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NPO法人 青少年少女モータースポーツ振興会 理事
NODA RACING ACADEMY 高等学院 校長
野田 英樹 氏

ここ数年、カートレースで活躍後４輪レースで一時代を築いた選手が自らカー
トチームを運営したり、カートショップを立ち上げたりと再びカート界に戻って
くる、あるいはカート界への関与を高めるケースが増えている。
彼らはどんな思いを持って再びカートスポーツの世界へと身を投じてきたのか。
そんな先駆者たちの今にかける思いを聞きたい。
その第一弾として、全寮制で４輪ドライバーを育成する「高校」を設立する野田英
樹氏にお話を伺った。

●ショップはその時からジェミニ

﹁ そうです ﹂
だったんですか︒
﹁ 最初は違いますね︒最初は何も訳
分からず︑本当に皆さんと一緒で
んだろう︑どう始めればいいんだろ

﹃ よく分からない︑どうすればいい
う ﹄といった所から︑雑誌をパラパ
ラ見ていて︑近くにカートを扱って
いる店があったので︑そこで中古の
カートを買って始めたけど︑当然メ
ンテナンスの仕方もなにも分からな
いといった頃に︑関西カートランド
へ行って︑ジェミニカートさんに出

というと⁝

●野田さんがカートを始められた頃
それがきっかけですね︒だから︑一

教えてくれたのがジェミニさんで︑

出るわけですね︒そこでいろいろと

会って⁝⁝︒まぁ︑トラブルなどが

﹁ 〜 歳の頃ですね ﹂

1969年大阪府出身
1982年にカートレースデビュー。85年には全日本A1クラス
西地域チャンピオン、86年にはA2クラス総合チャンピオンを
獲得する。87年に自動車運転免許取得と同時にフォーミュラ
レースへデビュー。89年からは渡欧し、それ以降主に海外レー
スを舞台に活躍する。イギリスF3、国際F3000、インディラ
イツなどで数々の日本人初の記録を作り、94年にはF1デビュー
も飾る。98年からは国内に舞台を移しフォーミュラニッポン、
JGTCで活躍。2002年IRL参戦。さらにはルマン24時間レー
スへも参戦するなど、幅広く活躍するが2010年のルマン参戦
をもって現役ドライバーとしては引退。後進の育成に主眼を置
いた学校法人立ち上げに取り組んでいる。

きっかけは何だったんでしょうか︒

知ったきっかけ︑始めようとした

はなかったと思います︒カートを

いますが︑当時はそういった状況に

たりと︑カートも認知度が上がって

●今では︑テレビでも取り上げられ

で始められたんですか︒それとも︑

ンになろうといったモチベーション

やって全日本に出よう︑チャンピオ

●カートを始めた頃から︑レースを

からずっとですね ﹂

たのがジェミニカートさんで︑それ

番最初ポンっと行ったときに出会っ

んです︒それで近くにコースがあっ

ましたよね？ そのどちらかだった

カートだったか︑当時もう一誌あり

ね︒確か買ってきたのがジャパン

が雑誌を買ってきたのが最初です

たので︑
﹃ こんなのがあるよ ﹄と母

り速く走れるのかどうか︑人より速

たから︑まずは乗って練習して人よ

は何をやったらいいか分からなかっ

ろうとか︑そういった具体的な目標

うのはありました︒ただ︑全日本や

なるというのを目標で頑張ろうとい

のはあったんで︒プロのレーサーに

自分の中でレースをやりたいという

全くのホビーとしてカートを捉えて

たんで︑行ってみようかと︒それで

くというか人並みになれるかという

たし︑一番のきっけかは雑誌かな︒

始めたんですね︑面白そうだ︑と︒

争の中に放り込まれて︑右も左も分

いたんですか︒

●それは関西カートランドですか︒

からないなかでも結果を残さなけれ

母が商売をしていて︑隣が本屋さん

ところから︒
そのうち周りから
﹃レー

ばならない厳しさがあったかと思う

というのも分からないですし︒
ただ︑

スに出てみたら ﹄と勧められたんで

んですが︑実際にはどうだったんで

﹁ 全日本とかそういったものがある

すね︒そこで出て成績が良かったり

しょうか︒

だったので︒レース関係とか車がす

したもんですから︑その気になって

でチャンピオンを獲っても︑今のよ

ない時代だったと思います︒カート

ステップアップの方法などの情報が

思っていても︑その方法やルート︑

●当時︑プロドライバーになろうと

人︒ 代の人たちがほとんどという

というわけではなく︑ほとんどが大

今のように右見ても左見ても子ども

⁝⁝︒当時は︑どちらかというと︑

的な比較はできないと思いますけど

携わってるわけではないので︑直接

﹁ どうですかね︒いま実際にそこに

うに４輪レース界の人が見ていてく

感じです ﹂

どんどんステップアップしたという

ごく好きだというのは母も知ってい

﹁ もともとこういうものが好きでし
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ですけど︑具体的なルートというの

﹃ こうやればプロのレーサーになれ

ていくしかないかなぁ︑と︒ただ︑

ていって︑目標に一歩ずつ近づい

目先の問題をひとつひとつクリアし

﹁ いやいや︑ないですね︒とにかく

分で得ていったんでしょうか︒

かった︑と︒そのあたりの情報は自

れ声をかけてくれるということもな

戦い方をできるし︑子どもはなかな

うというのは︑大人は先を見越した

うんです︒やっぱり︑大人相手に戦

つ ﹄という大変さは変わらないと思

大人相手でも︑同年代相手でも﹃ 勝

いえないですけど︑レースですから

行きましたよね︒どっちがどうとは

走っていた連中は︑ほとんど４輪に

校生が何人か︒でも︑当時一緒に

中に︑自分たちみたいな中学生や高

いなぁ︑と︒考えられるチャレンジ

学ぶことができるし︑子ども同士︑

人相手にレースをすることによって

ない︑駆け引きにしても︒そこは大

かそういうことができない︒今も何

は全てやるしかないなという気持ち

同じ年代同士で戦うというのは︑た

人か子どもを見ていると︑やっぱり

で︑チャレンジしてました︒レース

ぶん速さというか︑スピードの中で

はないわけですよね︒だから︑何を

を走ることもそうだし︑人と接する

の争いとなると大人相手より大変だ

先を見越した乗り方というのはでき

こともそうだし︒行動ひとつずつ︑

か自分を信じて頑張り続けるしかな

自分の中の行動がそこに直結するよ

チャンピオンを獲るっていうのは︑
どんなレースであれ︑地方のローカ

と思う︒とにかく︑レースに勝って

ルレースであれ︑大変なことだと思

うな︑そういった意識をもって動い
●現在は育成に主眼をおいたカテゴ

運も必要だし︒やっぱり︑ぶれない

うんですね︒
実力だけではだめだし︑
信念も必要だし⁝⁝﹂

が腕を磨けばいいという環境があり
はなく︑ルーキーであっても同じ競

ます︒
しかし︑
当時は育成カテゴリー

リーがあり︑そこで若いドライバー

ていました ﹂

目標にというか︑それは自信という

るんだよ ﹄というのは︑今でもそう
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れない ﹄
︑
﹃ ここで勝ち抜いていか

のか︑
﹃ ここで何年もやってはいら
グをするわけです︒
でも︑
Ｆ１にのっ

ほんとに天才だなというドライビン

はね︒でもハッキネンは︑こいつは

ど︑シューマッハよりハッキネンの

ないと ﹄という気持ちでやるのと︑
たら違うわけですよ︒
あの違いって︑

方がダントツにセンス的にはすごい

言われて︑
﹃ 俺︑レースやりたいん

シューマッハはマネージメント能力

ファーされるわけです︒そしたら︑

だ︒４輪乗りたいんだ ﹄
って思って︑
とにかくＦ１に乗らないとメシ食え
がすごいんです︒チーム全体を引っ

﹃ 別にＦ１に行かなくてもそれだけ

に行って︑そういう体制を作る段取

ないんだから︒親のスネかじって

つにそうでもないな︑と︒Ｆ３の時

りはして︑と︒だから海外に行く前
次の日に﹃ よし︑行こう ﹄と︑そん
レースやってる連中がたくさんいる

と思ったんです︒シューマッハはべ

●野田さんは︑当時を考えるとかな

な感じですよね︒そこから︑常に迷

お金をもらえたら ﹄
︑
﹃ 好きなレー

り早い段階で海外に目を向けていた
から同じような行動はとっていまし
うとその言葉が頭に浮かんでくる︒

スができたら ﹄という気持ちでやる

と思うんですが︑そういったキャリ
たね︒

﹁お前︑何がしたいの﹂て言われて︒
迷うとその言葉が浮かんでくる︒

アの積み方をする人が他にいなかっ

いられない性格なんで︒寝て待って

﹁ 性格じゃないですか︵ 笑 ︶
︒待って

たこともたくさんある︒

し︑ジェミニの野田さんに教えられ

から教えられたこともいっぱいある

というか︑それはありますよ︒親父

の社長︑野田克さんの考え方︑教え

それは︑やっぱりジェミニカート

を見て︑その人に対して的確なアド

偉もいま頑張ってるし︒あの人は人

も４輪にあがったし︑
︵ 小林 ︶可夢

も教えられたし︑その後山西
︵ 康司 ︶

野田さんってすごいですよね︒自分

思っている奴がいっぱいいる︒目的

残して何とかＦ１に乗らなければと

やっていうのではなく︑それで結果

しね︒でも金持ちだからこれでいい

んですよ向こうは︑みんな金持ちだ

り前だから︑その中でいかにいいエ

は２台︑３台走らせているのが当た

チームメイトがいて︑Ｆ３のチーム

にもそれはやはりあるんですよね︒

張る力︑その気にさせる力︒Ｆ３

た時代に海外に目を向けたきっかけ

いるとか︑そういったことはなかな

から東京行く ﹄って出てきたんで

自動車買いに行って︑親父に﹃ 明日

して︑卒業すると同時に５万円の軽

ンピオンを獲って︑高校を春に卒業

ればいけなかったから前の年にチャ

てすぐに︑もちろん高校卒業しなけ

だから全日本でチャンピオンとっ

ういう性格だからね︒

に動いちゃう︑みたいな︵ 笑 ︶
︒そ

かと考えていて︑それを後先考えず

いった行動をとらなければいけない

何をしたいか︑それに対してどう

動しなきゃ︑と︒だから︑今自分が

自分なりに思う目的があるのなら行

することもあるんだけど︑性格的に

りになることもあるし結果的に苦労

引っ張り寄せてという︑それが遠回

分が目的を持っていることを自分で

のを待つとか︒自分で行動して︑自

その時に︑自分が本当は４輪行きた

てすごい勢いで言われたんですよ︒

その時に﹃ お前︑何がしたいの ﹄っ

いいし︑仲間も周りにいて︒でも︑

起こりますよ︑実際︒その方が心地

屋になろうかとか︑そういった気も

ト屋でバイトしながらとか︑カート

も好きだから逃げ道でいったらカー

もこなせていたわけだから︑カート

それなりに﹃ 仕事しろ ﹄といわれて

バイトしながらカートもさわれる︑

ンも獲って︑ジェミニカートでアル

カートであれば全日本のチャンピオ

したことないときで︒そんな中で︑

かで一人で住んだこともない︑何も

すよね︒それもまだ高校生で︑どっ

か︑いっぱい不安になることありま

お金いくらかかるんだろうなぁと

く狭き門だし︑
リスクもあるなぁと︒

プロになれるかどうかって︑すご

ときに︑イギリスＦ３を走っていて

す︒自分もイギリスＦ３走っている

約金をもらえた時代があったんで

時のＦ３０００だと何千万という契

も契約金もらえてメシが食えて︒当

ロドライバーはいたんです︒Ｆ３で

もいい時代だったから︑Ｆ３でもプ

ば︑当時で言うと日本だと経済的に

乗ろうと思っているから︒たとえ

ますね︒みんな必死になってＦ１に

﹁ 日本と海外ですか︒まったく違い

違うものですか︒

いも見えてくると思いますが︑実際

に出場すると︑日本のレースとの違

●海外に行かれて︑向こうのレース

の観察力がすごいよね ﹂

大事なことを言えるというのは︑人

える人ではないけれども︑その人に

うわけではないし︑細かいことを教

バイスをできる︒いろんなことを言

シューマッハのすごいところは︑当

すね︑
ドライバー自身が︒例えばＭ・

のは︑認めてもらえていないからで

﹁ セッティングもさせてもらえない

ないと言います︒

結果を残さなければ何もしてもらえ

る若い選手は︑与えられたカートで

●ヨーロッパでカート活動をしてい

考え方が違うんですね ﹂

カテゴリーというイメージで︑全然

といった感じですね︒日本はプロの

がんばれ ﹄といった感じで︑登竜門

のマシンを与えて︑
﹃ これでお前ら

と︑そういうわけではない︒最低限

こまでのことをやっているかという

ロ意識を持って︒向こうのＦ３でそ

すごいことをやっている︒みんなプ

とかは︑チームのやっていることは

当時の日本のＦ３０００とかＦ３

意識が違うんですよね︒

どうしていま︑このレーシングス

れていると思うんですが︑その上で

わけですが︑その分︑経験も蓄積さ

積まれ︑いろいろなレースを走った

スですごく幅広くいろいろな経験を

１︑
ルマンと様々なカテゴリー︑
レー

●その後︑アメリカのインディ︑Ｆ

とはしない︑といった違いですね ﹂

しなんですよ︒海外はそういったこ

工とか軽量化とかすごい職人技の話

日本の違うのは︑ちょっとした加

ントしていくか︒

かないで︑そこからどうマネージメ

くれるわけです︒最初はそこまで行

ティングだとかメンテナンスをして

懸命こいつを勝たせようと思うセッ

うすると︑その中であるもので一所

のはマネージメント能力だから︒そ

方にするか︑引っ張り込むかという

ンジンやいいメカニックを自分の見

は何だったんでしょうか︒

かできない︒自分の所に流れが来る

ね︒何にも決まってなかったけど︑

﹁ いままでの経験の中で︑こういう

クールを始めようと思われたのか︒

てといった無駄が多い︒その無駄を

きっかけはあったんですか︒

自分が気づいている﹃ ここはこうや

時Ｍ・ハッキネンとシューマッハが

すよ︒
そういう経験もしているので︑

らなくてもいいだろう ﹄といったこ

チャンピオン争いをしていて︑Ｆ３

その中に何とか引っ張ってあげられ

も一銭ももらえない︒でも︑日本の

のがあったらセンスのある子たちを

る選手がいるんじゃないか︑と︒そ

自分が経験できなかったこと︑俺も

とをガイドしてあげる︒
その才能を︑

Ｆ３０００に声をかけてもらったと

伸ばしてあげられるかなというの

れがまずひとつ︒それから︑自分が

Ｆ１に乗ったりインディに乗ったり

い︑レースやりたいというのから逃

と︑自分自身のあらたなチャレンジ

いろんな経験をしてきているわけで

したけど︑別にＦ１で勝てたわけで

げたいから︑なんか楽な方︑楽な方

でもあるわけです︒けっしてうちは

す︒いままでの日本のドライバーが

はない︑インディで勝てたわけでは

当時︒こっちで動き回って︑ＦＪに

裕福だったわけではなく︑非常に大

やっていない経験もいっぱいしてき

乗れるような︒まぁ︑カートでお世

変な中でレースをやらせてもらっ

ていると思うんです︒それは︑何も

ない︑乗っただけです︒なら︑同じ

の時は自分も一緒に走っていたけ

た︒
いまカートをやっている子たち︑

道がない︑自分が行動を起こして︑

苦労してもらえれば︑もっと結果を

ところで苦労しないで違うところで

きに︑契約金で億に近い契約金でオ

いま自分の子どももカートをやって

そこに乗り込んでいこう︑乗り込ん

というかね︒そのときにガーンと

いるんですが︑そのなかで周りを見

でいこうといろんな所を回り道しな

話になっている人とかみんなに会い

たとき︑すごくお金をかけている

次︑頑張ろうと思って何とかしよ

にこれだけ頑張ったんだから﹃ 何と

なぁと︒
勝ちに行っている人たちは︑

うと思っている子たちが︑同じ努力

かしてあげたい ﹄と思っているんで

出せるのではないか︒それは自分が

楽しく子どもとコミュニケーション

をしなくてもいいと思うんです︒例

すね︒
﹃ ４輪に行かせたい ﹄
︑
﹃ 海外

現役のドライバーとしてできなかっ

取りながらやりたいな︑と子どもの

えば海外なんかは︑いいドライバー

に行かせたい ﹄
︒レースの世界で海

がら︑壁に当たりながら切り開いて

ために何とかそこにお金を投入し

が出てきたら︑そこにいいマネー

外に行ったら︑うさんくさい奴は

下のカテゴリーでもここまでの体制

て︑でも勝ちにいっている体制から

ジャーがつくわけです︒いいマネー

いっぱいいるんですよ︑正直言っ

たチャレンジを︑違うドライバーが

見たら︑
やっぱり無理なわけですよ︒

ジャーがついて︑その子の才能を伸

きた道です︒それをやって気づいた

でもセンスがある子って︑その中に

ばすために︑いろんなガイドをして

ことっていっぱいあるんですね︒

いるわけです︑たくさん︒実際レー

て︒そこで交渉して渡り合って︑自

でやるの？ という状況でやってい

スってお金かかるから︑お金のある

くれる︒その子のセンスをつぶさな

分より も も上のおじさんと交渉

る︒それでいながら︑もう一方では

ないも実力のひとつだから︑それは

いように︑マネージメントしてくれ

例えば︑お父さんも自分の子ども

頑張ってやってくれればいい︒

それで受け止めなければいけないの

れで練習してレース前にニュータイ

が捨てていったタイヤを拾って︑そ

夜中にまたコースに戻って︑みんな

ス終わったあとに︑帰ったふりして

だったように︑自分も全日本のレー

かもしれないけど︑でも自分もそう

同じようにやって︑同じ壁に当たっ

んですね︒みんな同じようなことを

思うけど︑そういった体制ではない

ないからか︑いろんな理由があると

れともレースの業界ではメシが食え

まだレースの歴史が浅いからか︑そ

るわけです︒
日本のドライバーって︑

ね︒そういったことを 代そこそこ

弁護士も座っていたりするんですよ

りとりは英語なわけですし︑そこに

いか分からないし︑当然外国でのや

ちは脂汗ものですよ︒何言ったらい

い︑こーでもない ﹄と︒それはこっ

して︑契約書前にして﹃ あーでもな

回り道して︑壁にぶつかって切り開いた道︒
そこで気づいたことはいっぱいある︒
でも︑同じことを今の若い子がする必要はない︒

ヤを投入してってやっていたわけで
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いわけですよ︒
本当であれば︑
シュー

の子ができるかと言ったら︑できな
その中でカリキュラムを組んで教え

で学校が全て同じモノを管理して︑
といった感じじゃない
︵笑︶
︒

いたら︑土日はカートを見たくない
●そうなると入学する際の選抜が厳

する形でやっていきます︒
なりたいと思っているのかな︑と︒

﹁ どれだけの子どもが本当にプロに

あげて︑連れて行ってあげて︑
﹃頑

だからセンスのある子を後押しして

知り合いもいるし︑仲間もいるし︑

日本よりも海外のレースでいっぱい

は自分じゃないかと思うわけです︒

はいないわけです︒それができるの

ジャーってそこまでのマネージャー

いいんです︒でも︑日本のマネー

優秀なマネージャーが座っていれば

キネンがそうであったように︑横に

がサポートする︒そういう形であれ

ちゃんと４輪にあがれるように学校

切磋琢磨しセンスを磨いた子には︑

同じ先生が教える︒だから︑そこで

せる︒
同じカリキュラムを学ばせる︑

は︑おなじものを使ってレースをさ

る︒でも同じ土俵に上がったとき

ドライバーにしようと頑張ってい

で︑何とかして自分の子どもを４輪

方はお父さんとお母さんが共働き

父さんが言うかもしれない︒もう片

らでもお金をかけてください ﹄とお

の時もいろんなシチュエーションで

１回︑学校の中でレースをやり︑そ

サーキットに行って走ったり︒月に

トレーニングなどをしたり︑また

は高校の勉強をする︒その後に体力

そこには先生がつきます︒昼休み後

ンスを自分たちでやる︒もちろん︑

て走行を見直し︑カートのメンテナ

までサーキットを走る︒もどってき

にサーキットへ移動して︑９時過ぎ

い︒朝５時半頃ころから起きて６時

かで高校の勉強もしなければいけな

いまのカリキュラムでは︑そのな

中での伸び幅を見たりいろんな所を

もチャンピオン以外は３年間を見た

ステムを構築します︒スカラシップ

て頑張ったら逆転できるポイントシ

１年生の時にだけでも３年生になっ

ブルポイントになります︒だから︑

３年生になったら全てのレースがダ

レーションでレースをやりますが︑

年生の時は同じ条件︑同じレギュ

てあげないといけない︒１年生︑２

れないですね︒そこはちゃんと考え

の１年制の時の実力差があるかもし

年間でチャンピオンといったら最初

てくればいいですけど︑いきなり３

﹁ みんながみんな同じレベルで入っ

はカートの全日本で勝つことではな

いったモノもありますよ︑と︒目的

を目指している子︑親御さんにこう

のもあるので︑一歩引いた形で４輪

すし︑いまから入っていってという

までのことは関わっていなかったで

いけるんだ ﹄と︒自分もそこに至る

れるわけです︒
﹃ どうやったら４輪

にいろんなお父さんから声をかけら

トコースへ足を運ぶんですね︒本当

を感じますね︒
ただ︑
自分もよくカー

たのがすごく見受けられて︑違和感

りになっているのかな︑
と︒
そういっ

なくて子どもがコントローラーがわ

な︑ただそれがコントローラーでは

あとは親がラジコン走らせてるよう

張れ︑俺の知らないところ︑経験し
ば︑
みんながみんなとはいかないが︑
レースをします︒毎回同じカートを

●スクールのスタイルとしては年間

使うわけではないし︑コンディショ

見て決めていこう︑と︒最初だめで
本当に通用する内容ですよと︒
あと︑

いですよ︑と︒４輪に行ったときに

見て思うことは︑プロになったとき

金がかかるかというと︑モノの争い

に︑すごく苦労すると思うんです︒

いまの全日本をやっている子たちを

す︒
とにかく運転することに集中しなさ

もチャンスはあるんだよ︑というカ

では入試という部分ですが︑もち

リキュラムにしようと思っていま

スをさせる︒同じ条件でレースをや
ろん特待生的に全日本で成績を残し

ンも変える︒とにかく︑いろんなシ

り︑年間のチャンピオンを決める︒

チュエーションを想定した中でレー

﹁ 高校なんですよ︒全寮制のうちの
もちろん︑
高校だから３年制なので︑

を通してカリキュラムを組むという

学校に来てもらって︑とにかく一流

形ですか︒

きたからうちも投入しなきゃいけな
ドライバーになるためのカリキュラ

だからお金がかかる訳なんです︒ど

い︑エンジン 基買ってその中でい

こそこがまた新しいキャブが入って

ンに乗ってもらいます︒
︒

てないところで苦労しろ︒そこで結
センスのある子をもう少し救える体

しくなるのではないですか︒

込むわけです︒だから片方は﹃ いく

果を出してくれ ﹂と︑そういったこ
制になるのではないかな︒

年生になればフォーミュラマシ

マッハがそうであったように︑ハッ

校をつくろうと︒レースって何でお

とができるんじゃないかと思って学

3

オーバーホールも自分たちでやらせ

と思っているんですね︒エンジンの

イバーやエンジニアを呼んでこよう

だから学校では︑外国からもドラ

る子が多いと聞きます︒

付かずに︑速さだけが身に付いてい

そのコミュニケーション能力が身に

いったことが結構あるらしいです︒

ベルの高いカートを利用して︑それ

使います︒４輪を見越した中で︑レ

も学校の中でレベルの高いカートは

魅力に欠ける部分もなくはない︒で

うが︑プロのレースという部分では

いう意味ではひとつの選択肢だと思

くないと思うし︑コストを下げると

う︒プロのレースでワンメイクは良

てるにはひとつの有効活用だと思

ないと思うんです︒ただ︑若手を育

のレースは決して魅力的なものでは

らお金がかかるんです︒ワンメイク

い︒そういったことの積み重ねだか

た︑じゃあ同じことしなきゃいけな

いとこ取りしたらこれだけ速くなっ

す︑単位取れないから夏休みに補修

走り始めて学校をずっと休んでま

レースウィークは水曜日くらいから

休んでタイヤテストやりますとか︑

全日本に出るようになると︑平日

目の当たりにしていますけど︑結局

でしたし︑いまもそういう子たちを

という子もいる︒これは自分もそう

月曜から金曜までサーキット走って

てもらってもいいですけど︑たぶん

日は休み︒レースやりたい人はやっ

金曜まで毎日サーキットを走る︒土

でサーキットを走るので︑月曜から

う︒サーキットも学校の授業の一環

て︑特別講師として教え込んでもら

トップチームから派遣してもらっ

フォーミュラニッポンをやっている

カニックも︑いまのスーパーＧＴや

を用意しています︒エンジニアもメ

キュラムで︑先生もそういった先生

めではなく４輪を目的にしたカリ

ムを組み込む︒カートで速くなるた

と思うんですよ︒でも︑これで続け

ていたわけではないから続けられた

し︑まだまだ体力的にも不安を感じ

です︒本来であればレースは好きだ

で︑去年のルマンを最後に辞めたん

なんですね︒それがメインの理由

レースやりながらではなかなか無理

いたんですけど︑やっぱり自分が

込むし︑マネージメントも全部担当

せて︑もちろんトップチームに入れ

年は︑自己負担なく４輪デビューさ

の中でもう一人は決める︒卒業した

ング能力であったりいろいろな判断

精神的な部分であったり︑マネージ

チャンピオンは無条件︑もう一人は

二人はスカラシップを受けさせる︒

ラシップを受けられる︒ 人なら

んですね︒そのうち一割の子がスカ

最初は 人くらいかなと思っている

獲得する︒ひと学年︑
マックス 人︑

獲った子が無条件でスカラシップを

３年間トータルのチャンピオンを

思っていたのが︑誰かのために何

み台にしてでも一番になりたいと

では誰かのことをけ落としてでも踏

ているな︑と思ったんです︒それま

ることへのモチベーションが下がっ

をしたい ﹄と思い始めたことが︑走

もう一つの理由は︑
﹃ 誰かに何か

ションが湧いたので︒

ト界をどう捉えているのですか︒

思います︒実際に見て︑いまのカー

現状のカート界を調査などもしたと

●スクールを立ち上げるにあたって

よね︒

一番の部分はやる気︑親の理解です

れはみんなの学力を見るくらいで︑

一般科目の入試もやりますけど︑そ

ちろん入ってきてもらって︒入試は

と思うんですね︒そういった子もも

ある︑センスがあるという子もいる

で頑張っている人も︑すごい才能が

そこまで行っていない︑ＫＴくらい

ている人もウェルカムですが︑まだ

いレースですからね耐久は︒とにか

し︑とにかく頭を使わなきゃいけな

ンも︒あれは一発の速さも大事だ

なぁ︑とは思いましたね︒

その温かみがなくて面白くないか

もしれないけど︑自分が感じたのは

し︑ 年もＦ１やってれば別なのか

ているのか言葉が分からない︑と

できない︑開発できない︑何を言っ

も苦労しているのが︑セッティング

ないんですよ︒いま︑どこのチーム

食えるんです︒開発できないといけ

いうのは︑メーカーの仕事でメシが

うと︑プロの世界でメシが食えると

４輪に行ったときに何が大事かとい

バーは生まれるかもしれない︒でも

さい︑となったときに︑速いドライ

たものであとはあなたが速く走りな

ライバーがやっています︒与えられ

クはいます︑タイヤの開発は開発ド

い︑エンジニアはいます︑メカニッ

ちゃんといいチームと交渉してとい

をしといてくださいね︒そしたら

越した上で
﹃全日本出たつもり貯金﹄

あるかもしれない︒だからそれを見

番手︑４番手になった子でも実力は

実力だけではないかもしれない︒３

けられるのは運もあるし︑必ずしも

てください︑と︒スカラシップを受

には﹃ 全日本出たつもり貯金 ﹄をし

ると思うんです︒なので︑お父さん

も４輪にいって活躍する子は出てく

ればスカラシップ受けられない子で

す︒でも︑３年間毎日走らされてい

スカラシップを受ける子は保証しま

輪に上げることはできないんです︒

れでも︑うちに来た生徒みんなを４

作り上げてレースを走らせます︒そ

りますけど︑みんな自分たちの手で

んでもらい︑間違いがないようにや

ます︒もちろん先生をつけて教え込

●この構想はいつ頃からあったんで

したんです︒

ださいね︒そういった意味で高校に

配せずにカリキュラムに集中してく

だから本人もお父さんお母さんも心

で︑大学進学のルートも残します︒

道を選ぶ子には大学とも提携するの

します︑高校の卒業もします︒違う

で︒だから︑ちゃんと高校の勉強も

ただ︑勉強してなかったというだけ

れる子って絶対に頭の回転速いし︑

すよ︒でもレースで結果出して頑張

状況に追い込まれる子がいるわけで

い方悪いですけどつぶしのきかない

かった︑就職もできないという︑言

れで終わってみると４輪には行けな

本を必死になってやり始めると︒そ

ついて行けないわけですよね︑全日

した大学に行ったりという勉強には

行ってますとか︑それでもちゃんと

トとか学校を卒業した生徒が何人も

シートを得て勝たせるマネージメン

てＦ１のチームと交渉して︑そこで

活かして︑いい子を連れて海外いっ

校 ︶の方が夢があるな︒自分の経験

味でいいな︑
と︒
だったら︑
こっち
︵学

るのは楽しいな︑と︒でもそれは趣

まり夢を感じなかったんですよ︒乗

があるじゃないですか︒でも︑あん

リダカ乗ってとか︑そういった方向

乗って︑耐久乗って︑その延長でパ

たらルマンに乗って︑スポーツカー

い︒
じゃぁ︑
この先何をやるかとなっ

Ｆ１やインディに乗れるわけではな

をのっている︑でもこの年になって

思っていたんですね︒自分がルマン

の形として生かせることがないかと

ままで経験してきたことを︑何らか

るかな︑といったら⁝⁝︒自分がい

ていったときにこの学校が実現でき

ど︑でも温かみがないんですね︒Ｆ

遙かにレベルの高い車なんですけ

あって︒車を比べたらＦ１のほうが

リラックスした感じで仲間意識も

ど︑そうじゃないときはもう少し

も︑みんなやるときはやるんですけ

意識も高いですし︑チームの雰囲気

がりというか︒ファンサービスへの

メリカの国柄というか︑人とのつな

のインディは楽しかったですね︒ア

われたら何かなぁ︒でも︑アメリカ

﹁ 全部楽しいですよ︒これがって言

魅力的だなと思いましたか︒

ですが︑どのレースが一番面白い︑

にいろいろなレースの経験をお持ち

んＦ１︑インディ︑ルマンなど本当

●野田さんは日本のレースはもちろ

と思っていたから︒

いったかげりが出てきたら辞めよう

もう一つの理由︒昔から︑何かそう

年取ったなぁ︵ 笑 ︶と思ったことが

かしたいと思ったことが︑これは

ね﹂

を積んでから面白くなるレースです

かもしれないけど︑いろいろな経験

ね︒若い子がやったら面白くないの

んなでやっていくんで面白いです

訳じゃないですか︒それをチームみ

ておこうかといった組み立てをやる

頑張っておいてとか︑ここは我慢し

ン使う︑タイヤ使うけどでもここで

かね︒ちょっとプッシュしてガソリ

うとか︑ここで投資をしておこうと

う︑これをしよう︑と作戦を変えよ

エーションに合わせて︑あれをしよ

しているような︒その時にシチュ

ところがあるんですね︒会社を経営

くってビジネスの楽しみに似ている

スってレースだけの楽しみじゃな

じゃないですか︒なんか︑耐久レー

うなるってやりとりしながら走る

やったらどうなる︑こうやったらど

ムとコミュニケーションして︑ああ

くレースやりながら常に無善でチー

秋以降︑学校説明会も実施し生徒

絵を想像したら夢があって面白いな

を募るというこの学校︒新しいドラ

Ｆ１を走っているとかね︒そういう

うことも頭にあります︒それをやっ

イバー育成の手法として注目︑また

すか︒

た上でも︑３年間頑張ったけどだめ

やりながらちょっとずつ準備して

きいチームは何百人といるわけで

１００人近くスタッフがいる︑大

期待もされるだろう︒

﹁ ２年くらい前からですね︒レース

でした︑もしくは違う道に進みます

しょ︒その中でみんながファミリー

たのはそんなに長い期間ではない

たいな︒まぁ︑自分がＦ１に携わっ

いし︑みんな人間もパーツの一部み

かといったら︑名前すら覚えられな

１のチームって︑小さいチームでも
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と思うわけですよ︒そこでモチベー

耐久も面白かったですよ︑ルマ
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乗るのは面白いけど夢を感じなくなった︒
でも︑学校の卒業生が何人も １で走っている⁝⁝
とか想像したら夢があって面白いな︑と︒
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