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「スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木俊宏ごあいさつ」
2020年 スズキは100周年「新たな夢に向かって シリーズ2」四輪車の歩み
業務紹介「船外機DF350A開発に携わった若者たち」
技術レポート「新型ジムニーのシャシフレーム剛性・衝突安全性の向上」

スズキ財団40周年記念（その2） 井口雅一先生インタビュー「自動車産業の40年の歩み」
助成事業の実績「2018年度科学技術研究助成一覧」、「2018年度課題提案型研究助成一覧」、
「2018年度海外研修助成一覧」、「2018年度研究成果普及助成一覧」、
「スズキ財団2019年度助成事業のご案内」、
「2018年度贈呈式・技術者交流会」、「スズキ関連3財団シンボルマーク決定」
研究室訪問「慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科 教授 兼 環境情報学部 教授 大前学」

スズキとあなたをつなぐ情報コミュニケーションマガジン

静岡県西部にはこの地域の方言で、「とにかくやってみよう」「やろうじゃないか」という意味の
「やらまいか」という言葉があります。
これは、遠州人の「あれこれ考え悩むより、まず行動しよう」という進取の精神を表すものと言われ、
チャレンジ精神を大切にする風土を育んでいます。
これを合い言葉に、音楽や自動車産業、光・電子産業など、世界を代表する企業を輩出してきました。

スズキ財団ニュース
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2020年スズキは100周年

“四輪車の歩み”
　スズキ株式会社は、1920年に鈴木式織機株式会社創立から始

まり、二輪車・四輪車・船外機等、日々の生活の足となるモビリ

ティの提供を通じて、社会と共に発展を遂げて参りました。

2020年3月には、創立100周年を迎えると共にスズキ財団も同

時期に40周年を迎えようとしております。これもひとえに皆様

方の絶大なるご支援の賜物であり、厚くお礼申し上げます。

　自動車業界は、今“CASE” （Connected（つながる技術）、

Autonomous（自動運転）、Shared（シェアリング）、Electric（電

動化））という100年に一度とも言われる変革の時代を迎えよう

としています。今後も自動車メーカーとして生き残っていくため

には、この大きな変革に対応して、これまで以上にお客様の立場

に立って価値ある製品、サービスをお客様にお届けしていかなけ

ればなりません。

　この大きな波を乗り越えていくための技術開発には、大学・高

等専門学校・公的研究機関等の皆様による更なる科学技術への探

求と高度な技術者の育成が不可欠です。そのため私どもは今後も

スズキ財団を通じ皆様のサポートをして参ります。

　最後となりましたが、大学・高等専門学校・公的研究機関等の皆

様は、私どもスズキ株式会社、並びにスズキ財団への引き続きの

ご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

鈴木 俊宏
スズキ株式会社 代表取締役社長
（スズキ財団 評議員）

社長ご挨拶

　軽自動車は、1949年に全長2.8m以下、全幅1m以下、
全高2m以下、排気量150cc以下の規格としてスター
トしました。1955年に発売したスズライトは、四輪車
の再開発に踏み切ったスズキが初めて生産した軽四輪
でした。
　エンジンは空冷2サイクルエンジンを搭載。バック
ボーン型のモノコック・ボディーや、乗り心地が良い
四輪独立懸架式サスペンション、日本初のFF（フロン
トエンジン・フロントドライブ）方式採用など、当時の最
新技術を満載しました。
　黎明期の軽自動車は、2ストロークエンジンの高出力
化の時代でもありました。
　1967年に発売されたフロンテ360（LC10）は軽自
動車で国内初の3気筒エンジンを搭載し、これにより高
速・高性能化が可能になりました。フロンテ360
（LC10）は爆発的な売れ行きを見せ、生産が追いつかな
いという事態が続きました。
　この当時、鈴木修常務（現会長）は、「360ccの軽で
ジープを作る」という開発テーマを設計責任者の北島・
向山らに示唆します。1970年、軽自動車として当時唯
一の本格四輪駆動車のジムニーが発売されました。頑
丈なラダー（ハシゴ型）フレームを基本骨格とし、高低2
段の副変速機を内蔵した本格的なパートタイム4WD
車が完成しました。
　1975年には、国内初のハニカム触媒方式が実験責
任者の知久らによって開発され、フロンテに搭載され
ました。

　創業者鈴木道雄による四輪車の開発は、第二次世界
大戦による中断を余儀なくされましたが、戦後復興の
中で、1955年10月に軽自動車「スズライト」を発売。
以降、「ジムニー」、「アルト」、「ワゴンＲ」、「ハスラー」な
ど、独創的かつ真に価値ある商品をお客様のもとへ
お届けし、軽自動車の革新・発展とともに歩み続けてき
ました。  
　また登録車については 1965年に発売した「フロン
テ800」以来、「ジムニー1000」、「カルタス」、「エスクー
ド」、「スイフト」、「ソリオ」などを相次いで発売し、その

1955年黎明期から軽自動車ブームへ

フロンテ360（LC10）

スズライト

LC10の360cc3シリンダーエンジン

軽初の
四輪駆動車「ジムニー」

独創性が高く評価されてきました。
　2017年8月にはスズライト発売から62年で、国内
四輪車累計販売台数2,500万台を達成しました。
　また、海外は12カ国に16の四輪車生産拠点を展開
し、スズキの四輪車は世界 179の国と地域で愛用され
ています。 
　インドでは、生産開始以来35年で、生産累計2,000
万台を達成するなど、約50%の占拠率を持つインド
最大の自動車メーカーとなっています。

国内初のハニカム触媒方式
（出典：SAE 820483）
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軽ボンネットバンの火付け役となったアルト

新たな夢に向かって2020年スズキは100周年

　1979年に発売されたアルトは、使いやすい経済車と
して第二の軽自動車ブームを先導しました。
　経済的な足代わりという軽自動車の基本に立ち返り、
軽ボンネットバンブームの火付け役となって大ヒットを記
録。当時、開発にあたって鈴木修社長は、低価格で軽自
動車を販売するよう指示、その結果、全国統一価格47万
円というインパクトのある価格で話題を呼びました。
　この頃から、国内排ガス規制への対応が一段と厳しく
なり、スズキは、2ストロークエンジンから4ストロークエン
ジンに開発をシフトします。
　トルクフルな2ストロークに代わって4ストロークエンジ
ンの高性能化を支えてきたのは、マルチバルブ化とター
ボ過給でした。1987年には、軽四輪車初のツインカム
ターボエンジンを搭載した高性能軽スポーツ「アルトワー
クス」を発売しました。

1979年生活の足として普及する軽自動車

　1981年、スズキは米ゼネラルモーターズ（GM）社、
いすゞ 自動車との業務提携に合意しました。
　GM社との提携から、スズキは車づくりの考え方を教わ
ります。GMから学んだ安全環境技術やチーフエンジニ
ア制の採用、UG等CADシステムの導入が、その後の世
界基準の車づくりにつながりました。
　カルタス（1983年～）はGM社との業務提携を機に共
同開発した世界戦略小型車として発売されました。省エ
ネルギー、省資源を背景に需要が高まった1Lクラス車と
して、「国際的に通用するクルマづくり」に挑みました。
　スズキは1979年から 1985年の間に、海外14カ国・
16社と合弁、技術援助契約による海外生産を開始しまし
た。中でも、インドのマルチウドヨグ社とは、1982年に合
弁契約を結び、インドモータリゼーションの発展とともに
大きな成長を遂げました。
　1988年には、快適性と走破性を両立した都市型SUV
エスクードが発売されました。
　特に欧州において、本格四輪駆動車でありながら市街
地、高速道路でも高い走行性能を持つエスクードは、小
型ＳＵＶのパイオニアとして広く認められ、小型ＳＵＶメー
カーとしてのスズキの評価が高まりました。

1981年 世界基準の車づくり　

　1993年に発売されたワゴンRは今日の軽乗用車の代表的
な車型となり、軽自動車隆盛の礎を築いた歴史的モデルとも言
えます。｢乗る人を最優先し、快適で使い勝手の良さを追及した
クルマ｣を基本コンセプトに、セミボンネットのワゴンスタイルとし
ました。軽自動車では初めて’94年次 RJCニュー・カー・オブ・
ザ・イヤーを受賞しました。
　環境技術については、4ストロークエンジンベースで、リーン
バーンエンジンやアイドルストップが実用化されました。1998
年のアルトK6A型エンジンは、10・15モード燃費31km/L、そ
の当時としては国内トップクラスの低燃費を実現しました。燃費
向上技術は、その後、S-エネチャージやハイブリッドへと進化し
ていきます。

1993年 軽自動車初の
カー・オブ・ザ・イヤー

2004年 世界戦略車 スイフト

550ccツインカム・
ターボエンジン

ワゴンRは、2009年次にもRJCカー・オブ・ザ・イヤー受賞

94年次RJCニュー
カーオブザイヤーを
受賞したワゴンR

新たな100年に向かって
　軽自動車は、限られた車両の規格の中で、安全・環境
基準を満たし、最大限の利便性を確保するため、常に
コンパクト・高性能・低価格な技術が求められてきま
した。スズキは、軽自動車で培われた技術を磨き上げ、
日本のみならず、世界中のお客様に小型車を展開して
きました。その歩みは、決して平坦な道のりではなく、

インディラ・ガンディー首相とマルチ800（1983年）

都市型小型SUV「エスクード」

さまざまな紆余曲折がありましたが、皆様方のご支援の
おかげで今日を迎えることができました。スズキは、
これからの１００年に向かって、今まで以上にお客様の
立場になって、コネクティッド、自動運転、カーシェア
リング、電動化などの技術開発に取り組み、価値ある
製品・サービスをお届けしてまいります。

2006年次RJCカー・オブ・ザ・イヤーを受賞した世界戦略車「スイフト」

スイフトのハイブリッドシステム

　2004年に発売されたスイフトは、欧州でデザインや走行
性能を入念に練り上げ、世界戦略車としての魅力にあふれる
コンパクトカーに仕上がりました。各部の剛性を強化したステ
アリングとサスペンションにより、シャープでキビキビとした
操縦性と安定したコーナリングが楽しめる車となりました。
　スズキの新型車としては初めて世界4カ国（日本、ハンガ
リー、インド、中国）で生産を立ち上げました。スイフトが示し
た高い基本性能は世界各国の自動車評論家の絶賛を博し、
26の国・地域で122の賞を受賞。スズキの小型車作りの評
価を飛躍的に高めました。日本では「2005‐2006日本
カー・オブ・ザ・イヤー特別賞『Most Fun』」および「2006年
次RJCカー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。

米国EPA（環境保護局）のテストで
低燃費No.1を獲得したカルタス

1981年、GM、いすゞとの業務提携
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3台

世界生産台数

国内生産台数

3,338千台

2,636千台

971千台

欧州で走りとデザイ
ンを磨き上げた世界
戦略車

スイフト2004年

時代とともに商用
車から快適な乗
用車へも進化し
た軽１BOX（現エ
ブリイ）

キャリィバン1969年

パキスタンでジムニーの組み立て開始
（スズキ初の海外生産）
パキスタンでジムニーの組み立て開始
（スズキ初の海外生産）

1975年

インド、マルチ社で四輪車の生産開始インド、マルチ社で四輪車の生産開始
1983年

ハンガリー、マジャールスズキ社で四輪車の生産開始ハンガリー、マジャールスズキ社で四輪車の生産開始
1992年

1976年

軽四輪初の３気筒
エンジンを採用し
高速巡行を実現

フロンテ3601967年

47万円という
価格で大ヒット
を記録した歴史
的モデル

アルト1979年

生産台数（業績の推移）

1969年

軽四輪初の３気筒
エンジンを採用し
高速巡行を実現

フロンテ3601967年

スズキが初めて生産した軽四輪車。
２サイクル２気筒エンジン、日本初
のＦＦ方式を採用。

排気量360cc 全長3.0m×全幅1.3ｍ×高さ2.0ｍ排気量360cc 全長3.0m×全幅1.3ｍ×高さ2.0ｍ 排気量550cc 全長3.2m×全幅1.4ｍ×高さ2.0ｍ排気量550cc 全長3.2m×全幅1.4ｍ×高さ2.0ｍ
1990年
排気量　       660cc 全長3.3m×全幅1.4ｍ×高さ2.0ｍ排気量　       660cc 全長3.3m×全幅1.4ｍ×高さ2.0ｍ

1998年
排気量660cc 全長3.4m×全幅1.48ｍ×高さ2.0ｍ排気量660cc 全長3.4m×全幅1.48ｍ×高さ2.0ｍ

2013年
四輪車の世界累計販売
5,000万台達成
四輪車の世界累計販売
5,000万台達成

2013年
ワゴンR国内累計販売台数
400万台達成
ワゴンR国内累計販売台数
400万台達成

2016年
スイフト世界累計販売
500万台達成
スイフト世界累計販売
500万台達成

2016年
アルト国内累計販売台数
500万台達成
アルト国内累計販売台数
500万台達成

2018年
インドで四輪車累計生産
2,000万台達成
インドで四輪車累計生産
2,000万台達成

鈴木自動車工場株式会社に社名変更鈴木自動車工場株式会社に社名変更

現在まで続く当
社を代表する軽
トラック

キャリィ1961年

GMとの提携から
生まれた世界に通
用する小型車

カルタス1983年

爽快なオープン走行が楽しめる
2シーター軽スポーツカー

カプチーノ1991年

軽乗用車の代表的車型となった
軽ワゴンのパイオニア

ワゴンＲ1993年

軽ワゴンのパイオニア

革新パッケージングによりゆとりある室内空間を実現した
軽ハイトワゴン

パレット2008年 スペーシア2013年

クラストップの車室の広さを
実現したコンパクト
ハイトワゴン

広い室内と本格的な走破性
を備えた軽クロスオーバー

ハスラー2014年

高い走破性を備
えた軽自動車の
本格四輪駆動車

オンロード、オフロードを問わない快適性と
走破性を両立した都市型小型SUV
オンロード、オフロードを問わない快適性と
走破性を両立した都市型小型SUV

欧州で走りとデザイ
ンを磨き上げた世界
戦略車

2004年

流麗でエレガントなスタイル
のワールドカー

バレーノ2016年 バレーノ2016年

1955年

1954年
スズキ         株式会社に社名変更スズキ         株式会社に社名変更

1955年 スズライト

1990年

赤帯：登録車青帯：軽自動車

ソリオ2010年

ジムニー1970年

エスクード1988年

スズキ初の
８００ｃｃ
小型乗用車

フロンテ8001965年

クロスビー2017年

イグニス2016年

インド生産の中型セダン

シアズ2014年

フィアットと共同開発した
世界戦略車

SX42006年

アルトベースの
インド生産小型車

マルチ8001983年

軽自動車
規格の改定

海外生産

流れるようなルーフ
ラインのファッショ
ナブルカー

セルボ1977年

1979

流れるようなルーフ
ラインのファッショ
ナブルカー

1983

アルトベースの
インド生産小型車

1983年
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マリン技術部に配属されて、
最初にフラッグシップ機に
携われて、幸運でした。

多くの先輩方の苦労を新人研修というかたち
で近くで感じることができました。私も次期
機種開発の際にこの経験を活かしたいです。

SUZUKI初の2重反転プロペラ機構を
各課の協力のもと量産することができ
ました。フラッグシップの開発に携わる
ことができ、とても光栄でした。

船外機DF350A開発 に携わった若者たち

壊れては組んでを繰り返すうち、愛着が湧いてきま
した。耐久性と高級感を兼ね備えたギヤケースで
す。特にギヤケース内部の洗練度と、二重反転構造
の美しさを見て頂きたいです。

新しい革新的な技術にいつも感銘を受けてきました。
特に二重反転プロペラは初めのテストから、自分の

パワーだけでなく、フラッグシッ
プモデルに相応しいクリーンな
エンジンを目指しました。経験の
ない事も多く苦労もありました
が、次の機種開発にも繋がる良い
経験となりました。

配属後、初めての機種がフラッグ
シップ機で幸運でした。苦労した分、
ローンチイベントやカットモデルで
自分の担当部品が見えた時の達成
感、充実感は忘れません。

配属されて初めての業務がDF350Aの
実験業務でした。フラッグシップの開発
に携わることができて幸運でした。

壊れない丈夫なエンジンを
目指して尽力しました。大変な
時期もありましたが、DF350A

の開発に携わることが出来て
良かったです。

幾度壊れようが、
折れない。

小さい頃からマリン業界で働くことを夢見てい
ました。ここで働けて本当に幸せです。 既存の
枠にとらわれない船外機を生み出す事はとて
も難しいことだったと思います。 一人一人の頑
張りと弛まぬ努力で、究極の船外機 DF350A

を届けることができました。

エンジン振動にはかなり悩まされま
した。新しい技術を盛り込んでいる
ので、航走テストでも様々なトラ
ブルがありましたが、お客様
に喜ばれるエンジンができた
と思います。

ＮＶＨ、強度開発

青山 智成

初めての業務、初めて触る
エンジン。とにかく必死で
食らい付きました（船に）。

THE ULTIMATEの名に恥じない
船外機を作ろうと頑張りました。

吉行 真人　
車体設計 / ロアー設計

試行錯誤していいモノを作り上げて
いく先輩たちの熱い背中を見ました。
魂のこもったエンジンだと思います。

業務紹介

浜名湖を走り回った記憶しか
ないです！パワフルで快適な操作
感、信頼性の向上に努めました。

エンジン開発（航走適合、水槽適合）
藤原 清成

フラッグシップ船外機DF350A開発に挑んだ
若手技術者たちのメッセージをご紹介します。

ロアユニット開発

山本 幸平

ＮＶＨ・航走性能開発

橋本　翼

新入社員研修中に実験業務を経験

高田 翔士

新入社員研修中に実験業務を経験

畑　貴文

新入社員研修中に実験業務を経験

高橋 直紀

新入社員研修中に実験業務を経験

川田 崇史

エンジン開発 

大穂 泰正

車体設計

奥西 大樹

エンジン開発

宮嶋 政行

商品力の評価
Suzuki Motor of America

David Greenwood
（特別出演）

商品力の評価
Suzuki France

Laurent Lepicier
（特別出演）

実験業務

二橋 尚範

DF350Aの力強さ、スピード、優雅さ、そして
スズキ船外機を世界ナンバー1にしようという
私達の熱い想いを、「激」の一文字に込めました。

ワールドワイドに活躍できるフラッ グ
シップの名に恥じないエンジンとなり
ました。この疾走感はたまらない！

ペットネーム「激」の揮毫
青島 葉月

エンジン開発
林野 耕平

エンジン開発
有賀 崚太

想像をはるかに上回る効率、
性能を誇っていました。自分
の経験をDF350 Aのエン
ジニアと共有出来て光栄
です。 
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　新型フレームは先代に対し、車体前方から3番目と最後端にクロスメンバを、また、中央部

に建築構造の筋交からヒントを得た“Xメンバ”を追加しました。これらにより、フレームのねじ

り剛性値は先代に比べ1.5倍に向上しました。

　クロスメンバを増やすことで、衝突時の衝撃荷重を分散させて、横方向の変形量を低減し

ました。また、Xメンバの追加により、衝撃荷重を斜め方向に伝達させて、左右フレームの

前後方向の変形量を低減しました。これらにより、先代に比べて衝撃吸収性が向上しました。

技術レポート 新型「ジムニー」のシャシ フレーム剛性・衝突安全性の向上

　20年ぶりにジムニーのフルモデルチェンジを行い、シャシフレーム(以下フレーム)を新作しました。
フレーム構造が車の強度・剛性・衝撃吸収性を左右するため、随所に最適なフレーム構造を採用し、
性能目標値を達成しました。それらの効果により、走り出せば車体の剛性感と操縦安定性の向上を感じ
られる、Nobody But 「Jimny」が誕生しました。

背景・狙い

① Xメンバの交点にトランスミッション後端とMTシフトレ

バーを固定することで、パワートレインやシフトノブから

乗員に伝わる振動を低減しました。

　設計したい空間内に、設定した目標値と制約条件を満たす最適

な材料配置（最適構造）を導き出す数学的な手法であるトポロジー

最適化を用い、Xメンバの有効性を確認しました。また、解析の結果

から、フレーム内部への隔壁(仕切り)の追加と、上下角部の補強が

剛性向上に効果的であることが分かり、具体的な形状を作成し、フ

レームに盛り込みました。

　「高剛性化・衝突安全性向上」と「軽量化」という相反

する目標を同時に達成するため、高張力鋼板の利用や

構造の最適化を進めています。技術的な課題として、高

トポロジー最適化の活用

堅牢性と衝撃吸収性

技術課題

著者紹介
後面衝突時
の荷重

前面衝突時
の荷重

新型先代

欧州左ハンドル仕様車

野添  直人
四輪ボディー設計部
第二課　係長

（1992年入社　49歳）

望月 晋栄
四輪車両性能開発部

ボディー解析課 専門職（係長）
（2004年入社　44歳）

靏  昭太朗
四輪車両性能開発部
衝突性能開発課

（2011年入社　32歳）

※年齢は2019年4月現在

シャシフレームレイアウトの検討にトポロジー最適化手法を活用

足回り部品取り付け部の高剛性化により操縦安定性を向上

クロスカントリーの走破に耐えうる堅牢性と衝突時の衝撃吸収性を向上

張力鋼板の成形精度の向上や最適構造を検討するた

めのCAE技術の向上があり、今後も課題解決に取り組

んでいきます。

新型

新型

先代

新型先代

先代

クロスメンバの追加

Xメンバの追加 隔壁

角部補強

ねじり変形

上下曲げ変形

角の補強部品と隔壁
（フレーム内部）

フレームねじり剛性

前方オフセット衝突時の変形（3RDメンバ、Xメンバの効果） 衝撃をフレームで受け止めて吸収

先代 新型

メンバ追加

先代

② 折れ曲がりの無いクロスメンバの角部に、リアのコイルスプリング受け

部を配置することで、後輪からスプリングを通して伝わる荷重をしっかり

と受け止め、後輪の接地性を向上しました。

③ 2本のクロスメンバをつないで“目”の字型とし、そこにフロントスタビラ

イザを固定することにより、スタビライザ取付け座面のねじれが減り、

スタビライザの効きが向上しました。

足回り部品取り付け部などの高剛性化の例
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スズキ財団ニュース

スズキ財団40周年記念（その２）

井口雅一先生インタビュー

自動車産業の40年の歩み

スズキ財団ニュース

井口先生には、スズキ財団創設当時（旧機械振興財団）
から、40年間に渡り理事を勤めていただいております。
財団40周年を迎えるにあたり、創設当時のエピソード
や日本の自動車産業の行くすえについてお話をお聞き
しました。

井口 雅一 東京大学名誉教授　工学博士

　財団が歩んできた40年を一目で見渡しますと、
その間世界の自動車保有台数は右上がりに増加
してきました。途中で多少の浮沈はあり、内部の変
化はありますが、日本の自動車産業全体は成長一
筋でした。多少の苦労はあったと思いますが、成
長の中の苦労ですから後から考えれば楽しい思
い出です。しかし現在は自動車産業が百年に一度
と言われる変革期にさしかかっています。本当の
苦労はこれからだと思います。

　財団創設と共に、鈴木修理事長の発案で「省エ
ネルギースモールカーの開発技術委員会」が財
団に設けられました。私が代表を務めたこの委員
会では自動車技術者だけでなく、デザイナー、人
間工学、医工学、社会工学の専門家を委員に加え
た委員会でした。1979年にはイラン革命に伴う
第二次石油危機が起こり、環境・省エネ問題は大
きな社会課題でした。スズキ（株）は、1979年に
軽自動車発展の元になったアルトを発売しました。
アルトは、商用車を乗用として使い、輸送費の違
いで地区によって値段が違っていたものを、全国
統一価格の47万円に設定しました。地方から上
京して就職した若者が数年経てば手に入る値段
という画期的な車でした。今から考えると、省エネ
ルギースモールカーのお手本だったと思います。

先生は、創設当時からの理事として、財団事
業に直接関わられてきたと思われますが、特に
ご苦労されたこと、創設当時の想いというのを
お聞かせいただけないでしょうか？

先生は、CVS（コンピュータ・コントロールド・
ビークル・システム） やASV（アドバンスド・セー
フティー・ビークル）など、新しい交通システムの
まとめ役として長年活躍されてきましたが、先
進安全技術に対して、日本は、これからどのよう
なものに注力して、どのような役割を果たしてい
くべきとお考えでしょうか？

40年前は、オイルショックや排ガス・燃費問題の
最中で、先生も当財団でスモールカー開発委
員会の代表として活躍されていましたが、現在
の環境問題に通じる議論があったのではない
かと思います。今スモールカーの将来について
どのようなお考えをお持ちでしょうか？

　例えばスズキ(株)の場合、営業利益の40%
以上をマルチスズキがあげています。マルチスズ
キのインド自動車市場でのシェアは50％です。
スズキ(株)が最初にEVやコネクテッドカー（くるま
各一台を無線でサービス拠点と結ぶ）を先ず展開
するのはインドでしょう。インドの自動車市場の最
大のメーカーであるスズキはインドの発展に貢献
する役割を担っています。スズキ（株）より基金を
受託している当財団もインドとの関係が大きくな
るのではないでしょうか。

　情報技術、人工知能（AI）技術の進歩は驚くば
かりです。コンピューターの記憶容量は昔の感覚
では無限とも思えます。膨大な記録から知りたい
情報を検索できます。大量のデータを一瞬で必要
な形で処理します。発展途上にある深層学習AIは、
人間以上の発見をするかも知れません。このよう
な高性能のコンピューターを使いこなせるかどう
かで、個人の能力に差が出てきます。しかしコン
ピューターが出してくる答えが正しいかどうかは
分かりません。正否を判断するのは人間の経験の
積み重ねを元にした勘です。いわば勘ピューター
です。勘ピューターを育てるのは人間が自分でそ
の気になって学習しなければなりません。自分が
育てた勘ピューターとコンピューターとのハイブ
リッドが個人の能力を決めるようになる気がし
ます。

日本の自動車産業は、かつての欧米市場か
ら、今はアジアの開拓に力を入れようとしており
ます。これからの日本の自動車産業についてど
うお考えでしょうか？

40年前に比べると機械産業も大きく様変わりし
てきました。ものづくりや国民生活機械も大きく
変わろうとしております。これからの若い技術者
に対してご助言いただけないでしょうか？

　一時期はジャパンアズNo.1と呼ばれましたが、
今では先進技術でアメリカに、社会利用技術で中
国に差をつけられています。ある学者が日本を「課
題先進国」とよびました。高齢者に優しい車、運転
の安全を支援してくれる車、健康上の異変に対応
してくれる車、自然災害の際の緊急事態を支援し
てくれる車、異常事態の情報拠点や電力供給源
など多くの対応が考えられます。さらにはMaaS
（Mobility as a Service）として、公共交通ネッ
トワークの重要な端末を担う役割もあります。人の
移動手段の原点は足を使った歩行ですが、その機
能を支援し拡大する車への期待には限りがありま
せん。

Q.1 Q.2

Q.3

Q.5

Q.4

1970年代、通産省（当時）による東京郊外での小型車（乗用・貨物）自動
運転システムCVS開発プロジェクト。プロジェクトリーダー石井威望
東京大学名誉教授、井口先生は車両担当。（別掲写真）

設立当初のスズキ財団理事二名
右；石井威望東京大学教授（当時）、左；井口先生
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スズキ財団は、国民生活用機械等の生産および利用・消費に係る科学的研究を助成しています。2018年（平成30年）度助成事業の実績

2018年（平成30年）度科学技術研究助成一覧 2018年（平成30年）度課題提案型研究助成一覧

2018年（平成30年）度海外研修助成一覧
スモールサイエンスに関する国際会議2018 

第37回　国際燃費シンポジウム 

2018静電気学合同会議 

複合材料に関する欧州会議 

第19回　国際電子顕微鏡会議 

ヒューマンコンピューターインタラクションに関する国際会議 

先進材料の加工および製造に関する国際会議（サーメック2018） 

北米における生産技術に関する国際会議 

第6回　ヨーロッパ結晶成長会議 

第37回　中国制御会議 

第20回　先進鉄鋼材料に関する国際会議 

第13回　先端材料の超塑性に関する国際会議 

第16回　国際伝熱学会 

ＥＲ流体、ＭＲ流体等電磁流体に関する国際会議2018 

国際高分子学会、MACRO2018 

第7回　ヨーロッパ計算流体力学会議 

第2回　アジア国際テスト会議 

先端材料プロセス及び製造に関する国際会議 

第30回　核融合技術シンポジウム 

第69回　国際電気化学学会 

第47回　国際騒音制御工学会議 

フォトニック通信における信号処理会議 

第32回　ヨーロッパセンサ会議（ユーロセンサ2018） 

第21回　高度道路交通システム国際会議 

第７回　透明導電性材料に関する国際シンポジウム 

第20回　音声・コンピュータ国際会議 

第11回　光励起プロセスとその応用に関する国際会議 

第11回　先端燃料電池技術に関するサマースクール

弘前大学 准教授

岐阜大学 助教

豊橋技術科学大学 助教

九州大学 非常勤講師

九州大学 助教

富山県立大学 助教

茨城大学 博士課程１年

愛媛大学 講師

岐阜大学 助教

岡山大学 教授（特任）

岡山大学 教授

千葉大学 准教授

室蘭工業大学 教授

静岡大学 准教授

名古屋工業大学 助教

信州大学 准教授

群馬大学 博士課程1年

三重大学 准教授

弘前大学 教授

弘前大学 博士後期課程２年

大分県立芸術文化短期大学 准教授

広島市立大学 博士課程３年

名古屋大学 教授

関東学院大学 博士前期課程１年

早稲田大学 研究助手

東北大学 講師

北陸先端科学技術大学院大学 修士課程3年

静岡大学 修士課程１年

横浜国立大学 博士課程前期１年

（イタリア、ローマ）

（アイルランド、ダブリン）

（アメリカ、ボストン）

（ギリシャ、アテネ）

（オーストラリア、シドニー）

（アメリカ、ラスベガス）

（ハンガリー、ブタペスト）

（フランス、パリ）

（アメリカ、テキサス）

（ブルガリア、ヴァルナ）

（中国、武漢市）

（チェコスロバキア、プラハ）

（ロシア、サンクトペテルブルグ）

（中国、北京）

（アメリカ、メリーランド）

（オーストラリア、ケアンズ）

（イギリス、グラスゴー）

（中国、ハルビン市）

（フランス、パリ）

（イタリア、シシリア）

（イタリア、ボローニャ）

（ボリビア多民族国、ラパス）

（アメリカ、シカゴ）

（スイス、チューリッヒ）

（オーストリア、グラーツ）

（アメリカ、ハワイ）

（ギリシャ、クレタ島）

（ドイツ、ライプチィヒ）

（リトアニア、ヴィロニュス）

（オーストリア、グラーツ）

平成30年6月30日～7月8日

平成30年7月29日～8月5日

平成30年6月15日～6月23日

平成30年6月24日～6月28日

平成30年9月8日～9月14日

平成30年7月17日～7月21日

平成30年8月26日～8月30日

平成30年7月7日～7月15日

平成30年6月17日～6月24日

平成30年9月14日～9月21日

平成30年7月23日～7月28日

平成30年8月13日～8月14日

平成30年8月19日～8月23日

平成30年8月9日～8月16日

平成30年7月16日～7月20日

平成30年7月1日～7月5日

平成30年6月9日～6月17日

平成30年8月14日～8月18日

平成30年7月7日～7月15日

平成30年9月15日～9月23日

平成30年9月2日～9月7日

平成30年9月6日～9月18日

平成30年8月25日～8月31日

平成30年7月2日～7月8日

平成30年9月8日～9月13日

平成30年11月3日～11月9日

平成30年10月12日～10月21日

平成30年9月17日～9月24日

平成30年9月10日～9月14日

平成30年8月21日～8月25日

インターナショナルカンファレンス オン パワーエレクトロニクス
アンド モーションコントロール 

サンアンドレス・ボリビア国立大学科学技術学部主催
「国際学術シンポジウム」

千坂　光陽

小林　芳成

西川原　理仁

名生　一貴

赤嶺　大志

木下　史也

吉野　功司

阪本　辰顕

名波　則路

森　雄飛

渡辺　桂吾

岡安　光博

糸井　貴臣

今井　良二

本澤　政明

信川　省吾

吉田　尚史

町田　恒介

佐藤　英樹

佐々木　一哉

新村　潔人

綾部　誠

山際　納月

山里　敬也

王　遠偉

李　鎬式

藤原　宏平

磯山　拓都

水野　文菜

角　恭伍

国立研究開発法人物質・材料研究機構
NIMSポスドク 研究員

※助成当時の所属

※助成当時の所属

ガイド波を用いた薄板屈曲部の非破壊検査に関する研究
連続発振テラヘルツ光源を用いた位相干渉法によるCFRPの非破壊検査の検討
抵抗スポット溶接部特性のIn-situ評価手法の開発
基板上微小構造群との相互作用による動的濡れ促進機構の解明
簡素な機構で高い不整地走破性を有する全方向移動プラットフォームの開発
微小な熱機関の構築に関する基礎研究
高硬度材料を対象とした能動回転型傾斜ローラバニシング加工法の開発
金属薄膜を利用したGPa オーダの圧力分布測定法に関する研究
デジタルツインに基づく機器の状態監視および劣化予測システムの構築
CFRP 接着継手への傾斜機能接着技術の適用
上肢運動補助用フレキシブルパワーアシストロボットの研究
自動車用歯車の高強度化を目的とした軟質微粒子ピーニングの開発
水素燃焼における火炎伝播加速現象の解明
ハードカーボン／Si混合負極へのLiイオンプレドープ深度の最適化
車載単眼カメラと地図地形データを用いた超遠方交通参加者の早期認識
SEA を用いた制振材料の適正配置に関する研究
アルミニウム粉体燃焼の基礎的解明と燃焼制御技術への応用
小型歯車のための超短時間浸炭焼入れプロセスの開発
超臨界処理を応用したサブミクロン活性炭の最適設計による電気二重層キャパシタの高性能化
次世代全固体電池の劣化診断技術に関する基礎研究
ジャイロミル型風車の性能向上に関する研究
レンズ研磨における除去能率の超安定化を実現する研磨工具の開発
自動運転制御用ネットワークスライスに対する高速障害復旧技術の研究開発
夜間および悪天候時における車載単眼カメラによる高速なブレーキランプ点灯検出に関する研究
硬度傾斜・厚膜化DLC皮膜によるアルミニウム合金の耐摩擦摩耗特性の改善
非対称積層を用いた複合材板ばねに関する研究
軸受トルク・音響振動性能に及ぼすグリースのレオロジー特性の影響
教師ラベル取得に制約のある状況における行動センシングの個人適応
二輪車・自転車事故死者低減に向けた先進事故自動通報システムの開発
低次元ナノカーボン材料のキャリア制御による界面熱輸送制御
液体ピストンを持つ音波エンジンの開発～低温・低エネルギー密度の熱源の有効利用に向けて～
局所ひずみその場測定に基づく応力腐食割れ発生の力学条件定量化
高張力鋼/アルミニウム合金マルチマテリアル構造体の界面強度支配因子の解明
熊本城の石垣アーカイブ化と複合現実を使った石垣復旧作業への応用研究
双安定構造を利用した高安定な展開構造体設計論の構築
PHVの性能を包括的かつ簡易的に評価できる新たな手法の提案と車両設計・運用指針構築の試み
機械学習とマルチスケールシミュレーションによる原子層材料保護膜の研究
革新的軽量部材の製造をめざすマグネシウム合金展伸材の冷間ロール成形

豊橋技術科学大学 助教

秋田県立大学 助教

大阪工業大学 講師

東京理科大学 教授

東京工科大学 助教

山梨大学 教授

福井大学 准教授

鳥取大学 教授

大阪市立大学 教授

東京農工大学 特任助教

九州大学 教授

静岡大学 准教授

広島大学 助教

秋田大学 教授

首都大学東京 助教

長崎総合科学大学 教授

岐阜大学 助教

慶應義塾大学 教授

大阪府立大学 准教授

東海大学 教授

奈良工業高等専門学校 教授

大阪大学 助教

福井大学 准教授

福井大学 助教

茨城大学 准教授

岐阜大学 助教

九州工業大学 助教

福井大学 講師

滋賀医科大学 教授

名古屋大学 助教

東北大学 教授

静岡大学 准教授

大阪大学 助教

熊本大学 教授

山口大学 教授

早稲田大学 助教

大阪大学 特任助教

東京電機大学 教授

石井　陽介
伊東　良太
伊與田　宗慶
上野　一郎
上野　祐樹
内山　智香子
岡田　将人
小野　勇一
川合　忠雄
川崎　翔大
木口　量夫
菊池　将一

KIM WOOKYUNG
熊谷　誠治
倉元　昭季
黒田　勝彦
小林　芳成
小茂鳥　潤
齊藤　丈靖
坂本　俊之
坂本　雅彦
佐竹　うらら

橘　拓至
張　潮

中村　雅史
名波　則路
西川　宏志
長谷川　達人
一杉　正仁
廣谷　潤
琵琶　哲志
藤井　朋之
松田　朋己
松永　信智
南　和幸
楊　イ翔
劉　麗君
渡利　久規

八戸工業高等専門学校 准教授

群馬大学 助教

千葉大学 准教授

新井　宏忠

永井　大介

和嶋　隆昌

ヘテロフローテーション法によるアルミニウムスクラップ高清浄度化のための異種粒子間差動凝集機構の解明とその適用
使用済みリチウムイオン二次電池からの高選択的熱応答性ポリマーと超高回収量捕集ポリマーの  
段階的使用によるレアメタル完全リサイクルシステムの開発
バイオマス由来の硫黄担持吸着材による使用済リチウムイオン電池溶解処理溶液からの高効率レアメタル分離回収技術の開発

エンジン用ピストンおよびピストンリング周りの油膜形成機構の解明
プラズマ応用による革新的高効率エンジンの実現とその燃焼機構研究
過熱水蒸気を原料とするプラズマメンブレンリアクター高純度水素製造装置の開発
グリーン水素利用を加速する先進型燃料電池の開発

群馬大学 教授

日本大学 准教授

岐阜大学 教授

横浜国立大学 准教授

石間　経章
飯島　晃良
神原　信志
松澤　幸一

スズキ財団ニュース

公益財団法人スズキ財団は2月15日、全国の大学等研究機関から応募のあった助成申請に対して、2018年（平成30
年）度の科学技術研究助成および課題提案型研究助成として45件、8,242万円の助成を決定しました。本年度の助成件
数は昨年より33件増加し合計助成件数98件、助成総額は2,369万円増加し1億2,410万円となります。
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2018年（平成30年）度研究成果普及助成一覧
15th Joint Symposium among SisterUniversities 
in Mechanical Engineering (JSSUME2018)

静岡大学 教授

静岡大学 教授

静岡大学 教授

豊橋技術科学大学 教授

東京理科大学 准教授

中部大学 教授

東京農工大学 教授

名古屋大学 教授

大阪大学 産業科学研究所 標準化委員会理事長

立命館大学 教授

平成30年8/18-8/20

平成30年11/26-11/27

平成30年9/24-9/27

平成30年9/16-9/19

平成30年10/3-10/5

平成30年9/5-9/7

平成30年7/30-8/3

平成30年10/2-10/4

平成30年10/15-平成31年/9/30

平成31年1/23

成形加工シンポジア’18
（第26回プラスチック成型加工学会　秋季大会）
The 17th International Conference on Global 
Research and Education

第１７回塑性加工国際会議

10th International Workshop on Combinatorial 
Materials Science and technologyの開催
日本のロボット工学技術の世界への発信とロボット
技術者の国際交流

NUMISHEET 2018 国際会議

自動運転セミナーｉｎバンコク2018

小型自動車の燃料タンク開発に資する研究成果発表会

福田　充宏

島村　佳伸

原　和彦

森　謙一郎

藤本　憲次郎

大日方　五郎

桑原　利彦

武田　一哉

田村　進一

深尾　隆則シンポジウム「農業革新」

スズキ財団ニュース

2018年（平成30年）度助成事業の実績 2019年度助成事業のご案内

※助成当時の所属

スズキ関連３財団がシンボルマークを決定

2018年（平成30年）度  贈呈式・技術者交流会

スズキ株式会社が関連する３財団、「スズキ財団」、

「スズキ教育文化財団」、「鈴木道雄記念財団」は、静

岡文化芸術大学やスズキ社内から作品を募り、２月

８日にシンボルマークを決定致しました。

下部の円は車輪の形を表現し、技術開発

の助成を行う財団の活動をデザインしま

した。上部は若葉が芽生える様子と鳥が

羽ばたく様子を、技術者の誕生と成長を

表現しています。

青少年の健全な育成に寄付を行う財団と

いうことで心（ハート）と体をモチーフにし

ました。形は人と人との繋がりをハート

マークでイメージしています。

向かい合って手を取り合う二人の姿を

表すことで社会福祉の向上とスポーツの

普及・振興のサポートを行うことを表現し

ています。形はスズキ株式会社 創業者 

鈴木道雄の頭文字「Ｍ」を象って表現して

います。

コンセプト

鈴木道雄記念財団スズキ教育文化財団スズキ財団

2018年（平成30年）度海外研修助成一覧 

第61回 　IEEE回路とシステムに関するミッドウエスト国際会議 

第69回　国際宇宙会議 

第29回　国際輸送現象シンポジウム 

2018年材料研究学会秋季大会 

2018年MRS秋季会議＆展示会 

電子材料およびパッケージングに関する国際会議 

アジア結晶学連合会議2018 

第29回　輸送現象に関する国際シンポジウム 

米国航空宇宙学会サイテックフォーラム 

国際材料学会連盟（IUMRS）若手先進材料研究者会議 

第６回　オーストラリア連合材料学会講演会

山梨大学 准教授

東京大学 博士課程3年

北見工業大学 助教

豊橋技術科学大学 博士後期課程3年

豊橋技術科学大学 博士前期課程2年

大阪府立大学大学院 博士前期課程1年

東京工業大学 助教

東京理科大学大学院 修士課程2年

東北大学 助教

東京工業大学 講師

熊本大学 教授

（カナダ、ウインザー）

（ドイツ、ブレーメン）

（アメリカ、ハワイ）

（アメリカ、ボストン）

（アメリカ、ボストン）

（香港、香港大学）

（ニュージーランド、オークランド）

（アメリカ、ハワイ）

（アメリカ、カリフォルニア）

（オーストラリア、アデレート）

（オーストラリア、ウーロンゴン）

平成30年8月3日～8月10日

平成30年9月30日～10月6日

平成30年10月28日～1１月3日

平成30年11月24日～12月1日

平成30年11月24日～12月2日

平成30年12月16日～12月20日

平成30年12月2日～12月6日

平成30年10月29日～11月4日

平成31年１月6日～1月12日

平成30年11月4日～11月8日

平成30年11月25日～11月30日

小川　覚美

浅川　純

胡　杰

森本　凌平

宮本　大

加島　初徳

藤井　孝太郎

山口　賢悟

藤田　昂志

松田　晃史

安藤　新二

スズキ財団では、2019年4月より下記の研究助成の公
募を開始いたしました。詳細は下記ホームページをご確
認ください。
ホームページ ▼  http://www.suzukifound.jp/

1．課題提案型研究助成
・提案する課題と研究期間
　①毎年、現在解決を求められている或いは将来直面する問
題等を課題として提案を行う。

　②研究期間：原則2年間とし、研究内容によって決定する。
・助成金総額と助成件数
　①助成金額：1 件最大1,000万円とし、研究内容によって
決定する。

　②助成件数：年間3～4件程度
・募集期間と審査結果の伝達
　①公募期間：毎年4月8日～5月末
　②選考結果は7月末頃申請者に連絡される。

2．研究成果普及助成及び研究者海外研修助成
　科学技術分野の基礎的・独創的研究成果を発表し研究の
更なる充実・発展を図るため、国内外で行われるシンポジウ
ム・会議等の開催或いは海外で開催されるシンポジウム・会
議への出席に対して助成するもので、 2種類の形態がある。
　①研究成果普及助成(会場費等諸費用への助成)
　②研究者海外研修助成(海外への交通費・滞在費への助
成)

・助成金額と助成件数及び募集期間と審査結果
　①その年度の予算に応じて決定する。
　②4月8日より公募を開始し、予算到達時に打切る。

〒105-0021
東京都港区東新橋2-2-8 スズキビル東新橋2階
公益財団法人　スズキ財団
TEL (03) 3431-2255　 FAX (03) 3431-3558
E-mail zaidan-info@hhq.suzuki.co.jp

トピックス

トピックス

平成31年2月15日、静岡県浜松市
に於いて、「平成30年度贈呈式・技
術者交流会」を開催しました。科学
技術研究助成者41名中、33名、
課題提案型研究助成者全4名が出
席し、助成金交付書が授与されま
した。その後、研究助成者、財団役
員、関係技術者計170名が出席
し、交流会が開催されました。

2月１９日にデザインを
考案した静岡文化芸
術大学（左）亀田さん
（右）望月さんを表彰し
ました。
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研研研研研研研研
訪 問訪 問訪 問訪 問訪 問訪 問訪 問訪 問
究 室究 室究 室究 室究 室究 室究 室究 室 いつでも、誰でも、どこへでも、

出かけることのできる社会の実現をめざして

大学院政策・メディア研究科 教授 
兼 環境情報学部 教授

慶應義塾大学 教授大前 学
おお まえ　まなぶ

今回は、慶応大学　新川崎キャンパスのガレージスペース（研究室）で
「自動運転」「遠隔操作」「隊列走行」等の研究・開発活動について伺いました。

先生のご研究及び研究室のご紹介を
お願い致します。

　一言でいうと、「SMART　MOBILITY」――「いつで
も、誰でも、どこへでも」行くことのできる社会の実現を
目指して、研究・開発活動に取り組んでいます。特に自
動車の自動運転、遠隔操縦技術、隊列走行に焦点をあ
て、その制御・運用手法の提案、ソフトウェアの開発、実
験車の構築、実車を使った実証・評価などを行っていま
す。そして特に最近注力しているのが、高齢化が進む地
域などでの人の移動を低速自動運転により支援する
「ラストワンマイル自動運転システム」の研究です。

　助成を頂いた研究は、助成期間にて区切りをつけさ
せて頂きました。しかし、助成により構築した実験車（ス
ズキ財団号）はその後も様々な研究で活躍しています。
自動車の遠隔操作の研究や、スズキ株式会社との共同
研究などに活躍しましたし、さらに最近は、国の「衛星
データ統合活用実証事業」でも大活躍しました。この事
業では、準天頂衛星の補強信号（10cm程度の測位精
度になります）をオーストラリアで活用する実証でして、
スズキ財団号は、海を渡りメルボルンにて、単独測位
（基地局などからの補強信号を使わない）による地図
ベースの公道自動運転を行いました。当研究室には、
様々な実験車がありますが、海を渡ったのはスズキ財団
号だけです。今後も自動運転や遠隔操作に関連する
様々な研究に活用していきたいと思っています。

Q1

先生は平成 27年度のスズキ財団の課題提案型
研究助成｢ドライバと自動車・自動車と自動車の
共進化を可能とする高度運転支援システムの開発｣
でしたが、その研究の進展状況はいかがでしょうか。
今後の本研究の発展性や抱負をお聞かせください。Q2

今回の助成以外のご研究で一番注目されている
研究があればトピックとして差支えない範囲で
教えていただけませんか？

　自動運転の研究では、ラストワンマイル自動運転の実
証や、運動制御に力を入れて勾配路、路面状況が悪い
場所で安定して走行できる技術の研究などを進めて行
きたいと思っています。遠隔操作の研究では、５G技術
を使ってリッチな通信環境をつくって、中速域の遠隔操
作をやってみたいと思っています。海外から、遠隔操作
で日本の車を運転する・・・なんてこともやってみたいで
す。隊列走行の研究では、何の役に立つか分かりません
が、乗用車の短車間（１ｍ以下ぐらい）走行をやってみた
いです。

Q4

最後に理工科系を含む学生へのメッセージを
お願い致します。Q5

課題提案研究の制御画面（介入操作による個人適合）

課題提案研究の考え方

ラストワンマイル自動運転実証実験の様子

スズキ財団号と研究室の学生

▼

研究室ゴルフ大会の様子
　（セグウェイで回ります）

Column 

昔は釣りが好きで、川崎の海でも
よく釣りをしていました。研究室の学
生も巻き込んで、夏合宿は毎年伊豆七島
に行って魚釣りをやっていました。タイへの留学が決まってから
は、研究室は釣りブームからタイブームになって、一昨年、昨年
はみんなでタイに行って、象に乗ったり、釣りをしたり…。また

タイではゴルフができない
と生きていけない（ネット情
報）と知って、今度はゴルフ
スクールに行きはじめ、研
究室では、月1ペースでゴ
ルフ大会をやっています。
自分の一時的な興味に、学
生たちも巻き込んでしまい
ますね。

慶應義塾大学における就職活動の状況に
ついてお聞かせください。

　手元に大学全体の数字はないのですが、慶應大全体
では、卒業生は、業種が偏ることなく、幅広い分野の機
関や企業に就職しています。当研究室の学生について
は、世の中の新しい技術に興味をもって志望してくる学
生が多いので、もちろん自動車メーカーに就職する学生
もいますが、通信、ＩＴ、電気、コンサルティング、エネル
ギーなど、進路が幅広いですね。別の見方をすると、地
元（？）というか首都圏志向であり、長いものに巻かれる
志向が強いです。最近は、学生の売り手市場なようで
就職活動で苦労したという話はあまり聞きません。なお、
私の研究室への就活アドバイスは、「長いものに巻かれ
ろ」「ベンチャーは大手で修業をした後に・・・」「BtoBで
発注側になる企業」です。

Q3

釣り・タイ
大前学教授のOFF

スズキ財団ニュース

慶應義塾大学 新川崎タウンキャンパス

　テクノロジーは複雑になっていますが、同時にツール
も充実。ツールを使えばキャッチアップできる。しかし研
究のために、基礎をやらないでツールを活用して目標を
達成するようなやり方だと、竹馬に乗って足元がグラグ
ラしている状態です。目の前の目標は達成できても、
そこからジャンプして新しいものを生み出したりはでき
ない。だから、基礎をしっかり勉強して地に足がついた状
態で研究に取り組みましょう。あとは、最近は、高校の指
導の賜物か、やりたいことが明確な学生が多いように思
えます。目的意識が高いことは良いのですが、目的外の
教養の勉強・獲得・醸成に見向きもしない学生が散見さ
れます。教養は、人に深み、厚みを与えます。語学、政治、
経済、社会、芸術、麻雀、ゴルフなど、専門知識・スキルと
ともに様々な教養を大学生、大学院生の間に身に着け
ましょう。教養が低く（ついでに目的意識も低かったので
すが・・・）、色々と損をしている私からの悔恨のメッセー
ジです。
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「スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木俊宏ごあいさつ」
2020年 スズキは100周年「新たな夢に向かって シリーズ2」四輪車の歩み
業務紹介「船外機DF350A開発に携わった若者たち」
技術レポート「新型ジムニーのシャシフレーム剛性・衝突安全性の向上」

スズキ財団40周年記念（その2） 井口雅一先生インタビュー「自動車産業の40年の歩み」
助成事業の実績「2018年度科学技術研究助成一覧」、「2018年度課題提案型研究助成一覧」、
「2018年度海外研修助成一覧」、「2018年度研究成果普及助成一覧」、
「スズキ財団2019年度助成事業のご案内」、
「2018年度贈呈式・技術者交流会」、「スズキ関連3財団シンボルマーク決定」
研究室訪問「慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科 教授 兼 環境情報学部 教授 大前学」

スズキとあなたをつなぐ情報コミュニケーションマガジン

静岡県西部にはこの地域の方言で、「とにかくやってみよう」「やろうじゃないか」という意味の
「やらまいか」という言葉があります。
これは、遠州人の「あれこれ考え悩むより、まず行動しよう」という進取の精神を表すものと言われ、
チャレンジ精神を大切にする風土を育んでいます。
これを合い言葉に、音楽や自動車産業、光・電子産業など、世界を代表する企業を輩出してきました。

スズキ財団ニュース
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やらまいか　2019 April Vol.2




