1 時 間 目 ・ 走 ら せ 方

（ 大 丈 夫 。 君 な らで きる ）

捕らぬタヌキのナントカで
フェラーリを手 に 入 れる前からその走らせ方を悩んだり
最 初 から颯 爽と走らせなければいけないと思ったり……
でも大 丈 夫 。必 要なのはテクニックではなく、情熱です。
あなたならきっとデキます。
Photo：松本高好
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Modena
玄人初心者分け隔てなく、喜び を与えてくれるのが現代のフェラーリです。
それは30年ほども前の話。中学生だったボ
クは一時期、フィジカルトレーニングに励んだ

「はじめの一歩」だったわけだ。

デナでは、間口はさらに広くなった。ピニンファ
リーナが手がけたスタイルはいかにもスーパー

経験がある。目的は、スポーツに打ち込むため

30年来の夢は将来的にも実現しそうにない

カー然としたもの。目の前にすると思わずオーラ

でも、女のコの目を引く逞しい体づくりのためで

のだから、今となっては赤面モノのエピソードだ

に気圧されるが、セキュリティ解除をしてからエ

もなく……ハードなクラッチワークやステアリン

が、当時のボクはけっこうマジ。われながら純真

ンジンをかける手順さえ知っていれば、一見さん

グワークに耐える強靱な身体をつくるため。

だったと思う。とはいえ、スーパースポーツに乗

でも乗車を拒絶することはない。V8・40バルブ

るには相応の資金力を持つだけでは不足で、

の心臓に火を入れたあとも、フツーに運転がで

当時のスーパースポーツの試乗インプレには必

相応の体力や運転スキルも必須の条件である

きるように調教されている。
「フェラーリに乗る

ずと言っていいほど、ハンドルやクラッチ操作の

ことが、昔は常識として知れ渡っていたものだ。

ゾ！」
と身構え、緊張していた人ほど、拍子抜け

同世代のクルマおたくには説明不要だろうが、

撮影協力＝横浜国際プール

日々の鍛錬は、いつの日か跳ね馬を駆るための

尋常ならぬ重さに関しての一文があった。少

ところがF355を境として、現代のフェラーリは

年・森野がぞっこんだったフェラーリ365GTB／

グッとフレンドリーに変身。アルミモノコックボ

今回の試乗車は６段MT。クラッチ踏力は重

4（デイトナ）
も、もちろん例外ではない。そう、

ディを採用して1999年に颯爽と登場した360モ

く、さすがに渋滞にはまると、それなりの肉体的

してしまうことだろう。
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負担を強いる状況になる。でも、渋滞で足がつ

がらストリートを流すだけでも跳ね馬オーナーに

加速Gと甲高いフェラーリミュージックに包まれ

りそうになった経験を持つ328GTB（ボクがはじ

なる価値は充分にあるが、そのレベルで終わら

るたびに、モデナを駆る歓びに浸ることができ

めてフェラーリの洗礼を受けたクルマ）
と比べれ

せたのではあまりにももったいない。なぜなら…

るのは確か。状況さえ許すなら、300km/hに迫

ば踏力は軽いし、ミートもずっと楽。球形ノブを

…フェラーリというクルマは、エンジンをブン回

る異 次 元 の 世 界 に 導く能 力を秘 めている。

ゲートに沿って導けば、冷間時でも抵抗なくギ

し、限界に迫るスピードで走ってこそ、本来の

400ps／38.0mkgの高性能と、F1譲りの高度

アが入るのだから、操作そのものに気むずかし

能力を発揮する真の悍馬。鞭を入れなければ、

なエアロダイナミクスは伊達ではない。もちろん、

さはない。かつてのフェラーリは、ギアオイルが

陶酔の世界に踏み込むことはできない。

ワインディングにおけるパフォーマンスも期待を

適温に達するまでシフトを頑なに拒んだのだか
ら、まさに隔世の感だ。

モデナのV8はその典型。実用域で光るのは、

裏切らない。軽量・高剛性を誇るボディと、理

180度スロー・クランクを意識させないスムーズ

想的な重量バランス、高度なサスペンションが

さらに、Ｆ355以降のフェラーリには、パドルシ

な回転フィールや、111.5ps/Rのハイチューン

もたらす鋭く、正確なハンドリングは、ミドシッ

フト機構を有する2ペダルの F1 という選択肢

が信じられないほどの扱いやすさだが、3000回

プ・フェラーリでしか味わえないものだ。

もある
（というか今やこちらが主流）。大げさに

転を超えるとついに本性が……。吹けとパワー

つまり、
「ハンパな腕と体力ではころがすこと

言えば、ころがすだけなら若葉マークのAT免許

感は5000回転手前からさらに鋭さを増し、音質

さえ難しい」
と恐れを抱くファンには、
「意外なほ

ドライバーでも可能なのだ！ 3.6Rになって導

も高らかに歌い上げるような特有のハイトーン

どの乗りやすさと快適性」
というサプライズを提

入された電子制御スロットルや可変吸気システ

に変調する！ 8500回転のリミットまでブン回し

供し、スピードを追い求めるスポーツカー乗りに

ムの効果で、一段と向上したフレキシビリティや

てギアをつないでいくときの快感と刺激性は、

は、
「これぞフェラーリ！」
と納得の性能と快感を

豊かになった実用トルクの存在も、そうした日常

言葉では表現できないほどのものだ。

提供するのが360モデナ。幅広いファンを虜に

ユースでは見逃せないポイントだ。
しかし、
「ころがす」のと「それらしく走らせる」
のはまるで別次元の話。羨望の視線を浴びな

リミットまで回すと２速で約120km/h、３速で
160km/h弱に到達する高速型だけに、日本で
能力を解き放つ場面は限定される。が、強烈な

する能力の高さ、そして包容力の大きさが、現
代フェラーリの大きな魅力だ。
Text：森野恭行／Photo：松本高好

リアガラス越しに覗くダッシュボード。すっきりとしたデザインのメーターナセルは視認性良好。空
調関係の容量も不満なく、ドライビングに没頭できる環境が整えられている。

フェラーリの象徴とも言うべきおなじみのシフトゲート。リバースにはシフトレバーを下方に押しな
がら入れる。セールスの大半はセミATの F1 だから、MT車は貴重な存在。

助手席から覗くV8ユニット。所有欲を掻きたてられずにはいられない眺めだ。遮音はきちんと考え
られているようで、キャビンには雑味の除かれた快音だけが届けられる。

F1マシン譲りのアンダートレイがモデナの特徴。試乗車は2001年式で走行9000kmの希少MT。
価格は1350万円。車両協力＝コレツィオーネ世田谷店 Tel.03-5758-7007
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355
F1 berlinetta
パフォーマンス維持のために高回転を多用すべし
フェラーリはなにもかもが特殊である。一番

することはないし、見つければ おっ、フェラー

ろ。誰にでも無条件にお薦めできるものでは

安いのは新車を買うこと、と言われた時期もあ

リだ!

ない。

るが、今はその新車だってウェイティングリスト

不足の中古車はずっと高値をキープしている。

に名前を加えることができるだけで、いつ納車

しかし巷の輸入車店のショールームに展示

されるのか予想がつかない。比較的多く作ら

されていることは珍しくない。正規輸入の順番

履歴がはっきりしているし、プロの手によって

れている360モデナでさえ、そう日常的に目に

を待てない顧客のために、ソコソコの台数が

タイミングベルト交換をはじめ、エンジン脱着

並 行 輸 入というカタ

調整などを含む入念な納車整備が施されるの

チで 上 陸しているか

だから。唯一の難点は数が少ないこと。ベー

らだ。フェラーリは基

ス車両を厳選しているので、こうして販売でき

本的に並行輸入車で

る車両が極端に少ないのだそうだ。

と注目を浴びるのが常。慢性的にタマ

もパーツの供給に問
題はないようだが、整
備／修理には特殊な
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その点、今回試乗した355F1ベルリネッタは
コーンズの中古車だから、安心感が異なる。

何度乗ってもフェラーリは別格
一般の人に比べれば接する機会は多いし、

技術が要求されるし、

同じモデルの異なる個体を試すこともある。さ

特に中古車ともなる

らに別ブランドのもっと高価な車をテストする

と過去にどんな扱い

ことも少なくないのに、フェラーリを走らせる時

方をされてきたのか、

は心構えからして違ってくるのが不思議だ。走

とても 気 になるとこ

り出してしまえば ああ、これだこれだ、やっぱ

年式の問題もあって、フェラーリ中古車保証「フェラーリ・パワー」は適用されないが、それに準じた入念な整備（エンジン脱着点検／タイミングベルト交換／クラッチ点検）
を施された後に納車
される予定の1999年式355F1ベルリネッタ。走行距離は1.5万km、車検が2008年3月まで付いて、価格は1350万円。
車両協力：コーンズ・ユーズドカー・センター東名横浜 Tel.042-795-5910
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りイイな と安心するも、操作は普段以上に慎

AT車ほどではないものの、フェラーリとていつ

短いコンロッドや、狭いボアピッチのまま排

重になっている。この時、筆者が一番フェラー

でもリミットまで引っ張るわけではなく、実際に

気量を増やしたような内容をもつパワーアッ

リを意識させられるのは、６段トランンスミッシ

は高回転を多用しなくても、トルクがあるから

プ・エンジンとは違い、フェラーリエンジンの魅

サスペンションも、これまたフェラーリの特徴

ョンのギア比が本物のクロースレシオであるこ

そこそこ速く走れてしまう。そんな元オーナー

力は高回転を維持しても、まったく罪悪感を持

的な部分。この点でも経年変化の兆候はみつ

と。１速から２速、２速から３速への、下３段の

の 癖 の ような 部 分 が 垣 間 見られ る の は 、

たずに済む点だ。１速に入れっぱなしのまま高

からない。もう何度も書いているので ミミタコ

地よく、全体的によく腰にフィットする。以前の

ディは治具に固定して溶かして着ける手法上、

ステップアップ比が近く、次のギアへ繋いでも

5000rpm までは軽いがそこから上はやや慣ら

回転域で上げ下げを繰り返しても、一向に無

の御仁もいるかもしれないが、新しい読者の方

328などは無理矢理座らされるようなおかしな

伸びる部分と縮む部分ができて、そのストレス

500rpm 位しか回転が落ちない。だから変速の

しが足りないように感じるところ。入念なラッ

理して回している気配が感じられないのが特徴

にお知らせしよう。フェラーリのスプリングは、

角度にセットされていたが、355はまともに座れ

が相当大きいのではないかということ。後にジ

リズムも同じ調子で良いし、ローギアードな設

ピングを行なった広報車は、この高回転領域

である。タイミングベルトは確かに心配の種で、

レートとしては比較的ソフトなものが使われて

る。市場では外装色が赤で内装が黒革、とい

ャガーXJがアルミボディとなったが、あちらは接

定は、刺激的なミュージックを奏でる高回転域

がもっとシャープに吹け上がったように記憶し

まさか10万kmも無交換で過ごす人はいまい

いる。それの巻き数を多くして縮めて硬い部分

う仕様が一番多いそうだが、この赤とクリーム

着剤とリベットの低温固着だ。だから独特のし

を常用して速度を伸ばせるのだから。

ている。

が、恐る恐る使って回さなければ、フェラ−リ

を使う。ダンパー減衰力はスプリングの反発

の明るい内装の組み合わせも悪くない。特殊

なやかさがある。その強引さというか無理矢理

を心底楽しんだとは言えない。買ってそのまま

力に勝るイタリア車の常道。だから一般的な

なクルマらしい清新なイメージがあり、なかなか

くっ付けてしまうアルミボディ造りに、心理的

355に似合うと思う。

な嫌悪感があるのだ。というわけで、個人的に

乗り心地の良さは伝統

たくさん巻くのはピッチ角を平たく寝かせ、

次はボディ剛性についてだ。これは新しい

入力に対して直角に近づける意味もある。い

アルミモノコックの方が高いと思う。しかし360

ずれもスムーズな作動には欠かせない要件だ。

モデナの初めての試乗会でイタリアの石畳を

シートはクッションの厚味こそ薄いが座り心

走った時に思ったのは、硬いけれども溶接ボ

この355F1は、まだ納車整備前にもかかわら

もうひとつは、3000rpm も回せば速度を維

ず、エンジンはまずまず好フィールを味わわせ

持 する の は 可 能 だ から、1 0 0 k m / h 時 に

後生大事に長く乗るのがフェラーリではなく、

乗り心地もしなやか。姿勢変化の少ないフラ

てくれた。なによりも印象的なのはAUTOモー

2900rpm となる、
６速トップギアの使い勝手が、

高性能を維持するために、それなりのランニン

ットな感触である。この辺りは名ばかりの高級

ドのギアシフトがスムーズな点だ。この時代

なまされている点だ。この速度帯はせいぜい３

グコストを絶えずかけるのがフェラーリなのだ。

車が足元にも及ばない部分で、フェラーリはス

のF1ギアボックスはシフトダウン時の回転合わ

速か４速の守備範囲と考えられるが、この個体

またこの時代のF1ギアボックスは、信号待

ポーツカーでも、さすが高価なだけのことはあ

最後に後継車の360モデナではなく、敢えて

いずれにしても、ポルシェのように 最新こ

せが２度吹きのダブルクラッチではなく、一度

は６速まで入れて使っていた場面が多いらしく、

ちなどで１速にギアを入れっぱなしで待っても

る、と納得させられる。スプリングに精度など

355F1ベルリネッタを買う意味を考えてみる。

そ最善 とはいかないようだ。355の登場は、

でスッと回転を合わせるタイプなので、微細に

それを苦にしない柔軟性を身につけている。

いいようには作られていない。だから必ず両手

あるのか、グルグル巻いてあるだけで端をきち

まず両車最大の違いは、ボディのマテリアルが

社長がモンテゼーモロに変わったばかりの時

観察すればちょっとしたシフトの遅れが変速の

それでも点火は負荷に応じてリタードするし、

で２つのパドルを同時に引いてニュートラルに

んと押さえてあれば中間は同じ……と思っては

アルミではなくスティールであること。この2つ

期であり、古い時代のミドシップ・フェラーリの

段差となる。それは微細なラグではあるが、も

昨今の電子制御技術はそんな使い方でも問題

戻し、信号が変わってから１速に入れ直すよう

いけない。ピッチ角をきちんと同じに揃えるの

の点は迷うところではある。

味 が 色 濃く残 ってい る。この 車 にちょっと

ちろん自分の手でパドルを引いてシフトした方

なくクリアする。だからといって低回転を常用

に、普通のマニュアル車の運転手順と変わら

はその意味があるからで、デコボコに巻けば荷

補修性という意味では同じだと思う。そんなに

288GTOを彷彿とさせる面影をみるのは、私だ

がスムーズだし、運転のリズムをとりやすい。

するのはフェラーリらしくないと思う。新オーナ

ない操作が必要である。単純に運転がラクで

重に対する変位は一定せず、まるでプログレッ

頻繁にぶつけるわけではないし、ぶつけられたと

けだろうか。だとすれば、やはり、思いっきり走

そしてAUTOでは負荷感知であるから、負荷が

ーが意識的に回転を上げてやれば、高回転が

速いクルマが欲しければフェラーリなど買わな

シブ・レートのようなブルブルした小刻みな振

しても、自分で直すものではない。またいずれに

らせてこそ輝くのだと思う。

軽くなると自動でシフトアップしてしまう。並の

よりスムーズになるだろう。

い方がいい。

動が発生しがちとなる。

しても、どちらにもちゃんと修復する技術がある。

355を選ぶ理由

は、プレスのカドが鋭角で彫刻的な355ボディ
に魅力を感じてしまう。

Text：笹目二朗／Photo：松本高好
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348
tb
欲しい！と思ったら
「買 ってしまう」思い切りも必要です。

050

スキーやスノーボードの少し乱暴な教え方と

かったときで、それはもう泥沼の中でもがき苦し

見えるものすべてがノーマル（純正）状態という

して、ゲレンデの頂上まで連れて行かれ
「あとは、

むのがお約束だ。そうならないためには、今回

のも見逃せない。手に入れた後で、社外品に

気合だから」などというのがある。

のサンプルを用意してくれた コレツィオーネ の

交換するのは簡単だが、ノーマルに戻すのは社

初めてのフェラーリというのは、これに似たと

ような信頼のおけるショップで手に入れるのが

外品を買うよりも高くつくのである。さらにマニ

ころがあって、とにかく買ってしまえば「あとは、

正しい。極悪なショップは淘汰されてきたが、や

アックなポイントを上げるとすれば、348では希

気合」
というのが当たらずとも遠からぬソリュー

はりフェラーリは特殊なクルマなので相当のノウ

少ともいわれるハードトップで、これまた珍しい

ションだろう。フェラーリに限らず、ちょっと古い

ハウを持つのはもちろんのこと、確固たる信頼

クリームレザーとのコーディネーション
（大半はブ

輸入車で、しかもスポーツカーに乗るということ

関係を築けるショップを最優先したい。

は、つまり、目をつぶって25メートルの飛び込み

さて、上玉さえ手に入ればしめたも

台からジャンプするような覚悟が求められるとい

ので、フェラーリといえどもちょっとした

うこと。ただし、その後に待ち構えているのは

コツを覚えるだけで、最上級のカーラ

他車ではけっして得ることのできない「目くるめく

イフを過ごせるだろう。たとえば、この

ような」官能の世界、なのである。

348tbなどはいいサンプルで、91年モ

とにかく欲しいと思ったら、
「買ってしまう」こと

デルのディーラー車、走行距離は3万

が重要。そうすれば、後はたいていのことがどう

キロあまりで、もちろん補修歴もまった

にかなる。どうにかならないのは、上玉を買わな

くない。そして、タイアをはじめ、目に
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爽やかなクリームレザーが眩しいインテリア。樹脂パーツが一
部ベトついていたのはこの時代のフェラーリの お約束 。

ルーバーが敷き詰められたエンジンフードの下には、先代の328より130mmも低くマウントされたV8が収まる。試乗車は1991年式 V8フェラーリのエンジンは348から縦置きになった。トランスミ
348tb。走行3.1万kmで価格は628万円。車両協力＝コレツィオーネ世田谷店 Tel. 03-5758-7007
ッションはその後方に横向きに搭載されている。

ラックレザー）
。このサンプルを新車発注したオ

われるが、谷田部の周回路でも走らない限り体

注意を払うこと。イタリア車でよく言われる「オ

ーナーは、センスのいい慧眼をお持ちの方に違

感することは難しい。つまり、目くじら立てるよう

イルさえ入っていれば動く」では物足りない。定

いない。

な差ではないということ。いずれにしても、手に

期的な交換はもちろんのこと、走った後には必

シャシーの下を丹念に覗いてみても、オイルの

入れたからには低回転域ではなく、中高回転域

ずオイル漏れがないか確認したい。少々のにじ

染みひとつない状態で、ディーラーレベルのプリ

を使って乗ることを強くお勧めする。いくらECU

みなら構わないが、ガレージの床に染みができ

ペアがなされていることが伺えた。予想通り、キ

のマッピングが優れていようと、燃焼の前後、特

始めたら注意信号。できるだけ早く工場へ持ち

ーの一捻りで目覚めるエンジンは、つきもよく、

にカーボンなど不純物が混じる排気サイクルに

込むべきだろう。348はV8エンジンを縦置きに

異音はまったくない。ちなみに、348以降の燃焼

おいて、排圧や速度は高性能エンジンのフィー

する構造上、トランスミッションケースにも相当

制御はマレリと提携しているデンソーのノウハウ

リングだけでなく、寿命そのものさえ左右する。

な応力が集中してしまう。よって、この部分から

が反映されており、じつにスムーズなマッピング

気持ちよく乗ろうと思ったら、助手席の住人が

リークが発生するのは持病のようなもの。気に

が身上だ。ゆえに、冷間時であろうとアイドリン

青ざめるほどのスピードを出すことがコツだろう。

病むことではないが、早目の処置が望ましい。

グがばらつくサンプルは排気系統にスラッジが堆

また、348のようなフォーミュラ顔負けのサス

同じ理由から、シフトが渋いのも納得できるが、

積しているなどのトラブルが予見できる。

ペンション構造の場合、タイアやホイールアラ

フェラーリ社のテストドライバーに言わせれば

また、91年モデルは300ps／7200rpm（EUス

イメントも重要なファクター。サーキット走行を

「まったく問題ない」
とのことで、力任せでもなん

ペック）がカタログ記載データで、93年以降の

度外視すれば、オリジナルな状態を維持するの

320ps／7800rpmよりもトルク重視のように思

が賢明だ。348がデビューしたての頃、アメリ

このサンプルも、多少の渋さがあったものの、

カのカー＆ドライバー誌にお

そのほかはパーフェクトと呼べるようなコンディ

いて「史上、最もスピンの好

ションだった。エンジンの吹け上がりはきわめて

きなフェラーリ」なる酷評が

ドライで、直進性や、フルブレーキ時の安定性

掲載されたが、後からそれは

など、どこにも不安が見当たらない。

空気圧に問題があったと訂

ともかく、これで628万円という価格は、328

正記事が載せられたほど、タ

の高騰や、355あるいはモデナの高値安定から

イアにナーバスなクルマな

見てもバーゲンプライス以外の何物でもない。

のだから。

人気が低いといわれる今こそ、上玉の348を見

そして、思い切り走らせた
後は、オイルについて細心の
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でもシフトして構わないのだそうだ。

つけ出すチャンスにほかならない。
Text：石橋幸樹／Photo：丸山博人

053

328
GTB
あらゆる意味 で「手に負える」
フェラーリです。
2シーターV8フェラーリの元祖は308GTB。

を除けば308と共通のものだ。もっとも、その

イドリングを開始。暖まって回転が下がるのを

ディーノ246GTの後継機種として1975年のパリ

328とて次世代の348より高価なケースが少な

待ってクラッチペダルを踏み込み、シフトレバー

サロンでデビューし、85年まで生産された。ピ

くないが、いつのまにか死語になりつつある ス

を引き寄せて1速へ。あとは右足に軽く力を込

ニンファリーナによる典型的なウエッジシェイプ

モール・フェラーリ を味わおうというのなら、

めつつ左足を徐々に抜けばいい。当たり前だ

と、12気筒モデルには期待できない気安さがう

328こそ好適。古すぎず新しすぎず、なにより大

がフツウのMT車となんら変わることのない段取

けたヒット作で、日本でもちょうどスーパーカーブ

きすぎない。

り。むしろ丸見えのシフトゲートなんて、考えよ

ームと重なったから、今も憧れを抱き続けてい
る方は多いことだろう。

うによってはこれほどの親切もない。

た目の印象より全幅は広いが、それとて抑揚の

なのに、とても緊張するのはなぜだろう。たし

しかし308の中古車相場は、オリジナルモデ

効いたボディデザインなるがゆえ。コクピットは

かにペダル類は少々重く粘り気のあるストロー

ルであるという事実に加え、希少価値が年々増

現代のクルマに慣れ親しんだ身には驚くほどタ

ク感。しかも前述のようにホイールハウスに浸

していることで、きわめて高い水準にある。コン

イトで、フットスペースに浸食しているフロント

食されて極端に中央に寄っている。しかしそん

ディションが同程度なら、後年の328より高いプ

のタイアハウスが、ペダルユニットを押しのけ

なのは慣れの問題。クラッチミートだってけっし

ライスボードを掲げていることが多い。

ている。

てデリケートではない。

ということで328だ。早い話が308のマイナー
チェンジ版。年式にして1985年から89年まで。
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スリーサイズは4255×1720×1120mm。見

緊張も喜びのうち

にもかかわらずドキドキが止まらないのは……
さては高価だからか？ いやいやこれより高価な

エクステリアの細部こそ時流に合わせてモダナ

グッドコンディションのコクピットに収まる。シ

クルマを業務上たくさん走らせている。自動車

イズされているが、基本フォルムに手は加えられ

ートポジションを合わせ、V8ユニットに火を入れ

雑誌の編集に携わるようになって6年弱。いま

ていない。シャシーも細かなセッティングの違い

る。1発で掛かって2000rpmほどで安定したア

さらいちいち緊張などしていられない。
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（上）348以降のモデルと異なり、328
のパワーユニットは横置きレイアウト。
結果として後方にラゲッジスペースを
確保する。
（中）
シンプルで骨っぽいダッシュボー
ド。フットスペースは必要最小限で、3
本スポークステアリングの下スポー
クの左にちらりと見えるのがフットレ
スト。シューズを選ぶ必要がある。
（下）古典的なシフトゲートとモダーン
なコントロール類が同居するセンター
コンソール。
車両協力：コレツィオーネ世田谷店
Tel.03-5758-7007
（ 1988年 式 328GTB 5.0万 km 658
万円）

では、壊れやすいという先入観があるから？

がとっても入りにくい。しかしいったん暖まってし

いかとさえ感じられたほどに、328の雄叫びは

正直、UCGでは試乗や撮影中に機嫌を損ねた

まえば、球体のシフトノブを通して掌に伝わる鉄

生々しいものだった。たとえば池沢さとし氏の

り路上でストップしてしまったクルマが過去に何

の鼓動がいちいち嬉しい。

漫画「サーキットの狼」の「ギュウオオオオーン」

台かある。しかしそのリストにフェラーリの名は1

車重1290kgに対し270ps／31.0mkgは、目

台もない。同じ1980年代のイタ車でも、この点

が追いつかないほど速いわけではない。
「速す

ではマセラーティのほうがよっぽどコワい。

ぎない」というのは、これからフェラーリワール

現代における328シリーズの存在価値は、個

ドを心おきなく堪能しようという初心者にとっ

人的にはポルシェ911の ビッグバンパー モデ

め、それらすべてがフェラーリの魅力のうち、ブ

ては、けっしてマイナスポイントではないだろう。

ルに符合していると思う。308も含めれば年代

ランドの威力のうち、としかいいようがない。た

あるいは多様な車歴を経てきたベテランカー

的にも合致する。そして初めてのフェラーリとし

とえばポルシェなら新旧を問わず、オーナーにな

マニアにとっても、到達点のひとつとなりうる

てなら、なるべく高年式が望ましい。となると、

って乗り慣れてしまえば緊張感はほどなく薄まる

に違いない。

使い切れない速さなどいらない、郷愁を追い求

緊張、恐怖、はたまた動悸息切れ目眩まで含

はずだ。ところがフェラーリだと、否応なく緊張
感が持続するに違いない。
トランスミッションオイルが暖まるまでは、ギア
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レヴリミットは7800rpm。同じ日にステアリ
ングを握った360モデナの透き通った嬌声が、
もしかしてスピーカーで鳴らしているのではな

という擬音にふさわしいのは、間違いなく328
のほうである。

めるムード派にとって、328シリーズはかけがえ
のない存在だ。
Text：加納亨介／Photo：丸山博人
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