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淡路島淡路島のデータのデータ

 近畿地方近畿地方面積面積592.17592.17kmkm²²
（国土地理院のデータによる）総人口（国土地理院のデータによる）総人口
154,040154,040人人

（（20072007年年88月月11日）位置日）位置
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 洲本実業高校洲本実業高校

 学校の面積学校の面積8205382053ﾍｲﾎﾍｲﾎ--ﾒﾒ--ﾄﾙﾄﾙ

 ((甲子園球場グラウンドの約甲子園球場グラウンドの約5.65.6倍倍))
周囲の学校よりは広い。周囲の学校よりは広い。

 学校の位置北緯学校の位置北緯3434度度2020分分5454秒秒
東経東経134134度度5252分分5353秒子午線が近くを通っています。秒子午線が近くを通っています。

 標高標高6565メートルメートル
校内での標高差約校内での標高差約2020メートルメートル((セミナーハウス付近セミナーハウス付近
～テニスコート付近～テニスコート付近))



 本校は淡路島の洲本市北西部の市内が一望できる本校は淡路島の洲本市北西部の市内が一望できる
宇山丘の高台に位置宇山丘の高台に位置

 機械科・電気科・商業科・国際ビジネス科の機械科・電気科・商業科・国際ビジネス科の44科を有科を有

し、島内唯一の実業高校としてその専門性を活かし、島内唯一の実業高校としてその専門性を活かす。す。

 「地域に開かれた、地域に役立つ学校づくり」「地域に開かれた、地域に役立つ学校づくり」

 機械科・電気科は機械科・電気科は11年次では工業科として、工業の年次では工業科として、工業の
基礎を深めている。基礎を深めている。
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シンガポール修学旅行
目的
・現地での体験を通して、東南アジアの多彩な文化
や歴史、自然に触れる。
・海外旅行における様々な場面を体験し、現地の
人々との交流を通じて、国際化する社会に生きて
いくための知識や経験を積む。
・集団の一員として、協調し助け合いながら、規律
ある行動が取れるようにする。集団の中での責任
ある態度を養いながら、自ら主体的に判断・行動す
る力を高める。



 NCNCフライス盤やフライス盤やMCMC（マ（マ

シニングセンタ）を使っシニングセンタ）を使っ
て製品を作る実習て製品を作る実習
パソコンを使って工作パソコンを使って工作
機械を制御。機械を制御。

 マシニングセンタマシニングセンタ
(MC)(MC)校章を削るプログ校章を削るプログ

ラムを作成ラムを作成



 ラフターやＴ定規を使いラフターやＴ定規を使い
ながら機械図面のながら機械図面の製作製作。。



 シーケンス制御によりシーケンス制御により
ランプの点滅をさせたり、ランプの点滅をさせたり、
パソコンによりロボットパソコンによりロボット
の制御。の制御。



 車のエンジンの分解や車のエンジンの分解や
組立を行う実習。組立を行う実習。
「原動機」の授業と関連「原動機」の授業と関連
させ、エンジンの構造をさせ、エンジンの構造を
理解理解するする。。

 溶接の実習溶接の実習



１．洲本市のとりくみ１．洲本市のとりくみ

 洲本市では、平成１４年度から菜の花エコプロジェクトに取り洲本市では、平成１４年度から菜の花エコプロジェクトに取り
組組むむ

 廃食用油廃食用油((使用済みの食用油使用済みの食用油))を回収して精製し、ディ－ゼを回収して精製し、ディ－ゼ
ルエンジンの燃料である軽油の代替燃料ルエンジンの燃料である軽油の代替燃料BDF(BDF(バイオ・ディバイオ・ディ
－ゼル・燃料－ゼル・燃料))を製造を製造

BDFBDF燃料の利用方法燃料の利用方法

 県民局より依頼され本校でのカ－トの県民局より依頼され本校でのカ－トの製作製作。。

 規格が異なるガソリンエンジンからディーゼルエンジンの載規格が異なるガソリンエンジンからディーゼルエンジンの載
せ替えせ替え

 駆動部分の調節など試行錯誤の上でギヤ－などを加工し、駆動部分の調節など試行錯誤の上でギヤ－などを加工し、
ベルトを調節し排気管を加工ベルトを調節し排気管を加工。。



２．カ－トの組み立て２．カ－トの組み立て

 2.12.1製作までのいきさつ製作までのいきさつ

 駆動部分が損失し動かなくなった駆動部分が損失し動かなくなったソ－ラ－カソ－ラ－カ－の再－の再
利用を試みたがモ－タ－の部品が無く挫折利用を試みたがモ－タ－の部品が無く挫折。。

県民局よりカ－ト製作の依頼県民局よりカ－ト製作の依頼

 五百キログラム、高さ一メートルは、一馬力のエンジ五百キログラム、高さ一メートルは、一馬力のエンジ
ンで 高速度２５キロ。ゴルフカートンで 高速度２５キロ。ゴルフカート

 ガソリンエンジンを耕運機の軽油用に積み換え改造。ガソリンエンジンを耕運機の軽油用に積み換え改造。



組み立ての行程組み立ての行程

 44月　廃品の捜索月　廃品の捜索

 ５月　ソ－ラカ－の廃材の解体５月　ソ－ラカ－の廃材の解体

 ６月　県民局より６月　県民局よりBDFBDFカ－ト制作の依頼　カ－ト制作の依頼　

 77月　環境問題の授業月　環境問題の授業((廃車のゴルフカ－トを譲渡廃車のゴルフカ－トを譲渡))
 88月　月　BDFBDF燃料で駆動するエンジンを捜索燃料で駆動するエンジンを捜索

 ９月　エンジンを設置しカ－トの駆動部分を加工９月　エンジンを設置しカ－トの駆動部分を加工

 １０月　試行錯誤の上、試乗まで到達する１０月　試行錯誤の上、試乗まで到達する

 1111月　淡路菜の花祭りで公開月　淡路菜の花祭りで公開









 ２気筒のガソリンエ２気筒のガソリンエ
ンジンを解体ンジンを解体、、分解分解

 ３２０３２０××４００４００××４５０４５０
の範囲の大きさのの範囲の大きさの
エンジンが必要であエンジンが必要であ
り中古のエンジンをり中古のエンジンを
購入。購入。



ディーゼルエンジンの取り付けディーゼルエンジンの取り付け

 廃車したゴルフカ－ト廃車したゴルフカ－ト

アメリカアメリカEZEZ--GOGO社製の２人乗りのガソリンエン社製の２人乗りのガソリンエン

ジン部分を取ジン部分を取る。る。

ディ－ゼルエンジンを設置するために大きさをディ－ゼルエンジンを設置するために大きさを
測定。測定。















 ヤマハ製の耕運機ヤマハ製の耕運機
用ディ－ゼルエンジ用ディ－ゼルエンジ
ン形式Ｌ４０－ＳＳ、ン形式Ｌ４０－ＳＳ、
３２４３２４××４１０４１０××４１６、４１６、
連続定格出力３．８連続定格出力３．８
PSPS／１８００／１８００rpmrpm、、

大出力４．２大出力４．２PSPS／／
１８００１８００rpmrpm、排気量、排気量
１９９１９９CCCCである。である。



ディ－ゼルエンジンの負荷試験ディ－ゼルエンジンの負荷試験

 購入したエンジンを一定購入したエンジンを一定
回転数回転数((１０００１０００rpm)rpm)でで
運転させ、１１０％、１０運転させ、１１０％、１０
０％、７５％、５０％、２０％、７５％、５０％、２
５％、の各負荷に対する５％、の各負荷に対する
機関の性能を測定する。機関の性能を測定する。
軸トルク、部分負荷試験軸トルク、部分負荷試験
においては、指定トルクにおいては、指定トルク
±±３％以内に保つ。試験３％以内に保つ。試験
時間を３分を標準とし、時間を３分を標準とし、
この間で測定をこの間で測定をしたした。。

①軸トルクT(n・m)    T=W・L
②軸出力P(kw)    P=(２πWLN)/1000×60
③修正係数 K
K=749/(Pa-Pw)×√(273+θ/293)
Pw=A・Ps
W;動力計荷重(N)　L;アームの長さ0.239m
N;回転数(rpm)　P;軸出力(kw)
Pa;測定圧力 mmHg θ;室温　A;相対温度
Ps;平均飽和蒸気圧
④修正トルクTo(N・m)　 To=K・T
修正軸出力Po(kw) 　 Po=K・P
⑤燃料消費量F(L/h)   F=b/t・(3600/1000)
燃料消費率g(g/kw)   g=f/Po・γ・1000
γ=0.84 BDF燃料比重
⑥燃料全熱量Qf  Qf=H・F・γ
燃料馬力 Lf    Lf=(H・F・γ)/860
⑦正味熱効率ηe=(860・Po/Qf)・100
b;測定時間内の燃料消費量(cc) t;測定時間(s)
　　　　　　　　表１　ディ－ゼルエンジン負荷測定結果

動力計荷重(N) 18.62 37.24 54.88 73.50 81.34 

正味熱効率ηe 16.60 23.30 27.10 26.70 23.90 

燃料消費率g(g/kw) 4.94 3.28 2.37 3.07 3.42 

軸トルクT(n・m) 4.45 8.90 13.10 17.60 19.40 

軸出力P(kw) 1.03 2.05 3.02 3.86 4.28
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BDFBDF自動車自動車
メリットメリット
 ①化石燃料を未使用①化石燃料を未使用

②二酸化炭素の増加防止②二酸化炭素の増加防止
　　
③軽油と同等燃費③軽油と同等燃費

④天ぷら油から精製④天ぷら油から精製
　　
⑤この他⑤この他のの特徴特徴
　　
　①疾病原因　①疾病原因のの黒煙の発生を、軽油の三分の一に削減黒煙の発生を、軽油の三分の一に削減

 　②小児　②小児ぜんぜん息、アトピーなどの原因息、アトピーなどの原因のの硫黄酸化物を、ほとんど硫黄酸化物を、ほとんど含有しない含有しない。。
　③ディーゼルエンジンの車両で　③ディーゼルエンジンの車両ではは特別な改造特別な改造なしでなしで利用可能利用可能

 。。



デメリットデメリット
 ①ＢＤＦ燃料の固化①ＢＤＦ燃料の固化

②フィルターにゴミが詰まる②フィルターにゴミが詰まる
 ③給油時の水の混入③給油時の水の混入
 ④ＢＤＦ燃料が、天然ゴムを浸透・膨張させてしてし④ＢＤＦ燃料が、天然ゴムを浸透・膨張させてしてし

まうまう
 ⑤ＢＤＦ燃料の発熱量が低い⑤ＢＤＦ燃料の発熱量が低い

　　
⑥⑥BDFBDFが塗装面に飛んだときに、放置しておくと塗が塗装面に飛んだときに、放置しておくと塗
装がはげます。装がはげます。



 エンジンと変速機とエンジンと変速機と
つなぐ部分を新しいつなぐ部分を新しい
エンジンに合うようエンジンに合うよう
に旋盤加工。排気に旋盤加工。排気
管は新しく付け替え管は新しく付け替え
た。前後の四つのタた。前後の四つのタ
イヤも交換し、車体イヤも交換し、車体
の色を塗り替えるなの色を塗り替えるな
どして、１０月末ごろどして、１０月末ごろ
に完成させた。に完成させた。















 菜の花エコプロジェクトひょうごフォーラム菜の花エコプロジェクトひょうごフォーラムinin淡路に淡路に
参加参加

 ((表彰をうける表彰をうける))

 20082008年年G8G8サミットサミットNGONGOフォーラムに参加フォーラムに参加





ビデオビデオ



ナタネ収穫まつりで披露ナタネ収穫まつりで披露







H19H19年度年度課題研究のアンケ－ト課題研究のアンケ－ト99人人

 ①①時間配分について時間配分について

 少なかった　　　　少なかった　　　　 　（７人）　（７人）

 充分であった　　　充分であった　　　 （２人）（２人）

 あまりすぎた　　　あまりすぎた　　　 　（０人）　（０人）

 無解答　　　　　　　無解答　　　　　　　 （（００人）人）

 ②環境問題の関心度②環境問題の関心度

 興味がもてた　　　興味がもてた　　　 　（８人）　（８人）

 普通　　　　　　　　普通　　　　　　　　 （１人）（１人）

 良くわからなかった　（良くわからなかった　（00人）人）

 無解答　　　　　　　無解答　　　　　　　 （（００人）人）

 ③リサイクルした材料について③リサイクルした材料について

 興味がもてた　　　興味がもてた　　　 　（９人）　（９人）

 あまりもてなかった　（０人）あまりもてなかった　（０人）

 どちらでも良い　　　どちらでも良い　　　 （０人）（０人）

 無解答　　　　　　　無解答　　　　　　　 （０人）（０人）



今後の課題今後の課題

 環境問題に関連したものづくりをいっそう考え環境問題に関連したものづくりをいっそう考え
地域に密着した教材を考える。地域に密着した教材を考える。

 リサイクルといっても制作費用が必要であり、リサイクルといっても制作費用が必要であり、
その費用の捻出が必要である。ｽﾎﾟﾝｻその費用の捻出が必要である。ｽﾎﾟﾝｻ--等等

 週３時間と限られた時間内での制作のため週３時間と限られた時間内での制作のため
放課後や休暇中の制作の時間配分を考える。放課後や休暇中の制作の時間配分を考える。

((必要以上の時間が浪費する。この時間の割り必要以上の時間が浪費する。この時間の割り
振りをどうするかが今後の課題である。振りをどうするかが今後の課題である。))


