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Special Interview

夢だった飛行機会社に入社
クラブライフ︵以下︑ＣＬと表記︶ 本日は大先
輩である田中次郎さんにお話をお伺いできると
あって楽しみに参りました︒今年︑１００歳！
田中次郎氏︵以下︑田中と表記︶ １月になり

ＣＬ お元気そうで何よりです︒さて︑本日は

ます︒国から銀杯なんかも頂きました︒

プリンス・日産合併 周年ということで︑技術

ＣＬ 立川飛行機に昭和 年にご入社ですね︒
はい︒しかし入社した頃︑僕も兵隊に

和 年 月に見習士官となり︑立川の陸軍航空

﹁短期現役制度﹂で行くことになりました︒昭

田中

14

してね︒それを一緒にやっていました︒

新しい飛行機があるぞ﹂ってノートに書いたり

に行っては望遠鏡で眺めて︑
﹁あんなところに

田中 陸軍や海軍の飛行機があるところに土日

ＣＬ スパイ？

やっていたんですよ︒

なやつがいて︑こいつがスパイみたいなことを

した︒とくに高等学校の同級生に飛行機の好き

が何でも飛行機会社に入りたい﹂と思っていま

田中 子どもの頃から飛行機が大好きで︑
﹁何

卒業後︑立川飛行機に入社されたのですよね︒

ろしくお願いいたします︒田中さんは大学をご

話を伺わせて頂こうと思っておりますので︑よ

話ではなく企業体としてのプリンスと日産のお

50

技術研究所へ配属されて︑昭和 年２月に中尉
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騰し︑そこから電気は駄目になった︒一方 ↘

朝鮮戦争が始まって電池の鉛が４倍くらいに高

のタクシーは電気自動車ばかりでした︒その後︑

タクシーですから︑一時は日本中の特に大都会

自家用車なんかほとんどなくてクルマといえば

うした予備の仕事がないからすぐに動く︒当時︑

はできませんでした︒だけど︑電気自動車はそ

したから︑
﹁ちょっとクルマに乗ろう﹂というの

い起こしてそのガスでエンジンをまわす時代で

木炭ガス︑つまり薪を焚いたり︑炭を半分くら

田中 非常に評判は良かったですよ︒戦争中は

ＣＬ 電気自動車の評判はいかがでしたか︒

で︑そこに﹁たま自動車﹂を作った︒

グライダーを作っていた木造の工場があったの

と︑ほとんど資材も持ち出さないままに府中に

らは１００人くらいで﹁電気自動車をやろう﹂

仕事に就きたいと思っていました︒けれど︑僕

通の仕事の倍程高かったので一般の人は米軍の

田中 はい︒当時︑米軍の仕事で貰う給料は普

ＣＬ ﹁出ていけ﹂と︒

ていけ﹂といわれて追い出されてしまった︒

ら﹁一般の日本の仕事をするやつは立川から出

のだけれど︑試作が２︑３台できた頃に米軍か

﹁それなら電気自動車がいいや﹂と作り出した

か し︑電 気 は 戦 争 が 終 わ っ た ら 余 っ て い て︑

は一般人ではガソリンが入手できなかった︒し

われ︑自動車をやろうとしたのだけれど︑当時

しかし米軍から軍用機は作ってはならないと言

量生産自動車か飛行機を作ろうと考えました︒

く続かないと思っていたので︑僕らはやはり大

ますから︒だけどこうした仕事は将来的には長

葬にしないので︑亡くなると棺桶に入れて送り

や︑棺桶を作ったりしていました︒外国人は火

田中 僕は発動機の部で主に空中実験やエ ↘

れていらしたのですか︒

ＣＬ 陸軍航空技術研究所ではどんな仕事をさ

はずが︑結局︑僕は６年半も陸軍にいました︒

になりました︒短期だから本来なら２年現役の
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ンジンマウンティング︑或いは︑例えば地上に
長く飛行機を置いておいた状態から離陸すると
ベーパーロックといって燃料が蒸発してエンジ
ンが止まってしまうんです︒それを防ぐような

ＣＬ 立川飛行機社内の雰囲気は︒

研究などもやりました︒

田中 立川飛行機は﹁造船事業は平和な時代に
は儲からない﹂と石川島造船から別れた会社の
ひとつで︑自動車は今の﹁いすゞ﹂
︑飛行機が立
川飛行機でした︒だから僕が最初にもらった給
料袋には﹁石川島飛行機製作所﹂
と書かれていま
した︒そんな立川飛行機は石川島飛行機から新
しく作られた会社でしたから上の人達は少なく
て︑軍人は多かったけれども︑何かをやってい
くために軍人がどうのということはありません
でした︒だから厳しい上下関係もなかったので︑
旧い人とも技術的に争うこともなかったし︑若
い僕らも楽しく仕事を一生懸命やっていました︒
上から﹁お前たちはこれをやれ﹂といわれること
もなかったです︒そもそも飛行機会社というの
は少しでも速く︑少しでも遠くに飛べる飛行機
を作らないと戦争に勝てませんから︑そのため
には自分の思いついたものをどんどん研究して
いかなければならず︑自由に仕事をさせてもら
っていたと思います︒だから富士精密
︵元︑
中島
飛行機︶
と一緒になったときもそんなに思想的に
も構造的にも違いはなかったです︒

時代に翻弄された電気自動車製造
ＣＬ 戦後︑飛行機からたま電気自動車に移ら
れましたね︒
田中 立川飛行機は大きな会社だったけれども︑
大部分は米軍が占領していて自動車の修理 ↖

で米軍はそれまで日本の工業を小さくしようと
いう考え方だったらしいのですが︑朝鮮戦争が
始まって九州から爆撃機が出る状況になり︑戦
利品として持っていた日本人が使っていた工作
機械を﹁全部開放するから米軍のものを作りな
さい﹂となった︒僕らは電気自動車をやってい
ましたが︑電池が値上りして電気自動車の価格
が上がって売れなくなったため︑ナパーム弾を
作っていました︒長さ３メートル程の鉄製のタ
ンクを作り︑その中に油を入れて上から落とし
てあるエリアを燃やすという︑朝鮮戦争時に使
われた爆弾です︒でも考えてみれば日本の工業
が戦後に立派に立ち上がったのは戦争のおかげ

ＣＬ 電気自動車が売れなくなった後の自動車

だったと思います︒

製造はどうなったんですか︒
田中 朝鮮戦争が始まって鉛が高くなって手に
入りにくくなってきたわけですが︑一方︑先程
のような占領施設が開放されてガソリンも米軍
が提供してくれるようになりました︒当時︑荻
窪に富士精密があり︑府中で電気自動車をやっ
ていた僕らとは長距離飛行機を作っていた頃に
交流があったものだから︑僕らは﹁１５００㏄ ︑
馬力くらいのエンジンを作ってください﹂と
仕様書を持って行きました︒荻窪も仕事がなか
ったものだから︑僕らがナパーム弾で稼いだお

ＣＬ なぜ１５００㏄ ？

金でそのエンジンを作った︒

当時の小型自動車のエンジン排気量は
１５００㏄ が最大でした︒ところがトヨタは

田中

７５０㏄ で日産は８６０㏄ くらいで小さかった︒
だから僕らは排気量の大きいエンジンが欲しか
った︒当時はトラックが盛んで最初はトラック
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日産×プリンス合併50周年 田中次郎インタビュー
タビ
ビュー

大空と大地を紡ぐライン
50 years passed since Nissan had merged with Prince Motor in 1966

Human tread connected between Sky and Ground

1966年8月1日のプリンス自動車工業との合併から50年。
プリンスとの合併により元飛行機屋たちの高い技術力を得た日産の飛躍は読者もご存知の通りであるが、
一方でその社風の違いから互いに反発し合っていたということも伝え聞く。こうした逸話の真実を
半世紀の時を経て知るべく、プリンス・日産の両社で活躍された田中次郎さんの許を訪ねた。
As you may realize that Nissan has boosted up their engineering capability
with Prince engineers after getting over many difficulties between two companies.
Asked Mr. Jiro Tanaka, who was the company executive, how to grow together through his experience
in both Prince and Nissan Development field.

です︒飛行機のエ
エエエン
ンンンンジンは
はは大
大大大大大部分が空冷のエン

Special Interview
に積んだのです︒そのうちにタクシーの電気が
ジンだから︑油を外外外
外へ一度出
出出出して
てて油
油油油油を戻
油油油
戻戻すオイ
ルクーラーが付いていました︒そ
そそそそそそそそそそそそそう
うううううううしたユーザ

駄目になったので乗用車用も作ったんです︒

の登場ですね︒

ＣＬ いよいよガソリンエンジン搭載の乗用車

がると赤いランプが点くとか︑今でも使われて
ててて

やろうとしました︒僕らはエンジ
ジジジジジジジンの油圧が下

晴らしかった︒そこで︑僕らもそこを目掛けて

飛行機屋が考える自動車の姿

田中 最初に作ったプリンスは初めての自動車
いますが︑例えば室内からトランクを開ける仕

ーの便利さや素人でも扱いやすいというのが素

だから洒落たことはできなかったけれども︑

ＣＬ そういったアイディアはどういう風に湧

組みも初めて取り入れました︒

トな乗用車を作ろう﹂と︑その頃はトヨタもト
いてきたのでしょう︒

﹁もっと乗用車らしい自動車を作ろう︑スマー

ラックのシャシーに乗用車のボディを載せるよ

会社はあったし︑実際にそのアイディアを試作

田中 みんなが自由にアイディアが湧く環境に

ＣＬ 電気自動車の時代から富士精密と合併し

うなものを作っていました︒

てプリンスとなり︑時代もあったと思いますが︑
どんどん新しいことをやっていくようなエネル
ギーみたいなものは会社にあったのですか︒
田中 一つは先程も話したように飛行機という
のは少しでも良い物でないと勝てない︒だから
﹁値段よりもいいもの﹂という飛行機屋の精神
があり︑共に飛行機屋だった﹁たま﹂と﹁中島
︵富士精密︶
﹂が一緒になって新しいものを次々
作って大変好評を得たんです︒そして僕らはエ
ンジンに限らず素人の人間が触れる自動車︑便
利な自動車を作ることを目標にしました︒
ＣＬ 素人向けとは？
田中 戦争中にドイツのフォッケウルフという

1920

（大正9年）

戦闘機がありまして︑それが非常にうまくでき
ていました︒例えば︑普通の飛行機は燃料の圧
力やガソリンを見るメーターが付いていますが︑

ＣＬ プリンスの頃になると田中さんの職位も

ら楽しかったです︒

自動車づくりっていうのは自分の考えが入るか

った︒だから仕事といえば仕事ですが︑僕らの

アイディアに﹁そんなのよせ﹂なんて言わなか

できる環境でもあった︒僕は若い人が思いつく

はそういうところにもあったと思いますね︒

スが新しい自動車を随分作ることができた理由

テーブルで議論できたのだと思います︒プリン

う同じ目標があったので偉い人も若い人も同じ

機屋がもっている﹁いいものを作るんだ﹂とい

を黒板に全部書いて︑みんなで議論する︒飛行

た︒職位や学位なんか関係なく︑みんなの発言

いたと聞いたことがあります︒

ＣＬ プリンスでは実験部の人も図面を書いて

部署の垣根を超えたモノづくり集団

ある程度上だったかと思うのですが︑若い人達

のアイディアをそのままやらせるというのは︑

田中 そうですね︒みんなが新しいことをやろ

田中 自動車を作るというのは何も設計だけが

御自身の若い頃の経験からなのですか︒

うという気風に燃えていたし︑そもそも僕らの

調整も必要ですね︒上司の方々もそれを動かす

力を仲間や他部署に仰がなくてはならないし︑

ＣＬ 任せられるとなると︑実験するための協

必要な実験装置を作ったりしていました︒

ばならないから︑どんな実験が必要かと考えて︑

とすれば︑その人は失敗のないようにしなけれ

例えばドアなら
﹁お前にドアの実験を任せたよ﹂

田中 そのための指導というのはないけれども︑

中さん達は部下の方々へされていたのですか︒

きないということでしょうか︒そんな指導を田

ＣＬ 逆に︑そこまで考えていなければ設計で

タンバタンやるようなものとか︒

うな実験はできません︒ドアなんて一年中︑バ

というやり方でした︒自分で作らないと思うよ

の溶接や加工ができる人を抱えて作ってもらう

いうこともありますが︑実験部の中にベテラン

田中 そうです︒プリンスはお金がなかったと

たちで作られていたということですけれども︒

ＣＬ 大学の研究室のように実験の機械も自分

田中 それは当然︑身に染みていましたからね︒

配慮されていましたか︒

のみなさんがそうなるように︑田中さんたちは

ＣＬ それは上の立場になられてからも︑部下

しくって︒それだけ仕事がおもしろかった︒

田中 それは戦争中ですが︑家に帰る時間が惜

ていうこともあったようですが︒

ＣＬ 製図版の上で寝て︑そこから起きてなん

いました︒

徹夜や残業代なんてこと考えずに夢中でやって

思います︒だって自分の仕事ですから︒当時は

でした︒やらされているというのはなかったと

もしろいでしょう︒だから︑みんな仕事が好き

レースがいいわけです︒みんなもそのほうがお

運転環境をどうするかなんかも実験しました︒
↖

田中 ハイヒールを履いて︑かかとが高い靴の

ないですね︒

ＣＬ 確かに酔っぱらいの想定は設計段階では

は終われないようにしていました︒

出し︑設計部がすべてに回答をしなければ実験

ユーザ目線で不具合部分をすべて実験部が洗い

うことは実験じゃないとわからない︒とにかく

簡単に下がるというのがわかりました︒こうい

要以上に開けて閉まる方と逆側に押しつけると

が︑実験部で酔っぱらいがタクシーのドアを必

した︒設計部では想像すらできなかったのです

な︑
﹁ドア下がり﹂という不具合が当時ありま

らは言っていました︒例えば今はもうないのか

焼いてもいいから試験をやってください﹂と僕

とにかく試作ができたら︑
﹁どのように煮ても

り︑モノで判断するというのが重要なのです︒

車はできないんです︒頭でコチョコチョやるよ

も一緒になって作る︒設計部の頭だけでは自動

設計は設計を担当しますが︑実験も設計も試作

作っているわけではありません︒プリンスでも

考え方に﹁仕事の話には課長も部長もない︑み

んな同等に議論をする﹂という風潮がありまし

石川島飛行機
製作所

その数字はパイロットが覚えていなければなら
ない︒でもフォッケウルフはそのほとんどを赤
や青といった色でわかるようにしていて︑数字
なんか覚えなくてもいいようにしていたん ↘

ＣＬ モノにこだわる気風ですね︒
田中 ﹁事実はモノを見ないとわからない﹂と

1930

（昭和5年）

飛行機
研究所
中島飛行機
製作所
中島
飛行機
富士産業

いう飛行機屋の流れをプリンスは汲んでいます︒

1940

（昭和15年）

1917.5
1918.4
1931.12
1945.8

現物中心主義が徹底されていたことで︑職位や
年齢に関係なく若い人も自分の考えたものを実
際に試作して実験してもらうことができるから︑
おもしろいし︑やりがいもある︒
ＣＬ そうなるとまた意欲もでてきていい循環
をしますね︒

東京電気
自動車

田中 そう︒自分でどんどんと新しいものを発
想します︒だからスカイラインなんて随分あち
こち変わっています︒例えばモノコックにした
り︑ドデオンアクスルや︑それに伴ってプロペ

立川飛行機
立川飛行機
自動車工業
合併

ラシャフトが上下動しないから床は低くなるし︒

19 4 7. 6
1950.11

ＣＬ プリンスといえばレース活動での大活躍

たま電気
自動車

1924.11
立川飛行機が
1941 年に製造
した一式双発高
等練習機は、優
れた練習機と高
く評価された

提携

もありますね︒

１００キロや２００キロというような高速で走

田中 普通なら キロでしか走らないところ︑

ったら何が起るかを知っていればその手前なん

富士工業

まるで大きな倉庫のよ
うだが、
「たま号」を
製造した東京電気自動
車の府中工場の様子

1949.11

たま
自動車

1952.11

かは易しいでしょう︒ホンダもそうだと思いま

富士重工業

プリンスの歴史
プリンスの歴史
1951.11

プリンス
自動車工業

すが︑プリンスも一番厳しい条件を自分たちに

1950.7

1936.7
日産自動車と合併

課そうとしていました︒レースをやっていれば
エンジンなんかはとくにしっかりします︒
ＣＬ レースとなれば勝敗もあると思いますが︒
田中 もちろんレースだから勝ち負けはありま
すけれども︑それよりも新しい考え方があちこ
ちに出てきます︒例えば途中で燃料補給をする
ときに従来はガソリンをポンプで入れていたの
を大きなドラム缶のようなものをクルマが停ま
るところに据えておいてクルマがきたら燃料を
ドシンと落とせば速いとか︒そんなことも考え
るわけです︒極限というか大変なことをやって
おけば普通はやさしいですから︑それには ↘

1950

（昭和25年）
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1953.7

1946.11

富士
精密工業

1954.4
プリンス
自動車工業

1966.8

1960

（昭和35年）

大空と大地を紡ぐライン

日産×プリンス合併50周年 田中次郎インタビュー

1950.7
1961.2

60

たから協力していたのかもしれないけれど︒お

田中 仲は非常によかったです︒お金がなかっ

ＣＬ みなさん仲はよかったですか？

むよ﹂というようなことをやっていました︒

田中 みんな現場に頻繁に足を運んで﹁おい頼

から大変ですよね︒

だけの裁量を担当者に持たせるということです

ジを工場ごと買い取ったりというような歴史が

ンを入れたり︑大きいトラックもグラハムペイ

田中 それから日産はダットサンンンンンンン
ンかか
からオースチ

ＣＬ なるほど︒

かというのは関係なしだったので驚きました︒

学歴とか︑どのタイミングで会社
社社社社社社社社社社社社社に
にににににに入ってきた

えもあるかもしれな
スは職
なななないが︑プ
プププリン
ンンススス
スススス
職職位とか

んだ﹂と︒確かに
としてはそういう考
にに会会会会
会社組織ととととと

Special Interview

金があると外に頼んで油圧かなんかで格好ばっ

が歴代の社長の多くは技術屋ではなかったとこ

ある会社ですし︑また浅原さんは技術屋でした

なかったから知恵を出したし︑また自分で作っ
ろもプリンスとは技術の考え方で驚く理由だっ

かりよい実験機械を作ってもらうから︒お金が

ているからその間にさらに新しい考えも出てき
たのかもしれません︒そう考えるとトヨタは自
分たちで新しいものをやっていこうという気風

たり︒みんなでとにかく協力していました︒実
験の人が設計にやってきて︑
﹁お前の図面はこ
こがやりにくいんだ﹂と言われたりもしたけど
も︑みんなで議論して協力して自由にやってい
ました︒

プリンスから日産で感じた戸惑い
ＣＬ いよいよプリンスが日産と一緒になるわ
けですが︑そのときはいかがでしたか︒
田中 一番驚いたのは︑モデルができるとお偉方
が見にいらっしゃるんだけども︑造形の担当者

から嫌がられました︒でも日産にもいいところ

あまり愉快ではないでしょう︒反発もしていた

ました︒上の人の言うことを聞く会社なんて︑

田中 だから僕は随分と日産の上層部に抵抗し

なっていたようですね︒

ＣＬ プリンスと日産では企業風土が随分と異

があるのかもしれません︒

は技術屋だから︑トヨタは技術に強い思い入れ

に溢れていたと思います︒トヨタの代々の社長

ＣＬ 日産ブランドで出ていた︑例えばプレー

新しいものは高いのだから︒

しいものを生み出していくのはなかなか難しい︒

ルマができるところがよかった︒その代わり新

て︑手頃な価格で人々に受け入れてもらえるク

れに比べて日産は他社のクルマや部品を研究し

きないことで︑プリンスの商品は高かった︒そ

それから技術屋の悪いところはお金の勘定がで

や左を見ないことはあったかもしれないです︒

員のお行儀もいい︒それでもやはり︑高い技術

がたくさんありました︒立派な設備もあり︑社

田中 あれを作るのは本当に苦労しました︒誰

えられたとか︒

リーなんかも実は荻窪︵元プリンス︶の方が考

ＣＬ 本日はどうもありがとうございました︒

がんばってもらいたいんだ︒できるんだから︒

言いたいこと言ってるけどね︑日産には本当に

推移に遅れないようにやってくれってことかな︒

田中 下の者たちの話もよく聞いて︑世の中の

ＣＬ 上の役職の方々には︒

田中 遠慮しないで仕事しろと言いたいです︒

ＣＬ 技術者たちには？

田中 そうです︒

いということでしょうか︒

ＣＬ これからも日産車に対して期待して欲し

いわけないんだ︒

ます︒あれだけの技術屋がいるんだから力がな

ああいった新しいものがどんどん出ればと思い

﹁あれはバンじゃねーか﹂と言われてしまう︒↖

ば﹁乗用車でハッチバックを使おう﹂と言うと︑

自動車を知らない上の人も多くいました︒例え

た︒だから一番になれなかったんだと思います︒

れども︑当時は新しいことをあまりやらなかっ

ことをやるのは日産だ﹂と言っているようだけ

たらと正直思っていました︒この頃は﹁新しい

田中 もっと僕らの言うことを聞いてくれてい

ＣＬ 日産との合併後︑田中さんの心の中は︒

ます﹂と色々と応用できることを話しました︒

こするとか︑模型を作って﹁こんなことができ

か︑ドアからテントを出して海岸でひなたぼっ

とか︑窓ガラスを開けたら中に調理場があると

した︒プレーリーで例えば街角で飲み屋をやる

田中 プレーリーを作る許可を取るのは大変で

りますが︑プレーリーもそうかもしれませんね︒

ＣＬ 日産は時代に先駆けすぎる商品が時々あ

うちはやりだしたんだから遅いですよね︒

が見つけて先に作ってしまいました︒それから

サンプルで出してみたら︑それをクライスラー

も﹁うん﹂と言わないんだから︒パリショーに

にこだわっていい商品を作っていくほうが大事

だと考えていたから︑今︑思えば僕はあまり右

富士精密工業から発
売された ALSI 型ス
カイライン。スカイ
ラインの歴史はここ
から始まった
田中次郎さんも大いに気に
なる存在の、先進的なパワ
ートレーンで話題沸騰中の
ノートe-POWER

が彼等の言うことを一生懸命メモしていたんで
す︒具合が悪いことにその後に別のお偉方が来
てそこでも自分の言いたいことを言って帰って
しまう︒そして後日︑自分の言った通りになっ
ていないと文句を言うんです︒そんなことでは
いいものはできません︒一度︑ある方に﹁会社
っていうのは技術が上だとかいうことはないん

1965年に日本グランプリが中止
となったため、谷田部でスピード
記録挑戦を行ったR380の１号車

だ︒どうしたらうまくみんなと折り合ってやる
ことができるかというのが会社なんだ﹂と言わ
れたことがありました︒
﹁とにかく折り合って
上と喧嘩なんかしないというのが会社員な ↘

偉い人がそれをいうと途端に駄目になってしま
いますから︒

力はあるから遠慮するな！
ＣＬ これからの日産へメッセージを︒
田中 もっと市場にアピールするようなものを

大空と大地を紡ぐライン

日産×プリンス合併50周年 田中次郎インタビュー
本格的なテストコー
スなど持っていなか
ったので、たま号に
仮ナンバーを付けて
公道で実走行テスト
を繰り返していた
今も語り継がれる名勝負、
式場壮吉氏のポルシェ
904 カレラ GTS を追う
生沢徹氏のスカイライン

考えてもらいたいです︒そして下の人達が思い
切ったことを言えるような会社になって欲しい
です︒
ＣＬ 思い切ったことを言える風土が必要だし︑
上の人はその思い切ったことをやらせる勇気も
必要ということでしょうか︒
田中 そう︑勇気がいるんだ︒しかし最近は自
動運転のクルマも出したり︑良くなってきてい
ると思います︒プリンスの歴史ももう一度見直
してもらって︑特に上の人達には若い人たちの
発言や行動に対して︑勇気をもって予算も付け
て︑時間も割いてあげて欲しいです︒
ＣＬ そうするにはどうしたらいいでしょうか︒
田中 仕事に信念をもってやらなければ駄目︒

大正6年（1917年）東京生まれ。東京工業大学機械工学科
卒業後、昭和14年4月立川飛行機へ入社するが同年10月
に陸軍第一期技術候補生として入隊し、昭和20年9月に立
川飛行機に再入社する。昭和22年6月に東京電気自動車分
離設立により移籍し、昭和27年11月プリンス自動車工業
に改称、昭和41年8月日産自動車と合併の後、昭和44年
取締役就任。常務取締役、専務取締役を歴任し、昭和58年
6月退社後、日産ディーゼル工業副社長に就任。同社顧問
を経て平成元年6月に退社するまで日本の自動車技術向上
のために尽力する。平成20年11月、日本自動車殿堂入り。

自分が偉くなろうと思ってばかりじゃ駄目なん

田中次郎（たなかじろう）

だ︒僕等はお客様のために良い商品ができれば
いいわけだから︒
ＣＬ お客様︑クラブライフの読者の方にはこ
んな風に日産のクルマを見てほしいというよう
なことはありますか︒
田中 僕は日産の開発︑クルマの中身は相当い
いことをやっていると思うんです︒だからそれ
をうまく商品化できればいい訳です︒力はある
のだからそれを商品化する決心がつけばいい︒

ＣＬ ノートのｅ パワーですね︒

自動車メーカー
「プリンス」誕
生前夜、たま自
動車が初めて製
造したガソリン
車AISH型プリ
ンスセダン
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最近︑
ヒットしたクルマが出たよね︒

田中 あれは電気自動車に近いんだけども︑↘

荻窪で開発され
たプレーリーは
センターピラー
レスの両側スラ
イドドアとミニ
バンの先駆け

チェリーF-Ⅱ クーペ GX-T

Before

レストアレポート

完成&
お披露目編

Cherry F-Ⅱ Coupe GX-T Racing car
Restoration report
リア周りもどんどんバラす。燃料のコ
レクタータンクを外しながらスケッチ
とメモを取っているところ

大物を釣り上げたぞ！ バラすのはま
だ楽しい作業なので、大変な作業が待
っていることを忘れられる

全体的にホコリをかぶったようなエン
ジンルーム。ゴム製のパイプ類は経年
劣化のため再使用は出来ない

ドアの内張りは剥がしてみると無数の
「軽め穴」が開けられていた。当時の
軽量化として定番の作業

フロントのサブフレーム全景。サスペ
ンションアームにはアングル材を溶接
することで補強されていた

室内は思ったよりもサビも多くなくき
れい。ハーネスは組む時のためにラベ
ルを付けて管理する

インパネ周りを組んでいる途中のショ
ット。ここのスチール製フレームにも
軽量化の穴が開けられていた

エンジンルームは完全に新車の輝き。
2階建て構造のミッションによってエ
ンジンがセンターに配置される

ホイールは入手が難しいサイズのため
磨いて再利用。タイヤは当然新品だが
市販のラジアルタイヤに

フロントヘビー
ということもあ
り、フロントブ
レーキにはベン
チレーテッドデ
ィスクが奢られ
る

After
部品は極力再利
用するのが鉄則
だが、写真の燃
料タンクは安全
面の配慮から現
代の新品に付け
替えた

のものを使用し︑フロントのブレーキ

キャリパーはピストンが固着していた

ので新品のキャリパーに交換しました︒

また︑ラジエーターはカルソニックさ

んにお願いして現物をベースになんと

新規で作って頂きました︒ただ残念だ

ったのは当時のサイズのレーシングタ

イヤが手に入らず︑仕方なく普通のラ

ジアルタイヤを使わざるを得なかった

ＣＬ エンジンは？

キャブとエキマニ以外は開けてみたら

ことですね︒

中身はノーマルだったんです︒したが

A half year passed since Nissan Restoration Club
started restoration work on Cherry F-Ⅱ.
Then it has been shown in front of many audience
in the Nismo Festival at Fuji Speedway.

名車 このマシンはレースに出場はし

レストアが完了し︑無事シェイクダ

って当時のニュージーランドで走った

ていなかったものの︑エンジンはＴＳ

ウンを終えたチェリーＦ Ⅱ-クーペ Ｇ

車両のレース仕様書を元にチューニン

クオフから約半年。
ついに完成、
そしてお
披露目の運びとなった。舞台は富士スピ
ードウエイで開催されたニスモフェスティ
バル。果たして仕上がり具合やいかに

!?
レースに準じたものだと思っていたら︑

Ｘ Ｔ-を︑日産ファン冬の恒例イベン

グしています︒試走で長谷見昌弘さん

状態は良し中身は

トであるニスモフェスティバルにてお

に乗って頂いたら﹁絶好調だね！﹂と

ＣＬ 何か問題点がありましたか︒

披露目されるということで︑まずは

名車 市販のラジアルタイヤというこ

﹁名車再生クラブ﹂のメンバーに今回

クラブライフ︵以下︑ＣＬ︶ チェリ

とでグリップがいまひとつなのと︑左

のお言葉を頂戴したので︑ホッとしま

ーのレストア作業はいかがでしたか︒

のサイドミラーが無いので﹁後ろが見

した︒ただ⁝⁝︒

名車再生クラブ︵以下︑名車︶ 今回

えねー﹂とも言われました︵笑︶
︒

のレストア作業について話を聞いた︒

のチェリーは比較的程度が良くて︑レ

いよいよお披露目の段となり﹁ヒス

ストアはやりやすかったと言えます︒

てそのまま使いました︒ただ︑燃料タ

ト リ ッ ク カ ー・エ キ シ ビ シ ョ ン レ ー

基本的には消耗品以外の部品は整備し

ンクは経年劣化のため現代のＡＴＬ製

ス﹂での先導車として登場︒レーシン

グスピードではないものの︑北野元氏
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が操るチェリーＦ Ⅱ-は力強いエキゾ
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2

ーストノートを轟かせながら富士のコ

後続の110型サニーを抑えヘアピンコーナーを立ち上がる……ような元気な走りを披露 !

ースを 周し︑観客からの大きな歓声

「ヒストリックカー・
エキシビションレー
ス」の先導車という大
役を担ったためピット
レーンで出番を待つ

と拍手を浴びながら︑無事その大役を

NISMO FESTIVAL 2016

務め上げた︒

ステアリングの革も新調して新車のよ
うに蘇った室内。バケットシートがク
ラシカルで良い雰囲気を醸す

日産社内クラブ
「名車再生クラブ」による
チェリー F-Ⅱクーペ GX-Tのレストアキッ

CLUBLIFE Vol.226 2016 AUTUMN/WINTER
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［ハイパフォーマンスゾーン］

HIGH-PERFORMANCE
日産ブースのセンター壇上には441kW（600PS）/6800rpmを誇る「GT-R NISMO N Attack
Package」と419kW（570PS）/6800rpmと国産車最強の「GT-R MY17 Premium edition」を
展示。また、2016年SUPER GT GT500クラスで活躍した「MOTUL AUTECH GT-R」を配置
するなど、日産を代表するスーパースポーツでハイパフォーマンスをアピールした。

TOKYO
AUTO2017
SALON
カスタマイズカーのニューイヤーフェス
New Year Festival for customized cars

新たな年を迎えてすぐに訪れるカスタマイズカーのビッグイベント
「TOKYO AUTO SALON 2017」が今年もやってきた。
国内外の自動車メーカー、ショップなどが手塩にかけたカスタマイズカーが
一堂に会するとあって、3日間の開催期間中に30万人以上もの来場者を数え、
日産ブースも多彩なラインアップで会場を大いに盛り上げた !
The time has come to enjoy a customized cars show Tokyo Auto Salon 2017
Over 300,000 visitors were excited at each exhibition, especially at the Nissan booth,
during in 3 days operation.

NISMO

［NISMOゾーン］

ボディ剛性の最適化やサスペンシ
ョン、ブレーキ、タイヤ、エアロパー
ツに至るまでトータルにチューニン
グされ、昨年末に発売された次世代
の エコカー
「N O T E e - P O W E R
をメインに、
「LEAF NISMO
NISMO」
「JUKE
Performance Package」、
NISMO RS」などをラインアップ。ど
れもスタイルだけでなく、上質な走
りも獲得したモデルが勢揃いする。

SPORTS CONCEPT

［スポーツコンセプトゾーン］
シックなマットカラーの塗装にカーボン製パ
ーツを随所に配置、専用エキゾーストでスポー
ティ感溢れるエクステリア。上質な本革をまと
ったインテリアでプレミアム感をアップさせた
「SKYLINE Premium Sports Concept」およ
び、ブラックとブロンズのカラーリングに、同じ
くブ ロ ン ズ の ス ペ シャ ル な イ ン テリア の
「SERENA Highway Star Premium Sports
Concept」を展示。どちらもプレミアム+スポ
ーツを高次元で両立する。
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