APEV) 内 

EV デザインコンテスト 事務局 安嶋（やすじま） 

〒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 

    TEL：050-3375-4937     FAX：050-3153-2686 

    E-mail ：contest@apev.jp    Website ： http://www.apev.jp/contest/ 

mailto:contest@apev.jp

