2020 年 スズキは100 周年

新たな夢に向かって

（シリーズ7）

“船外機の歩み”
スズキは 1952 年のバイクエンジン、1955 年の軽四輪車の発売以降、二輪・四輪車の生産・販売を
拡大してきましたが、エンジン技術を活用して船の動力となる船外機の開発に着手しました。
1965 年、スズキ初の船外機「D55」が商品化されました。2 年後の 1967 年には輸出を始め、現在まで
2 馬力から350 馬力（以下 PS）のラインアップが揃い、世界各国で販売されています。2014 年には世界
累計生産 300 万台を達成しました。
今回は 1965 年から現在まで、55 年間のスズキ船外機の技術の歩みをご紹介します。

1965年

D55 船外機部門に進出
スズキが初めて製 造・販 売した船 外 機は、２ストロー
ク単 気 筒、排 気 量 98cm³、出 力 5.5PS（4.0kW）の
「D55」でした。浜名湖の海苔養殖で使われる海苔摘み
機の市場調査を行った際に、船の動力となる船外機の潜
在需要が高い事が分かり、開発に着手した製品でした。

発売当時のポスター

当時、船外機では空冷が主流の時代に水冷式の採用、
船体のノーズアップを抑える下向き傾斜のプロペラ軸、
チルト角を簡単に調整できる可変チルトレバーなど、斬新
な工夫が盛り込まれていました。
その後、大型化のニーズに応え、1971 年に当社とし
ては初めての 2 気 筒モデル「DT150」
（9PS）を発 売、
72 年には「DT400」
（25PS）
を発売。 DT400 は国産
では初めての無接点点火（スズキ PEI）方式を採用し、
船外機の無接点化の先駆けとなりました。

D55（単気筒）

DT400（２気筒）

このあとも製品のシリーズ化に努め、4PSから25PS
まで 6 機種を揃えて先発メーカーと肩を並べるようになっ
ていきました。

1980年

DT140/115 OIL INJECTION

OIL
GASOLINE

OIL TANK

2ストローク船外機に初めてオイルインジェクション（分離

OIL PUMP

給油）装置を搭載したモデル。
あらかじめ燃料に潤滑油を混合する必要はなく、オイル

OIL FLOW SENSOR

ATOMIZATION VALVE

タンクに入れた潤滑油が自動的に混合される仕組みで、

NOZZLE

ユーザーの使い勝手を大幅に向上させました。混合の手
間が省けるだけでなく、回転数に応じた混合比を作り出せ

CARBURETOR

オイルインジェクション
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DT140（4気筒 )
排気量1.8L、140PS

るので、
エンジンの信頼性や経済性もアップしました。
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1987年

マルチステージインダクション

NMMAイノベーションアワード初受賞

シリンダごとに設けられた長短一組
の吸気管をエンジン回転域に応じて
使い分け、吸気量を最適化。

この時期までに、2PSから200PS のラインアップが揃いまし
た。 1987 年発売の「DT200 EXANTÉ」は２ストロークV6、

スズキ船外機初の４ストロークV6（挟角 55 度）
エンジン。全域

コムリンク・システム

電子制御点火系

マルチステージインダクション（可変吸気）
を採用しました。

低回転時
高回転時
吸気管断面の吸気の流れ

オイルの補給ほか各種警報を音声で伝える

2006年

「コムリンク・システム」、電子制御点火など

DF300 世界初の４ストローク300馬力

2ステージ・カムドライブに
よりヘッドをコンパクトにし、
挟角55°
の V角度を実現。

の先 進 的な設 計 思 想が船 外 機の本 場アメ
リカで高く評価され、NMMA（アメリカマリン

「DF300」は、挟角 55 度の V6（4.0L）/DOHC24 バルブ、

工業会）が選定するイノベーションアワードを

VVT（可変バルブタイミング）、電子制御スロットル＆シフトシステ

スズキの船 外 機として初めて受 賞しました。

ムなどを採用し、４ストローク最大出力の 300PS（221ｋW）を

その後、2018 年までに同賞を9 回受賞する

達成。また、抵抗を徹底的に低減させた流線型ギヤケースは、

礎となりました。

加速性能と最高速の向上に寄与しました。

その後、電子制御化はさらに進み、１９９０

2008年

年、２ストロークの最進化形「DT225」では
電子制御燃料噴射、各種制御をコンピュータ
されました。このあと、時代は 4ストロークへと
推移します。

DF90A/80A/70A 燃費改善 リーンバーン制御

大出力の船外機を多基掛けするアメリカのボーティング
スタイルにジャストフィット

で行うマイクロリンク・イグニッションが採 用

スズキ船外機として初めてリーンバーン制御を採用したモデル

NMMA イノベーション
アワードのトロフィー

で、
リーンバーン制御はその後の燃費向上技術の柱となりました。
電子制御スロットル＆シフトシステム

1994年

2011年

DF300AP スズキ・セレクティブローテーション

DF15/9.9 ４ストローク化

プロペラの回転方向を正／逆の両方に対応する世界初の

スズキ船外機初の 4ストロークモデルは、2 気筒、302cm³
の 15PS（11.0kW）
と9.9PS（7.3kW）
でした。

技術「スズキ・セレクティブローテーション」
を採用。

整備性に優れる
分割式サイドカバー

同クラスの 2ストローク船外機に比べて燃費は38％向上、また

ギア、シャフト、ベアリング等の動力伝達系の設計を見直し、
従来は 2 種類（正回転、逆回転仕様）必要であったロアユニット

低排出ガス、低騒音を実現しました。デザイン的にも従来の船外
機とは異なるシンプル、スリム、クリーンなイメージを体現したもの

を1 種類に統合しました。回転方向の設定は電子的な切替え

スズキ・セレクティブローテーション

で、4ストローク時代の幕開けを告げるモデルとなりました。

で対応しています。

1997 年、
「DF70/60」では四輪車の 4 気筒 1.3L エンジン

2014/15年

をマリナイズし、４ストローク船外機では世界初となる電子制御
燃料噴射装置を搭載し、パワーと低燃費を両立しました。環境
性能では、2006 年の EPA( 米国環境保護庁）排ガス規制を

スズキ初の
4ストローク船外機 DF15

DF200A/200AP ４気筒軽量化

4気筒1.3Lエンジン
（DF70）

軽量・コンパクトな4 気筒、2.9L、200PS（147kW）モデル。

前倒しでクリアしました。

V6（200PS）
と比べ 30kg の軽量化を実現。2014 年における
セミダイレクト
吸気システム

2000年

スズキ船外機の先進技術、高圧縮比、
リーンバーン制御、
セミダイ
レクト吸気など、
すべてを投入しました。

DF115/90 オフセットドライブシャフト

2017年

「DF115/90」は、その後のスズキ船外機の大きなアドバン

DF350A 二重反転プロペラ

テージの一つとなるオフセットドライブシャフトを初めて採用した
モデルです。クランクシャフトの出力端で一次減速、ギヤケース内

V6、4.4L、24 バルブエンジンを搭載し、出力 350PS（257kW）

で二次減速を行うことで、大減速比を可能とし、推進効率の高い

のスズキの新フラッグシップ「DF350A」が誕生しました。クラス初

大径プロペラを使えるほか、パワーヘッドが船首側に配置される

の二重反転プロペラやダイレクト吸気等、革新的技術を搭載。

ので、
コンパクト化と振動の低減も実現しました。
オフセットドライブシャフト

4

DF250 V6エンジン
で高出力・高トルクを発生するVVT（可変バルブタイミング）や

2.7L、200PS（147kW）
エンジンで、当時のフラッグシップで
した。

2003年

発売当時のプロダクト
インフォメーション

二重反転プロペラ
ダイレクト吸気

高出力とコンパクト化を両立しました。
スズキ9 回目のNMMAのイノベーションアワードを受賞しました。
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年表
1965

1970

1980

1990

2000

船外機の歩み 年表

2010

2020

1984

2015

DT65C/55C

1997

オイルや冷却水の状態を見
守るモニターシステムや電子
制御の点火システムを採用。

DF70/60

４ストローク船外機では
世界初の電子制御燃
料噴装置搭載。

DF115/90

2014 年：累計 300 万台

コンパクトで大減速比が得られる
オフセットドライブシャフトを採用。

各種警報を音声で通知する「コム
リンク・システム」など、先進技術
がアメリカで高く評価された。

スズキが初めて製造・販売した船外機。
２ストローク単気筒5.5PS。

燃費性能を向上したリーン
バーン制御を採用。

軽量・コンパクトな4気筒。セミ
ダイレクト吸気システム、キー
レススタートシステムなど採用。

2000

DT200 EXANTÉ

D55

DF200AP

DF90A/80A/70A

1987

1965

2008

1998

DF50/40

2003

DF250/225/200

船外機としては世界
初のチェーン式カム
駆動を採用。

1972

DT400

2009

DF60A

スズキ初 の４ストローク V 6 型
エンジン。VVT、マルチステージ
インダクション
（可変吸気）
採用。

2気 筒25PS、国 産 初の
無接点点火（スズキPEI）
方式採用。

2017

同クラス最もコンパクトな
３気筒 DOHC12バルブ
エンジン。

DF350A
二重反転プロペラなど最新
技術を盛り込んだスズキの
新フラッグシップモデル。

世界累計生産台数
1990

1976

DT65/50

電動でトリム、チルト角を変更可能なPTT
（パワートリム＆チルト）
を国内で初めて採用。

DT225

2005

スズキ船外機で最初の電子制御燃料
噴射や各種制御をコンピュータで行う
マイクロリンク・イグニッションを採用。

軽量・コンパクト
（ロープロファイル）
のV型２気筒モデル。

2011

DF25

DF300AP

プロペラの回転方向を正・逆の両方に対応
するスズキ・セレクティブローテーション採用。

1994

DF15/9.9

スズキ船外機初の４ストローク
エンジンで、低燃費、低排出ガス、
低騒音の環境性能を向上。

1980

DT140/115

船外機初のオイルインジェクション
（分離給油）
を採用。
また、耐久性の高い一体式クランク
シャフトを採用。

2014

船外機では世界初の４ストローク
300PS。電子制御スロットル＆
シフトシステム採用。

クラス最軽量・コンパクト船外機。
ローラーロッカーアーム、ダイレクト
吸気＆換気システム採用。

DF300

2ストロークエンジン

プロペラハブ排気

モニターシステム

ウィードレスプロペラ

パワートリム＆チルト

電子制御点火

傾斜プロペラ軸

2006

オートスラント機構
スズキ PEI（無接点点火）

V型４気筒（２ストロ ーク）

オイルインジェクション

4ストロークエンジン

電子制御燃 料噴射（２ストローク）

V型６気筒（２ストローク）

DF30A/25A

マルチステージインダクション

電子制御燃料噴射（4ストローク）

マイクロリンク イグニッション

チェーン式カム駆動

コムリンクシステム

V型2気筒（4ストローク）

ダイレクト吸気＆換気

V型６気筒（4ストローク）

オフセットドライブシャフト

ローラーロッカーアーム

電子制御スロットル＆シフト

VVT

セミダイレクト吸気

リーンバーン制御

二重反転プロペラ
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987
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1985
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1981
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1979
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セレクティブローテーション
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業務紹介

ハイブリッド車パワートレイン適合 開発業務に携わる若手技術者たち

ハイブリッド車のパワートレイン適合開発に携わる
若手技術者のメッセージをご紹介します。
エンジンベンチ試験

栄田 直哉

1 MGU
（駆動用モーター）

電動化や新規デバイス

エンジン適合

川原 理彰

に対応するため、モデル

ベース開発、自動運転、排ガスモード走

エンジンのドライバビリティに関

行模擬など様々な手法で、動力性能、燃

トランスミッションの適合・評価

する適合を担当しています。HEV

費の改善に取り組んでいます。

赤川 真也

では、エンジンだけでなくモータ

やギア、クラッチの状態も変化す

ハイブリッド車両のトランスミッション

変ですが、お客様の満足度を向上

での適合評価だけでなく制御仕様の

るため、各機能担当との調整が大

システム評価

早川 慎一郎

の適合・評価を担当しています。車両

させる適合を心がけています。

各コンポ ーネントの協調性や燃費を

検討まで、幅広い業務を自身の手で携

われることにやりがいを感じています。

主とする車両システムの評価、適合を

3 AGS（オートギヤシフト）

行っています。車両製作に先行して問

題点を洗い出し、フィードバックするこ

4 パワーパック

2 減速機

とで、より良い車作りに繋げています。

トランスミッションを意のままに動作さ

＊写真はハイブリッドのイメージです。

せる制御を開発しています。制御の検

討・設計から始まり、シミュレーション検
証、実車試験まで一貫して業務を担当

車両搭載前にモータとインバータ

AGS制御開発

を組み合わせて、温度、電圧、トル

杉山 愛一郎

クなど様々なデータを計測し、要

求通りのトルクが出るように適合

をしています。
モータ・インバータ試験

宮分 良太

欧州、インドなどの現地にて走行

試験を実施し、走行データの収

システムベンチ

部品制御開発

佐藤 佑樹（手前） 河野 公紀（奥）
部品制御設計は、アクチュエータ制御、故障診

断、制御インターフェースの構築など、多岐にわ

全世界のあらゆる環境に対応するた

めに、
シャーシ内を−30℃の寒冷地や

の環境に調整して試験を行います。
実際の過酷な環境を肌で感じながら

モータ、計測器を取り付け、性能評価や適合を行い
ます。20,000rpmまでモーターを回せます。
排ガス試験では、さまざま

な状況において、最新の

松原 聡汰

車から排出される一酸化炭素
などの排気ガスを分析します。

環境シャーシ試験

金野 竜也

私たち設計者の意図通りの車になっている

か、またお客様が満足する車両に仕上がっ
ているかどうか確認しています。

燃費向上に貢献できるよう、車両の走行

んでいます。

に応じて適切にエン

シャシダイナモ

状況やバッテリ等各種部品の状態

ジンを自動停止させ

ISG適合開発

山本 航（中央）

るよう、ISG機能の適
合を行っています。

ローラー上に車を載せ、実走行を模擬し、モード
走行排ガス試験や様々な性能試験を行います。

モーターの適合・評価

小田桐 礼ノ助（左）
車両の安全性・快適性をより

ハイブリッド制御

夏目 龍一（右）
ハイブリッド制御の構成は、車両

排ガス規制をクリアするよう

良くする為に、ハイブリッド

両立するように考えながら行

を担当しています。出来上

ローラとの仕様調整等、多岐にわ

ところであり、やりがいでもあ

た時、成果が目に見えて分

が意図通り働き、車両が狙い通り

適合を行っています。燃費も
うところがこの業務の大変な
ります。
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排ガス・燃費試験

排ガス分析計

フリート試験

ティワリ ニシュタ

たります。これら全てを車両で問題なく成立させ

るために、部品制御全体のロバスト設計に取り組

40℃の熱帯地、3000ｍの高地など

モーターベンチ

ことができます。

集、解析を行っています。そのデータから、

ハイブリッドシステム
の 作 動 状 態を精 密に
計測・評価します。

適合開発を行える点が魅力です。

し、多くの知見を得る

車両のモータの適合・評価

がった車両を自分で運転し

かることがやりがいです。

振舞いの検討から仕様書の作成、
机上・実車での制御確認、各コント

たりますが、自分が作成した制御
動いた時は痛快です！
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技術レポート

コンパクトで高出力な大型 船外機の開発
推進効率向上

▍ダイレクト吸気による吸気温度低減
▍デュアルインジェクション採用と冷却水通路見直しによる高圧縮比化
▍二重反転プロペラ採用による推進効率向上

「DF350A」は前プロペラの旋回運動エネルギーを後

二重反転プロペラによって、
さらに着岸操作を容易にする

プロペラで回収できる（図４）二重反転プロペラを採用する

ことができました。

ことで、単一プロペラに比べ最大 40% 増の推力を得ること
ができました（図５）。さらに二重反転プロペラはエンジン
トルクを前後の二つのギヤで分担するため、ギヤ一つ当
たりの負担は、50%となります（図６）。このため高出力

背景・狙い

エンジンにも関わらず、ギヤ径およびギヤケースの砲弾径

今まで船内機や船内外機を使用していた大型艇市場にて、船外機を搭載する動きが広がって

を7% 小さく設計することができました。このことにより没

きています。これに伴い、船艇へ搭載しやすいコンパクトさと爽快な航行を実現させる高

水部の前面投影面積を抑えることで水中の抵抗を12%

出力な船外機が市場から求められています。このような市場要望に応えるため、
「コンパクト」

低減できました。
さらに二重反転プロペラは後進時の推力が大きいた

「高出力」を両立させた４ストローク３５０馬力船外機「DF350A」を開発しました。

図6 DF350Aトルク伝達図

め、より操船しやすくすることができました。特に低いエン
ジン回転域で、前後進ともにプロペラ推力が大きい製品
が求められるジョイスティック操船（図７）
においては、この

静止状態でのプロペラ推力

従来の船外機はエンジンカバー内の空気を吸入する
ため、カバー内の暖められた空気がエンジン吸気となり、
吸気温度の上昇による出力低下が発生しました。
「DF350A」では吸気温度上昇を抑制し出力を向上さ
せるため、
ダイレクト吸気システムの採用を目指しました。
水上で使用する船外機にとって、吸気通路への水侵入
防止が重要な課題となります。このため、気液分離のため
のルーバーを新たに開発しました。ルーバー形状は気液分

水塊 /水滴を含む外気

離性能と圧損とがトレードオフの関係となるため、形状の最

水塊が除去された外気

適化を行いました。さらにこの気液分離ルーバーを二重に

水塊 /水滴が除去された外気

500
ルーバートラップによる
水滴の除去

図１ ダイレクト吸気システム

配置することにより高い信頼性を実現しました。（図１）
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図4 単一プロペラと二重反転プロペラの後流の違い

3500

図5 プロペラ推力

図7 ジョイスティック操船

技術課題
大型艇の市場では、レジャーを楽しむ方から漁や運搬

高圧縮比化

機を作り上げるため、ロバスト性を向上させることを考えて

など業務で使用される方など様々な方々に使用していた

います。そして、高効率化による環境負荷の低減を行い、

高圧縮比化すると熱効率は向上しますが、ノッキング

だいています。このため、コンパクトで高出力ということに

きれいな海を守り続けることを目指しています。

の抑制が課題になります。筒内混合気温度を下げること

加え、静かで快適かつ厳しい環境に耐える頑強な船外

でノッキングは抑 制できるため、噴 霧 燃 料の気 化 冷 却
効果の向上を狙い、四輪車「スイフト」などで実績のある

図２ デュアルインジェクション概念図

デュアルインジェクションを採用しました（図２）。
さらに燃焼室壁面の冷却効果を高めるため、直列冷

さらにポート形状や燃焼室形状を見直すことで最適な
タンブル流を発生させ、圧縮比 12.0を達成しました。

10

排気通路

抑制の効果を上げました。

排気通路

ことで、燃焼室壁面の冷却性が大幅に向上し、ノッキング

燃焼室上面

ヘッドへ供給すること、および一方通行の直列流路とする

サーモ
スタット

シリンダ
ブロック
スリーブ周り

却方式を採用しました（図３）。冷却水を最初にシリンダ

シリンダ
ヘッド

▋著者紹介

阿知波 哲史

ウォータ
ポンプ

： 冷却水の流れ

図3 直列冷却回路

マリン技術部 係長
（2004年入社）

福地 智
マリン技術部 チームリーダー
（2008年入社）

平川 達雅

植田 順大

奥西 大樹

マリン技術部
（2008年入社）

マリン技術部
（2011年入社）

マリン技術部
（2014年入社）
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スズキ財団40周年記念（その7）

鎌田 実先生インタビュー

と議論するようにしました。さらに、実証することで、色々

次世代モビリティに向けた歩み

見えてくることがあり、その結果をフィードバックさせながら、
それぞれの地域にふさわしい移動システムの構築を目指し
ました。今はマイカーで移動していて不自由感じていない人
が多く、他人事にとらえられることも多いのですが、いずれ
加齢により運転困難な時期が誰でもくるわけですから、将来
を見越して自分事として考えて欲しいと思っています。

鎌田 実
スズキ財団 理事
一般財団法人日本自動車研究所 代表理事・研究所長
（2020年6月末まで東京大学 大学院新領域創成科学研究科 人間環境学専攻
兼：高齢社会総合研究機構、工学部機械工学科 教授）

2020年6月24日付で日本自動車研究所（JARI）所長に
就任されました鎌田先生にお話しを伺いました。

Q3

自動運転ビジネス検討会の座長としてもご活躍
されてきましたが、自動運転技術は今後どのよう
に普及していくとお考えでしょうか？
自動運転への期待が強いのはひしひしと感じますが、
技術・制度・受容性それぞれをきちんと進めていかないと、
すぐには無理なものと感じています。デモ的な実証実験は

事業化されたグリーンスローモビリティ：福山市鞆の浦のアサヒタクシー
（左から、山田アサヒタクシー社長、三重野元国交省環境政策課課長補佐、鎌田理事）

比較的容易にできますが、
リーズナブルなコストで、事業性

VISION 2030を作成し、2025 年までの第 5 次長期運営

Q1

Q2

も考えて社会実装するには、たくさんハードルがあります。

方針を掲げました。 CASEという言葉で語られるように、

長年にわたり、高齢者や障害者の移動手段に関

皆さん、やればやるほど難しさを実感するようになり、
きちん

自動車産業・モビリティの世界は、100 年に一度の変革期

いしておりますが、財団との係わりなどエピソード

する研究に取り組まれ、輪島や釜石はじめ様々

と地に足ついた議論と検討を続けていくことの必要性を

と言われています。そういう時代の変化に対応でき、モビリ

などございましたらご紹介いただけないでしょうか？

な地域で実証実験も行ってこられました。実証

関係者で共有できるようになり、目標目指して一つ一つ課

ティの分野を先導できるような研究所になっていく必要が

実験で得られたご経験などご紹介いただけないで

題をクリアしながら前進するようになってきたと思っており

あると考えています。対象エリアが広がるので、すぐには

しょうか？

ます。国のロードマップにも示されていますが、ビジネス

無理かもしれませんが、研鑽を重ねて、世の中の期待に

カーとオーナーカーで異なるアプローチで進んでいくよう

応えられるような組織になっていきたいです。

先生には、2015年6月より、当財団の理事をお願

財団との係わりの最初は、若い頃に研究助成を受けたこ
とです。1990 年に大学に戻ってきて、研究費が無い中、
非常にありがたかったです。当時は振動騒音を専門とし

1990 年代後半に、高齢者障害者のモビリティの研究を

ており、1970 年代後半に流行ったSEA 法（統計的エネル

始めた頃は、非常にマイナーでした。20 年以上たって、
やっ

ギー解析法）
を使って、自動車の振動エネルギーの流れを

と高齢化について皆さんの関心が高まるようになりました。

足は顕著であり、可能な所から進めていけたらと思います。

可視化するようなことをやっていました。その後、共同研究に

今後は、
さらに人口減が加速していきます。地域のモビリティ

遠い将来を考えると、何十年かの時間をかけて、ほとんど

発展し、
ワゴンRの実車での詳細計測を行ったりしました。

をどうすべきか、机上で議論していても空論になってしまうの

の車が自動で動く時代になり、人と車の付き合い方も変わ

で、極力現場に出ていって、地域住民や地方自治体の方々

ってくるだろうと思いますし、道路や都市インフラの姿も変

その後、1995 年頃から、高齢者障害者対応のモビリ

になると考えています。
特に、社会課題として、事業用自動車でのドライバー不

ティの研究を行うことになり、パーソナルモビリティ関連

革していくことと思われ、そういうゴールの姿もきちんと議論

で、スズキや電動車両安全普及協会の方々と議論を重

していきたいと思います。

特に、新しいモビリティについては、長期運営方針にお
いて、第 3 の柱としてとらえており、
これから取り組みを強化
していきます。

Q5

最後に若い研究者や技術者に対して何かアド
バイスや励ましのお言葉など頂けないでしょうか？

ねるようになりました。電動車椅子ではスズキはトップシェア
ですし、小さな電気自動車ととらえれば、累計台数はかな
りのものになりますが、高齢者の足としてもっと活用でき
ないかと考えたりしていました。
2015 年から審査委員長になり、理事もお受けするように

存在だと思っております。

12

を有効活用していただきたいと思っております。そして、

社会に向けたスマートシティやコミュニティーカー

すが、その目標となるものが社会の変化の中で、どういう

への取り組みは、継続されていくのでしょうか？

なりました。比較的小さな財団ですが、研究助成を長くき
ちんとされてきており、若い研究者には非常にありがたい

Q4

日本自動車研究所にご就任された後も、超高齢

さらにその後、研究助成の審査を担当することになり、

釜石市での幹線・支線乗り継ぎ実験（左の路線バスから奥のマイクロ
バスへ乗換え）

若いうちは、何かに没頭できる時間がたくさんあり、それ

日本自動車研究所 JARIは、昨年、設立 50 年を迎え、
次の半世紀に向けての歩みを始めたところです。JARI

技術屋は、定量的な目標に向けて頑張って力を発揮しま
風に位置づけられるのかといった点にも目を向けて欲しい
と思います。広く知識を得つつ、専門性のところは深く
掘り下げていくような、複眼的な視点をもって、頑張ってく
ださい。

13

14

15

総
資
産
設立年月日
助成件数累計
助成総額累計

63億1,713万円（令和2年3月末）
1980年 3月
1,793件
21億1,644万円

公益財団法人

研究留学者インタビュー
インド工科大学 デリー校（IITD）

スズキ財団

事業報告

２０２０年（令和２年）度 課題提案型研究助成事業の決定
今年度の課題提案型研究助成は、自動車に代表される移動体の情報・通信、および移動体の制御に関して
想定される課題の解決方法について、以下の4件の助成が決定しました。

自動運転技術の物流拠点における適応を目指した
移動物体認識技術の開発

留 学 期 間 ： 2019年4月〜2020年6月
留学受入先 ： 豊橋技術科学大学
建築・都市システム学系 齊藤大樹教授
研 究 課 題 ：「地震台風による複合災害分析」

スズキ財団の助成で、2019年4月から14ヶ月間、IITD
（インド工科大学デリー校）から豊橋技術科学大学
に研究留学したTathagata Royさんにインタビュー
いたしました。

金沢大学 教授

菅沼 直樹

物体に加え、車体形状が変化する移動物体にも適応して

態の推定が重要となる。一方、市街地には例えばトレーラ

その形状と運動状態を推定可能な汎用的な移動物体認識

トラックなど、旋回時に車体形状が大きく変化する物体も

技術を開発する。これによって物流拠点が隣接する市街地
を含む様々な場所での自動運転を可能とする。

1

日本への研究留学は如何でしたか ?

私生活では、豊橋での滞在を満喫しました。日本の美し

するための新しい方法論を提案しました。提案した枠組み

い文化について多くのことを体験し、それらが自分に合うこ

を、その後、新城市の実在免震建物と豊橋の高層免震建

とに気づきました。いろいろな所へ出かけたり、料理が好き

物の性能を調査するために使用しました。

だったので、
いろいろな料理を作ってみました。
研究生活においても、14ヶ月間のほとんどは、齊藤教

岡山県立大学 教授

有本 和民

が軽く省電力で、組み込み用途に使用される低廉なMCU

ウェイ用低コスト高セキュリティSwitch-IPを開発する。従

で制御可能なセキュアなゲートウェイが構築できることを実

来はソフトウェアで実現していたSwitch 機能の一部を高

証する。

エネルギ効率なハードウェア化することで、ソフトウェア負担

した。また、研究室の仲間たちと一緒に研究について話し
合うことができたので、非常に多くの知識を得ることができ
ました。また、齊藤先生のご指導のおかげで、どんな話題
でも詳細に理解できるようになりました。

2

の方法論を展開して、複数の自然災害に対して環境や社
会を堅牢で強靱なものにしたいと思います。

金沢大学 教授

立矢 宏

齊藤先生の研究室では具体的に
どのような研究をされていましたか ?

私の研究テーマは「地震・台風時の免震構造物のマ
ルチハザード評価」でした。研究分野は構造工学に基
づいており、構造力学を熟知したうえで、地震と風工学の

3

日本の各地を旅行した体験について
教えてください。

私は、
日本のあちこちをバス、電車、地下鉄、路面電車を
利用して旅をし、見聞を広めました。外国では、こんなに気
楽に快適に移動できませんでした。機会があればまた日本
に来たいです。

4

研究以外に日本人学生や日本人との
交流はありますか ?

車の走行時に生じるタイヤ側面ひずみから路面摩擦係数を

結果を基に実時間での安定した測定法を確立する。さらに、

測定可能とし、車両制御への応用を図る。これまでに基本

実車走行時における定量的な精度を確認するとともに、測

らは私に日本語を教えてくれました。このような交流は、
イン

的な方法を提案し、低速条件で測定精度を、実車走行で測

定した路面摩擦係数を車両制御に応用し、種々の路面で

ドと日本の文化のギャップを埋め、私たちの研究アイデア

定値の定性的な妥当性を確認した。本課題では、これらの

の安定した制動、操舵制御を実現する。

を共有するのに役立ちました。

次世代移動体用 磁気式内部力補償ブレーキ機構・制御の
技術開発
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インドも地震や台風の国なので、今後はインドでも同様

究文化に馴染み、興味のある分野で重要な研究ができま

小型、低エネルギ消費車両および IoT機器に向けた、ゲート

路面摩擦係数のリアルタイム測定が可能な
インテリジェントタイヤによる車両制御の実現

構造物の設計寿命において発生する可能性のある地震
と台風を推定するためのマルチハザードの枠組みを開発

授の研究室で研究をしていました。私はすぐに日本の研

ゲートウェイ用低コスト高セキュリティSwitch-IP の開発

IITD の ROY さん（左）
と指導教官の齊藤大樹教授（右）

分野における完全な知識が不可欠でした。本研究では、

自動運転では自車周辺の移動物体の形状とその運動状

存在している。このため本研究では、人や車などの通常移動

Tathagata Roy（タタガタ・ロイ）氏

東北大学 准教授

5

田多隈 建二郎

移動体において、その制御における要素であるブレーキ機

トルクを生成する装置が必要となっている。この必要性を

構は非常に重要なものである。従来のブレーキは油圧によ

鑑み、磁石式の内部力補償現象を用いて、微小操作力

る保持力生成を主としていたが、これからの電気式の移動

のみで、入力変位を極高保持トルクへ連続変換可能な次

体の普及拡大に備え、電磁気式ながらも極めて高い保持

世代ブレーキ制御が本研究テーマの内容である。

研究室の学生たちと、いろいろな話をしました。また、彼

日本に来る研究者に何かアドバイスは
ありますか ?

日本に初めて来る人には、研究生活のみならず、日本の
生活を楽しむことをお勧めします。また、多くの日本人と交
流し、彼らの文化を理解することもお勧めします。これから
の時代の私たちの行動の変化を形作るのにもきっと役立つ
研究室の皆さんと金沢にて
（右から2番目が ROY さん）

でしょう。
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2019年度（令和元年度）事業報告概要
令和元年度、財団の主たる事業である科学技術研究助成は
54件、課題提案型研究助成は4 件実施しました。研究成果発

スズキ財団2020年度助成事業のご案内

科学技術研究助成

（54件）

課題提案型助成

（4件）

研究者の研修のための派遣は45件を実施しました。さらに、本

研究成果普及助成

（7件）

年度よりインドからの受け入れ事業を開始し、
インド工科大学より

研究者海外研修助成

（45件）

外国人研究・研修助成

（4件）

助成事業合計

114件

表のための会議・シンポジウム開催への支援は７件、海外への

静岡大学、インド科学大学より豊橋技術科学大学へ研究者を
招聘しました。

スズキ財団では、2020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/

▌助成対象（全助成に共通）
助成の対象となる研究は、国民生活用機械等の生産・利用・消費に係る
科学技術に関する研究でかつ独創的・先進的であり、学術的・社会的発展に寄与する可能性のあること。

2019年度（令和元年度）決算概要

科学技術研究助成
１）応募資格

▋貸借対照表（2020.3.31現在）
科目

単位：千円

金額

科目

Ⅰ. 資産部

こと

金額

２）助成対象は上述ですが、研究分野は以下のとおり。

Ⅱ. 負債の部

流動資産

98,612

流動負債

15

負債合計
固定資産

6,218,521

15

（6,206,521）

指定正味財産

4,499,567

特定資産

（12,000）

一般正味財産

1,817,552

正味財産合計
6,317,133

負債及び正味財産合計

雑収益

金額

科目

事業費

6,500

194,105

（131,356）
（11,380）

外国人の科学的研究・研修助成事業費

（31,836）

付帯事業費

（14,585）
28,703

経常費用計
（注）
単位未満四捨五入の為、内訳と合計は必ずしも一致しません。

18

187,601

特科学的研究成果の普及助成事業

管理費

⑧ リサイクル関連技術

②助成件数：年間約50件程度
③若手向け
（一律100万円）
と一般向け
（最大300万円）
に分けて募集します。

４）募集期間と審査結果の伝達
②選考結果は12月下旬に申請者に連絡される。

△23,756

評価損益等計

△1,510,976

当期経常増減額

△1,534,732
0

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

△1,534,732

217,861

Ⅲ . 正味財産期末残高
負債及び正味財産合計

１）応募資格
大学、大学院、高等専門学校または、公共研究機関に常勤する研究者で、主たる研究が科学技術に関する研究で
あること。

２）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します。
②4月以降公募を開始し、予算到達時に打切ります。

研究者海外研修助成

Ⅱ. 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

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・
会議等の開催に対して会場費等諸費用を助成します。

189,157

研究助成事業費

⑦ロボッ卜関技術

④材料関連技術

３）助成金総額と助成件数

6,317,133

金額

評価損益等調整前当期経常増減額

4
経常収益計

⑥人間工学・医療関連技術

①公募期間：毎年6月5日〜9月30日

単位：千円

Ⅰ. 一般正味財産増減の部

受取寄附金

⑤電気・電子・情報関連技術

③計測・制御・解析関連技術

研究成果普及助成及

▋正味財産増減計算書（2020.3.31現在）

基本財産運用益

②環境・資源エネルギー関連技術

6,317,119

（注）
単位未満四捨五入の為、内訳と合計は必ずしも一致しません。

科目

①生産関連技術

①助成金総額：年間7,600万円程度

Ⅲ. 正味財産の部

基本財産

資産合計

大学、大学院、高等専門学校または公共研究機関に常勤する研究者で、主たる研究が科学技術に関する研究である

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いたします。
2,989,032
6,317,119

１）応募資格
原則として、日本国内の大学、大学院、高等専門学校または公共研究機関に常勤する研究者及び大学院生で、主
たる研究が科学技術に関する試験研究であることとします。上記の大学院生においては、国際会議等にて本人が
発表することを必須条件といたします。

6,317,133

２）助成金額と助成件数及び募集期間と審査結果
③その年度の予算に応じて決定します。
④4月上旬より公募を開始し、予算到達時に打切ります。
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