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1. はじめに 
 東海大学初年度チームとして

2002 年の発足時から、2004 年「第

２回全日本学生フォーミュラ大

会」参戦までに Formula SAE（以

下 F-SAE）を通して学んだことを

記したいと思います。本学は競技

会期間中に車両を組み上げると

いう有様で参加校 28 チーム中 25
位という結果でしたが、すべてを

ゼロから立ち上げ、学生主体を貫

き通した活動によって得られた

ものは大変貴重なものでした。 
 
2. 本学の活動理念 
 「日本人は１のものを２，３と

発展させることは上手いが、０か

ら１を生み出すことが出来な

い。」中学生だった私の耳に飛び

込んできた言葉です。経済番組は

もちろんのこと、ニュースさえ見

ない中学生の耳に入ったのです

から、日本人の創造力不足は深刻

な問題といえるのではないでし

ょうか。原因の一つとして、一つ

の事象にじっくり取り組まず、暗

記や解法を模倣するといった教

育制度に問題があると考えます。 
その点、東海大学における

F-SAE への姿勢は一線を画して

いるといえます。「創造力豊な学

生を育成する」という思想に基づ

き、学年ごとに指揮系統まで完全

に独立したチーム構成になって

いるのです。この形態であるとノ

ウハウの蓄積、伝承ができないな

ど様々なことが危惧されますが、

「大学とは学生を育成する場で

ある」ということを再認識した時、

どちらの道を歩むべきか、以下に

より明白になるはずです。 
 第一に、全ての学生に車両の企

画段階から設計、製作、テストと

いった一連のプロセスを体験で

きる機会があることが上げられ

ます。通常、企業でも新車投入時

などは市場調査から行なわれま

すが、全くゼロからではなく、ノ

ウハウの蓄積によってほとんど

道筋が立てられているはずです。

しかし、本学では安易にノウハウ

の提供は行なっておりません。道

筋を模索する貴重な機会を奪っ

てはならないと考えているから

です。必要なものはすべて自分た

ちで掴み取るべきです。また、企

業に在籍すると部署の移動はあ

るものの、全てのプロセスに携わ

ることは難しいため、一通りのプ

ロセスを体験していることによ

って、すべてのプロセスを意識し

てものづくりに携わることが出

来ると考えています。 
 

顔写真 



 第二に、可能性を狭めてしまう

恐れがあるためです。先代の車両

の改良となると、どうしても制約

条件が発生してしまい、ここはこ

のようにするものだ、こうしなく

てはならないという先入観に囚

われてしまうため、全く新しい発

想を生み出す可能性を奪ってし

まいます。それでは真の創造力は

育ちません。 
 第３に、より主体的に学問に打

ち込めるようになります。１年時

では四大力学をはじめとする工

学の習得に大半の時間を費やし

ます。今までは理論や知識を学ん

でも現実味がなく、授業で与えら

れた題材に対して受身的になら

ざるを得ませんでしたが、車両を

作る上で、この学問の必要性、重

要性を理解して学んでいくため、

より実践的な視点で学問を見つ

めることができ、生きた知識とし

て定着させることができます。 
 この方針は遠回りのようにも

思えますが、本当の実力を備えた

学生を育成するためには最も近

道だと思います。事実、次学年は

驚異的なスピードで成長してお

り、エンジンのボアダウンなどの

難解な問題に対しても果敢に挑

戦しております。毎年、ゼロから

作り上げたマシンが日本大会に

出場することに必ず価値がある

と思います。 
 ０から１を生み出せる人は、１

のものを２に発展させることが

できると思います。しかし、１の

ものを２に発展させることがで

きる人は、０から１を生み出すこ

とできるでしょうか。 

3. 日本大会初参戦 
 様々なトラブルが頻発し、時間

の見積もりや設計が甘かったこ

とから計画が遅れに遅れ、７月の

下旬の段階でフレームしか出来

ておらず、大会まであと１ヶ月し

かないのに設計中の箇所が多数

ありました。しかしながら夏休み

に入ると凄まじい追い上げが始

まります。 
 朝早くから工場で部品を製作

し、夜遅くになって戻ってくると

図面の詰めを行ない、明日の作業

行程を組みたて、打ち合わせをし、

活動場所で出来る作業を行ない

ながら寝るという日々が始まり

ました。活動場所は空調設備が整

っていないため、工場で作業する

人以外は涼しい夜間に作業を進

め、朝、工場で作業する人を叩き

起こしてバトンタッチをし、眠り

につきます。日を増す毎に開発ス

ピードは上がっていきましたが、

とうとう大会が始まってしまい

ました。なんとか移動する前日ま

でに工場での作業は終わらせた

ので、会場で組み上げることにな

りました。大会中も全員が車両に

群がり徹夜で作業をし、車検を受

けられるまで組みあげることが

できました。しかし、車検で致命

的な欠陥を指摘され、改良に奔走

します。大会関係者、他大学の皆

様に暖かいご支援を戴き、あとは

ブレーキテストをパスするのみ

まで漕ぎ着けました。しかし、あ

と一歩の所で致命的な欠陥が露

呈し、安全上の理由からリタイヤ

せざるを得ませんでした。20 年

以上生きてきて一番悔しい想い

をしました。しかしながら、１ヶ

月前の状況を考えると奇跡が起

きたとしか考えられません。この

１ヶ月、チーム全員がひとつにな

ってがんばってこられたことは

大きな大きな経験になりました。 
 
4. F-SAEを通して学んだこと 
 この活動を通して学んだこと

は数え切れないほどたくさんあ

ります。限界まで力を出しきって

文句のつけられない結果をたた

き出して初めて相手は自分のポ

テンシャルを認め、信頼してくれ



ること。期限や資金を軽視して、

理想を追いかけるのはエンジニ

アのエゴであること。自分で勝手

に自分の限界を決めないこと。夢

をあきらめないこと。とにかく積

極的に、勇気をもって踏み出す一

歩は必ず価値があることを学び

ました。 
F-SAE はアマチュアレーサー

をターゲットとしたレースカー

を設計するという仮想ベンチャ

ーです。そのため設計製作といっ

た中核を担うエンジニアリング

に留まらず、渉外活動や資金調達、

日程管理といった会社を運営し

ていく上で必要な業務も体験で

きるようになっています。そのた

め工学的思考以外に、マネジメン

ト能力、コミュニケーション能力、

コスト感覚、マーケティング能力

等、実社会でもの作りをするため

に必要な能力を伸ばすことがで

きます。幸いなことに様々なこと

を体験できました。中でもマネジ

メントの重要性を痛感いたしま

した。 
我々の車両は MINI の 10 イン

チのホイールを使用するため、ホ

イールに合った足回りのパーツ

を購入することになりました。イ

ギリス製のものでしたが、問い合

わせると国内にも若干在庫があ

るとのことでした。安い部品では

ないので１日検討し、全員の承諾

を得たので購入しに行くと、タッ

チの差で売れてしまって国内で

は暫く手に入らないとのことで

した。販売先によると、イギリス

から直接輸入すると１ヶ月ほど

で手に入るとのことでしたので、

その期間は他の仕事をすること

にしました。しかし、２ヶ月待っ

ても届かず、３ヶ月以上たってや

っと手に入りました。すぐに手に

入るところが、たった１日のこと

で３ヶ月以上遅れてしまい、その

後の計画に大きな支障をきたし

てしまいました。この苦い経験か

ら一度チャンスを逃してしまう

と取り返しのつかないことにな

ってしまうこと、こういった突発

的なリスクが発生することを想

定し、十分に対策できるようにス

ケジューリングしなくてはなら

ないことを学びました。 
 このことに関連して、アメリカ

の F-SAE のホームページに、活

動に対するアドバイスが掲載さ

れています。これは彼らが長い年

月をかけて体験したもので、非常

に興味深いものばかりですが、そ

の一節にπの法則というものが

あります。πとは何を意味してい

るのかというと、推定所要時間に

πをかけた時間ぐらい多く時間

を見積もって計画を立てるべき

だということです。3.14 倍という

と少し多過ぎるように感じるか

もしれませんが、この値が３倍で

は不十分であることを経験的に

理解しています。在庫がなかった

り、設計ミスが見つかったり、体

調を壊したり、怪我をしたり、物

品が無くなったり、壊したりする

とあっという間に時間を奪われ

てしまいます。また、こういった

ネガティブな要素ではなく、新た

なスポンサーを開拓できたり、突

然、ある人と繋がりを持てたりと

いったチャンスに十分な時間を

かけることができます。 
 こういったことから、私はプロ

ジェクトマネジメントというも

のに興味を持ちました。プロジェ

クトマネジメントとは色々な手

法を駆使して人、モノ、金、時間

を効果的に計画、実行、管理する

ものです。日本大会までにこの考

え方を十分に取り入れることは

できませんでしたが、取り入れる

ことができたら、「常に高い生産

性を継続できる」、「効率的に作業



を進め、最短時間で終われるよう

できる」、「理論的な今後の見通し

が立てられる」などの効果が期待

できると考えています。 
まずは、「常に高い生産性を継

続できる」ですが、ある特定の人

に業務が集中してしまうことは

どこでも避けられない問題だと

思います。しかしそれを黙認し対

策を講じないと、疲れが溜まり、

生産性が低下し、遅れが出てきて、

その遅れを取り戻すために余計

に働くので、さらに疲れが溜まる

といった悪循環に陥ってしまっ

て、やがて燃え尽きてしまい、チ

ームの貴重な人材を潰してしま

うことになりかねません。こうな

る前に、逸早くそのような状況を

察知し、負荷が少ない人に業務を

分担させる準備をさせ、応力集中

させないことにより、常に高い生

産性を継続できるようにできる

と思います。 
次に「効率的に作業を進め、最

短時間で終われるようできる」で

すが、プロジェクトを成功させる

ためには様々な仕事があると思

います。ばらばらに作業していて

は、非効率的ですし、時間がかか

ります。そこでプロジェクトの進

行時間を左右している仕事の経

路（これをクリティカルパスと呼

ぶ）を見極め、そこに多く人員を

投入することで、効率的に作業を

進め、最短時間で終われるように

管理できます。 
「理論的な今後の見通しが立

てられる」ですが、例えば遅れが

出た際、その遅れが時間に比例し

て増加しているのか、二次曲線的

に増加しているのか、収束して一

定になっているのかを判断でき

れば、今後どのように推移してい

くかが大まかに予測できます。そ

の予測に基づいて対策を講じる

ことができれば、リスクは最小限

に抑えられることが出来ます。こ

の考えはモチベーションや疲れ、

金銭面など幅広く応用すること

ができると思います。 
大きく話が逸れましたが、こう

いった非工学的なことにまで関

心を持てるようになることも

F-SAE の魅力の一つだと思いま

す。レギュレーションの和訳の添

削をしたことによって英語に興

味が沸いたので、今では通訳の授

業を履修していますし、社会心理

学や経営学も独学しています。

SAE に出会わなければ、もっと狭

い視野しか見えなかったと思い

ます。 
 
5. おわりに 
第２回全日本学生フォーミュ

ラ大会において、日本チームの躍

進は驚くべきものでしたが、優勝

校である University of Texas at 
Arlington との格差は歴然とした

ものでした。本場アメリカ大会は

今年で 2４回目を迎えました。こ

の大会の起源は、70 年代のオイ

ルショック時に日本車が大量に

輸入され、危機感を募らせた SAE
が優秀な人材を育成するために

開催したと聞いています。20 数

年前、SAE が日本に脅威を抱き蒔

かれた種は確実に成長し、自動車

業界の中核として既に頭角を現

してきていると思います。このエ

ンジニア育成プログラムの恩恵

を受けて海外の自動車会社は更

に手強くなることが容易に予測

できます。世界有数の自動車立国

日本であるために、世界で勝負で

きる優秀な人材をより多く育て

ることが急務だと考えます。 
最後になりましたが、常日頃、

いかに自分たちが恵まれた環境

にいるかを噛み締めながら活動

しております。このような素晴ら

しい機会を与えてくださった自

動車技術会、及び協賛団体、企業、

大学の皆様に心から御礼申し上

げます。このご恩に報いるために

も、一人前のエンジニアとなって

社会に貢献できればと考えてい

ます。 
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