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「為せば成る」

日産自動車㈱の技術を
トップで統括するボスは
体育会系のバンドマン
総合力で未来の Fun to Drive と安全を開発する自動車屋は
“やらなくてどうする” と常に貪欲に挑戦する。人生に無駄
はなく，すべてが役に立つ。前を向いてまじめに取り組む
ことが成功の秘訣と語る。
インタビュー，写真撮影 2015.11.6 日産自動車株式会社 グローバル本社にて

学生時代は
―― どんな学生でしたか。
坂本

昭和 55 年の機械物理卒です。 坂田先生の

下で振動と波動というか，波動系の研究をしていまし

た。粘弾性複合材の衝撃応答の解析をしていました。

シミュレーションモデルを作って，減衰のメカニズムを

考えようと先生から言われて，いろいろなモデルを作っ

てやっていました。

所に入社したのですが，ちょうど宇宙航空事業部が

あったのです。私は車の開発だったのですが，荻窪

事業所では旧プリンスの設計や宇宙航空事業が行わ

れていたので NASTRAN が入っていて，有限要素

法での解析やオートメッシュなどもすごく速くできて，
私たちはお裾分けでそれをたまたま使えたのです。会
社に入って驚きました。もう全然違う世界でした。
――

研究以外では，どうでしたか。

坂本 クラブは「ロス・ガラチェロス（ロスガラ）」

――

難しいことをされていたのですね。当時はやっ

に所属していました。コンサートマスターもしていて，

坂本

計算センターの HITAC は面白かったです。

ズのビッグバンドを志向していたので，そのビッグバン

と大型計算機が使えるようになったかと。

モデルを作って，計算して，実験をするのです。実験

は瞬間で終わるのです。鋼材の間にサンドイッチビー

ムで粘弾性体のゴムやアクリルを入れて応答特性を

見て，それとシミュレーションモデルとの一致性を見て，

そしてまたモデルを考えるという感じでした。計算量
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がすごく多かったです。その後私は日産の荻窪事業
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楽器はウッドベースでした。当時，ロスガラは特にジャ

ドでやっていました。結構大変でした。東工大などは，
その世界から一番遠く，しかも楽器が初めての人間し
かいないので，ビッグバンドを組もうと思っても，数が
集まらないのです。結構体育会系でした。今は結構

メジャーでやっていますよね。当然，OB 会には入っ
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ていますし，OB になってもやっ

当然，車も好きでしたし，それで入りました。80 年に

ズはちょうど早稲田や慶応，日

車の開発部門の仕事に従事していました。最初は空

ていました。 私のときは，ジャ

入社して，基本的にはずっと新車の開発といいますか，

大がメジャーでやっていたの

調の性能や空力，エンジン系の冷却といった関係の

で，一緒に初めてやったり，テ

仕事をずっとしていたのですが，転機としては，99 年

レビにも出たりしました。 急に

やったという感じで，面白かっ

たです。

に日産が「日産リバイバル・プラン」を作り，カルロ
担 当はウッドベ ース
（ロス・ガラチェロス）

ス・ゴーンさんが来ていろいろやったのですが，その

ときに社内でクロスファンクショナルチームが結成され

日産自動車に入社されたきっかけと
社内での転機は

たのです。そのチームに入ったのが，結構大きな転

―― 日産自動車の荻窪事業所に入社されたとのこ

が変わりました。リバイバル・プランを作るという仕事

とでしたが，日産自動車に入社されたきっかけは何か
ありましたか。

坂本 もともと車の開発者になりたいと思っていまし

機でした。

そこから随分転機があって，2 ～ 3 年置きに仕事

と，それまで割と伝統的な車の開発組織でやってい

たので，それを変えて新しい開発組織をつくるという
仕事，あとは先行開発をどうビジネスに結び付けるか

た。車というのは技術が要求されますし，時流にマッ

など，いろいろなことをしました。それを特命的に専

うなものがあって，少し特殊性があるではないですか。

ました。アメリカ大陸の赤道より下，南米系には日産

チして動く製品ですから，生活や世の中のはやりのよ

任でやって，その後，いきなりブラジルに 3 年間行き
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活躍中の同窓生
今、
の拠点が全くなかったので，ブラジルのルノーの拠点

を間借りして，彼らとブラジル日産という新しい工場

を造って，ピックアップ車の設計を統括していました。

その後は，続けてメキシコに行きました。当時，メ

キシコは日産の中では一番古い歴史を持つ海外事業

所でした。台湾とメキシコに最初に出たのです。です

では自動運転というお話がありましたが，現在，日産

としてアピールするとしたら，どのようなことがありま
すか。
坂本

技術という点と開発が目指している点という二

つの側面があるかと思いますが，目指していることと

から，一番新しいところから一番古いところに行った

して，車を使う生活というのは楽しくなければいけな

持つ会社で，メキシコではシェアが 25％を超える圧

面を忘れてはいけないと思うのです。私はよく四つの

わけです。メキシコ日産というのは一つの長い歴史を

いと思うのです。片や車を使う上でのネガティブな側

倒的なトップで，大きく成功したリージョンです。昔は

ネガティブと言っているのですが，一つ目がエネルギー

していて，非常に限定されたローカルなチームだった

CO₂エミッション，温暖化の問題，三つ目が渋滞に伴

メキシコ独自というか，部品の国産化のようなことを

消費，地球上の資源枯渇の問題，二つ目が大気汚染，

のですが，それをグローバルの開発拠点として使える

う都市システムの停滞の問題，四つ目が言わずもが

を務めました。

し去るのがわれわれ開発技術者の命題だと思ってお

ようにするというのが私の命題でした。 開発拠点長

その辺が一番大きな転機だったかと思います。そ

こから戻って，小型車系のチーフ・ビークル・エンジ

ニアをしていたので，車のまとめのような仕事をずっ

とやっています。

―― ありがとうございます。
坂本

先ほど，入社以来一貫して車両の開発と言い

ましたが，ここ 2 年間は生産技術を統括する仕事に
従事しています。日産の中では開発と生産の間を役

員が行き来する初めての例で，設計から生産部門を

な，事故による問題です。この四つを地球上から消

り，それを日産の命題にしています。

その指標には二つのことを置いています。一つは

「ゼロ・エミッション」，もう一つが「ゼロ・フェイタリ
ティ（事故なし）」です。この目標を達成するために
は，車のパワートレインを電動化していくこと，車の

中に知能技術を入れ込むことの二つが手段というか，
How としては最も有効です。従って，電動化と知能

化の二つをわれわれの戦略の中心に置いて，社会貢

献をしていこうという戦略にあります。その産物として，

やるというのはあまりないのですが，2 年間，生産技

自動運転の車の技術や電気自動車の製品があるとご

計ですが，生産技術というのは工場設計や設備設計，

―― なるほど，分かりました。自動運転は確かに安

術を統括していました。 製品開発というのは商品設

工法の開発です。プレスや塑性流動を使ったりする

ので，仕事は全く違いました。
――

生産技術には私も興味があって，いろいろ自

理解いただければと思っています。

全で，それこそお酒を飲んでも車に乗れそうだなとも
思ったりもするのですが（笑）。

坂本 自動運転とは何かという話があるかと思うので

動車会社を見せていただいたのですが，作り方が昔

す。よくそういうお話があるのですが，お酒を飲んで

ナーの仕上げも，昔はプラトーホーニングしていまし

ます。ドライバーを不要にして，タクシーの人件費が

した。

ん。安全，省エネルギー，都市渋滞，大気汚染の四

とはだいぶ変わっていますね。例えばシリンダーライ
たが，あの辺はもうだいぶ変わったという話を聞きま
坂本

今はライナーレスで，ミラーボアコーティングと

大丈夫な車を造ろうという意思は全くないと言ってい
下がるというようなことも，全くやるつもりはありませ

つの解決にしか目的はないので，そういう意味で考え

言っているのですが，あの技術がかなり強く，今年，

ています。

を売ったりしているのですが，フリクション低減にとて

なるとか，また，日本ではだいぶ解決しましたが，都

経済産業大臣賞を受賞しました。ダイムラーにも特許

も貢献する技術です。

車つくりの未来
――
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す。新しい開発という意味で，先ほど下のギャラリー

今，ちょうどモーターショーが開催されていま
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ただ，だんだん高齢化して車に乗るのに自信がなく

市の渋滞問題というのは由々しき問題です。こういっ

た問題をガバナンスをかけて解いていこうとすると，
やはり自動運転の技術は必要なので，そういう意味

では進めるという方針です。ですが，人間に取って
代わるというものではなく，危ない高速道路は自動運

転で行けるとか，渋滞のときは大丈夫であるとか，そ

坂本 テレマティクス，
コネクテッドですね。コネクテッ

れによって人間の疲労を低減させ快適性を向上させ

ドも手段ですが，今から 4G を超えて 5G のときの

ですから，お酒を飲んでも大丈夫ということはなく，そ

先ほどの自動運転もそうですが，車が安全に，快適に，

て，かつ，安全にということを主眼に置いています。
れはタクシーで帰ってくださいというコンセプトで技術

通信量を含めると，多大なオポチュニティがあります。
短時間に，渋滞を避けて行くにはいろいろな情報が要

開発をしています。極めて現実的にやっています。

ります。どこかで雪が降ったとか，どこかが濡れてい

に提供するかということがあるわけですね。

報が必要です。

――

一方で，車を運転する喜びや楽しさをどのよう

坂本

はい。「Fun to Drive」 は車のマイナスの

て危ないとか，どこかで渋滞しているとか，高度な情
日産のリーフは電気自動車ですが，これは常時接続

側面を消し去った上に成立できるもので，運転する楽

をしていて，バッテリーの状態から今はどういう状態か

ういう車を出してきたつもりですし，今も出していくつ

もちろんお客さまの合意の上で，いろいろな条件下の

が，あのような車はずっと出していくつもりでいます。

劣化がどのように進んでいくかという情報も得ており，

しさというのは日産の DNA です。過去からずっとそ
もりなので，先ほど GT-R や Z も見ていただきました
私自身は例えばゴルフが好きなので，週末は自分

で運転して遊びに行くのですが，行きは自分で運転し

て，帰りはかなり高度な運転支援システムを持ってい

るので，渋滞のときの加減速やブレーキングなどは全

て車がします。それで安全に帰ってくるという感じで，
場面，場面に応じたものに車がどう応えられるかとい

うことだと思うのです。それは知能化技術と電動化

をモニターして，何かおかしなことが起きていないか，
データを頂いています。どういう環境でバッテリーの

それによって次期型に反映させるという体制を取って

います。お客さまに安心して乗っていただけるように，
診断系を常時やっているということもありました。

その成果で，日産リーフは既に 20 万台を出してい

ますが，よく見聞きするような不具合や事故はいまだ
にゼロです。バッテリーのセル数は，携帯に直すと 1

億台になるそうです。1 億台の携帯で不具合ゼロと

技術のなせる賜物ではないかと思っています。

いうことですから，これは結構自慢していいのではな

で実現されていますね。

――

―― ネットワーク環境との接続というのは，リーフ

いかと思っているのですけれども。

特にリチウムイオンバッテリーを使われていま
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活躍中の同窓生
今、
すので，非常に危険な物質を積んでいるわけですね。
坂本

われわれはバッテリーを内製で開発しており，

製造も座間でしています。自動車会社が作るバッテ

リーの意味というのは，まさしく先生がおっしゃるとお

りで，最初は安全から入ります。バッテリーの正極・
負極の材料で，最初はマンガン系から入ったのも，な

るべく熱暴走を避ける正極材を使うというコンセプト

坂本 できるようになりますね。技術的には弊社のテ

ストコースで 600km を実際に走らせました。製品に
なるまではまだいろいろなプロセスがありますが，将

来の可能性としては，それぐらいはあるのではないか

と思います。リチウムイオンで 1000km というのは，
一つの大きなゴールとしてはあり得ると見ています。

だったからです。もちろんリチウムをたくさんため込む

経営者としてのよりどころ

点ではかなりコンサバティブなのですが，三元系のニッ

――

タートさせています。

基準のよりどころとなるお考えというか，座右の銘や

というか，エネルギーの集積度，エネルギー密度の

ケルやコバルトを使うよりは安全なので，そこからス

ちょうど今，リチウムイオンで 280km を走るリーフ

現在，技術や開発の最高責任者として大変お

忙しいと思うのですが，経営をされていくときの判断

信念のようなものはどういうところに置いていらっしゃ

を発表させていただいたところなのですが，これは三

いますか。

で走ったときのデータから，劣化やさまざまな現象の

のはないのですが，基本的に「為せば成る」という

持てたので，そろそろ移行してもいいのではないかと，

ていると，つい理性的に諦めてしまいたくなるときが

移行して，今から航続距離を伸ばしていこうかと思っ

がいい，あるいはここで中断した方がいいという論理

元系を使っています。先ほどのリーフがずっとテレマ
進行，充電中の電極の中の挙動などにも相当自信を
膨大な検証の下に，自信が持てたので，次の段階に

ています。

まだリチウムイオンでかなりいけますし，技術的には

600km ぐらいは走れる自信はありますので，コストを

坂本

信念としては，座右の銘というほど大げさなも

感じは私の中にはすごくあります。このような仕事をし

あって，誘惑がものすごく大きいのです。やらない方

的，技術的，ビジネスセンス的理由が頭の中にいつ

も出てくるのですが，それに甘えると，「やめてどうす

るのだ」というものがあると思うのです。割と若いと

下げながら，そういう形でやっています。

きからそうだったのですが，「ここでやめて僕は何をす

州までということをしていらっしゃいましたが，それが

と思うと，そんなことをやっているより，もう少しあが

――

1000km までいけると，フーガが無給油で九

電気自動車でできるので素晴らしいですね。

るのかな」と考えると，
「家に帰ってゆっくり寝るのか？」
いた方がいいという思いがあります。

永遠にあがいているのも何ですが，技術において

も原因が分からなかったり，コストの壁にぶち当たった

り，投資が大きくて進めなかったりしても，常に諦め
ずに「為せば成る」という感じで，新しい局面の方
法について，あらゆるものを総動員させて，自分で分

からなかったら人に聞いて，自分の考えが足りないの

だったらもっと考えて，実験が足りなかったら実験をや

りまくって，あらゆる手段を取って障害を破るというこ
とは，割と強くやっていると思います。 若いころはそ
れでめちゃめちゃやっていて，こんなことは言えないの

ですが，会社によく泊まり込んでいました。

―― どうして坂本さんはそのように強くいられるの

でしょうか。
坂本

恐らく自動車会社の開発の人間にはみんなそ

ういう感覚はあると思うのですが，後ろを見ると崖，
誰もいないというようなことがあると思うのです。か

なり若いときからそういう経験をするのです。例えば
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車は 3000 からなる部品とシステムの集合体なので，
担当者 1 人といえども，例えばメーターの設計の責

任者は担当者になってくるのです。開発中に起きるよ

うな問題を解決できないと，それで新車の開発の全

てが止まります。そういう責任感というか，自分以外，
後ろに誰も頼れる人はいないということが結構ありま

す。そういう経験をしていると，「何とかせねば」と
いうか，
「できません」と言ってもできる人は他にいな
いので，そういう崖っぷちのような意識が随分長い間

あるかと思います。

学生や若手に向けてのメッセージ
―― そういう形で会社の従業員の方を育てることも

重要なことかと思うのですが，
この『蔵前ジャーナル』

の割と若手の読者や学生さんに向けて何かアドバイ

スというか，メッセージを最後に頂戴できるとありがた
いと思います。
坂本

無駄と思える経験や人付き合いがあると思い

ます。そのときは無駄なのですが，それがとても自分

あまり効率や有効性で取り組むことを決めてはいけな
いということです。これは会社としては少し微妙なの

にとって役に立つときはあると思うのです。「無駄な

ですが，そういう部分があるのではないかと思います。

があって，それを言われたときは絶対にうそだと思っ

れは当面の自分の価値にはならないかもしれないけれ

付き合いほど価値のあるものはない」と言われたこと

ていたのですが，最近になって，それは本当だと分

―― やるからには全力でやらなければいけない。そ

ども，人生の中では絶対に幅が広がりますし，価値が

かってきました。 恐らくその無駄というのは，例えば

ありますね。

験，生産技術の仕事をやった経験，海外に初めて行っ

れが役に立った経験があります。 将来にこれが役に

ことがあるのですが，全てが後から考えると役に立つ

うそだと思っていましたが，ほとんど全て役に立って

昔，私はかなり上の上司から，30 代のうちにこう

ト部はかなり真面目にやっていたのです。あれだけは

るのです。大学時代のある日，父親の仕事の関係の

で仕事をやると，あのアーミーの感じの中で，高校の

私で言うと大学時代に音楽やスポーツをしていた経

た経験，みんなと飲みに行った経験など，いろいろな
なあと思っています。

いうことを経験していた方がいいと言われたことがあ

坂本 とても大きいですね。ただ，割と近いうちにそ

立つと言われて，この仕事をやれと言われて，いつも

います。高校のときはバスケット部で，昔のバスケッ
ずっと役に立たないと思っていたのですが，生産部門

人が家に飲みに来ていて，その人にバンドをやってい

ときのクラブの体育会系の感じはすごく役に立ったな

言ったら，「技術屋でそれだけ音楽やスポーツをやっ

ですから，あまり刹那的な考えでいろいろな経験の価

われたのです。そのときは絶対にうそだと思っていた

きは誰かに将来に役に立つと言われても，絶対にうそ

ます，スキーをやっています，遊んでばかりいますと
ているというのは，将来にものすごく糧になる」と言

と思いました。いろいろなことが必ず役に立ちますね。
値を見ない方がいいのではないかと思います。そのと

のです。一般的にそういうことをおっしゃっているのだ

だと思ってしまうので難しいのですけれども，そういう

と思います。

とかと思います。

を持って，ただし，遊びにしろ，趣味にしろ，きちんと

インタビュアー・文： 笹島
写 真 撮 影 ： 魚住

と思っていたのですが，それはとても将来に役に立つ
私のメッセージとしては，いろいろなことに好奇心

やること，それがすごく大事ではないかと思います。

気がします。好奇心を持ったら一生懸命やるというこ
―― ありがとうございました。
和幸（S51 生機 57 博）
貴弘
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