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4輪アシストサイクル開発プロジェクトを追体験!
～時系列に見るプロジェクトの立上げから現在～

①舞い込んだ依頼

②現状把握・背景理解

③仲間探し・チーム作り

④実施計画

⑤調査

⑥コンセプト決定

⑦試作機の設計

⑧試作機の製作

⑨試作機を使った検証

⑩本機の設計・製作



山梨県北杜市からの依頼

• 外国人観光客向けに、北杜市の縄文史跡を
周遊するツアーを企画・検討している

• ツアー参加者用に、日本の運転免許がなくても、
お子様連れでも楽しめる新しい乗り物を開発したい

• 将来的には、北杜市内で
製造したい

© OpenStreetMap contributors

①舞い込んだ依頼



訪日外国人旅行者の地方訪問率の推移

• 地方部を訪問する外国人観光客は増加

※三大都市圏：東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫
※地方部：三大都市圏以外の道県

出典：観光庁観光戦略課観光統計調査 「令和元年番観光白書」 p.57 

②現状把握・背景理解

三大都市圏のみ 地方訪問



訪日外国人旅行者による「コト消費」と地方訪問

観光庁観光戦略課観光統計調査
「令和元年番観光白書」 p.59 より引用

②現状把握・背景理解

訪日外国人旅行者の
興味・関心が多様化

「地方型コト消費」への
関心が高まるっている



文化庁「日本遺産」認定（平成30年度）

星降る中部高地の縄文世界
-数千年を遡る黒曜石鉱山と縄文人に出会う旅-

甲信縄文文化発信・活性化協議会「星降る中部高地の縄文世界」 https://jomon.co/ (参照 2021-11-11)  より引用

日本の中心に位置する中部高地には縄文時代の黒曜石鉱山があります。
掘り出された黒曜石のカケラが輝く様から、この辺りは星降る里と言い伝えられてきました。
また、ふもとのムラからは土器や土偶が出土しており、縄文人の営みや芸術性を身近に

感じることができます。

● 構成市町村
長野県 茅野市、 富士見町、 原村、 諏訪市、 岡谷市、 下諏訪町、 長和町、 川上村
山梨県 甲府市、 北杜市、 韮崎市、 南アルプス市、 笛吹市、 甲州市

②現状把握・背景理解



プロジェクト体制
山梨県
北杜市

㈱オーテック
ジャパン

デザイン部

湘南工科大学

機械工学科

構造
解析

設計

製造

デザイン
工学科

スタイリング

コンセプト

共通言語は「3次元図面」
同じ3D-CADソフトを使用
データをオンラインで共有

③仲間探し・チーム作り



開発の流れ

仕様検討

④実施計画

試作機の
設計

本機の設計

北杜市から
依頼

試作機の
製作

試作機の
試走と改善

本機の
最終チェック

本機の製作 納品

コンセプト
デザイン

強度計算

１月下旬 ４月

８月

10月

強度計算

2月



現地見学：見て、聞いて、感じる

• 走行予定の北杜市を実際に訪れてイメージを共有

⑤調査

この地の魅力を、見ながら・感じながら・お喋りしながら
ゆったり楽しむ移動手段

メインターゲットは
ありきたりの旅では飽き足りないアクティブファミリー
両親30-40代、長子10歳 インバウンドの外国人（欧・米・豪）+ 国内観光客



電動アシスト自転車の法規制

普通自転車

• 長さ190cm、幅60cm以内

• 四輪以下

• 座席は運転者のみ
（幼児用座席を除く）

• 歩道走行可

電動アシスト自転車の補助力
ペダルを踏む力とモーターによる補助力(アシスト)比率の基準

• 走行時速10km未満：最大２倍

• 時速24km以上：0

• 基準以上は「原動機付き自転車」
扱い（そのままでは公道走行不可）

• ３輪の自転車でリヤカーを引く
場合、出力補助率が最大３倍

⑤調査

その他の自転車

• 普通自転車を超えるサイズ

• 座席は運転者のみ
（幼児用座席を除く）

• 歩道走行は不可



３輪・４輪自転車の例

「ベロタクシー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』
最終更新 2021年2月13日 (土) 20:52 UTC、
URL: https://ja.wikipedia.orgWikipedia より引用

ベロタクシー
横浜や東京などの主要都市で観光用
自転車タクシーとして運用

参考： (株)協栄製作所「けんきゃくん」（2021年11月20日最終閲覧）
URL: https://kyoei-seisaku.co.jp/kenkyakun/ 

電動アシスト付き4輪自転車「けんきゃくん」
14インチタイヤ、総重量26kg、普通自転車
低重心でコンパクト、低速走行時の安定性を重視

⑤調査



シートポジションの種類

アップライト（直立） リカンベント（もたれる）

中間的なセミリカンベントを採用

⑤調査

• 前方の視界は広い
• 登坂時は立ちこぎ姿勢などで

ペダルを強く踏み込める
• 臀部のみに荷重がかかる

• 前方・上方の視界が広いが
足元が見えにくい

• 発進/登坂時の踏み込みが苦手
• 腰・背中にも荷重が分散



開発要件

ニーズ1：安全安心

停車時、低速時も転倒しない → 4輪

路面状況や舵がわかる（前輪が見える）

体格に合わせたベストポジション
→ シートスライド、ハンドルチルト

Uターンや切り替えしも楽
→ 最小旋回半径、軽量化

コーナー安定性
→ タイヤの設地性の工夫

多少の不整地も走行できる
→ 最低地上高の確保

傾斜時に後部乗員の姿勢を保持
→ サイドガードやグリップ

自動車等からの視認性を高める
→ デイライト、リフレクターなど

ニーズ2：ここにしかないリアルな体験

景色を見ながら、お喋りしながらのんびり移動
（時速10km程度を想定)

長距離でも快適に運転 → 電動アシスト

疲れても楽に乗降 → 跨ぎやすいフレーム形状

空や木々、山並など、上方・遠方も見渡せる
→ セミリカンベントシート

多少の風雨をしのぎ視界や解放感は損なわない
→ シールドやルーフの工夫

後部座席の視野確保 → 座席位置の工夫

ニーズ3：オリジナリティあるデザイン

縄文時代からある素材（栗や麻）を利用

黒曜石を用いたアイコニックバッチ、統一VI

安定感・インパクトある大径ファットタイヤ

⑥コンセプト決定



omon
ExplorerJ 提案イメージ

開発要件と走行ルートを踏まえて
総合デザイン学科が作成・提案

⑥コンセプト決定



試作機の設計（下屋）
・最低地上高： 174 mm

・ホイールベース： 1490 mm

・全長： 2100 mm

・トレッド幅： 900 mm

・全幅： 920 mm

⑦試作機の設計



乗車イメージ モデル1：身長181cm

（ドイツ人男性の平均身長）

同乗者モデル：140cm（ドイツ人10歳男児平均身長）

1
4
0
3

⑦試作機の設計



乗車イメージ モデル2：身長158cm

（日本人女性の平均身長）

同乗者モデル：140cm（ドイツ人10歳男児平均身長）

⑦試作機の設計



メインフレームの構造解析
⑦試作機の設計



降伏応力を基準として
安全率を算出

1500[N]の面荷重

Z方向固定

Z方向固定

3軸固定

Z方向固定

安全率の最低値
・すべてSUS：2.4
・すべて Al  ：3.3
メインフレームの総重量
・すべてSUS：34.5 kg
・すべて Al  ：14.9 kg

メインフレームの構造解析
⑦試作機の設計



メインフレームの設計変更

• 構造解析の結果、製作上の課題を反映して設計変更

⑦試作機の設計



設計変更後の構造解析

• 自重も考慮して再計算、安全であることを確認

1500[N]の面荷重

⑦試作機の設計



修正後の試作機（下屋）

920

主要な寸法は変更なし
・最低地上高： 174 mm

・ホイールベース： 1490 mm

・全長： 2100 mm

・トレッド幅： 900 mm

・全幅： 920 mm

⑦試作機の設計



試作機の完成イメージ

試走時には以下は省略

• 後部座席

• 風防・屋根

• チェーンカバー

• ステップ

• ライト、ミラー、リフレクタなど
保安部品

⑦試作機の設計



製作した検証用機体
⑧試作機の製作

総重量：56 kg



検証用機体の現地走行テスト
梅ノ木遺跡内(約300m)

⑨試作機を使った検証



検証用機体の現地走行テスト
ツアールート類似の公道(約15km)

⑨試作機を使った検証



走行テストの結果

①ルート中の坂の角度は８°~12°
登坂できたが、登坂距離が長く続く道ではつらかった
サイクリングというよりエクササイズに近い運動量

②下り坂で速度が出ても、しっかり制動できた

③長時間の使用後も、溶接部の損傷は見られなかった

④サドルの背もたれにかなりの負荷がかかる

⑤座席・ハンドルの位置調整がしづらかった

⑥ハンドル、風防などの固定が緩かった

⑦積載可能な荷物のサイズを少し大きくしたい

⑨試作機を使った検証



走行テストの結果

①ルート中の坂の角度は８°~12°
登坂できたが、登坂距離が長く続く道ではつらかった
サイクリングというよりエクササイズに近い運動量

②下り坂で速度が出ても、しっかり制動できた

③長時間の使用後も、溶接部の損傷は見られなかった

④サドルの背もたれにかなりの負荷がかかる

⑤座席・ハンドルの位置調整がしづらかった

⑥ハンドル、風防などの固定が緩かった

⑦積載可能な荷物のサイズを少し大きくしたい

ドライブユニットの変更

背もたれの補強・構造の見直し

調整機構の構造・配置の見直し

固定方法の見直し

荷物置きの配置の見直し

⑨試作機を使った検証

本機の設計に反映中
（検討は続く…）



本プロジェクトのポイント

• 課題の整理、情報共有

• 色んな視点で調査・情報収集

• トライ＆エラーを想定した計画立案

• 協働する大変さと楽しさ



考えてみてください

• 北杜市からの依頼に応える手段として、
他にどんな乗り物が考えられますか？

• 開発している４輪アシストサイクルを応用して、
他にも解決できそうな課題はありますか？

• ４輪アシストサイクルの開発・運用には、
さまざまな立場の人々との共働が不可欠でした。
あなたなら、どんな立場で関わってみたいですか？




