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タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 
ニュースでわかる!次世代マシーン : 電気自動車から超電導リ
ニア、超音速旅客機まで 

学研パブリッシング 2011 536/N68 

新エネルギー自動車 : 電気自動車/メタノール自動車/天然ガ
ス自動車/水素自動車/ソーラー・カー 

遠藤拓也[ほか]著 山海堂 1995 537/E59 

エコカーの技術と未来 : 電気自動車・ハイブリッドカー・新燃料
車 

石川憲二著 オーム社 2010 537/I76 

クルマはなぜ走るのか : 知っておきたいガソリンエンジン自動
車と電気自動車の基礎知識 

御堀直嗣著 日経BP社 2009 537/Mi17 

カラー図解でわかるクルマのハイテク : 4つのタイヤにモーター
を載せた電気自動車とは?ミリ波レーダーを利用して追突を防
ぐ装置とは? 

高根英幸著 
ソフトバンククリエイ
ティブ 

2009 537/Ta46//S 

電気自動車ウォーズ : 日産・三菱・トヨタ・ホンダのエコカー戦
略 

塚本潔著 朝日新聞出版 2010 537.09/Ts54 

高性能ハイブリッド自動車の研究 : WFV(Waseda Future 
Vehicle)の開発とともに 

木原良治, 大聖泰弘著 山海堂 2005 537.2/Ki17 

図解エコフレンドリーカー : 低燃費・低公害エンジン車、電気自
動車、ハイブリッドカーから次世代FCEVまで 

御堀直嗣著 山海堂 2000 537.2/Mi17//KAI 

ハイブリッド・電気自動車のすべて : 進化する次世代エコカー
とそれを支える電池・モータ・デバイス技術 

日経Automotive technology,  
日経エレクトロニクス共同編集 

日経BP社 2006 537.2/N73/2007 

自動車用モータ技術 堀洋一, 寺谷達夫, 正木良三編 日刊工業新聞社 2003 537.6/H87 

ハイブリッド車/電気自動車総覧 2012-2013 
日経Automotive Technology,  
日経エレクトロニクス共同編集 

日経BP社 2012 
537.6/N73/ 
2012-2013 

電気自動車 ; 新形原動機 山海堂 1980 539.08/J48/8 

ソーラー電気自動車のおはなし 藤中正治著 日本規格協会 1994 546.5/1 

作ってみようソーラーカー : エネルギー源は太陽 城上保, 小倉弘幸, 田中佑治共著 パワー社 1994 546.5/2 

電気自動車が革新する企業戦略 : 自動車、ハイテク、素材、
エネルギー、通信産業へのインパクト 

A.T.カーニー, 川原英司ほか著 
日経Automotive Technology編集 

日経BP社 2009 546.5/A94 



タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

電気自動車ハンドブック 
電気自動車ハンドブック編集委員会
編 

丸善 2001 546.5/D58 

電気自動車の開発 佐藤登監修 シーエムシー出版 2004 546.5/D58-1 

疾れ!電気自動車 : 電気自動車「EV」vs燃料電池車「FCV」: さ
らば燃料電池車FCV…開発には障害がいっぱい。: 人類の未
来を救うクルマはこれしかない 

船瀬俊介著 築地書館 2004 546.5/F89//KAI 

教えて…テクノ君!電気自動車 : EV(Electric Vehicle) 廣田幸嗣編著 : 小田ビンチ漫画 日刊工業新聞社 2010 546.5/H74 

電気自動車の制御システム : 電池・モータ・エコ技術 
廣田幸嗣, 足立修一編著   
出口欣高, 小笠原悟司著 

東京電機大学出版局 2009 546.5/H74 

トコトンやさしい電気自動車の本 廣田幸嗣著 日刊工業新聞社 2009 546.5/H74 

燃料電池車・電気自動車の可能性 飯塚昭三著 グランプリ出版 2006 546.5/I28//KAI 

電気自動車が一番わかる : ガソリンから電気へ次世代技術を
搭載した夢の乗り物 

石川憲二著 技術評論社 2011 546.5/I76 

自動車用大容量二次電池の開発 佐藤登, 境哲男監修 シーエムシー出版 2008 546.5/J48 

自動車用リチウムイオン電池 金村聖志編著 日刊工業新聞社 2010 546.5/Ka45 

快走・電気自動車レーシング 御堀直嗣著 オーム社 1995 546.5/Mi17 

電気自動車が加速する! :日本の技術が拓くエコカー進化形 御堀直嗣著 技術評論社 2009 546.5/Mi17 

電気自動車は新たな市場をつくれるか 御堀直嗣著 日刊工業新聞社 2010 546.5/Mi17 

電気自動車は日本を救う 御堀直嗣著 シーアンドアール研究所 2009 546.5/Mi17 

電気自動車 : 電気とモーターで動く「クルマ」のしくみ  森本雅之著 森北出版 2009 546.5/Mo55 

電気自動車 : 市場を制する小企業群 村沢義久著 毎日新聞社 2010 546.5/Mu56 
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電気自動車 : 「燃やさない文明」への大転換 村沢義久著 筑摩書房 2010 546.5/Mu56//S 

燃料電池自動車の開発と材料 太田健一郎, 佐藤登監修 シーエムシー出版 2002 546.5/N64 

燃料電池自動車の材料技術 太田健一郎, 佐藤登監修 シーエムシー出版 2007 546.5/N64 

EVライフを愉しむ 日本経済新聞出版社編 日本経済新聞出版社 2011 546.5/N71 

エコ電気自動車のしくみと製作 日本太陽エネルギー学会編 オーム社 2006 546.5/N71//KAI 

「エンジンのないクルマ」が変える世界 : EV(電気自動車)の 
経営戦略を探る 

大久保隆弘著 日本経済新聞出版社 2009 546.5/O54 

Q style book : キュー スタイル ブック ジャイブ 2004 546.5/Q1//KAI 

EV・電気自動車 : 色々な方向に走り出します 佐藤員暢, 高行男著 山海堂 2002 546.5/Sa85//KAI 

脱「ひとり勝ち」文明論 清水浩著 ミシマ社 2009 546.5/Sh49 

電気自動車のすべて 清水浩著 日刊工業新聞社 1995 546.5/Sh49 

こうして生まれた高性能電気自動車ルシオール  清水浩著 日刊工業新聞社 1999 546.5/Sh49//KAI 

電気自動車 : その利点と可能性 清水浩著 日刊工業新聞社 1981 546.6/Sh49 

新しいEV : 高性能電気自動車 清水浩著 オ-ム社 1987 546.6/Sh49a 

電池が一番わかる : 2009年は電気自動車元年 : 電池の知識
全解説! 

京極一樹著 技術評論社 2010 572.1/Ky3 


