狙い目！大穴モデル
「アルファは現行モデルも中古車で買ったほうがいい」とは、その昔からクルマ好きの間で囁かれてきた言葉ですよね。

それって真実。大正解です。認定中古車が市場の主導権を握ったいまも、信じられないようなバーゲンプライスのクルマが正規ディーラーの店頭を飾っている場合があります。
いや、ただしく言うとバーゲンプライスなのはクルマではなく特定のモデルということになります。そのモデルとは？ 例えばこの 2 台でしょう。
Text：石橋幸樹 Photo：松本高好

147GTA Selespeed
GT 3.2 V6 24V
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147GTA
アナログ気質のミラノ・ブラボー！
イタリア人、中でもアッパーな階層の人々に共

147GTA が、イタリアでもアッパーな人々にウ

搭載される V6 は今回の特集に取り上げられ

通する価値観として「エレガントか、そうでないか」

ケているのは、とりもなおさず「アルファ・ロメオ」

たユニットの中でも比較的設計年次が古いタイプ

というものがあるそうだ。

が作ったからであり、前述の少々ちぐはぐなパッ

で、吸排気制御などもアナログなセッティングが

そうした人々にイメージしてもらおう。大

施されている。そのためか、アクセルに対

衆的な 3ドアハッチバックボディのクルマ

するフィーリングや、トルクカーブはごくレア

に、分不相応な大排気量エンジンを詰め

でいて、ナチュラルなことこの上ない。

込み、スポーティな味付けをしたサスペン

つまり、エンジンを鳴かせてやろうとい

ションをセットする、そして、極め付けにゴー

う意思に対し、きわめて従順に応えてくれ

ジャスでシックなインテリアをおごったクル

るということ。3179cc の総排気量から、

マを。

250ps ／ 30.6mkg というスペックは今と

即座に「ノン・グラツィエ！」と、眉をし

なってはさほどのトピックではないが、1.4

かめられるのがオチではなかろうか。だが、

トンほどの車体を威勢良く走らせるには余

そのクルマに「アルファ・ロメオ」のバッ

りあるものだ。 特に、タコメーターの針が

ヂが輝いていたとしたらどうだろう。ミラノ

天辺を指すあたり（4000 〜 5000

の工場から軽やかなエグゾーストを響かせてかっ飛

ケージについても「アルファ・ロメオ」なら許され

rpm）の炸裂感は「官能」そのものと評して差

んできたら、果たして彼らはどのような反応を示す

てしまうのである。これが、VW あたりになると話

し支えあるまい。

のだろうか。答えは簡単だ。諸手をあげて「ブラ

は違ってきて「やり過ぎだ」くらいのことを調子よ

ボー !」と快哉を叫ぶに違いない。

くまくし立てるに違いない。

ただし、この官能を味わうためにはいつでも戦
闘モードなシフトチェンジが求められよう。少なくと

も 3500、いや 4000rpm 以下でシフトアップは
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いう欲望をなんらスポイルするところはなかった。

すべきでない。また、
エグゾーストノートに関しては、 り心地という言葉の断片は搭載されているが、ト

147GTA のともすれば野蛮なキャラに対し、この

たしかに「いい音」だが、国内メーカーの音振

ルクステアや轍に対するステアの乱れなどは「小

デバイスには嫌味のないインテリジェンスが感じら

担当者ならノイローゼになりかねないほど室内に

さいこと気にするな」と言わんばかり。このあた

れ、ひいてはクルマそのものにミラノの頭脳が計

侵入してくる。平たく言えば、いい音でも始終うる

り、147 生来の優れた資質がなければ、目も当

算し尽くした「答え」が秘められているかのように

さければ、それは「騒音」とさしたる違いはない、

てられないような代物が出来上がっていたに違い

感じられた。

ということ。

ない。

225/45ZR17 のタイアを履きこなすサスセッ

試乗中、何度となくトラクションコントロール

ティングも、旋回性能を殊更に重視するアルファ

「VDC」 の作動ランプが点灯したが、その介

のテストドライバーたちのおかげで、フラットでい

入は違和感もなく、ドライバーの前に進みたいと

Specification
車両協力＝アルファロメオ田園調布 アプルーブドカーセ
ンター
（04 年式アルファ 147GTA セレスピード・走行 3.2
万 km・価格 329 万円）Tel.03-3721-1565

て図太いコーナリング性能を手に入れている。乗

i

「ほらみろ、やっぱりアルファ・ロメオだからだ」
などと、イタリアのアッパーがニヤリとしているの
が想像できる。

エンジン _V 型 6 気筒 DOHC 3179cc 93.0 × 78.0mm 10.5：1 250ps ／ 6200rpm 30.6mkg ／ 4800rpm トランスミッション _6 段セミAT
_4200 × 1765 × 1430mm W ／ B 2545mm 1390kg タイア _225/45ZR17 新車価格 _459 万 9000 円

ボディ

ユーズドカー
・
マーケット情報＿ 156GTAと同じ3.2  V6 ユニットを搭載する147GTA の上陸は 03 年春。当初は 6 段 MT
（左ハンドル）
だけの設定だったが 04 年に 6 段シーケンシャ
ルのセレスピード（右ハンドル）
が追加されている。認定中古車の相場は 200 万円台後半がスタートラインで、セレスピードは MT の 30 万円高が目安。350 万円くらいの予算があ
ればかなり程度のいい個体が狙える。メガディーラーなら必ず 1 〜 2 台は持っているはずだから比較的探しやすいだろう。ボディカラーはやはり赤が多く、次いで黒が急速に勢力を
拡大しているもよう。
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GT
磨き上げられた大穴グランツーリスモ
華やかな魅力に事欠かないアルファ・ロメオの

スペシャリティクーペと呼ぶにふさわしいフィニッシ

写真で見るとスタイリングはややもすれば「ずん

ラインナップでも、ひときわその輝きに磨きをかけ

ングが見事である。さらに、低められたルーフライ

ぐりむっくり」した印象だが、実車は低いルーフラ

たモデルが、この「GT」ではないだろうか。もと

ンと、それに伴ってローライズされた四方のガラス

インと、張りのあるウェストラインのおかげで、力

もと、アルファ・ロメオにとって GT のイニ

感と安定感の双方に恵まれた「健康優

シャルは特別なもので、その系図を辿れば

良児」を思わせてくれる。 個人的な好み

「レジェンダリーモデル」の数々が現れる。

をいえば、テールエンドの造形がいくらか

今回の GT も、ブレラの登場（事実上の

寂しく、スポイラーでもつけたら華やかさも

後継モデル？）により国内マーケットでは

増すと思うのだが、どうだろう。

わりと地味な存在になりつつあるが、クル

走らせてみると、なるほど GT を名乗る

マとしては近年まれに見る出来栄えといっ

だけあり、重みというか安定感にあふれ、

ていい。

どこまでも走り続けたくなるような味付け。

成り立ちは、先代セダンの 156 をベー

ドライバーに重心の低さや、四隅にあるタ

スに、イタリアン・カロッツェリア「ベルトー

イアの接地感をダイレクトかつ繊細に伝え

ネ」がそのパッケージとスタイリングをアレ

てくれるシャシーは 156 とは別物といって

ンジしている。搭載されるエンジンは 2 の JTS

が作る空間がじつに心地よい。低められたシート

ユニットと 3.2  V6 の 2 種で、試乗した V6 モ

ポジションといい、この空間といい、ベルトーネは

デルは 6 段 MT のみの設定となる。
ベルトーネの仕事は当然インテリアにもおよび、

「スペシャリティ」の意味を知悉していると感心さ
せられた。

差し支えない。
この安定感はスポーティな走りにも効いている。
ノーズの入り方もリニアでドライバーの意のままだ
し、コーナリング中の荷重変化にも反応がすば

やい。1390kg という軽い車重が、
あらゆるフェー

イツ製のような精密感とは違い、ピストン、コンロッ

ズで奏功しているのだろう。

ド、クランクシャフトまでが一体化したかのような

惜しむらくは、ラゲッジスペースが見た目ほどの

アルファ・ロメオの V6 エンジンはこれまでにも

有機的なスムーズネスを感じさせてくれるのだ。ま

容量でないことくらい。リアシートを畳むことなくゴ

いろいろなモデルで味わってきたが、マッチングの

た、GTA のようにサウンドチューンを行なうことな

ルフバッグが積めるとふんでいたが、オーディオデ

よさ、チューンの精妙さに感銘を受けたのはこの

く、GTらしい抑えられたナチュラルな排気音も悪

バイスが一等地を占めており、惜しいところで積

GT が初めてのことだった。

くない。

めなさそうだ。白状すると、
これさえクリアできれば、

これまでの V6 だと 2000rpmくらいでは単に

70 年代に端を発するこの V6 も、すでに JTS

「回ってるな」くらいの感覚しかなかったが、この

ユニットにその道を譲ってしまったが、手をかけて

エンジンは吸排気系、ならびに燃焼制御を積極

熟成させることで、いまだ第一級のパフォーマンス

的に行なっているせいか、じつに活きがいい。ド

を発揮するのだと、あらためてアレーゼの底力を

Specification
車両協力＝アルファロメオ田園調布 アプルーブドカーセ
ンター
（04 年式アルファ GT 3.2 V6 24V・走行 1.2 万
km・価格 296 万円）Tel.03-3721-1565
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見せつけられた気がしてならない。

i

今のところ、もっとも真剣に購入を考えたいクル
マである。

エンジン _V 型 6 気筒 DOHC 3179cc 93.0 × 78.0mm 10.5：1 240ps ／ 6200rpm 29.4mkg ／ 4800rpm トランスミッション _6 段 MT
_4495 × 1765 × 1375mm W ／ B 2595mm 1430kg タイア _225/40ZR18 新車価格 _543 万 9000 円

ボディ

ユーズドカー・マーケット情報＿いま現行アルファのなかで最も大穴度の高いモデルが 04 年春に導入された GT かもしれない。基本的に 2 直 4 ＋セレスピードと 3.2  V6 ＋ MT
が用意されているが、注目は V6 モデルだ。認定中古車の場合、2 年ほど前までは 400 万円台後半の予算が必要だったものの、最近は初期型なら 300 万円台半ばで充分。よりスポー
ツ指向の強い 159 をベースとするブレラの登場と、2  JTS モデルには設定のあるセレスピードが用意されていないことも少なからず相場に影響を及ぼしていると推測できる。MT 派の
クルマ好きにとっては狙い目！
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