菜の花は満開、サクラもようやく見頃らしい。
秋から閉じたままのルーフを畳んで、さ、冬眠からそろそろ覚醒！
花粉症さえ我慢すれば、ドライブにはベストシーズンなのだから。
それに、この2台。あと3人まで誘うことができますよ。

Peugeot 307CC
Saab 900S Cabriolet

春に乗りたい4座のオープンカー

春
爛
漫
・
旅
へ
と
誘
う
ク
ル
マ

Peugeot

307CC
クーペモードなら都会的で洗練された曲線を惜しげなく披露。
カブリオレモードにすれば、地中海を彷彿とさせるネイシャ・ブルーのカラーが
リゾート気分を満喫させてくれそう。
他のクルマには真似できないキャラクターのプジョー307CCで
春のドライブなんていかがでしょう。ね、スーザン史子さん？

Text / Suzan Fumiko［スーザン史子］
Photo / Hiroto Maruyama［丸山博人］

寒い冬の時期って、
どうも苦手なんですよ〜。
家にいるときは、大抵コタツでカメ状態の、
カメ子。だって、コタツの中から頭だけ出して
る姿ってまるでカメみたいでしょ？
だからこそ、春は、とっても待ち遠しい季節。
春一番が吹くと、俄然ヤル気がでちゃうんです。
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といったらいいのかな。感覚を研ぎ澄ませて、

四季折々の変化を楽しめる日本には、もって

すべてを受け入れたくなるんですよね。

こい。

お気の毒だけれど、ワタシは幸い、ブタクサア

特に春は、梅や桃、桜をはじめ、たくさんの

レルギーのみなので、今のところは平気なん

花々が咲き乱れる季節。ハチミツのようにツ

ですよ。エッヘッヘ。ただ、一度花粉車両に

ンと鼻をつく、甘酸っぱい菜の花の香り、お

しちゃうと、同乗者のくしゃみが止まらないな

香のような沈丁花の香りに誘われて幌を開け

んてことにもなりかねないんで、ティッシュペ

れば、身も心も春に包まれているような気が

ーパーだけは余分に積んでおいてあげたいな
〜なんて思ってますけどね（笑）

イチオシの春スタイル
そんな春の陽気にピッタリのクルマといえ
ば、やはりオープンカー。

まるで冬眠から目が覚めるような感じで、コタ

オープンスタイルの醍醐味といえば、なん

ツの穴ぐらからムクムクと起き出し、外の空気

といっても自然との一体感が楽しめるところ。

してくる。

を思いっきり吸い込みたくなる。五感を開く

エンジン音や、風をダイレクトに体感できるし、

キャー、ステキ!!

花粉症に悩まされている方にはちょっぴり

そこで、プジョーの307CCというチョイスは
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Market Information
307CCは04年に上陸を果たしたオープンモ

いていない。最近は、子供が独立したので妻

デルだ。05年にマイナーチェンジが行なわれ、

とふたりで乗るクルマに307CCを、という50〜

フロントマスクに大きな変更を受けている。市

60代の方からの引き合いも多いそうだ。ボデ

場では前期／現行型とも根強い人気があり、

ィカラーはブルー系とシルバーが人気。内装色

307シリーズの中では流通量も少なめだ。特に

との組み合わせを研究すると、より充実した中

販売されていた期間の短かった前期型は、タ

古車選びができるだろう。

マ不足と話すディーラーも少なくない。目安に
なる相場は、前期型：200万円台後半〜300万

■307CC認定中古車相場の目安
2006

円台中盤、現行型：300万円台中盤〜300万円
台後半となる。スポーツモデルのS16／スポー
ツは、ベーシックグレードより10〜20万円高と
なるもようだ。需要が供給を上回っているため、

（単位＝万円）
2005

2004

CC

340〜

300〜325

285〜305

CC プレミアム

355〜

315〜340

300〜330

ー

315〜330

300〜320

355〜

ー

ー

CC S16
CC スポーツ

相場はピタリと安定していて昨年あたりから動

※ 実際の販売価格は走行距離やコンディションにより1台ずつ異なるので注意。価格は編集部調べ。

（上）チタンレザーでまとめられた307CCのインテリア。レザーが巻か
れたステアリングホイールの奥のホワイト・メーターパネルが印象的。
（中）電動リトラクタブルルーフは10km／ｈ以下なら走行中も開閉操
作が可能。トランクはルーフ格納時にも204Rの容量を確保。
（下）2R直4エンジンから140ps／20.4mkgを発生。全長4380mm×
全幅1760mm×全高1435mm、車重1490kg。新車価格：393万円。
車両協力：プジョー・ジャポン

どうかしら？
なだらかな曲線を描いて伸びるフロントピ

それに、この程度の旅行なら、オープンの
状態で、充分に荷物を積み込むことができる

ラーに、リアスタイルを印象付けるLEDのテ

そういえば、以前307CCで東北を旅したこ

というのも、このクルマの魅力。リアシートに

ールライト、空飛ぶ円盤を思わせる未来的な

とがありました。一週間を通して、街中や山

も荷物が積めるから、なにかと便利なんです

フォルムは、いつ見ても斬新。街ですれ違う

道、高速道路など、約2000kmを走破する長

よね。

と、ついつい目で追ってしまうほど。

距離ドライブだったけれど、とにかく疲れ知ら

クーペとオープン、2つのスタイルが楽しめ

ず。大きくて肉厚なシートは座り心地がいい

るのも欲張りだし、革をふんだんにあしらっ

し、スムーズな加速感が得られるという点に

そんな一週間の旅を通して、307CCに対す
る愛着が、日々強くなったんです。
「もう、このクルマ、買うっきゃない！」

4DOHC 16V（120ps・16.3mkg）
、GTに搭載さ

速報！プジョー207シリーズが日本上陸

れるのは1.6R直4DOHC 16V ツインスクロール
ターボ
（150ps・24.5mkg）
。ともに全域連続可変

99年に登場した206シリーズの後継モデル

207Cielo（シエロ）の販売がスタートする。

バルブタイミング＆リフトシステムを採用している。

となる207シリーズが上陸を開始した。先陣を

写真からもわかるように、206が持っていたプ

注目のサスペンションは、フロントが206のも

切るのは、3ドア・ボディと5段MTが組み合わ

レーンなイメージを捨て去り、エッジの効いたボ

のを進化させたマクファーソンストラット式、リア

される207GT。5月には、5ドア・ボディ＋4段

リューム感のあるルックスを手に入れているの

は307と同じ可変性クロスメンバーを用いたトー

A T の ベーシックグレードと装 備 の 充 実した

が印象的だ。フロントマスクはプジョーのアイコ

ションビーム方式となる。プジョーの伝統に倣
いもちろんダンパーは自社生産である。

たインテリアもゴージャス。ちなみに、電動ハ

おいても、まったくストレスを感じさせないク

ってね。でもね、前にコタツ付きの渡し舟に

ンになっている フェリーヌ顔 。まさに精悍に

ードトップはボタンひとつ、25秒で開閉完了。

ルマなんですよね。

乗ったことがあったけれど、あれ、最高に幸せ

なって登場した真打ちと言ったところだろう。ち

新車価格を紹介しておこう。ベーシックグレー

なみにボディサイズは、206より全長が195、全

ド：2 3 9 万 円 ／ C i e l o：2 6 4 万 円 ／ C i e l o

幅は70mm拡大された。ついにプジョーの 2

Leather：279万円／GT：264万円。日本／欧

も3ナンバーだ。

州の競合がひしめくBセグメント。激戦区での活

これなら、面倒なことも一切なしなんです。
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ストレスフリーの猫足

ボディサイズは3ドア／5ドアともに全長4030×全
幅1750×全高1470。インテリアは206シリーズよ
りぐっと大人な雰囲気に仕上げられているが、光り
ものを使ってスポーティ感も演出している。

山道では、スッスッとハンドルが切れていく

度が高かったんですよ〜。春とはいっても、

今の季節なら、友人や家族を誘って、4人でわ

感触が気持ちいいし、高速道路でアクセルを

まだまだ寒いし、シートヒーターが付いてたら

いわいお花見ドライブってのもいいなあ。満

踏みまくっても、実に安定感がある。80km/h

いいのに〜。いや、コタツ付きのオープンカ

開のサクラを見上げながら、クルマの中でお

までは、ほとんど風の巻き込みもなく、隣のダ

ーがあったら、それこそパーフェクト。

弁当をいただくってのも、風流でしょ。

ンナはスヤスヤと寝ていましたよ
（笑）。

プジョーさん、作ってくれないかな〜？

パワーユニットは、PSAプジョー・シトロエンと
BMWグループとの共同開発による2種が用意さ
れる。ベーシックグレードとCieloには、1.6R直

躍が注目される。また、今年中には認定中古車
も登場するだろうから楽しみだ。
Text：野田義彦／Photo：丸山博人
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Saab

900S
cabriolet

姿を見る機会はめっきり減ったものの、
初代サーブ900のカブリオレ・シリーズはいまだに根強い人気を誇っている。
その魅力は個性的なスタイリングにあるのか、
それとも独自の走行感覚なのか?
実際に走らせて考えてみることにしよう。

Text / Kouki Ishibashi［石橋幸樹］
Photo / Hiroto Maruyama［丸山博人］

およそオープンカーが根付きそうもないスウェ
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ントにこれほどの成長はなかったはずだ。

も インテリ が多かった。このあたり、ボルボ

いしはクーペなど）
を登場させるようになり、北

ーデンからリリースされたサーブ900のカブリオ

そもそもは、サーブ・スカニア社が北米で収

が「ドクターズ・チョイス
（医師が選ぶクルマ）
」
と

欧の中堅メーカーは一躍、ミーハー支持率の高

レ。その人気はワールドワイドで、同社の個性的

めた望外の成功が発端だったといっていい。ボ

してブランディングを行なったのと相通ずるもの

いブランドとしてマーケットの最前線に躍り出る

なブランドイメージを拡大するのに貢献したモデ

ルボとほぼ同時期、60年代後半から北米に輸

がありそうだ。

ことになった。

ルだといえよう。また、同モデルは最近流行して

出が開始されたサーブは、航空技術からのテク

サーブのイメージは次第に「リッチなインテリ

だが、ミーハーなのはあくまでイメージだけであ

いる4座サルーンをベースとしたオープンモデル

ニカルフィードバックという御旗の元、着実にユ

向け」
となり、若者たちに「スノッブな乗り物」
と

り、サーブのクルマ作りに対する姿勢には一点

の草分け的な存在でもある。今でこそ、ほとんど

ーザーの信頼を勝ち得ていった。また、北米に

いう概念を植え付けるのにもそう時間はかから

の曇りも生じることはなかった。ぶ厚い圧延材

のメーカーが4座カブリオレをラインナップするも

おける古くからの輸入車ユーザーというのは、た

なかった。すると、目敏いプロデューサーたちは

を惜しみなく使ったシャシーながら、車重を軽く

のの、サーブ900の成功がなければ、このセグメ

いていがアッパークラス。つまり富裕層で、しか

こぞって映画やテレビにサーブのカブリオレ
（な

仕上げるところなど、まさに航空機作りのノウハ
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Market Information
About Saab 900
初代サーブ900シリーズのデビューは1978年 ユニットがメインエンジンとして積極的に導入さ
のことである。前身の 99 同様に、エンジンを れたのが特徴だ。
縦に置いて前輪のみを駆動するという凝った

80年に、独立したトランクルームを持った4ド

FWDレイアウトを採用し、当初は3ドア／ 5 ド ア が、8 2 年 には 4ド ア の ホイール ベースを
ア
（日本未導入）
のボディバリエーションからスタ 200mm延長したCDが登場。そして、84年にデ
（上）スカットルが高く、やさしく包み込まれるような感覚の室内空間。
シートサイズもたっぷりしており、長距離での移動が苦にならない。
（中）最高出力：145ps／5600rpm、最大トルク：20.9mkg／3800rpm
のカタログスペックを持つ最大過給圧0.45bar の2R低圧ターボ。
（下）全長4680×全幅1695×全高1400mmなので5ナンバーとなる。
1992年式 900 S カブリオレ 走行距離：7.3万km／価格：94.5万円
車両協力：バランス Tel.045-475-5811

ートした。1937年創業のスウェーデン航空機株 ビューした2ドアセダンをベースに、ルーフを切り
式会社（Svenska Aeroplan Aktiebolaget： 取り各部を強化して仕立てられたカブリオレは、
SAAB）
を母体に持つこともあって、ターボ付き 86年より市販が始まり、93年まで生産された。

Market
900カブリオレ・シリーズは、全車ターボ付き に大きく分類することができる。市場で人気が
の1985cc 直列4気筒DOHC 16バルブユニット 高いのは、レザーシートが備わった前者で、中
を搭載するが、インタークーラーを装着したハイ でもブラックの外装色を持つ左ハンドル車が注
プレッシャー版の 900 ターボ16 カブリオレ

目されているが、流通の中心は91年式以降の

辛いかもしれない。もっとも、他社にはもっと

と、市街地でのドライバビリティと燃費を重視

S 。しかし残念ながら、絶対的な流通量は両

900シリーズの設計年次は40年近く前だという

狭いシートでも、4座を声高に謳うものもある

した低圧ターボの 900 S カブリオレ の2種 モデルともに少ない。

ージングは900シリーズを踏襲するため、4気筒

のに、この空力特性の素晴らしさには改めて脱

から、それらと比べれば900の後席は上出来な

■900カブリオレ・シリーズ中古車相場の目安

縦置きFWDレイアウトや、天井が高くアップラ

帽させられた。

部類である。

ウが発揮されている部分だろう。
また、オープンボディとなっても、当然パッケ

ところで、オープン化による車体剛性の低下

基本がよくできたクルマというのは、やはり何を

もそれほど心配するレベルではない。当初から

やってもキマるもので、オープンだろうと、パワー

900シリーズの開発にカブリオレが組み込まれ

アップだろうと、きちんと受け止め、本来の資質

ていたかは不明だが、シャシーやボディの鉄板

を失うことなく期待に応えてくれる。サーブ900カ

そして、今回の試乗で驚かされたのは、風切

は、まるでそれを見越したかのように充分なキャ

ブリオレは、そうしたモデルの筆頭であり、また現

り音の低さである。通常、オープンモデルでソ

パシティを持たされ、安っぽい軋み音など一切

在でも通用する性能も兼ね備えていよう。

フトトップを閉めて高速走行をすると、トップ付

発しない。

イトなポジションを自在にとれるところなど、数
多くの美点も共有する。

極めて上質な実用車
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バルーニングもほとんど起きていなかったのだ。

さしずめ、ちょっとしたヒストリックカーを趣味

近の気流で起こるバルーニング現象（ソフトトッ

さて、4座カブリオレといっても、4ドア版に比

のクルマとして所有しながら、900カブリオレを

プが外気の負圧で膨れること）
でかなりの騒音

べると900カブリオレの後席はそれほど快適性

普段のアシとしてガンガン乗る、などというのが

を覚悟しなければならない。ところが、前述の通

の高いものではない。エマージェンシースペー

往時の東海岸系スノッブをイメージできる使い

り驚くほど静かである上、天井に触ってみても

スではないものの、大人が二人乗るのは少し

方、ではないだろうか。

900カブリオレ・シリーズ

（単位＝万円）
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※ 実際の販売価格は走行距離やコンディションにより1台ずつ異なるので注意。

Advice
市況でも述べている通り、マーケットではハイ して水漏れやオイル漏れを引き起こす可能性が
プレッシャー版が人気だが、程度にこだわるの あるからだ。しかし基本的にメカニズムはタフな
であれば、900 S カブリオレもお薦めできる。セ ので、サーブ車に精通した整備工場で、アドバ
カンドカーとして使用され、屋根付きガレージで イスに従い定期的にメインテナンスを施してい
大切に保管されていた車両も少なくないのだ。

けば安心して乗り続けることができる。5ナンバ

サーブに限らずヨーロッパ車全体に言えるこ ーサイズに収まるこの贅沢なオープンにライバ
とだが、購入後は各部のゴム類の状態に注意 ルは見当たらない。
したい。最終モデルの93年式でも15年近い時 取材協力：バランス Tel.045-475-5811
間が経過しているので、配管やパッキンが劣化

Text：佐藤貴昭／Photo：丸山博人
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