
　第15回 全日本 学生フォーミュラ大会が今年も開幕し
ました。今年も静岡県にあるECOPA（小笠山総合運動
公園）を会場とし、9月5日～9日まで審査が行われます。
今年はICVクラス80チーム、EVに14チームの総勢94
チームが参加。そのうち約4分の1を占める22チームは
海外勢で、日本を含めて7カ国の選手たちが1年間かけ
て開発したフォーミュラカーを持ち込みました。
　天候は曇り。9時30分から受付が始まり、スタジアム
のピットエリアも解放されます。続々とチームが到着し、
荷下ろしからマシンの組み立てが始まって大会の雰囲気
も高まります。12時からは車検が始まりましたが、初
日はカーナンバー順に42枠が優先受付となっており、
この車検待ちのチームが列を作ります。車検を全てパス
しなければ、動的審査に進むことはできません。EV車
両は電気車検も受けなければなりません。
　15時30分からはプレゼンテーション、コスト＆製造、
デザインの静的審査も始まりました。学生たちは緊張の
面持ちですが、自分たちの想いを反映したデザインやコ
スト削減のポイントなどを、真剣な表情で審査員に伝え
ました。

9.5 (Tue)
大会1日目

第15回 全日本 学生フォーミュラ大会

第15回大会の模様をプレイバック
開催日:2017年9月5日（火）～9日（土）
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　前日から引き続き、車検に加えてプレゼンテーション、
コスト＆製造、デザインの3つ審査が行われました。
　また、9時30分からはプラクティスエリアが解禁され、
初日の車検をクリアし、午前10時ごろにプラクティスに
いちばん乗りしたのは名古屋工業大学でした。昼までには
17台が車検をクリア、車両をローダーに乗せて続々とプ
ラクティスエリアに登場します。朝から降り続いていた雨
は昼にはすっかり止み、気温も上昇し路面もドライに。到
着したチームは臨時のパドックエリアで調整を済ませ、1
回4分のプラクティスを納得いくまで繰り返していました。
この日、15時44分までに車検を通過したのは33台。また
今年から臨時パドックにマシンを置くことが可能になり、
翌日の動的審査に向けて、各チームは臨時パドックを前線
基地とし、マシンの整備を行いました。
　一方の事業展示ブースでは、毎年恒例となっているスー
パーフォーミュラマシンを展示。定番の『解体ショー』、
マシンの分解も行われ、学生たちから注目を集めていまし
た。

9.6 (Wed)�
大会2日目

　前日から引き続き、車検に加えてプレゼンテーション、
コスト＆製造、デザインの3つ審査が行われました。
　また、9時30分からはプラクティスエリアが解禁され、
初日の車検をクリアし、午前10時ごろにプラクティスに
いちばん乗りしたのは名古屋工業大学でした。昼までには
17台が車検をクリア、車両をローダーに乗せて続々とプ
ラクティスエリアに登場します。朝から降り続いていた雨
は昼にはすっかり止み、気温も上昇し路面もドライに。到
着したチームは臨時のパドックエリアで調整を済ませ、1
回4分のプラクティスを納得いくまで繰り返していました。
この日、15時44分までに車検を通過したのは33台。また
今年から臨時パドックにマシンを置くことが可能になり、

9.6



　爽やかな晴れ空で迎えた大会3日目。前日15時30分
の時点での車検通過台数は49台。動的審査を受けるた
めには、この日までに車検をクリアしなければなりませ
ん。そしていよいよ動的審査が始まりました。動的エリ
アには車検をパスしたマシンが並び、朝8時からオート
クロスが開始。各大学の車両が次々と審査を受けていき
ます。10時30分からはアクセラレーションとスキッド
パッドも開始。午後からは雨も心配されましたが、運良
く雨雲はECOPAを素通り。午後からも引き続きアクセ
ラレーションとスキッドパッド、そしてオートクロスの
2回目が行われ、無事動的審査の1日目が終了しました。
　一方企業展示エリアではスポーンサー企業の
レーシングマシンやチューニングカー、自動車
用部品などが展示。チームの学生も休憩時間に訪
れては、担当者の話を興味深く聞いていました。
　また、ベスト三面図賞が発表され、こちらは名
城大学が受賞しました。

9.7 (Thu)
大会3日目

く雨雲はECOPAを素通り。午後からも引き続きアクセ
ラレーションとスキッドパッド、そしてオートクロスの
2回目が行われ、無事動的審査の1日目が終了しました。
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　大会4日目、雲の多い空ですが天候は持ちこたえました。
動的審査エリアでは、午前8時から大会の華とも言える
エンデュランスが始まりました。待機エリアには車検や
テスト走行を終えたマシンが続々と並び、学生たちは緊
張の面持ちで出番を待っていました。走行が終わると、
完走に喜ぶ姿や残念ながらリタイアとなり涙する姿など、
さまざまなドラマを見ることができました。
　またパドックエリアでは、動的審査が終わったチーム
同士のコミュニケーションも盛んに行われました。お互
いのマシンについて意見交換し、次年度のためのヒント
を見つけようと真剣な姿がありました。
　恒例のデザインファイナルには、京都大学、Harbin 
Institure of Technology at Weihai、そして名古屋大学
EVが選出されました。デザインファイナルにアジアの
大学が進出するのは初めてのこと。そして名古屋大学
EVもEV車両として初めてのファイナル進出であり、大
会の変化を感じさせるデザインファイナルとなりました。

9.8 (Fri)�
大会4日目

同士のコミュニケーションも盛んに行われました。お互

　恒例のデザインファイナルには、京都大学、Harbin 
Institure of Technology at Weihai、そして名古屋大学
EVが選出されました。デザインファイナルにアジアの
大学が進出するのは初めてのこと。そして名古屋大学
EVもEV車両として初めてのファイナル進出であり、大
会の変化を感じさせるデザインファイナルとなりました。
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　いよいよ最終日、まずは朝7時30分からEVクラスの
エンデュランスが行われました。続いて行われたグルー
プAにもEV車両が2台出走しており、ようやくEV車両
がICV車両と同じ土俵に上がったことを実感させる大会
となりました。今大会を制したのは京都工芸繊維大学で、
見事な二連覇達成です。また、EV名古屋クラス優勝の
大学EVは総合でも4位に入る大躍進を演じました。
　恒例の集合写真撮影の後に行われた交流会では、グル
ープAファイナルに残った6台と、デザイン審査上位マ
シン3台、そして注目すべきマシン3台の併
せて12台が展示されました。またテーマ別に
8つのグループを作ってOB・OGが解説、学生
から質問を受けるなどし、チーム同士、学生同
士が活発に情報交換していました。表彰式では
総合優秀賞1位に輝いた京都工芸繊維大学を始め、
各賞を受賞したチームが表彰され、会場は笑顔と
拍手にあふれていました。

9.9 (Sat)
大会最終日

　恒例の集合写真撮影の後に行われた交流会では、グル
ープAファイナルに残った6台と、デザイン審査上位マ
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毎年100チーム近いエントリーを集める全日本 学生フォーミュラ大会
その活動実態は百人百様で、各チームはどう活動しているのか気になるところです
そこで会場でアンケートを配布！　集まった回答から見えてきたものとは？

学生フォーミュラ
実情調査から見えてきたもの

株式会社本郷開発局／株式会社本郷設計室　後藤 健太郎
（第7回大会東京大学フォーミュラファクトリー チームリーダー）

【はじめに】
　昨年に引き続き特集記事の執筆を拝命致しました後藤健
太郎と申します。まずは簡単に自己紹介をさせてください。
私は東京大学にて約4年間学生フォーミュラに取り組み、8
年前の第7回大会においてチームリーダーとして東京大学
の初優勝を成し遂げました。幸運にもチームがとてもうま
く回っているタイミングでチームリーダーを務めさせて頂
いた経験と反省とをこの大会に関わる皆さまにお伝えした
いと思っています。現在は、ここまで紆余曲折ありました
が、東京大学にて博士課程学生としてこれからのオートモ
ビリティはどうあるべきかを研究しています。まだいわゆ
る社会人ではないため、ちょっと特別な立場で学生フォー
ミュラに関わらせて頂いています。大会会場では実況席に
お邪魔して一緒にこのレビューに関わっている両角岳彦氏
と一緒に好き勝手言わせてもらったりもしています。余談

になりますが、来年からの実況では現役のチームメンバー
の皆さんと実況席とでもっとインタラクションを図りたい
と考えています。
　さて、今年の特集記事では新たな取り組みとして参加チ
ームにチーム運営に関するアンケートの協力をして頂き、
約30チームから回答を頂きました。このアンケートを中心
に学生フォーミュラを再考してみたいと思います。アンケ
ートでは、人数・キャリア・活動時間・連絡と管理・トラ
ブル対策・テスト走行・車両製作・スポンサー・部費・単
位について伺いました。この中で興味深い結果の得られた
いくつかの項目について考えてみたいと思います。また、
前回大会のレビューで記した内容から継続した話も書かせ
て頂きますので、まだお読みでない方はぜひ前回大会のレ
ビューもご覧になってください。

　まず人数に関して、非常にばらつきが大きい回答が得ら
れました。以下のグラフに縦軸に今大会の順位と横軸にメ
ンバー全員と主要メンバーの人数を取ってまとめた結果を
示します。順位は上に行くほど良い成績となるよう軸を反
転してあります。メンバーが少なくても好成績を収めてい
るチームもありますし、その逆もあります。どうやらあま
り人数と順位との相関はなさそうです。主要メンバー数に

ついては、何をもって主要メンバーとするかはチームによ
ってさまざまだと思うのですが、全メンバーの半分以下が
主要メンバーであるとするチームが大半でした。また、多
くのチームで学年によって人数のばらつきが大きい様子が
見受けられました。こういった取り組みの強度もキャリア
もさまざまなメンバーをまとめてチームを運営するのは簡
単なことではありません。チームメンバーも周りの大人た

● 学年ごとの人数を教えてください。また、そのうち貢献度の高い（積極的にチームをけん引している）
主要メンバーと言えるメンバーは何人ですか？

設 問

●主要メンバーは学生フォーミュラに何年取り組んだメンバーですか？　引退の制度はありますか？

人数・キャリアの話

学生フォーミュラ参加校アンケート

学生フォーミュラの
今を考える特集 1
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ちもこのことを念頭に置く必要がありそうです。
　キャリアに関しては、引退制度の有無は大体半々、主要
メンバーは平均すると学生フォーミュラ3年目のメンバーで
あるようです。今大会の順位と見比べてみると、そもそも
引退するメンバーがまだいないほど若いチームもありますが、
引退制度の有無と成績の相関はなさそうです。引退制度有
りとするチームでいちばん多かったのは、学部3年で引退と
する回答でした。また、カリキュラムの都合などでメンバ
ー全員が1年間しか学生フォーミュラに関われないチームも
いくつかありました。しかし、そのような環境でも安定し
て好成績を残しているチームもあります。たとえ関われる
期間が短くても、それを前提とした学校や周囲のサポート
体制及びメンバーがしっかり勉強でき過去の積み重ねを生
かせるチーム体制ができていれば問題ないようです。

回答のあった全チームでコミュニケーションツールと
してLINEを使っているとの回答が得られました。

回答のあったチームのうち約1/3のチームではLINEに加
えてGoogleやサイボウズなど他のサービスを併用してい
るとのことでした。スケジュール管理については週次ミー
ティングで確認、作業場のホワイトボードやエクセルファ
イルで共有しているチームが多いようです。中にはガント
チャートを作成しているチームもありました。
　ひとつだけ、自分にとっても耳が痛いのですが、説教臭
いことを言わせて頂きます。もちろんこれをしっかりでき
ているチームも多いとは思いますが、そもそもスケジュー
ルというのはプロジェクトの期日に間に合うように計画を
立て、それを守ってプロジェクトを完遂するためのもので
す。もちろん当初はどれくらいかかるかわからないタスク
もたくさんあると思いますが、それでもどうにか線を引か
なければいけません。もし決めた期日を守れなかった場合
は新たなスケジュールを立て直さなければなりません。も
し新たなスケジュールが立てられなかった場合は、そのプ
ロジェクトの目標を下げるかあるいは辞めてしまうかどち
らかを選ぶことになります。プロジェクトを管理すること
の本質は、こういった失敗に対して判断を下し方針を決め
て周知することにあると思います。
　次にコミュニケーションツールに関してですが、はっき

り言ってしまうとLINEのグループ機能は貧弱で、これだ
けに頼ってチーム運営をするのは困難だと思います。たと
え全員と毎日顔を合わせるようなチームであっても人間は
考えたことや話したことを全て覚えていられるようにはで
きていないので、ログを分野ごとに整理して残しておける
コミュニケーションツールが必要です。回答にあった
GoogleグループやサイボウズLiveといったグループウェ
アではそれが可能です。LINEだけしか使っていないとい
うチームはぜひこういったグループウェアを導入してくだ
さい。
　現時点で自分のおすすめグループウェアは Slack 
(https://slack.com/)です。ブラウザからもアクセス可能
ですし、Win/Mac/Linux向けデスクトップアプリとiOS/
Android向けスマートフォンアプリもあります。基本的に
は英語のアプリですが、学生フォーミュラのレギュレーシ
ョンも英語ですし問題ありませんよね。いちおう日本語の
ヘルプセンター(https://get.slack.help/hc/ja)もあります。
Slackではチャンネルごとに分かれたチャットはもちろん
ファイルの共有も可能ですし、Google DocsやGitHubな
ど外部サービスとの連携ができるのも魅力です。プログラ
ミングの覚えがあればbotを導入してさらなる高機能化も
可能です。ほとんどの機能は無料で使えますのでぜひ使っ
てみてください。

● LINE、Slack、Googleグループ等のコミュニケーションツールは何を使っていますか？　
また、どのようなスケジュール管理のやり方をしていますか？

設 問 連絡と管理の話

学生フォーミュラ参加校アンケート

学生フォーミュラの
今を考える特集 1
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トラブル対策に関して、約1/3のチームから予備部品
や材料、工具に関する回答がありました。壊れる予

定のない部品が壊れてしまった時点で設計・製作・管理の
どこかに失敗があったということにはなってしまいますが、
大会で要求される寿命はそう長くないので予備部品があれ
ばトラブルを乗り切れる可能性は格段に上がります。少し
でも動的審査の成績を伸ばしたいなら必ず準備するべきで
しょう。他には車検対策、現場でのコミュニケーション、
テスト走行といった回答が複数のチームからありました。
前者2つももちろん疎かにはできませんが、自分の経験か
らはテスト走行こそが最も本質的なトラブル対策だと考え
ています。
　ではテスト走行回数・距離と総合順位との相関を見てみ
ましょう。以下のグラフの縦軸は例によって上に行くほど
良い成績となる総合順位、横軸は上がテスト走行回数、下
がテスト走行距離です。多ければ多いほど良いというもの
ではありませんが、このグラフからは成績とテスト走行量
には正の相関があると言って良いでしょう。
　自明なことかもしれませんが自分の考える理由を記しま
す。まず、どんなに優れたマシンを作っても、本番で実力
を発揮できなければ動的審査で好成績を残すことはできま
せん。好成績を収めるためには壊れない、ミスらないとい
うことが何より重要です。次に、テスト走行を行うと必ず
マシンが壊れトラブルが出ます。実際、東京大学が優勝し
た年の23回のテスト走行のうち、トラブルがなかったの

は2回だけでした。そしてトラブルは繰り返します。ですが、
繰り返し起きるトラブルこそが大会においても起きる可能
性の高い重要なトラブルです。テスト走行で出たトラブル
は大会までに対策できますし、対応方法も学習できます。
つまり、テスト走行によってトラブルを経験することこそ
が好成績を収める鍵なのです。さらに、どんな予備部品や
材料、工具を用意すればいいかを判断するためにも、また、
チームのトラブル対応能力を高める上でもテスト走行とい
う「実戦経験」が不可欠です。逆に、多くのテスト走行を
企画して実行できることは高いチーム力の証明でもありま
す。また、チームが設計・製作したマシンの検証を行うに
も、そしてその検証結果を受けてよりマシンの完成度を上
げるためにもテスト走行は必須です。以上がテスト走行が
重要である理由です。

● 「大会においてどのようなトラブル対策をしていますか？
●シェイクダウンから大会までのテスト走行回数or時間or距離を教えてください

設 問 トラブル対策・テスト走行の話

縦軸に上に行くほど良い成績となる総合順位、横軸に
スポンサー数を取ってまとめた結果を以下に示しま

す。これもスポンサー数が多いほど好成績となる相関があ
りそうです。これは単に得ている量が多いから強くなって
いる、というシンプルな理由だけではないと思います。ま
ず、たくさんのスポンサーと付き合えるということはそれ
だけチーム力が高いことの証左に他なりません。また、い

くら大学といえどもこの学生フォーミュラ大会が要求する
多岐に渡る分野全てについて十分に教わることができる学
校はほとんどありません。これは実社会で活躍している組
織、個人との関わりによって得られる学びが必須であると
いうことです。もちろん例外はあり、スポンサーは20社
と比較的少ないにも関わらず好成績を収めたチームがあり
ますが、こちらは例外的に学内の支援体制がしっかりして

● スポンサーは何社ですか？　そのうち資金、素材、加工、アドバイス等の内訳を教えてください

設 問 スポンサーの話

学生フォーミュラ参加校アンケート

学生フォーミュラの
今を考える特集 1
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● 部費は徴収していますか？　それはいくらですか？
●学生フォーミュラの活動に大学の単位は付きますか？

設 問 部費・単位の話

いるのだと思います。このようなチームであればスポンサ
ーの重要性は低いのかもしれませんが、ほとんどのチーム
はそうではありません。
　また、スポンサーの種別の内訳ですが、資金スポンサー
が多いチームもあれば素材やアドバイス提供が多いチーム
もあり、これといった傾向は認められませんでした。どの
ようなスポンサーであれ企業との交流によってチームが得
るところは大きいのでしょう。それに対してチーム側が何
を返せるかについてはよく考える必要があります。これは

短期的な実利であることはまずありません。ほとんどの場
合もっと長い目で見たメリットを狙って支援して頂いてい
ます。それは将来の同僚もしくは顧客となる学生への認知
度向上、さらには優秀なエンジニアを育てることによる業
界全体の発展であったりします。どの場合でもスポンサー
して良かったと思って頂くためには、熱意を持って活動に
取り組んで、頂いた有形無形の物を生かすことによって感
謝を伝える以外ありません。

それぞれの結果を以下のグラフに示します。やはり部
費を徴収しているチームが多く、単位の付くチーム

は少数派です。学生としては部費は少ないに越したことは
ありませんし、学生フォーミュラが学校から認められた活
動であるに越したことはありません。未だに恵まれない環

境に置かれているチームのために、学生フォーミュラがど
れほど学生のため、さらには社会のためになっているかの
アピールを大会側も協力して行い、学校や資金スポンサー
からの支援を取り付ける必要がありそうです。
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【終わりに】
　この特集記事では学生フォーミュラを主にチーム運営の
面から見直してみました。いかがでしたでしょうか？　何
かひとつでもお読み頂いた方にとって新しい気付きがあれ
ばうれしく思います。
　僭越ながらちょっとだけ私からのメッセージを書かせて
頂きます。多大なマンパワーをかけてさまざまな課題に取
り組む必要のある学生フォーミュラは、ものづくりコンペ
ティションである前にプロジェクト運営のコンペティショ
ンであるはずです。であれば、いかに上手にプロジェクト
を運営できるか、にもこだわるべきだと思います。また、

大会というプロジェクトの運営がチームへのお手本になる
と素晴らしいと思います。学生フォーミュラに限らず、学
びというのは熱意を持って取り組んだ末に得られるものだ
と思います。学生フォーミュラは参加も運営もとても大変
な活動ではありますが、それ故得られるものは大きいはず
です。そして、自動車産業がこれからもこの国を、さらに
は人類の営みを支える産業であり続けるためには、この学
生フォーミュラが不可欠であると私は思っています。
　最後に、この特集記事が学生フォーミュラ大会をより良
い大会にする一助となることを願って結びとさせて頂きます。

　この章は前年大会のレビューで記した内容の続きになり
ます。前年大会のレビューをお読みになってから読まれる
ことをおすすめします。
　まず、表彰台に上がった総合成績1位から6位のチーム
の平均得点ですが、775.3点と昨年から約50点上がりました。
これは総合6位以内に静的審査総合トップとコスト審査ト
ップのチームがいるためです。両校ともおめでとうござい
ます。
　次に、デザイン審査の成績と総合成績の関係です。以下
の2枚のグラフは全15回の大会のデザイン審査の成績と全
体の成績の関係を示すものです。1枚目のグラフはデザイ
ン審査1位～4位のチームの総合での順位を示したものです。
棒が短いほど順位が良いことを表しています。途中で切っ
ていますので7位以下の領域は表示されていません。2枚

目のグラフはデザイン審査1位～4位のチームの総合得点
を平均した得点が全体では何位に相当するかの変遷を示し
たものです。同じく、上にあるほど順位が良いことを表し
ています。今大会はデザイン審査1位～4位に総合1位～3
位のチームのいない初めての大会となりました。2枚目の
グラフでは昨年と同じく最低の14位となっています。デ
ザイン審査はその性質上、チーム力が高くマシンが優れて
いる、つまり総合成績の良いチームほど高得点を取れるは
ずの審査です。それがこのような状況であるのは憂慮すべ
き事態であると思います。また、今年のデザイン審査では
満点である150点を獲得したチームはありませんでした。
これらについてはデザイン審査リーダー長谷川さんからの
審査講評と、次ページからのデザイン審査チーム座談会に
て、審査員の皆さまからのメッセージをぜひご覧ください。

点数の話
学生フォーミュラ参加校アンケート

学生フォーミュラの
今を考える特集 1
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訪れたEVの転換期
後藤：皆さん、今日はお忙しい中、そし
てデザイン審査でお疲れにも関わらずお
集まりいただきありがとうございます。
さっそくですが、まず今年の審査で印象
に残ったことについて、それぞれお伺い
させてください。
長谷川：今年のデザイン審査での大きな
トピックスは、初めてEV車両がデザイ
ンファイナルに残ったこと、そして欧米
豪以外のアジアからの海外校がデザイン
ファイナルに残ったことです。去年のレ

後藤：デザインファイナルに入った３チ
ームの中でも、名古屋大学EVとHarbin
は躍進ですね。確かに名古屋大学EVは
オートクロスでも１分を切るタイムをマ
ークし、Harbinは毎年きれいに車を仕
上げて来ている、という印象があります。
長谷川：こう言っては何ですが、今まで
の日本のEVは新規参入校など、全体の
実力としてまだ中位以下レベルのチーム
が先にEVに飛びついていた背景がある。
ところが名古屋大学という、ICVで上位
を走っていたチームがEVに切り替えて

ビューを見ていただくと分かりますが、
欧米豪の学校は過去15大会で5回参加し、
その全てがデザインファイナルに残って
いる。一方でアジアのチームは毎年20〜
30校が参加しながらデザインファイナル
まで残ったことはなかった。ただし、ど
んどんレベルが追いついて来ていて、そ
ろそろ背後に彼らの足音が聞こえて来た
と書いたのが去年のレビューなんです。
デザインファイナルの3台に次いで4位に
入ったのもアジアのチーム。アジアのレ
ベルが大きく上がったというのが特色です。

名古屋大学EVが総合4位に入るなどEV車両が躍進し、
アジア勢の台頭が目立った第15回大会
デザイン審査に携わる審査員の方々に

改めて日本大会の現状と将来への展望を語っていただきました

EVの躍進、アジア勢の台頭

司会：後藤健太郎
2009年、東京大学のチー
ムリーダーを務め大会優勝
を経験。東京大学大学院工
学系研究科博士課程に在籍
中。2014年に株式会社本
郷設計室を起業、2016年
に株式会社本郷開発局取締
役に就任。

小野 昌朗▶
東京アールアンドデー代表取
締役CEO。学生時代からレ
ーシングカーの設計に携わり、
1974～77年にはF1、それ
以降もル・マン用マシンを
設計するなど、日本を代表
するレーシングカーデザイ
ナー。デザインファイナル
審査委員長を務める。

◀ 宮坂 宏
スクーテックジャパン代表取
締役。国内でレーシングカーの
設計・製作に携わり、その後レー
スエンジニアとして活躍。「学生フ
ォーミュラの現場に実際のレース経験
者が少ないので」という理由で請われ、
2008年からデザイン審査メンバーを務め
る。担当はシャシーとサスペンション関係。

▼長谷川 淳一
デザイン審査統括リーダー。トヨ
タ自動車勤務。自身がプライベー
トでラリー・レーシングドライバ
ーであったことから当時の上司
に指名され、2006年より学生
フォーミュラに関わり、車検
委員として参加した1年を除
けば一貫してデザイン審査
に関わっている。

◀ 中山 紘一
日産自動車勤務。学生フ
ォーミュラ・アメリカ大
会に2000年、2001年と
参加し、その縁でアメリ
カの大学に進学。修了後、
帰国し日産へ。デザイン
審査ではフレームとボデ
ィを担当。

和泉 恭平▶
川崎重工勤務。2008
年から2013年まで大阪
大学から学生フォーミュラ
大会に参加し川崎重工へ。デ
ザイン審査ではパワートレイン
パートを担当。

デザイン審査グループ座談会

学生フォーミュラの
今を考える特集 2



36

来たというのがポイントです。
　それと、ヨーロッパではすでにEVの
方が速いという事実があります。日本大
会のEVというと、「従来のICVのシャシ
ーにパワートレイン部分だけをモーター
に置き換えただけ」という車両が多く、
トルクベクタリングや4駆といった、EV
ならではのメリットを生かした設計は少
なかった。あるにはあったがその効果を
明確に発揮できているようには見えなか
った。それが今年から本格的に出始めた
というところです。
小野：今のヨーロッパの流れを見ている
と、やはりEVが今後の主流になってい
くでしょう。日本はこれから、市販の電
気自動車で世界をリードしていかなけれ
ばいけないし、私の理解では技術レベル
では遥かにリードしているはずです。と
ころが学生フォーミュラの世界では完全
にヨーロッパに水を開けられており、あ
る意味マズイなと思っています。今回、
上位校の名古屋大学がEVにシフトした
のは、それはそれで良かったと思います
が、それでもヨーロッパのチームと比べ
ると技術的にも性能的にも差があります。
この差をどうやって詰めていくのかとい
うのが、日本の学生フォーミュラにとっ
て大きな課題だと思っています。
　例えばTongjiのEVは４輪モーターを
採用していますが、インホイールという
よりもハブにモーターを付けました、と
いう設計で、その影響でサスペンション

ジオメトリーがおかしかったりもする。
それでもアクセラレーションでトップタ
イムをマークしています。
後藤：４秒を切りましたからね。
小野：電気自動車って、本来そういうポ
テンシャルを持っているんです。それを
日本の大会に最初に持ち込んだのが中国
のチームだというのが、今の日本の学生
フォーミュラの問題を象徴しているので
はないかと。
後藤：確かにアクセラレーションでは名
古屋大学EVも3位で、１、3位がEVです。
中山：去年までもEVはいましたが、そ
もそも車検通過に苦労する状態で、動的
審査に進んでもパフォーマンスを発揮す
るには至らなかった。今年は早い段階で
車検通過している学校が多く、9校もあ
りました。しかもポテンシャルの高い学
校もある。名古屋大学はもちろん、海外
校でもポテンシャルの高い学校が走って
いるというのは、日本のチームにとって
も刺激になるでしょう。EVは速い、と
いう魅力がないと、なかなかEVに移行
できない、というチームもあるでしょうし。
小野：決して軽い車両ではないけれど、
オートクロスを１分切るようなタイムで
走り出したというのは明るい兆しです。
後藤：日本の学生フォーミュラはEVの
転換期を迎えたのかもしれませんね。
宮坂：学生フォーミュラはエンデュラン
スでも走行時間30分と短い。そう考える
とまさにEVに向いているカテゴリーと

言えます。海外の情報を持っている人た
ちはすでにEVの方が速いということを
知っていたと思いますが、現実にアクセ
ラレーションでこういう結果が出たこと
で、これまでEVのポテンシャルを認識
していなかった人にもアピールできたで
しょう。
長谷川：海外の動向はユーチューブとか
にも出てきますけど、実際に目の前で見
るのはやはりインパクトが違う。そうい
う意味では影響は大きいと思います。

予想を上まわったアジア勢の躍進

後藤：もうひとつの特徴である、アジア
の台頭についてはいかがでしょう？
長谷川：わざわざ日本に来るぐらいです
から、自国でもトップクラスの人たちが
チャレンジして来るんでしょう。とはい
え日本大会の存在意義については再確認
したいところです。アジアからは「近い
から出る」、ヨーロッパやアメリカから
は「スポンサーの関係で出る」「ちょっ
とつまみ食い的に出て見る」では残念で
すよね。日本大会で勝つことが世界でも
一流の証となればいいのですが、現実そ
うはなっていない。
後藤：でもアジアの大会で実際に世界シ
リーズに入っているのは日本大会だけで
すよね？
長谷川：それはFSAEシリーズ戦に登録
しているのが日本大会だけだからです。
中山：アジアのチームの話ですが5年ぐ
らい前は、いい部品を使っていたり車両
が綺麗だったりするのに、設計の中身に
ついて質問しても全然答えが返ってこな
いというパターンがありました。長谷川
さんがずっと「設計のプロセス」と言い
続けてきて、彼らはそこを真摯に改善し
てきた。それがここ数年の伸びに繋がっ
ていると感じます。特に中国とタイ。私
はKing Mongkut`sをここ数年担当して
いるのですが、年々レベルが上がってき
ています。あとHarbinもですね。今は
まだ海外から参戦してくれていますが、

静岡理工科大学とのジョイントで昨年EVに初挑戦した名古屋大学は今年、自らのチームでEVに参加。EV
車両として初めてデザインファイナル進出を果たし、EVクラス優勝、そして総合でも4位という好成績を
収めた。

学生フォーミュラの
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国際大会として日本大会をどうしていく
べきかは考えないといけません。
後藤：素朴な疑問ですが、デザインレポ
ートはもちろん、審査も全て英語ですよ
ね？　その辺りでご苦労もあるのでは？
中山：デザイン審査には７チームいます
が、その内２チームを英語強化チームに
しています。あとは通訳ができる人間を
加えてサポートしてもらったり。そこは
我々として対応していかなければいけな
いことです。
長谷川：実際のところ英語で通訳がつい
ていると、説明するのに倍時間がかかる
から不公平だというチームもないことは
ないんですよ。公用語で英語を使うと宣
言している以上は、極力誰もが喋れるよ
うにしないといけないのですが現実的に
難しい。かつてスタッフの派遣に「英会
話の得意な方」という条件を付けたこと
もありますが、「それでは派遣できません」
となってしまい成り立たなくて辞めたこ
ともある。ドイツ大会では、基本的に全
て英語で運営しているらしいですね。ド
イツ語を使ってはいけないとルールに定
めて、ホームページも全て英語ですし、
ドイツ人同士のスタッフも英語で会話し

車両の中で注目したものがあればお聞か
せください。
長谷川：まず大事なのはデザイン審査と
いうのは「思考の競技」であるというこ
とですね。頭の中でいかに考えたかとい
うことに対する競技なんです。目の前に
ある完成したものがいかに素晴らしくて
も、例えばですがヨーロッパの車両の設
計図を引っ張ってきて外注して作ったも
のでは意味がない。それは自分で考え、
自分で作ったものではないでしょう？　
レーシングカーというそもそも正解がな
いものを、燃費だとか走りだとか重さだ
とか、色々な背反要素がある中で目標性
能を定めてそれを達成する。そのための
思考プロセスを評価しています。提出さ
れるデザインレポートを読めば、こいつ
は本当に考えたものなのか、それともど
こかから引っ張って来たものかは、ベテ
ランの目で見れば透けて見えますよ。ま
ずはレポートで読み取って、実際の審査
はそれが実際にできているのかを確認す
る場です。
宮坂：デザインレポートがどういうもの
かはレギュレーションに明記されていま
すし、我々が何を見て審査しているかと
いうガイドラインも公開されています。
でも、それを読んでいない学校も多い。
あるいは目は通した、読んだけれども実
際に車両を作って大会の現場に来るまで
の間に大変なことが続くので、その中で
忘れるわけじゃないけど後回しになって

ていると聞いて驚きました。
小野：アジアの自動車産業の方とミーテ
ィングすると、あちらの技術者の方は皆
さん流暢に英語で話されますね。日本で
は日本語を使うからこそ密度の高いコミ
ュニケーションが取れると思いますが、
一度それが海外とのコミュニケーション
となるとネガが生じる。同じことが学生
フォーミュラの世界にも顕著に現れてい
るのはと思います。

デザイン審査は「思考の競技」

後藤：デザイン審査の話から少しずれて
しまいましたが、そもそもデザイン審査
で皆さんが重視するもの、そして今年の

海外チームのデザイン審査風景。言葉の壁を感じるのは学生だけではなく、スタッフも同様。今後の重要な課題
と言えよう。

年々、着実に実力を増してきているアジア勢の台頭を示すかのように、ついにデザインファイナルに進出し
たHarbin Institute of Technology at Weihai。
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しまうとか。そういう学校が全体の中で
はまだまだ多いですね。
　ただ、私が今年担当した中では、非常
に高いレベルまでタイヤ、サスペンショ
ンから車両運動を理解してきている学校

（京都工芸繊維大学）がありました。こ
ちらの質問に対して「いえ、こう考えて
こうしました」と整然と説明し、そのバ
ックデータも揃っている。ここ10年、シ
ャシーとサスペンションを担当して来た
中で、いちばんレベルが高かったと思い
ます。
和泉：パワートレイン関係では2校ほど
印象に残った学校があります。1 校

（Tongji大学）は海外校ですが、とても
まっとうな開発をしていました。一度エ
ンジンベンチを使って性能を測定して、
その測定結果を使ってきちんとコンピュ
ーターシミュレーションをやり、また試
作して回していくという、いわば自動車

会社できちんとやっているような開発に
力を入れてやっていました。何を訊いて
もシミュレーションで全部やったと、サ
っと資料を出してきた。
　もう1校は京都大学のシームレストラ
ンスミッションです。変速しないと速く
走れないというのはICVの弱点であり、
それこそ優勝した時の東大のように「だ
ったらCVT」みたいな解決策もあるわ
けです。それを、学生が企業と協力しな

がら仕様を決め、駆動が途切れずにシフ
トしていくトランスミッションを開発し
てきたというのは、ちゃんとエンジンの
中にまで手を入れて駆動系を速くしてい
こうという思いが感じられ印象的でした。
長谷川：ただ、今大会の車両には搭載で
きませんでしたけれどね。
小野：あれは産学共同というか、企業と
のコラボレーションですよね？
後藤：トランスミッションのデザインコ
ンペティションを実施して、それで学生
と企業が協力して作りました、と聞いて
います。
小野：そういう流れの発言として適切か
どうかはともかくとして、日本チームの
現状とヨーロッパあるいは中国の現状を
見ていると投入されているリソースの違
いというのが気になります。特にドイツ。
最近は中国もかなりですが。
後藤：それに、そもそも人数の少ないチ
ームも日本には多い。単純にこの大会で
活動するだけのマンパワーが「その人数
で大丈夫？」というようなところも多い。
この点も含めて単純に海外チームと比較
するのは気の毒な気がします。
中山：また海外の話になってしまいます
が、タイのKing Mongkut'sは従来パイ
プフレームだったのをEVチームが1年先
行してモノコックを開発し、今年はICV
もモノコックにしてきました。エルゴノ
ミクスを強く意識したもので、1年であ
そこまできっちり開発するというのはも
のすごく大きなリソースをかけて開発し

大会終了後の恒例となった、インドネシアのチームが集っての記念撮影シーン。全員で国歌斉唱する姿は力強く、
強い一体感を感じさせる。

3年計画で車体開発を行うというユニークな手法を採る京都大学。その1年目として今年はカーボンモノコ
ックとシームレストランスミッションの開発を手がけた。残念ながらシームレストランスミッションは大会
では採用されなかったが、意欲的なアプローチは大きな注目を集めた。
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ているんだと感じます。学生だけではで
きないので、スポンサー企業と一緒にな
って、でも任せっきりではなくきちんと
設計して、貼り込みなどの作業も自分た
ちでやる。そういうことをきっちりと短
期間でレベルアップできる活動ができて
いるというのが大変印象的です。King 
Mongkut`sは3年間見ていますが、3年前
はそれこそ何をしたらいいのかもわから
ない状態だったのが今は強力な日本のラ
イバルになっている。プロセスの大切さ
もしっかりと理解しています。
小野：国の意思を感じる、という部分は
ありませんか？
中山：ありますね。背負って来ている部
分はあります。
小野：今、日本は半導
体だったり液晶だった
り、いろんな産業で遅
れつつあります。唯一、
自動車産業がなんとか
世界市場の３割を押さ
えていますが、それだ
けに真剣にこれからを
考えていかないといけ
ない。
中山：まさに。
小野：高速性能だった
りハンドリング性能だ
ったり、あるいはブラ
ンド化などではドイツ
がリードしていますが、
低コストで信頼性が高く、きちんと設計
性能を出す車を安定して大量に生産する
力は、日本が圧倒的だと思うんですよ。で、
そのドイツは今、インダストリー4.0と
言って、日本の品質管理に追いつこうと
している。ドイツの学生フォーミュラを
見ていると、そこで人材育成も進めてい
る。学生フォーミュラを使って産業のい
ちばんベースとなる人材育成に取り組ん
でいるように見えます。
中山：デザインの話からは外れてしまう
かもしれませんが、そもそも海外の学生
フォーミュラはリクルーティングに直結
しているのが特徴だと思います。アメリ
カ大会では会場内にリクルーティングブ
ースがあって、学生が自分が担当したパ
ーツを持ち込んで担当者を捕まえて見て
くれ、と。で、自分の車まで引っ張って

いって「この車は僕がやったんだ」とア
ピールしている。そういう光景が当たり
前にあります。彼らは学生フォーミュラ
で得た知識や技術が仕事に直結するとい
うことをとても理解していて、向き合い
方が違う。これは日本の学生のせいとい
うのではなく、今の日本の現状について
のコメントですが、日本で学生フォーミ
ュラを続けていく上では、そういう面も
考えていかないと。
小野：ドイツの大会ではいよいよ自動運
転車も走り出しました。ああいうのを見
ても、ドイツは戦略的に自動運転技術者
を育てようとしているのが伝わってきます。

技術・ノウハウの継承と

維持の難しさ

後藤：ひと通りのお話はいただいたと思
いますが、逆に全体の印象で結構ですが
もう少しこういう部分を頑張ろうとか、
あるいは伸び悩んでいるところなど、特
に中堅で伸び悩んでいるチームに向けて
のお話をいただけますか？
和泉：個人的な印象ですが僕が参加して
いた頃は東大とか上智とか、あるいはモ
ノコックを始めた時の豊橋とか、綺麗で
作りのいい車というのがたくさんあって、
そこから部品の作り込みを学んでいた部
分があります。ただ最近の車はそういう
ところがなくなった。作りはそんなに良
くないところにガサガサの羽だけつけて。
確かに大変なんだろうけれど、その割に
アウトプットであるマシンがそんなに綺

麗になってない。アルミのエンボス板を
とりあえずバサバサ貼ってとりあえず走
れるようにして来ました、みたいなとこ
ろがあります。負荷の大きいところはう
まく切り捨てて、もっと基本的な部分を
きっちり設計して作って評価するという
ところをきちっとやった方がいいんじゃ
ないかという印象はあります。
後藤：設計する上で毎回定まらない箇所
があると評価の妨げになってしまう。エ
ンボス板がちゃんと固定されていないと
ころも結構多くて、固定されてないのに
エアロとかちゃんと評価できるのかなあ
というのは思いますね。
和泉：あると思いますし、それこそ例え
ばサスペンションを見たときに、設計し

たポイントからズレた
ところに付いていたら、
いったい何を設計した
のかわからない部分も
あると思います。ウイ
ングもそうです。パワ
ートレインであればサ
ージタンクを解析した
けれど、実物は全然そ
の形になってないとか。
そういうのは少し残念
ですね。
宮坂：最終的に我々が
デザイン審査の現場で
車を見るわけじゃない
ですか。そういう中で

の平均値は変わってないのでしょうが、
上位校のクオリティは下がっている気が
します。そこはすごく感覚的なのですが。
先ほどの上位校が綺麗に車を仕上げてい
た時というのは、どこか光るところがあ
ったり、こだわりがあったりする学校が
ありましたが、今年私が担当した中には
そういう学校はひとつもありませんでし
た。綺麗というか仕上がり、そこにこだ
わって欲しいなというのはあります。
後藤：熱意というのはそこから見えると
思いますし、設計した通りにできていな
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いと検証できないというのは、デザイン
審査にそのまま関わる部分ですね。
中山：中堅校など伸び悩んでいるところ
は、先ほど和泉さんが言ったようにリソ
ースを考え、やる範囲を絞ってやれるこ
とをしっかりやるという手段がまずある
と思いますが、蓄積なんですよ。僕らも
偉そうなことは言えませんが、どうやっ
て今までの先輩たち、もしくは自分たち
のノウハウを残していくか。それによっ
て合理化し、さらに新しいことをやって
いくような積み重ね。言うのは簡単です
し、とても難しいことはわかっています
が、とても大事だと思います。一から作
って一発で、それも1年でいいものをと
いうのは、よほどのメンバーが揃えばで
きるのかもしれませんが難しいでしょう。
ヨーロッパもアメリカも蓄積の中でああ
いう車を作ってくる。そこを考えないと
ずっと同じところを毎年回っている状況
から抜け出せない。
後藤：二通りありますね。ひとつは同じ
ところをぐるぐる回るのと、もうひとつ
は上がったところで必ず落ちてしまうと
いうのと。
中山：一度落ちると再び上がるのってす
ごく難しい。蓄積が一度切れてしまうと、
その後は何年もかかる。そういう危機感
も持って取り組んで欲しい。
後藤：それをどうすれば良いのか、社会
人の皆さんからアドバイスいただければ。
中山：コーネル大学を視察したことがあ
りますが、あそこでは20年分ぐらいのデ
ザインの記録や図面などが全て残ってま
す。1年分が分厚い冊子になっていて、
その年に何をやったのか、実験のデータ
も残っていて、新しい人が来て何かを担
当するときにはそれを勉強して「ああ、
こういう風にしてやって来たんだな」と
いうのを理解した上で次に何をやるのか
を考える。
後藤：記録というのは図面だけでなく考
え方とか、レポートなども？
中山：デザインレポートみたいに数枚で
はなく、例えば冷却系なら冷却系を、こ
ういう考え方で、こういうパラメータを
使って設計した。実際に実験してみたら
こういう所が合わないからこういう補正
をかけて、こういうデータを、みたいな
レポートが膨大にありました。一方日本

のチームではそれこそCADデータすら
保存してなかったり、レポートだって数
値しか残ってなくて考え方が伝わらない
チームもあります。自分に対する反省も
含めてですが。
後藤：和泉さんの大学も確か落ちてしま
いましたよね？
和泉：開発を完了した時に開発完了報告
書など技術資料は残しましたが、日々の
思考の中でブラックボックス化というか、
自分の中で勘と経験になってしまい残せ
ていない部分があり、後輩に伝えられな
かったと反省しています。
小野：私らにしてみたら東大が優勝し、
その後、シュンとなってしまったのはシ
ョックでした。
後藤：私も後輩と一緒になって設計した
り作業はしましたが、意外とそれでは伝
わらないというのを感じていました。頭
の中までは見えませんからね。もしかす
ると「落ちる」のではなく「普通の状態
に戻る」のかもしれません。
宮坂：勝手な想像ですが、やはり勝った
チームというのは勝つまでのものすごい
エネルギーと、そこに関わった学生さん
のエネルギーのすごさがある。それをき
ちんと認識できないまま、「設計すれば
こういうものができるんだ」と思って引
き継いだ人たちの世代になった時に、い
きなりそこでプスっと終わってしまうの
では？　先輩からすれば「お前ら分かっ
ているだろうな？」というのが実は案外
伝わっていなくて、そのエネルギーの総
和が現実的に下がってしまうという事実
があるんじゃないかと。勝ちに行く時っ
てやっている人たちはみんなモチベーシ
ョン上がっているから、自分たちではそ
んなにすごいことやってるつもりはない
かもしれないけれど、仮にそれを客観的
に定量化して見えたらとしたら、それは
きっとすごく大きいんでしょう。
後藤：まあ、我々の時も今となってみれ
ばあり得ないぐらいのマンパワーを注い
でいたと思います。ブラックすぎるので
詳細は伏せますが（笑）。
小野：これを言うと身も蓋もないかもし
れませんが、自動車レースの難しさって、
やはり必要なリソースが極めて大きいと
いうことなんです。続かなくなったチー
ムを見ていると僕には「リソースが続か

なくなったんじゃないか」という風に見
えてしまう。学生フォーミュラも自動車
レースである以上、「エアロをやりなさい」
とか「コンポジットはいいよ」と僕は言
い続けてきましたが、それが正解だった
のか、という思いがあります。世界のレ
ベルがそこにあるんだから、そこをやら
ないのはまずい。だけどその結果、費用
が大きくなり作業量も増えていく。性能
を上げていく上でエアロの重要さを理解
しているからこそ「やるべきだ」と言い
ますが、結果として出てくるのは「この
ウイング、本当に効くの？」といった車
両だったりするわけですよ。リソースを
心配しないで活動できればいいのですが、
実際はそういう活動費用を学生たちがな
んとか工面しているチームも実は多いの
では？

学生の熱意に、
熱い気持ちで応えたい

後藤：こうして話していると話題が広が
って尽きませんが、最後に皆さんそれぞ
れの視点で学生の方に伝えたいことをそ
れぞれお願いします。
宮坂：デザインレポートって今、どんど
ん審査のために読む量が増えています。
私は今年14校を担当しましたが、きちん
と読み込んで採点するには大変時間もか
かります。でも、大変なんだけど、この
エコパの5日間が楽しくて仕方ない。1年
の中で最も充実した5日間であり、楽し
みであり喜びでもある。やはり車が好き
な学生がここまでエネルギーを注ぎ込ん
だものをその場で見て、実際に学生と話
ができるのは魅力的です。それとデザイ
ングループが毎晩居酒屋で実施している
デザイングループミーティングも（笑）。
私はどちらかというと自動車技術の世界
ではアウトロー的なところで生きて来ま
したが、やはり自動車メーカーの若いエ
ンジニアと色々と話をしていると、充実
感のある時間を過ごせます。
和泉：私は今年からデザイン審査をやる
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ようになりましたが、数年前まではその
デザイン審査を受ける立場でした。それ
が今、審査の場でお話していた人たちと
こうして話ができるようになったという
のは非常に面白いと感じています。デザ
イン審査で議論するのもとても楽しい。
ただ、審査していて学生から「一生懸命
考えて来たのに、なんでこんな悪い点数
を付けられるんだろう？　こんな審査、
嫌だ」っていう空気を感じてしまうこと
もあります。それってすごくもったいない。
点が付いてないのはやはりどこかうまく
回せていない、評価できてないというの
部分があるので、ぜひ審査員に絡んで意
見交換するようなスタンスで来てもらえ
たらと思います。僕もまだ経験は浅いけ
れども、訊かれたらしっかり答えたい。
中山：2000年の頃は日本でこんな学生
フォーミュラ大会を開催できるとは想像
できませんでした。アメリカ大会はあり
ましたし海外でも広がり始めてはいまし
たが、日本から出て行くだけでも大変だ
った。それがここ10年、ものすごいスピ
ードで広がって来ている。学生さんがど
う感じているかはわかりませんが、こう
いう場があることがとても価値あること
だと感じています。
　ただ、先ほどのチームの話ではありま
せんが、大会そのものもサチュレーショ
ンを起こして下がって行くこともあると
思うので、ぜひ学生さんの方からも「こ
ういう風にしたい」と期待を発信して欲
しい。もちろん我々からも発信はしてい

かなければと思っていますが、双方向に
やっていきたい。学生さんが本当に大変
だというのは僕らも充分にわかった上で
厳しいことを言っている部分はあります
が、どんどんコミュニケーションを取っ
てより良い大会にしていきたい。
小野：私から見たらいちばんモータース
ポーツらしいイベントが、実はこの学生
フォーミュラではないかと思っています。
技術屋である私からすると、出来合いの
車をただ走らせるというのはモータース
ポーツのごく一部分でしかなくて、やは
りモータースポーツはクルマ作りの競争
です。多分、学生フォーミュラはどのカ
テゴリーよりも自由で、どんなことでも
できる。しかもスポーツマンシップも生
きている。こういう場で我を忘れて没頭
するというのは、やはり羨ましいと思う
し、ぜひ楽しんで欲しい。
中山：この活動を通じて大学の中、自分
のチームの中で友達を見つけるというの
もありますが、いろいろな大学で集まっ
て枠を超えた知り合いを作る、我々スタ
ッフとも知り合う。これって将来の大き
な財産ですし、すごくいいものです。実
際に今、OBの審査員が増えて来ていて、
デザイン審査で言えば半分ぐらいがOB
です。その繫がりでぜひ仲間を作って広
げていただきたい。
長谷川：当然、参加している人は大変だ
と思います。実行委員会の中にもこれは
もう教育的イベントであってモータース
ポーツではないという人もいますし、僕

自身は教育的イベントだけではなくて、
単にこのイベント自身が楽しくて参加す
るのでもいいと思っています。他にも就
職に役立つというのがあってもいいと思
うし、そういう打算でやっている人もい
るかもしれないけど、それでもいい。だ
けど本気でやるとめちゃめちゃ大変じゃ
ないですか。大学時代ぐらい、ちょっと
女の子と楽しく遊ぼうかという考えでは
できない。自分の人生を賭けているよう
な奴ら、そういう熱い奴らと年に1回会
って、話したり評価したりするというの
が今はもう楽しみなんですよ。それとス
タッフ。みんなモチベーションが高くて
全員があれもやりたい、来年もやりたい
と言ってくれている。
　実をいうと僕、最初にこの役を引き受
けて2年目ぐらいの頃は、「ああ、もう面
倒くさい。さっさと合理化しないとな」と、
まあトヨタ的なことを考えたわけです。
さっさと標準化して工数を最小限にしよ
うみたいなことを考えた。でも、それじ
ゃダメだと。一生懸命にぶつかってくる
学生を相手に、人間の血で応えてやらな
いとダメだと思って、そこから先はずっ
と今の姿勢でやっています。
後藤：今日の皆さんのお話から、デザイ
ン審査グループの熱さの根源を垣間見た
気がします。お時間のない中、そしてお
疲れの中、今日は本当にありがとうござ
いました。




