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クルマ、それが3.6Rの996だ。

開化についていけなかった。ちょ

くちょんまげを切り、まったく新し

んまげを切る勇気がなかったと言

い911に生まれ変わろうとした996

ってもいい。

の前向きなあり方が、カッコ悪かろ

さらにシャシーも、軽いノーズが
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とはいえ、前記の3.4R評はあく
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と996の登場も大き

やり方 が 全 て 正し

分にイイからである。

主 旨なのだろうが、

な 印 象を抱 いてい

り生粋のポルシェら

すよね! コアなポルシ

ては、より気楽に付

な変化とは言えず、

かった わけ では な
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歴代のポルシェっ

通過点に過ぎない。大騒ぎしたの

く、常識的な改善も行なわれてき

られてきた空冷911を敵に回さなくて

の印象の差は、993から996のとき

うことで、かなり期待をしていたが、 ない。このレベルであれば、エンジ

ど、売れたということは世間のポル

てやっぱりピュアスポーツなところが

は販売関係者であり、それも大渦

た。そんな流れをつぶさに観察し

はならなかったからだ。

よりずっと小さいし、それだって、真

キャラクターが薄いというか、フォー

ンだって水冷だろうが油冷だろうが

シェ好きには受け入れられたというこ

あって、これ1台のファーストカーとし

相は前述のとおりだったのだから。

カスの甘いエンジンチューンで、あ

あまり関係ないだろう。

とだと思います。

て所有するのは勇気が必要でした。

なく好調を維持している状態では、 体験してきた我々の、職業的な見
勝った官軍の軍門に下るしかない。 方にしても個人差はある。と言っ
いずれにせよファン心理としては喜

て911という車は決して汎用な車

ばしいことには違いないのだろう。 ではなく、充分に個性的であるか
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しかし、05年に997が出たときに

間違いなく新世代モデル

ば

実は本質的にカ

の泰平を生きた私は、911の文明

素早く向きを変える911らしいハン

か

はカッコ悪いのか。
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911乗りのボクも太鼓判を押せる

送する役をポルシェ本社広報から仰

2007年の現在、この996をどのように捉えているのだろうか?

たしかに997はカ
ッコイイ。では、996

以降の996だ。注目ポイントは、300

シュトゥットガルトまで、試乗車を陸

高い人気を誇っている。
お馴染みのモータージャーナリストたちは、

れど。

ぼくも当時は、水冷オールニュー

911の登場を素直には喜べなかった。 3.4Rか3.6Rかは、御予算次第で
だが、いま考えると、それは主に雰囲
気の問題だったのではないかと思う。

996の購入を個人的に考えたこ

60歳になったらその時の最新のポ

人間元気なときばかりじゃありません

また、993から飛躍的に向上したシ

とはないが、手に入れるなら前述

ルシェオーナーになるのが夢だと高

からね。少々疲れたときでもつきあ

いちばん最近乗った997はターボ

ャシーも、キャパシティこそ増加した

の2モデルが本命。次点としてはタ

校生の頃から語っている私も、実は

える、そんな懐の深さを996は持って

ある。

まり感動しなかったと記憶している。

個人的には特別な関心もなく、930

らどの時代にも魅力的な車であり

ドアを閉めても、 バチャン という金

だが、996ターボよりまた速く、しか

ものの刺激性という面では物足りな

ーボのティプトロニックか、同じくタ

996嫌いじゃありませんでした。ティア

いたような気がします。それにポル

〜964〜996という変化の節目に対

続けた。996は今ではユ−ズド・

属音がしなくなったとか、エアコンやオ

もさらに扱いやすくなっていた。出る

かった。もちろん、これは、パーフェ

ーボのカブリオレ。いずれも見つけ

ドロップ型のオメメだって「ボクスター

シェは「コレが最新のポルシェ」です

し、993や997はマイナーチェンジ

ポルシェの主力商品である。それ

ーディオ操作盤に押されて、計器類の

たびに、性懲りもなく、よくなるのが

クトな秀才がクラスの中で浮いてし

づらいモデルながら、その分リセー

じゃあるまいし、911までな〜んか未

って言われちゃえば、あぁそうですか

程度にしか感じられない。911の本

も当然と言えるのは、それ以前の

領土が減ってしまったとか。実際、そ

911だけど、出るたびに、人の免許

まうようなもので、半分やっかみを含

ルバリューも高いと考えた。これら

来的になっちゃったなぁ」
と最初は思

ってユーザーを納得させるブランド

質を考えるならば、コンパクトなボ

911はもはや現役を退き、老後の

の後、993と初期型996を比較試乗

証点数残高をナンだと思ってるんだ!

んだ評価。

のモデル以外なら、993の最終モデ

ったけれど、見慣れてくればなかなか

魔力というか名前の力を持っている

ディにパワフルなエンジンを積んだ

生活に入ったと世間が判断したか

したところ、996ってこんなに993っぽ

と思わせるのが911である。その意

なので、GT3RやGT2といったネ

ルの方が楽しめるかもしれないし、

まとまったデザインじゃん! と思えた

と思うんですよ。だからあの時代の

高性能車、ゆえに動力性能の優れ

らではないだろうか。911はやはり

かったっけと感じた記憶がある。

味で、最良の911は、最悪の911な

イティブでレーシーなモデルになると

もちろん、997の新古車という手も

し、質感はともかく、モダンさを出そ

ポルシェは996でよかったんだと、今

た車、という認識に集約する。そこ

走ってナンボの車なのだ。

のである。

話は変わる。これらドライバーエイド

悪くない。

うとしたインテリアも、フレンドリーに

になっても思いますね。

認定中古車の資格がきれて、善男
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