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Ａ型誕生 周年で振り返る

日産の

Look into the way of
Nissan Engine Development

た︑オースチン派生エンジンのＥ型︑Ｃ型も

した１・９ℓ
︵Ｈ型︶
を追加投入しています︒ま

秋にシリンダー・ボア︑ストロークを大きく

Ｇ型は１９６０年に新規投入され︑この年の

さんの指導によってＯＨＶ化されています︒

トヨタでは新型トヨペット・コロナで新開発

既に１９５９年に出しています︒それから︑

の大排気量版として１・９ℓのＧＢ３０型を

木村 プリンス前身の富士精密がＧＡ３０型

ＣＬ コンペティターというと︒

木村 日産創業時のオールドダットサン搭載

発エンジンではありましたがそんなに目新し

かなりオーソドックスな設計で︑Ｐ型も新開

ています︒この２つのエンジンは機構的には

エンジンＰ型︵直４ ＯＨＶ １・０ℓ︶を出し

エンジンの８６０㏄ 版であるＢ型︑その他に

ＣＬ

いものがなかったように記憶しています︒

ＣＬ 小排気量エンジンは︒

水平対向４気筒ＯＨＶの１・２ℓを開発して

１９６４年︵昭和 年︶を見てみますと︑自

次のタイミングとして４年後の

いたのですが︑この年に開発中止になったと
思います︒替わって水平対向２気筒のＯＨＶ︑

ンジンとして開発していて︑４気筒はフォル

木村 ブルーバードの下のクラスに入れるエ

ＣＬ 水平対向？

１／３の 万台となりましたが︑現実的には

年の３・５倍くらい︒その内乗用車はおよそ

動車生産台数はおよそ１７０万台︑１９６０

木村 そうですね︑その頃になると日本の自

動車業界は大きく変化してきていますね︒

クスワーゲン・ビートル︑２気筒はＢＭＷの
モーターサイクル︑あるいはＢＭＷのイセッ

まだまだ商用車が多かった︒日産の生産台数

およそ１／２の 万台でした︒全生産台数の

はおよそ 万台で約３倍となって︑乗用車は

ＣＬ ディーゼルは？

うち ％の約７万台が輸出されましたが︑マ

タを意識していました︒

木村 今でいうダウンサイジングのはしりの
ようなユニークなＵＤ３型と︑新三菱製のＫ

ーケットは依然︑国内が主でした︒生産台数

３１０型が増えたくらいでほとんど変わって

ＣＬ エンジンの開発状況は︒

いない状況でした︒

開発ラッシュの自動車開発黄金期

年︶

クラブライフ︵以後︑ＣＬと表記︶ Ａ型を
語るために︑まずは１９６０年︵昭和
からスタートしたいと思いますが︒
木村良幸氏︵以後︑木村と表記︶ １９６０
年︑日本の自動車生産台数が 万台で︑内乗
用車は 万台︒日産自動車はシェアが大体
％で 万台︑乗用車はその半分のおよそ６万
台で月産１万台という非常にささやかな生産
でした︒日産の全生産台数 万台のうち８％

ップは５トン積トラックのニッサン６８０型
が前年︵１９５９年︶にフルモデルチェンジ
し︑２トン積トラックのジュニアＢ１４０型
とキャブオールＣ１４０型が１９６０年にエ
ンジンを１Ｈ型から初代セドリックに搭載し
たＧ型へ変更︒中型乗用車ではオースチンの
後を受けてセドリック 型が１９６０年に登

トＡ１２０型が１９６０年にフルモデルチェ
ンジ︑小型乗用車では︑２１０型からフルモ
デルチェンジされた初代ブルーバード３１０
型が登場しました︒１９５９年とか１９６０
年頃というのは︑かなり大きくモデルチェン

Ｐ型が１９５９年に当時日産に招聘

されていた自動車技師のドナルド・ストーン

木村

ＣＬ エンジンは？

ジや新エンジン投入があった年だったんです︒
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の約１万台が輸出という感じです︒ラインナ

12

場しました︒小型トラックでは︑キャブライ

30

も後の５１０型のために︑１・６ℓと１・３ℓ
の開発に着手していました︒他にもオースチ

月の

ン系のＥ１型は後のＪ型となる排気量アップ︑

１３０型用に開発を進めていました︒

その６気筒版Ｊ２０型は１９６５年

ＣＬ まさに開発ラッシュ︒
木村 ええ︒さらにダットサン由来のＢ１型
に替えて１９６３年から東急機関工業製のＤ
型をキャブライトに載せたり︑１９６６年の
Ｂ 型に搭載する後にＡ 型になる新エンジ
ン開発もあって︑当時は非常に大変だったと
思います︒１９６４年には予燃焼室式小型デ
ィーゼル︵ＳＤ 型︶の投入とその６気筒化
開発にも着手していました︒
ＣＬ その頃のコンペティターは？
木村 プリンスが国産初のＳＯＨＣ となる
Ｇ７型を登場させました︒とても先進的なエ

ぞれ排気量アップに着手しています︒また︑

き︑Ｖ８の開発にも着手︑Ｈ型︑Ｇ型がそれ

ル５０型用に直６ ２・８ℓのＫ型の投入に続

木村

ブロック︑ハイカム式で５ベアリング式のク

８００㏄ を投入しましたが︑アルミ軽合金の

１９６３年にマツダ・ファミリアにＯＨＶの

ク ラ ウ ン ８ に 搭 載︒東 洋 工 業 が 前 年 の

でした︒トヨタも新開発の２・６ℓのＶ型を

ンジンで︑
﹁やられちゃったな﹂という感じ

後のＬ 型になる直６ＯＨＣや︑直４のＬ型

１９６３年のセドリック・スペシャ
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やはり１９６０年にパワーアップしています︒

エンジンイズム

Viva A series engine
Cerebrate 50years Anniversary！

も約３倍になりましたが︑設定車種はＳＰ

＜ A 型＞サニー B10 型に搭載され
1966年にデビュー。軽量、コンパ
クト、安価、信頼性を実現した日産
最多生産エンジン（写真はA10型）

35
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Well known Datsun Sunny which has contributed to grow up the Japanese Automobile industry is celebrating
50 years anniversary this year. Together with it, A series engine has left a mark not only
in the Nissan Engine Development history but also in the Japanese Automobile history .
Interview to Mr. Y. Kimura who was a Chief Engineer for developing VQ engine and assigned as
1st curator of the Nissan Engine Museum later on to dig up a development history of the A series engine.

６００㏄ エンジンの開発を始めました︒
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Ｅ 型を載せています︒

20

20

22

日本のマイカー時代の扉を開き、小型大衆車市場を牽引したサニーは
今年、誕生50周年を迎えた。サニーが時代の寵児として
日本の自動車産業に大きく貢献したことは多くの方がご承知の通りであるが、
搭載されたA型エンジンも日産エンジン技術のエポックメーキングであった。
今回はこのA型エンジンがどのような背景により産み落とされ
日産にどんな影響を与えたのか。
日産のエンジン設計を深く知り、VQ型エンジン開発主管や日産エンジン
ミュージアム初代学芸員としても活躍された木村良幸さんと紐解いていく。
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ム式だったんです︒ハイカムシャフトは当時︑

１・０ℓ ＯＨＶを出していて︑これもハイカ

木村 はい︒三菱重工でもコルト１０００用

ＣＬ かなり進んでいたということですか︒

ってから勉強するなんて手遅れなんですけど︒

したから︑僕達も随分勉強しました︒出ちゃ

ランクシャフトで随分と先進的なエンジンで

ＣＬ オペルの衝撃は大きかったと︒

計は新たに進められました︒

ままそっくり使い︑鉄のブロックと軽量化設

たりはアルミのブロックのときのものをその

木村 ピストン︑クランク︑コンロッドのあ

ＣＬ 再度︑新規に開発されたのですか︒

急ぎで乗り換えることになりました︒

なるし︑そのほうがいいんじゃないか﹂と大

だけれども︑いかにも重そうなブロックがで

でさらに僕の設計がまずかったこともあるん

だから︑ディープスカートのアルミブロック

非常にがっちりとした本体を作る考えでした︒

は﹁壊れないエンジンを作ること﹂があって︑

ッドは玉沢毅さんでしたが︑彼のポリシーに

なに軽くなかった︒本体系設計のグループヘ

のでとても質感が悪くて︑それと重量もそん

した︒

ださっていたのを見て︑救われた感じがしま

ブロックを鋳鉄製にした﹂と何かに書いてく

と後になって﹁原価低減を目的にシリンダ・

木村 当時の杉野重巳機関設計課長が︑ずっ

なっていますが？

ＣＬ 公式には﹁原価による﹂ということに

な﹂と思っていたんです︒

しなきゃだめだね﹂というのがあったと思い

さいエンジンの潮流としては５ベアリングに

木村 マツダの５ベアリング化で︑
﹁もう小

なり大幅な設計変更だと思うのですが︒

ングの限界を感じた判断なのでしょうか︒か

グ化したのは︑やはり先を見据えて３ベアリ

ＣＬ

ＣＬ ほう︒

齬がでる﹂とアドバイスされました︒

るな︒徹底的に研究をしなければどこかで齟

際の注意点として︑
﹁安易に良い所取りをす

ジニアだった戸田凱夫さんからも参考にする

は大いに参考にしました︒Ａ型のチーフエン

たので︑オペル・カデットの鋳鉄製ブロック

木村 当時︑Ａ型のブロックの設計担当でし

ことができなかったからダメになったのか

っちまった﹂と︒
﹁僕がいいものを作る

て鉄にするとなったときに︑
﹁あー︑や

きてしまった︒それで︑アルミをやめ

Ａ１２型になったときに５ベアリン

ます︒１９６５年のＨ 型は１・９ℓから２・

グ化をしています︒この頃が５ベアリング化

０ℓに排気量アップしたのを機に５ベアリン

そんなに目新しいデザインではなかった︒他

も優れていたけれども︑ハイカムシャフトは

木村 オペル・カデットは軽量設計面でとて

木村 僕はアルミブロックの設計担当でした

ァミリアを出していますよね︒

ＣＬ マツダはアルミブロックを採用したフ

社でもみんな使っていましたし︒

の始まりだと言えると思います︒

ブロックをアルミから鋳鉄へ
ＣＬ Ａ系のブロックは最初︑アルミで開発

されていたのですか︒

僕がみて﹁これかよ﹂という状況で︒反省し

ＣＬ え？

ているんです︒

木村 無理もないんだけども︑アルミブロッ

鋳物製で設計していました︒ところがオペ

クというのはダイキャストで作るからとても

きれいです︒ところが試作は砂型鋳物で作る

も軽くできるぞ﹂という話が出たんです︒そ

もっと軽くていいのが出来るし︑お金も安く

このあたりにルーツがあるのでしょうか︒

れで﹁鋳鉄ブロックで設計し直したならば︑

ル・カデットが出たことで﹁鋳鉄ブロックで

木村 はい︒第一次試作段階ではアルミ合金

が︑第一次試作を作った際にとても稚拙でね︒

Ａ型誕生 周年で振り返る

日産の
木村 後々調べてみると︑恐らく ％以上で

﹁技術の日産﹂の謂れ

木村 玉沢さん︑そして構造部品設計の大先輩

平対向２気筒があって︑１９６０年頃からブ

木村 日産のヒストリーでいえばアルミの水

なポジションだったと思うのですが︒

ＣＬ Ａ型が搭載されたサニーは本当に絶妙

には次のＬ 型︑Ｌ 型の開発がスタートし

えようという含みがありました︒１９６４年

その時点ではもうそろそろ次のエンジンに変

ンのエンジンが実は少し設計自体が古くて︑

は普通の直４で良いのでしょうが︑オースチ

木村 オーソドックスなＦＲだからエンジン

ＣＬ 新しいサニーにＡ型が選ばれたのは︒

ＣＬ クランク不具合で倒産とは！

んです︒

会社が倒産してしまった﹂と聞かされていた

レーム対策費が発生する︒そのことが原因で

交換になる︒エンジン交換となると巨額のク

ンクシャフトが壊れるということはエンジン

ンクシャフトが市場で問題を起こした︒クラ

木村 玉沢さんから当時その理由を︑
﹁クラ

ＣＬ １９６０年頃ですね︒

もそこから後は名前さえなくなってしまった︒

とか︒しかし︑その会社が突然潰れて︑しか

の２ドアセダンのボルクヴァルト・イサベラ

っていたんです︒セドリックくらいの大きさ

車メーカーで︑とてもかっこいいクルマを作

た︒ボルクヴァルトというのはドイツの中型

の悲劇を繰り返すな﹂というものがありまし

木村 玉沢さん語録の中に﹁ボルクヴァルト

りそうですね︒

ＣＬ 戸田さんのような﹁語録﹂が他にもあ

日産エンジン開発の教訓

標準設計になりつつあったのかもしれません︒

＜G型＞オースチン国産化の経
験を活かした戦後初の日産独自
開発エンジンで1960年セドリ
ック30型に搭載された

エンジンイズム
である杉野重巳さんは非常に慎重派で︑
﹁石橋

ていて︑後輩たちには伝えています︒だから昔

事実ではなかったのかなと思います︒だけど

は結構︑安全な方に振った設計をしていて︑少

玉沢さんは﹁壊れないように﹂という教訓と

も伝えられてきているのですか︒

し重めの設計をしていました︒最近は構造解析

を叩いてでもわたらない﹂なんて下々は言って

木村 具体的に﹁ボルクヴァルト﹂として話

が進んで︑電算機をいっぱい使うような設計が

いたくらいでした︒そういうのが僕らにも残っ

はしませんが︑本体設計と主運動設計の人達

できるからそんなこともありませんけれども︒

ＣＬ なるほど︒この話は木村さんの後輩に

には︑
﹁まかり間違っても不具合を出さない

て︑
﹁より軽くて小さいエンジン﹂と考え方を

1960年入社。本体系、主運動系の開発を主に従事。
発を主に従事。その後
その後、
の後 VQ型の開発主管として陣頭指
揮を取り、1995年から14年連続で米国Ward s誌「World 10 Best Engines」に選ばれる
などBMWでさえ成し得ない快挙を果たし「技術の日産」を世界中に知らしめた。日産エン
ジンミュージアム設立に尽力し、初代学芸員として日産のエンジン技術をハード・ソフト
の両面から研究し、幅広い知識と技術に裏打ちされた豊富な経験でその継承に努める。真
正面から、又は「さりげなく」窮地を救ってもらった部下は多く、一筋縄では行かないエ
ンジン開発の面々からは「仏の木村」との異名も。最近は太極拳で汗を流すのが楽しみとか

考え方が日産の中では少し抑えられたのかも

３１０型がとても評判がよかったので︑その

ようとしていたんだけれども︑ブルーバード

す︒当時︑国民車構想に日産も名乗りをあげ

ルーバードの下のクラスを模索していたんで

木村 ﹁日産はオースチンの１・５ℓのエン

ＣＬ なぜ？

と指導されたんです︒

んから﹁新型エンジンの開発はやめておけ﹂

ね︒でも︑１９５０年代の半ばにストーンさ

ンを使おうというのは考えになかったんです

ているので︑もはやオースチン派生のエンジ

ジンをショートストロークにした１・０ℓを

３１０型を出す際に︑フォルクスワーゲンの

ブルーバードに積み︑上はオースチン︑下は

よ﹂と︒でもそれはとても実用的な指導で︑

ように水平対向のリアエンジン・リア駆動

オースチン用のエンジンのトランスファーマ

︵ＲＲ︶という案と︑３１０型のようにフロ

ーバード３１０型のコンベンショナルなオー

シンを１・０ℓでも使えるようにするなどし

ブルーバード︑あるいは２１０型に積んで出

ソドックスなものが残りました︒３１０型の

ていくのが日産の身の丈にあった作り方です

評判がとてもよくて︑日産としてはかなり自

ＣＬ しかし︑いかんせん古いと︒

て︑かなり安く作れるようになりました︒

方開発をしていましたが︑最後の決断でブル

ＣＬ ３１０型の成功でサニーも企画された
ということですか︒

れていても︑それでも日産の人達は新しいエ

木村

オースチンのエンジンではなくて日産自前の

木村 ＲＲじゃないオーソドックスな構成で

エンジンとしてＧ型を設計して出しました︒

１９６０年に新しいセドリックを出すときに︑
１９６５年のサニーはフロントエンジン︑リ

ン ジ ン が や り た い と い っ て い た︒そ れ で

ア駆動︵ＦＲ︶でブルーバードよりも下のク

３ベアリング︑プッシュロッド式のＯＨＶと

も日本のマーケットでは切り開けるんじゃな

ラスを作ろうとしたのだと思います︒

い か と 思 っ た の だ と 考 え ま す︒だ か ら

ストーンさんに﹁やめておけ﹂と言わ

信を持っていたんじゃないかと思います︒

ントの縦置き水冷エンジンの２案があり︑両

し れ ま せ ん︒１ ９ ５ ９ 年 に ブ ル ー バ ー ド

16

して後輩に伝えていたのだと考えました︒

ように﹂というのはずっと言い伝えられ︑僕
ＣＬ

ゃったこともなくはないです︒
シフトしたのですね︒

Ａ型には﹁絶対に壊れない﹂にプラスし

も伝えてきました︒それでも僕が青くなっち

ＣＬ 日産エンジンの﹁絶対に壊れない﹂は

Yoshiyuki Kimura
木村良幸（きむらよしゆき）

13

50
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＜P型＞グラハムペイ
ジの水冷 L6 サイドバ
ルブエンジンを祖とし
1959 年に O H V 化し
680 型トラック等へ
の搭載でデビュー
＜C型＞過酷な使用
条件でも壊れない信
頼性を重視し、オー
スチンの1H型をベ
ースに開発。1958
年に生産開始

20

50

の燃焼室がバスタブ型に対してＧ型はくさび

どもＧ型はそうではない︒さらにオースチン

ートがオースチンはサイアミーズツインだけ

大して変わっていないんだけれども︑吸気ポ

なったんだと思います︒だけど︑
﹁ちょっと背

﹁日産のエンジンは凄いよ！﹂ということに

く感じが素晴らしかったんですよね︒だから

加速感が良かったのです︒本当にスーっとい

ートストローク型となり︑とても吹き上がり︑

ＣＬ いやいや︑先人の技術を自らの知恵と

中がかゆいね︑元はオースチンなんだよ﹂と︒

形になっていて︑燃焼が早くなって性能が出

ＣＬ ブルーバードのＣ型とサニーのＡ 型

作られていたのでしょうか︒

オースチンのエンジンを参考にＡ型が

59

のＣ型やＥ型は旧態化したと言われていまし

が登場していたこともあり︑オースチン派生

木村 国産化というのは単に工場がプレス技

のですね︒

ＣＬ オースチンから学ぶところは多かった

オースチンに学ぶ

た︒だからＡ型とオースチンのエンジンとの

73

㎜ があり︑下には ㎜ を作ろうとしていた
んです︒サニーのアルミブロック時代のエン
１９６０年から１９６４年くらいの頃はいっ

作もいっぱいやったからこそだと思います︒

68

ストローク ㎜ にしていたんですけれども︑

㎜ ︑ストローク ㎜ にしています︒
前田博正氏︵以後︑前田と表記︶ 従来と比

前田 木村さんもそうだし︑ＯＢの方々はみ

チンのおかげだと思います︒

らではなかったかと思います︒オースチンの

２１０型やブルーバード３１０型の大成功か

ような範囲やレーシングカーのエンジンまで︒

知なんですよ︒私なんかが趣味で調べている

じゃないかと思います︒

＜L型（4気筒）＞モータリゼーションの発
展からマイカー時代、排気規制対応、高性
能化と巧みに時代の要請に応え主力エンジ
ンとして日産を支えた（写真はL18S型）

型を例にすると︑戦闘力になるのは 年︑だ

木村 それは無いでしょう︵笑︶
︒大体︑ＶＱ

定していたでしょうか︒

投資を強いられますからね︒それを 年とか

ＣＬ エンジンを新しくするとなると莫大な

です︒
﹁燃費さえちゃんとしてればいいよ﹂と︒

年で償却すると考えると︑Ａ型は十分に元

次の世代に交代していく︒その時代によって

をとったということになりますね︒

なんていう潮流があるとシナリオも変
わってしまう︒ましてや電気やハイブ

ＣＬ 今︑ＶＱ型の話題が出ましたが︑木村

１０００のＣ型︑サニーのＡ 型やＡ 型は

頂いた歴代のエンジン︑例えばブルーバード

ただ︑
﹁技術の日産﹂と街で言われ︑高評価を

木村 技術面からいえばほとんどありません︒

たのでしょうか︒

ＶＱ型開発時にＡ型を参考にしたことはあっ

段々下がってくると︑
﹁そんな頻繁に変わら

リッドになって内燃機関の位置付けが

10

さんはＶＱ型の主管でいらしたわけですが︑

＜HR型＞ルノーとのアライアンスによ
り共同で企画・開発。国内、欧州のほか、
発展途上国向け車両の廉価エンジンとし
ても活躍（写真はHR12DDR型）

なくてもいいよ﹂という流れになると思うん

現在に続く日産らしさ

一同 笑！

けどライフとしては 年とか 年で︑そこで

10

も違っていて︑例えば今のダウンサイジング

20

12

日産のエンジンにはピストン︑コンロッド︑

ミ︑コンロッドはジュラルミンを使った﹂と︒

力軽く作った﹂とあって︑
﹁ ピストンはアル

ない重要なフレーズがあって﹁運動部分を極

書いたダットサンのレポートのなかに見逃せ

参考にした﹂と言われています︒後藤さんが

たエンジンですが︑これは﹁ベンジャミンを

ます︒後藤敬義さんが１９３０年代に設計し

木村 エンジン博物館に７型エンジンがあり

ＣＬ なるほど︒

ると思います︒これは日産らしさですよね︒

素直な吹け上がりで︑そこはＶＱ型も似てい

10

木村 Ａ型はＬ型と共に日産
の屋台骨を支えてくれたエン
ジンでした︒排気対策をやっ
ていたころは︑マンパワーと
お金を排気対策にシフトして
凌いだのだと思います︒エン
ジンの選択と集中じゃないけ
れど︑随分と絞っちゃったで
しょ︒でもその凌ぎに耐えう
るだけの素質を持っていたと

生産も最終的には南アフリカで

ジンを作られたんじゃないかなと︑私なんか

たものをフルに盛り込んで一番合理的なエン

しょうか︒そういうところで︑今まで勉強し

と次がないということもあったんじゃないで

なくてはいけないクルマで︑そこで儲けない

前田 サニーは日産にとっても大量生産をし

なのですね︒

ありますし︵笑︶
︒

には﹁オイルが無くても走れる﹂なんて噂も

前田 ﹁Ｌ型とＡ型は丈夫だ﹂と有名で︑中

ＣＬ それは﹁丈夫﹂という意味でしょうか︒

いんですよ︒

リカではたくさんサニトラが走っているらし

Ｎ１２００Ｐｉｃ ｋ ｕｐ ︶！ だからアフ

うです︒結果は見事︑総合９位︵ＮＩＳＳＡ

リーの出場が認められたいきさつがあったそ

Ａ型があって︑ＶＱ型に繋がってるんです︒

なりＶＱ型ではなくて︑途中にＣ型があって︑

ＶＱ型ができたんだと︒つまり７型からいき

て全体的に軽量︑低フリクション︑低燃費な

もピン径︑ジャーナル径が細くできる︒そし

コンロッドも軽くできて︑クランクシャフト

す︒ＶＱ型はピストンが世界一軽い︑だから

う伝統があるんじゃないかと僕は思っていま

はどういうものだったのでしょう︒

と思います︒

の伝統として今も受け継いでくれているんだ

んでいるものを︑後輩が日産のエンジン開発

木村 僕も含めて当時の人たちの体に染みこ

そういう伝統が活きてくると思います︒

ダウンサイジングターボもやり始めたので︑

前田 今のＶＲ型とかＨＲ型もそうですよ︒

も繋がってＶＱ型まで来ているんですよ︒

ＣＬ

年︒そんなロングライフを当時︑想

ＣＬ Ａ型エンジンというのは︑日産の中で

作っていたことで︑１９８３年のサファリラ

前田 そういえばケニヤでサニートラックを

えると本当に長寿命なエンジンでしたね︒

２００８年まで作られていましたね︒そう考

ＣＬ

気量を少しずつ上げながら１・５ℓまで︒

前田 そして排気対策の時代を経てからも排

１００万台︵１９７９年︶作りましたから︒

年間１１０万台︵１９７７年︶
︑Ａ型も年間

思います︒Ｌ型は６気筒と４気筒を合わせて

＜L型（6気筒）＞プリンス、トヨタの6気筒に対
抗し約9ヶ月で開発。写真のL20ET型は1979年
に日本初のターボエンジンとして登場し、その後
のターボ時代の幕開けを飾った

が後から見ると︑そういう感じが凄くする︒

ＣＬ Ａ型は満を持して作り上げたエンジン

＜7型＞ベンジャミンを参考に開発
され 1935 年ダットサン 14 型に搭
載。主運動部の軽量化など現代にも
繋がる先進的な設計思想が見られる

さらにフェザーエンジンのコンセプトと技術

計の基本でＶＱ型のコンセプトと合致します︒

くなっていいことずくめ︒これはエンジン設

木村 ピストンが軽くなると︑主運動系が軽

ＣＬ 確かに︒

あり︑なかなかのものじゃないですか︵笑︶
︒

れるというのは︑嬉しくもあり︑頼もしくも

木村 日産エンジン﹁らしさ﹂を今も感じら

進化しているのですね︒

ＣＬ 日産は真面目に基本に立ち返りながら

エンジンイズム

ークを約 ㎜ 縮めた ・０× ・０㎜ のショ

ストローク型ですが︑１・０ℓのＣ型はストロ

88

59

れたというのは︑そういう勉強をされたから

新しいエンジンをあれだけたくさん同時に作

木 村 ﹁ 技 術 の 日 産 ﹂と 言 わ れ 始 め た の は

50

１・５ℓエンジンは ・０× ・９㎜ のロング

なさんその頃の世界中のエンジンをよくご存

べるとかなりのショートストロークですね︒

Ａ型誕生 周年で振り返る

日産の

設計ができたんだと思います︒それはオース

サニーの設計やＡ 型︑１９６７年のＬ型の

ぱい勉強していたからこそ実力集団として︑

ジンは︑排気量８５０㏄ で計画し︑ボア ㎜ ︑

たち設計部の人達もいっぱい勉強をして︑試

術とかを勉強したりすることだけでなく︑私

術とか機械加工技術とか︑車体の組み立て技

そんなにたくさん作らないので︑ ㎜ の上は

関連はありません︒シリンダー径というのは

木村 僕が入社した１９６０年にＧ型

工夫で超えた日産エンジン開発の力ですよ︒

るという構想でした︒

10

はボア ㎜ ︑ストロークが ㎜ と同じですが︑

73

鋳鉄ブロックにしようやというときに︑ボア

10

56
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15

クランクシャフトと主運動系を軽く作るとい

木村良幸氏と共に日産エンジンミュージアム学芸員の前田博正氏に今回の取材にご協力頂い
た。両名から語られた日産、そして世界のエンジン技術についてのお話を誌面の都合で全て
紹介できないのが悔しい ! 今後、改めて本誌にて取り上げたいと強く思う。乞うご期待！

68

59

73

73

15

42

80
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＜VQ型＞基本を重視し各部品の機能を徹
底的に見直した「素肌美人」を目指し新開
発され、1994年より専用のいわき工場に
て生産開始（写真はVQ25DD型）

チェリーＦ Ⅱとは
上のため︑ボディサイズ︑ホイールベ

ースを拡大し︑デザインも一新︒ボデ

ン︑２ドアバンがラインアップされた︒

ィバリエーションは２ドアハッチバッ

また︑室内ではペダルの配置やステア

チェリーは１９７０年に初代である

売︒エンジンはサニーで定評だったＡ

リングの角度を改善して︑当時のＦＲ

ククーペ︑２ドアセダン︑４ドアセダ

型を横置きに搭載し︑小型軽量かつス

Ｅ 型が日産初の量産ＦＦ車として発

タイリッシュなボディで︑若者を中心

車に慣れたユーザーにも違和感を与え

な い よ う に 配 慮 さ れ た︒そ し て︑

10

に人気を博していた︒メカニズムも凝

っていて︑現代のＦＦ車では定石のエ

１９７８年に後継車であるＮ 型パル

サーのデビューをもって︑チェリーの

ンジンの横にトランスミッションを配

置したものではなく︑エンジンの下に

生産は終了した︒
古平さんと共に現車確認に余念がないクラブ員たち。パッと見は状
態が良さそうだが、開けてびっくり！ という可能性も……

トランスミッションを置く︵パワート

レーンの全長を短くするため︶
﹁二階

建て﹂レイアウトや︑リアサスペンシ

ョンにトレーリングアーム式を採用し

四輪独立懸袈とするなど︑今ではほと

んど見られない作りになっていた︒そ

の後１９７５年にフルモデルチェンジ

ュー︒パワートレーン︑サスペンショ

を行い︑Ｆ 型チェリーＦ Ⅱがデビ

ンなどは先代を踏襲し︑排ガス対策に

10

時代の波で消えた
幻のレースカー

今回レストアを行うチェリーＦ Ⅱ

クーペ ＧＸ Ｔのベースは︑チェリー

「イエロー」がイメージカラーだったチ
ェリーF-Ⅱだが、さらにスピード感が増
すようなカラーリングが施されている

Ｆ Ⅱのスポーティ・グレードだった

2

チェリーF-Ⅱ クーペ GX-Tにゆかりのある
方として招かれた古平さん。プリンスから
日産に至るまでレース活動に関わっていた

向けたエンジンベイの確保と居住性向

14

のメンバーによる概要の説明の後︑ゲ

ストである日産ＯＢの古平勝さんが登

ＧＸ Ｔｗ ｉｎ ︒１４００㏄ のＡ 型

壇︒古平さんはプリンス出身で︑第

して活躍されていた︒また荻窪工場で︑

エンジンにＳＵ型ツインキャブを装備

このチェリーＦ Ⅱ クーペ ＧＸ Ｔの

したモデルだ︒このＧＸ Ｔｗ ｉｎ を

オーバーフェンダーの採用や空力部品︑

制作を担当された方である︒古平さん

回日本グランプリでは社内ドライバー

ロールケージ等を追加し︑純レーシン

から︑当時のＦＦ車にありがちな強い

として参戦し﹁プリンス最速の男﹂と

グカーへとモデファイされた︒しかし

アンダーステアに苦労して︑リアタイ

当時のＴＳレースのレギュレーション

このレースカーは︑日本国内ではレー

に合わせてＡ 型に換装し︑ボディも

スに参戦していない︒当時︑日産は排

ロ ー・ヘ ッ ド の Ａ Ｙ 型︵ 幻 の エ ン ジ

ヤをどんどん細くして対応したこと︒

ン！︶もトライしたが︑ベンチテスト

他にも︑横置きのエンジンのためフロ

改造を経て１９７８年の﹁レースドニ

では良かったものの︑走ってみると良

気ガス対策に注力し︑人と予算をレー

ッポン筑波﹂で星野一義選手︑長谷見

い結果が得られずお蔵入りしてしまっ

スに割くことは難しく︑レース活動か

昌弘選手らによりデモンストレーショ

たことなど︑貴重な証言も飛び出した︒

ント側から吸気した方が理にかなって

ンランをもって終了した︒海外では１

最後に古平さんは﹁必ずまた︑元のよ

るからと︑当時開発中だったクロスフ

９７６年のニュージーランドのレース

うに走れるように直しましょう﹂とク

メージリーダー的な役割で︑幾度かの

に実戦参加し優勝するなど︑ポテンシ

ら撤退︒あくまでもチェリーＦ Ⅱのイ

ャルの高さを見せていただけに︑日本

ラブのメンバーにエールを送った︒

前後に装備されたオーバーフェンダーは数字に
するとわずか５センチの張り出しだが︑レーシ
ングカーとしての迫力を醸し出している

では幻のレースカーとなってしまった︒

暗中模索だった
ＦＦレースカー開発

レストアのターゲットは﹁ニスモフ

ェ ス テ ィ バ ル ﹂で の 走 行︑仕 様 は

１ ９ ７ ８年 の﹁ レ ー ス ド ニ ッ ポ ン 筑

波﹂となり︑この日いよいよプロジェ

クトが走り始めた︒
﹁名車再生クラブ﹂

トランクルームにはバッテリーや、スペ
アタイヤが収まる場所に燃料タンクがあ
り、簡易的な隔壁が付けられている

12

10

チェリーF-Ⅱ クーペ GX-T
レストアレポート

〜キックオフ編〜

2nd Generation Cherry F-Ⅱ Coupe GX-T restoration report
エンジンはTSレースに準じたチューニ
ングのA12型。ソレックスのキャブレタ
ーが純粋なレーシングカーの証だ

コクピットはスイッチの追加やメーター
が交換されている以外は、ノーマル然と
した様子。フロアに若干のサビが……

9,000rpmからイエローゾーン、10,000
rpmからレッドゾーンのタコメーター。
OHVのエンジンで10,000rpmは驚異的 !

リアスポイラーは小ぶりなものが装着さ
れているが、アルミとFRPの2ピース構
造の凝った作りになっている

左サイドスカート後端から顔を覗かせる
エキゾーストパイプ。排気ガスの煤が、
今にも走りだしそうに錯覚させる

最後にキックオフに参加したクラブ員が、古平さんら
を囲んで記念撮影。すぐに分解作業が始まり、レスト
ア完了まで長い戦いが続くとあって、笑みは少ない？
ニスモフェスティバルに向け一致団結だ！

日産と関係会社の有志が集い往年の名車を復活させる社内活動「名車再生クラブ」。

2016年のプロジェクトは「チェリーF-Ⅱクーペ GX-T」に決定したと聞き、さっそくキックオフ式に出向くと、
恒例の「ニスモフェスティバル」でのお披露目に向けて、長い戦い（？）が始まろうと熱気に満ちていた !
Unique in house volunteer s club Legend Car restoration Club has selected Cherry F-Ⅱ Coupe GX-T
racing version as their restoration programme 2016.
The kick off meeting was held in late June to start the programme aiming to complete the work by the end of November.
And then it will be demonstrated at the NISMO Festival in Fuji Speedway in December.

フロントスポイラーは板状の簡素な形状
となっている。ロゴの左右にはブレーキ
へ空気を導入するダクトが開く

Specifications
車名

CHERRY F-ⅡCOUPE GX-T

全長／全幅／全高

3,825／1,500／1,315㎜

ホイールベース

2,395㎜

トレッド（前／後）

1,270／1,285㎜

車両重量

785㎏

エンジン形式

A12

排気量

1298㏄

最高出力

107kW（145㎰）以上/8,500rpm

最大トルク

132Nm（13.5㎏m）以上/6,800rpm

トランスミッション

前進5速、後進1速

駆動方式

FF

サスペンション（前＆後） ストラット／トレーリングアーム
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ブレーキ（前＆後）

ディスク／ドラム

タイヤ（前／後）

210-525-14／185-525-14
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