の役割も担っているので
す︒更には︑営業路線を経
を蓄積し公開する機能を持
り働く﹂をコンセプトに地域

は︑みんなで作る ︑﹁しっか

ＥＬＥＭＯ︱ＡＫＩＴＡ

施している﹁秋田県ＥＶバ

ソーシアムは︑秋田県が実

ールしている点です︒その

域の中小企業の技術をアピ

ＡＫＩＴＡ﹂を通じて︑地

大の特徴は﹁ＥＬＥＭＯ︱

れてきたところですが︑最

する取り組みは全国で行わ

車をＥＶ仕様にコンバート

これまでにも︑内燃機関

らぬご支援とご鞭撻をよろ

ております︒今後とも変わ

を実感して頂けると確信し

ば︑秋田県の技術力の高さ

のＥＶバスに乗って頂けれ

秋田市内を運行します︒こ

化したＥＶバスがいよいよ

業の技術力をネットワーク

ど︑県内に拠点を有する企

を促すバックアラームな

照明や歩行者への注意喚起

発光ダイオード ＬＥＤ

バスとそこに搭載した地域企

ンソーシアムみんなで︑電気

運営されています︒即ち︑コ

ンソーシアムによって作られ

同体 あきたＥＶバス実証コ

めに必要なあらゆる人々の共

あきたＥＶバス実証コン

ス技術力向上事業﹂の一環

意味で︑単なるエコロジー

しくお願い申し上げます︒

計画でスタートした︒持

２０１１年度から５カ年

技術力向上事業﹂として

が行う﹁秋田県ＥＶバス

プロジェクトは秋田県

利用しやすいように低床

腰が弱ったお年寄りでも

る子育て中の母親や︑足

減︒ベビーカーを利用す

バッテリーの負荷を軽

ごとにこまめに充電し︑

アム﹂で︑ＥＶバスの製

ＥＶバス実証コンソーシ

数社が参画した﹁あきた

運営母体は秋田県内の十

もいかされそうだ︒この

は今後の電池開発などに

ここで勝負しても勝ち目

の先行開発事例は多く︑

などエコカーやＥＶ関連

車や日産自動車︑ホンダ

いうことだ︒トヨタ自動

発にこだわっていないと

方がスピード感ある事業

論︒この割り切った考え

ちで創り出す﹂という結

プリケーションを自分た

のが︑ＥＶに付随するア

が考え抜いた末に至った

べんたつ

な交通手段ではなく︑﹁技

ＥＶ バス﹁ＥＬＥＭＯ︱ＡＫＩＴＡ

エレモ・アキ

術のショールーム﹂として

秋田県の電気
タ ﹂が︑ 月 日から営業運行に入る︒単に地球環境に優しいという
点に留まらず︑地元の企業の得意技術を載せた﹁技術のショールーム﹂
が秋田市内をさっそうと駆け抜けるのだ︒地元企業が地元住民が使いや
すいという視点を大切にして︑それぞれの技術を結集した﹁メード・イ
ン・アキタ﹂のＥＶバスがいよいよ走り出す︒

続可能な環境共生都市交
造にも関わってきた︒
﹁エレモ アキタ はＥ

型バリアフリーの車体を

展開につながっている︒

採用した︒

はない︒コンソーシアム

通システムの構築に加え
この車両を使って

Ｖバスそのものの研究開

て︑一連の取り組みを通
７月から秋田市内で実証

年

して秋田に新しいモノづ

季節・気候ごとのデータ

くりの機運を起こそうと

収集と︑使った機器類の

実験を行い︑約１年間の

バスは 人乗りで︑Ｊ

いう狙いだ︒

Ｒ秋田駅を終・起点とし

を地域に提供して参ります︒

一周するたびにこまめに充電

街を粛々と走ります︒路線を

る小さなバッテリーを積んで

ーと︑エンジンルームに収ま

ジンとほぼ同じ出力のモータ

ころはありません︒元のエン

ＥＬＥＭＯには尖がったと

術に常に扉を開いています︒

ます︒ＥＬＥＭＯは︑新たな技

磨く優れたフィールドと考え

冬日もある秋田市は︑技術を

暑日も︑雪氷が吹きすさぶ真

いきます︒ 度Ｃを超える猛

技術は︑こうして実証されて

ＬＥＭＯとそこに搭載された

かが詳細に記録されます︒Ｅ

弱まる中︑秋田県の基幹

しながらお客様を待ちます︒

める﹁高断熱・赤外線カ

日差しを和らげたり︑歩行者

た寒冷地仕様の﹁ＥＶ用

秋田県内外を問わず︑ＥＬＥ

ＥＤ照明を搭載した︒単

ＭＯに関心のある方はどうぞ

に省エネに優れているだ

に﹁ＥＬＥＭＯがいるよ﹂と

で︑

ムイオン電池を使った︒

産業とも言える電子部品

知らせたり︑お客様を柔らか

電池の容量は

ットフィルム﹂や屋根上

ご連絡ください︒ＥＶが創る

﹁エレモ・アキタ﹂の

急速充電器﹂を設置し

く照らしたりは︑地域企業の

ベースとなった車体はい

けでなく︑乗客が快適に

新しい街を︑皆様と共に形に

耐久性を確認した︒特に

日産の小型ＥＶ自動車

して参りたいと存じます︒

バッテリーの性能を大き

すゞ自動車が販売する中

技術︒目立つこと無く︑街に

かけて平たんな市街地の

た一行程約４
く低下させる雪国の冬場

溶け込み︑心地よい移動体験

ルートを循環︒一回の充

・デバイス産業の苦戦が
アキタ﹂は産業構造が大

続いてきた︒﹁エレモ・
きく変化する中︑強みで

にソーラーパネルを装備
域産業のネットワーク

ある電子部品・デバイス

した︒このようにして地
化︑秋田県内の製造業の

産業で培ったモノづくり

た︒起点となるＪＲ秋田
留所に設置し︑一行程走

力をいかして新しい産業

駅西口﹁買い物広場﹂停
行後に 分ほど充電する

秋田県の２０１１年度

活性化を狙ってきた︒

を作ろうという行政と産

過ごせるような照明を提
ＥＶバス特有の課題だ

予定だ︒バッテリーの充

の製造品出荷額等は１兆

業界が一体になった 実

供した︒
った走行中の静粛性につ

電量は約 ％に留めて︑

８５２億円で︑そのうち

﹁リーフ﹂と同じだ︒電
発コストを大幅に削減

約 ︱ ％で充放電を繰

電子部品・デバイスが

池を小型化したことで開
し︑さらに軽量化で走行

が広

いては︑山口電機工業

り返してバッテリー負荷

型ノンステップバス﹁エ
えるために︑エンジンル

性能は大きく伸びた︒改

帯域周波数を発する﹁車

を軽減した︒

ルガミオ﹂︒開発費を抑
ームを中心に改造した︒

良の結果︑﹁エレモ・ア

両接近アラーム﹂の開発

のデータは非常に貴重

他地域で起こっているＥ

キタ﹂の最高速度は時速

で解決した︒バスが近づ

で︑ここで得られた知見

だが︑一行程走行後

Ｖバスの開発では︑１回

︑登坂能力は

置して︑ルートを循環し

停留所に急速充電器を設

込んだ︒さらに終・起点

ーなど主要な機器を絞り

こから搭載するバッテリ

時間は決まっており︑そ

タ﹂は運行ルートや走行

一方︑﹁エレモ・アキ

なニッポ電工

秋田県潟

ド ＬＥＤ 照明が得意

使われた︒発光ダイオー

内装にはエコ製品が多数

消費量を押さえるために

り込んだ︒バッテリーの

なアプリケーションを盛

企業が開発したさまざま

この車両に秋田県内の

％となった︒

る技術だ︒

おり︑広がりが期待でき

題は多くのＥＶが抱えて

術を応用した︒同様の問

きたが︑ここで培った技

ックアラームを提供して

や建設機械などに使うバ

なげた︒これまで自動車

歩行者への注意喚起につ

く音を機械的に演出し︑

作を生かした︒そのほ

み立てに関係する装置製

り︑強みである自動車組

場 秋田市 が主体とな

が開発した︒同社秋田工

製作所 名古屋市南区

簡易着脱車﹂は︑五十鈴

検時に使う﹁バッテリー

したバッテリーの修理点

さらにバス後部に設置

が加速している︒

率を高めようという動き

東北からの域内調達の比

車東日本が設立されて︑

１２年７月にトヨタ自動

５・５％に留まる︒２０

自動車などの輸送機械は

・３％で最大だ︒一方︑

街づくりも視野に入って

を使ったこれまでにない

だ︒﹁エレモ・アキタ﹂

精度を引き上げる考え

しい交通システムの運営

収集し続けることで︑新

験 でもある︒

東京都世田谷区
の充電でいかに航続距離

１００

ながら運行し続けられる

上市 は︑高効率の直流
バッテリーには米Ｅｎ

演色・高効率タイプのＬ

コンバーターを使った高

は︑新電元工業が開発し

バッテリーの充電設備

を抑制して冷房効率を高

か︑夏場の車内温度上昇

の追い上げで︑競争力が

が韓国や台湾︑中国など

のエレクトロニクス分野

これまで強かった日本

できそうだ︒

らない波及効果にも期待

きた︒モノづくりに留ま

本格運行後もデータを

仕組みとした︒
ｅｒＤｅｌ社製のリチウ

てきた︒

を伸ばすかに力が注がれ

電による航続距離は約

を 分

ＥＬＥＭＯの走行データは
逐次サーバーに送られ産業技

つ︑ＥＶ技術の実証実験の

術総合研究所を始め多くの研

として 年５月から活動を
場として外部から技術を引

業の技術が︑人の暮らしに役

開始し︑持続可能な環境共

常的に走行し︑そのデータ

２０１２年７月より秋田
生型都市交通システムの構

企業︑行政機関︑研究機関

究開発者に供せられます︒い

市内で実証試験を進めてま
き込むことも期待されてい

等︑電気バスを運行させるた

つ︑どこで︑どんな気象条件

いりましたＥＶバス﹁ＥＬ
築とそれに必要とされる技

ます︒

に立つものであることを︑正

エレ

術の開発を目標として︑路

に﹁実証﹂しようとしていま

ＥＭＯ︱ＡＫＩＴＡ
線バスの電動化と試験走行

で︑ＥＬＥＭＯがどう走った

モ・アキタ ﹂が︑この

す︒

月 日からいよいよ定期運
を重ねてきました︒

あきたの技術をここに結集あきたＥＶバス実証コンソーシアム特集
行を開始いたします︒

新
た
な
技
術
に
扉
を
開
く

地
域
の 辻良之氏あきたＥＶバス実証コンソーシアム代表（秋田いすゞ自動車社長）
創
意
乗
せ
て
市
街
地
循
環
技
術
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム

斉藤 昭則氏秋田県産業技術センター所長
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火曜日
２０１３年 平成２５年 １０月８日
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