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ファンが語る新型フェアレディZの
伝統と最新技術の融合

我らがフェアレディZ、
新章開幕

蘇る、俳優・伊藤かずえさんと共に30年を歩んだ CIMA

思い出を未来へ紡ぐエンジニア魂
P901活動で目指した「世界一」から更なる高みを目指して

日産名車再生クラブ

1990年 R32型スカイラインGT-R N1耐久レース仕様車 レストア・キックオフ式開催

何はなくとも
まずはかっこよさ

高賀茂哲弘さん︵以下︑
﹁高賀茂﹂

Ｚ ｃａｒ ｆｉｅｓｔａ事務局・

よ国内でお披露目となりました︒

Ｚ︵以下︑
﹁Ｚ﹂と表記︶がいよい

Ｌ﹂と表記︶ 新型フェアレディ

ク ラ ブ ラ イ フ 編 集 室︵ 以 下︑
﹁Ｃ

Our Fairlady Z, new chapter opening

と表記︶ ついに︑やっと⁝⁝︒

りです︑最高！ よくありがちな

﹁小寺﹂と表記︶ 私の中ではお祭

いましたが︒Ｓ は昭和 年に発

Ｌ型︵※エンジン搭載︶のＺを買

た︒結局４３２は高すぎて普通の

はない︒Ｚってそういうクルマな

タイリング︒こんなクルマ︑他に

イメージは共通してかっこいいス

未来から来たような洗練されたデ

売されたとは思えない︑ちょっと

小寺 Ｓ だけでなく﹁かっこい

んだよ︒

Ｚ︑本当に良かったです︒

﹁ かっこいい ﹂なんですよ︒新型

田﹂と表記︶ やっぱりＺはまず

ＦＡＳＴ・細田武さん︵以下︑
﹁細

やっと⁝⁝と感無量です︒

でずっと見ていましたから︑Ｚも

﹁宮田﹂と表記︶ ＧＴ Ｒを横目

置かれていた２４０Ｚを見るたび︑

ングセンターへ行く途中の店先に

小学生の頃︑通っていたバッティ

手健さん
︵以下︑﹁横手﹂
と表記︶

アルティメイトＺカークラブ・横

あるクルマだと思います︒

ザインがかっこよく︑Ｚらしさが

った頃も︑いざクルマに乗ろうと

こいい︒まだクルマに興味がなか

宮田 本当にＺは誰が見てもかっ

には︑やっぱり熱くなりますよね︒

彿とさせる新型Ｚのスタイリング

る魅力だと思います︒歴代Ｚを彷

い﹂はＺに代々続いていく共通す

Ｚの魅力は﹁かっこよさ﹂

クルマが今のＺ ですから︒

思った時も︑まずＺが思い浮かん

ＣＬ

ラインで作られていた昭和 年式

ですか︒
小寺 保育園時代に近所を走って

のＳ

学校５年生頃に流行した
﹁サーキッ

ん︵以下︑﹁久住﹂
と表記︶ 私も小

動がありました︒

には童心に戻ったような素直な感

っとかっこいい︒今日見た新型Ｚ

っこいい﹂と思ってから︑Ｚはず

つはＺに乗っている﹂と認識され

って言われる︒でもそれは﹁あい

他所だと﹁ まだ乗っているの？﹂

まればＺの話って普通にするけど︑

ょ﹂とわかる︒このメンバーで集

﹁ Ｚ ﹂と い え ば﹁ あ の ク ル マ で し

配の方も誰もがＺを知っていて︑

細田 しかも女性も子どももご年

っこ良過ぎですよね︒

僕のセーターはそのグリーンのイ

リーンに魅了されました︒今日の

通学路でいつも見ていたＺ のグ

ーリングも好きです︒高校時代︑

てよかったですよ︒僕はＺのカラ

横手 流れるウィンカーじゃなく

たね︒赤くする人が出そうだけど︒

高賀茂 サイドマーカーは白だっ

はテールレンズも良かった︒

細田 いきなり細部だけど︑新型

ト の 狼 ﹂の 影 響 で サ イ ド に

メージです︒

Ｚ ｃａｒ ｊ.ｐ・久住辰雄さ

﹁４３２﹂
と書いてあるプラモデル

ているってことでしょ︒ちゃんと

Ｓ

を買ってから︑大人になったら絶

細田 新型Ｚは色もよかった︒あ

︶
﹂のディテールなんてか

いる２４０ＺＧを子ども心に﹁か

45

覚えられているんだよね︒そして

30

31

し た︒
﹁

﹁かっこいいなぁ﹂と憧れていま

ｃｌｕｂ・宮田啓さん︵以下︑

44

45

だほど︒学生の時に初めて買った

Ｚ

30

ボ デ ィ︵ ※ ４ ３ ２ と 同

30

ともなく︑そのままでした︒

﹁コンセプトカーから落ちる﹂こ

Five months have passed since it was announced in the United States in
August 2021. Finally, the new Fairlady Z was announced in Japan. The
Fairlady Z club members, who are familiar with this magazine, were invited to
the "Tokyo Auto Salon 2022", which was the venue for the announcement,
on behalf of many Fairlady Z fans around the world. What they found on the
new Fairlady Z and the meaning of the car called "Z" through their eyes?

対に乗りたいと思い続けてきまし

31

A fusion of the tradition and the latest technology of the new Fairlady Z talked about by fans

ＤＳＣＣ中部・小寺猛さん︵以下︑

（1）歴代Zの伝統と405PSを発揮するエンジンの冷却を両立させたグリル（2）専用カラーのレイズ製19インチ
アルミ鍛造ホイールとイエローのブレーキキャリパー（3）大径マフラーとリヤにはディフューザー
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我らがフェアレディZ、
新章開幕
240台限定で2022年6月下旬に発売される特別仕様車「Proto Spec」

2021年8月にアメリカで発表されてから5か月。遂に日本国内で新型フェアレディZが発表された。
お披露目の場となった「東京オートサロン2022」には、世界中に多く存在するフェアレディZファンを代表し、
本誌でもお馴染みのフェアレディZのクラブメンバーが招待された。
フェアレディZの酸いも甘いも噛分ける彼等の目に映った新型フェアレディZ、そして「Z」というクルマとは……。
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ファンが語る新型フェアレディZの伝統と最新技術の融合

我らがフェアレディZ、新章開幕

の﹁イカズチイエロー﹂はミスタ
ーＫ仕様︵※片山豊さんのＺ︶を
彷彿とさせる色だったな︒しかも
ブレーキやシートにもイエローが
使われていて︒

まどきは多いけれど︑あのオレン

小寺 メタリックなオレンジがい

オレンジも凄く良かったよね︒

いうのもＺの魅力だと思うから︒

育てるというか︑仕立てていくと

だとつまらない︒自分のクルマに

と思いました︒ただ︑みんな同じ

高賀茂 黒のアクセントもさすが

高賀茂 カスタマイズドプロトの

ジにはやられました︒

宮田 新型ＺはＶ６ ３・０Ｌツイ

います︒

そんなところも魅力の一つだと思

﹁ 大 人 の 走 り ﹂っ て い う の か な︑

高賀茂

カイライン﹂とダットサンの﹁Ｚ﹂

す︒今︑日産にはプリンスの﹁ス

動車になってもいいと思っていま

ね︒ただ︑将来的にはＺは電気自

小寺 早く乗りたい︑楽しみだよ

ッションで走りたいよ︒

細田 私はまだまだマニュアルミ

いてよかった︒

ョンが与えられていたなど︑本当

はストラットで専用のサスペンシ

サスペンションとか︑しかもリヤ

ッドが主流だった時代に四輪独立

ＦＲ車といえばリヤはリーフリジ

っていた頃のクルマで︑当時まだ

久住 Ｓ は﹁技術の日産﹂を謳

ないかと︒

ナンバーワンになるのもいいじゃ

ＥＶになってもＺはＺ

ンターボエンジンのＶＲ ＤＤＴ
が残っているけれど︑このまま続

にいいクルマだと思いました︒そ

Ｚはパワーだけでない

Ｔ搭載で４０５馬力でしょう︒早

れに︑そうした高い技術の結果と

小寺

６速Ｍ／Ｔが用意されて

にでも一緒に出掛けてきました︒
サーキット走行でも筑波の最終
コ ー ナ ー で﹁ こ れ か ら 曲 が る
よ﹂って声をかけて一緒に曲が
っていく自分の相棒︑人生を共
にするパートナーだと思います︒
本誌編集長・日置和夫 操られ

﹁自動車﹂ではなく﹁自働車﹂だ

るのではなく︑操るんだよね︒

家族で温泉にも行ける︒サイズと

と︒どんなに技術が進んでも人

たらたしてくれるのがＺ︒だから

宮田 私たちに感動を凝縮しても

たね︒

宮田 私は生活すべてがＺに絡ん

思います︒

なり合っているのがＺらしさだと

の歴史と共に自分の歴史が深く重

くご存知だと思うけれど︑そのＺ

久住 Ｚ自体の歴史はみなさんよ

次のＺはきっとＥＶだと思うけれ

Ｚの繋がりだもの︒まさにマイラ

合ったし︑仕事もＺだし︑仲間も

でいますよ︒かみさんもＺで知り
細田

Ｚは語り継いでいきたい
クルマなんだ︒Ｚ でカタログ落

Ｚが出てくると思います︒

ど︑それでも日産にしか作れない

しさを片山さんはおっしゃってい

間が操る︒そういうクルマの楽

か動力性能とか︑ライバルと比較
すると色々と思うところがあるか
もしれないけど︑クルマを家族と
して迎えるような感覚がＺにはあ

Ｚ は﹁ 非 日 常 ﹂で は な く︑

ります︒
久住

本当の﹁日常のスポーツカー﹂な

片 山 豊 さ ん が よ く﹁ 快

んだと思います︒
高賀茂

走﹂っておっしゃっていたじゃな
い︒家族のようにいつも一緒で︑

CARAVAN MYROOM CONCEPT

いて行くためにもこの二台には進

ARIYA

化をし続けて欲しい︒ＥＶでＺが

NISSAN KICKS COLUMBIA EDITION

く新型Ｚに乗りたいですね︒

AURA NISMO

らせていきたいというか︑走らせ

ど復活したじゃない︒やっぱり走

ちして一度途絶えてしまったけれ

宮田 クルマの中の方が家よりキ

か︑そんな感覚もあるよね︒

細田 お気に入りの部屋とか服と

イフ！

私は中古で当時 年落ちのＳ を

久住 Ｚの凄さは人との繋がり︒

レイですから︒

ていかなければならないクルマだ
ったんだよ︒

Ｚが繋ぐ仲間たちとの縁
高賀茂 Ｚには長い歴史があるか

買い︑やっと 年程ですが︑これ
までもこれからもＺで繋がった仲
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TOKYO AUTOSALON 2022

宮田 ﹁４３２Ｒ﹂のイメージ︒

して︑レースでもラリーでも活躍
したというのが凄い︒どちらか一
方でなく︑こんな生粋のスポーツ
カーの格好で泥でも強いんだから︑
子ども心にも﹁かっこいい﹂と思
っちゃうでしょ︒だからＺにはそ

NISSAN GT-R NISMO

らね︒

横手 健さん

とても大切なもの︒長く乗れるク
ルマであることが︑世界中でＺが
愛されるクルマである理由なんじ
ゃないかな︒
宮田

片 山 さ ん の サ イ ン﹁ Love
﹂
︑あ
Car, Love People, Love Life
れが全てだと思います︒私のＺ

は最新モデルと比べればシャシー
剛性も安全性も劣るけれど︑どこ

CARAVAN MOUNTAIN BASE CONCEPT
Z31 club
宮田 啓さん
DSCC中部
小寺 猛さん
S30 Z car.jp
久住辰雄さん

細田 武さん
FAST

アルティメイトZカークラブ

Z car fiesta事務局
高賀茂哲弘さん

「Zの父」
、Mr.Kこと片山豊さん。
片山さんがZを通して伝えた人とクルマ、
Zへの想いは新型にも引き継がれている

30

ういう進化があって欲しいです︒

Nissan Z GT500

17

本誌編集長

宮田 Ｚで毎日コンビニに行くし︑

新型FAIRLADY Z

33

１年ぶりの開催となった「東京オートサロン2022」
。最も注目を浴び、
大きな話題となった新型フェアレディZを中心に、日産はコンセプトカ
ーやレーシングカーなど、幅広いラインアップで出展した。
2021年8月にワールドプレミアした新型フェアレディZの日本仕様を
、
公開したほか、240台限定で2022年6月に発売予定の「Proto Spec」
伝説のZ432Rを彷彿とさせる「フェアレディZ カスタマイズドプロト」
を同時に披露。その他、2021年10月にマイナーチェンジとなった新型
キャラバンをベースにクラシックな山小屋を思わせるデザインに可動式
太 陽 光 パ ネ ル 等 を 装 備 し た「C A R A V A N M O U N TA I N B A S E
CONCEPT」、アウトドアブランド・コロンビアとコラボした「KICKS
「NISSAN GT-R NISMO Special edition」の
COLUMBIA EDITION」、
2022年モデル、2022年シーズンからSUPER GTシリーズGT500クラ
スに参戦する「Nissan Z GT500」などが展示された。
（1）VR30DDTT型エンジンは最高出力298kW（405PS）
、最大トルク475N・m（48.4㎏f・m）を発生
（2）松田次生選手と共同開発したメーターを設えるインパネ（3）ボディカラー同様イエローが光るインテリア

30

日置和夫

31
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東京オートサロン2022

我らがフェアレディZ、新章開幕

間たちとの関係は続いていくと思
います︒Ｚに乗っていなかったら
仲間たちとの繋がりはなく︑人生

代で就職して︑私にとっ

も変わっていたと思います︒
細田
てはとんでもなく高値の花だった
Ｚを購入したんだけど︑その取っ
掛かりとしてクラブがあった︒も
しクラブがなかったら単に﹁いつ
かはクラウン﹂という感じで︑今
のＺと共にある人生は送れていな
かったと思います︒
横手 僕は２４０Ｚに乗って７年

なので︑みなさんは自分の父親

目ですが︑僕世代のＺといえばＺ

世代です︒そんな子どものような
僕と一緒にお話しをしてくださっ
たり︑長くＺに乗られた経験から
アドバイスをくださったり︒それ
がとにかく楽しいんです︒本当に

小寺 長く乗ってりゃ偉いって訳
小寺 最近のクラブの傾向は︑昔

うのがいい︒

Ｚのおかげだと思っています︒

じゃないけどさ︵笑︶
︒

たりするからね︒

けれど︑また色々な形で戻って来

ながらのメンバーの復帰︒親子で

すね︒

小寺 クラブはクルマとクルマだ

Ｚに乗り出すこともあります︒

細田 きっかけはＺだけど︑クル

宮田

確かに︵ 笑 ︶
︒でも若い

マから降りても繋がっているとい

ド﹂だと思います︒何者にも代え

高賀茂

けの繋がりではないですから︒ツ

がたいクラブ︑仲間にＺがあるの

人たちのサポートも︑クラブのよ

ーリングで話すのはクルマの話だ

だと思います︒

高賀茂 家庭の事情なんかもある

け で な く︑仕 事 や 家 族︑
﹁ 最 近︑

日置

うな人の繋がりでできるといいで

糖尿になった﹂といった病気の話

駄々こねられてもかわいい︒

かね︒
﹁ そんな遠くまでよく行く

だけど︑あの感じはなんでしょう

ーロッパやアジアもあるよね︒フ

ないかな︒アメリカだけでなくヨ

関係が築けているのはＺだけじゃ

ェイスブックのコメントに英語で

な﹂と言われるけれど︑Ｚなら全
く問題ないですよね︒

たということもありました︒

返したら︑英語圏の人じゃなかっ

横手 オーストラリアに行った際︑

歳近いマイク︵※アメ

リカ最大のＺクラブ会長で通称

たまたまＳＰ／ＳＲのミーティン

高賀茂

﹁マッド・マイク﹂
︶が十何時間Ｚ

グが開催されていたので︑拙い英

や っ ぱ り 相 棒 だ か ら さ︑

Ｚ は﹁ リ ア ル コ ネ ク テ ッ

をするのが普通︒私のクラブで最

高賀茂 まぁ︑駄々のこねられ方

に乗りっ放しでも大丈夫なんだか

我々はガッチガチのローンで最初
は買っていたけど︑それが今の若
い人にできるかな︒
高賀茂 当時は勢いっていうのも

万円で

あ っ た じ ゃ な い︒今 し か な い！

私だって手取り

みたいな︒
細田

横手 買いやすい値段であって欲

いけど︑やっぱり高いのかなあ︒

べると新型Ｚは安い方かもしれな

高賀茂 そういう意味では他と比

かけて買ったから︒

５万円がローンだったもん︒人生

10

高齢は 才の方ですが︑その方も
クルマに特別詳しくはないけれど︑

ら︑アメリカ人って凄いよね︒だ

語で話しかけて︑そのまま友達に

やタイミングにもよりますが
︵笑︶
︒

けど︑こういう共通する部分︑価

なってしまいました︒

クラブが楽しいと言ってくれる︒
きっかけがＺだったということだ

値観とか︑そういうのが僕らＺフ

小寺 Ｚって本当に楽しいから︑

写真：バージョンST

Ｚファンに共通する
価値観

もっと若い人に乗ってもらいたい︒

Z33型 2002-2008

けです︒

写真：Z432

ークショーが行われた。
トークショーの中では、田村さんが一番
こだわったという「後ろ姿」で、リアフェ
ンダーの造形を5回もやり直したというエ
ピソードや、機能に裏打ちされたグリルの
解説。さらに、
「レーシングカーのテイス
トを取り込みたい」という田村さんからの
リクエストに応え、松田選手が開発に携わ
ったインストルメントパネルの解説を、実
際の手書きデザインラフを示しながら行う
など、興味深いトークが繰り広げられた。
写真：フェアレディZ

（1）スパルタンなイメージのオーバーフェンダー（2）専用19インチアルミホイールに
ホワイトレタータイヤを装着（3）フロントグリルもフロントバンパーと共に専用設計

ァンにはあるよね︒

写真：300ZX Version R 2by2

日置 自動車っていうのはそうい

写真：280Z 2シーター

小寺 アメリカと日本でこうした

Z32型 1989-2000

小寺 リビングにいるよりＺに乗

S30型 1969-1978

「東京オートサロン2022」日産ブースで
はフェアレディZのアンベール・イベント
として、モータージャーナリストの河口ま
なぶさんの MC で 2 部構成のアンベール・
イベントを開催。第 1 部では K O N D O
RACING TEAM監督の近藤真彦さんと日
産自動車社長兼CEOの内田誠さんが登壇
し、二人のフェアレディ Z 愛が披露され、
第2部ではフェアレディZ・チーフプロダ
クトスペシャリストの田村宏志さんとレー
シングドライバーの松田次生選手によるト

Z34型 2008-

伝説のZ432Rを彷彿とさせる「FAIRLADY Z CUSTOMIZED PROTO」

写真：300ZX

っている方がリラックスできるん

Z31型 1983-1989

う側面があるからね︒人生の一つ

S130型 1978-1983

だよね︒

歴代フェアレディZ

現役レーサーの
理想が現実に

20

80

80
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我らがフェアレディZ、新章開幕
こともポイントだから︒

宮田 Ｚって庶民のクルマである

行くようにしてもらえると嬉しい

かけ続けてＺの良さが年々増して

ただけでなく︑育て上げる︑手を

高賀茂 日産には生み出してくれ

形ではなく︑マイナーチェンジが

細田 継続は力なり︒今回が完成

ートされると良いですね︒

いたけど︑そういう風にアップデ

はエンジンまで載せ替えたりして

出たり仕様が良くなったり︑最後

の時は１年ごとにイヤーカラーが

ながりができて︑ますま

絆︑Ｚを通じた新しいつ

化と共に︑Ｚと自分との

ように︑新型Ｚもクルマ自体の進

高賀茂 これまでの歴代Ｚと同じ

続けてもらえたら︒

宮田 ＺはＺの世界をもったまま

るようにして頂けたら嬉しいです︒

がら︑次のＺにバトンタッチでき

田村 宏志

33

フェアレディZ 主要諸元（日本仕様）
フェアレディZ
エンジン

フェアレディZ

フェアレディZ

Version S/T

Version ST

フェアレディZ

これからも進化を
続けてほしい

日産自動車株式会社
チーフ・プロダクト・スペシャリスト

Proto Spec

VR30DDTT 3.0L V-6 ツインターボ

最高出力
（kW＜PS＞/rpm）

298（405）/6400

最大トルク
（N・m＜kgf・m＞/rpm）

475（48.4）/1600-5600

期間限定

新型フェアレディZ
詳しい情報はこちらから

トランスミッション 6速マニュアル or マニュアルモード付フルレンジ電子制御9速オートマチック（9M-ATx）
全長

（㎜）

4380

幅

（㎜）

1845

高さ

（㎜）

1315

ホイールベース（㎜）

2550

しいですね︒僕らもがんばって買

小寺 新型Ｚが登場することで中

あってフルモデルチェンジがあっ

す楽しくなりますね︒発

日産はいつも人とクルマのより良い関係性をご提
案させて頂きたいと思っています。
そしてそのクルマとの絆を感じて頂きながら、人と
人との絆をもより深め育てることができるよう、
これからも微力ながら邁進させて頂きます。

うので︑存在︑価格含めてやはりＺ

古車のＺも売れるだろうし︑新し

ですね︒

て︑その間にステップアップやニ

売が待ち遠しいです！

た全ての仲間達に心から感謝申し上げたいです。

は身近なクルマであって欲しい︒

いＺファンの層もきっと出来るで

小寺 まずは﹁開発してくれてあ

スモバージョン︑オープン⁝⁝と︑

この場をお借りして、根気強く声を挙げ続けて頂
いたZファンの皆様、そして新型開発を支えてくれ

しょう︒新型Ｚが出てクラブもさ

うまいタイミングで出して頂きな

とても長く険しい道のりでしたが、ファンの皆様の
新型を出して欲しい という想いにようやく応える
ことができ、正直ホッとしています。

りがとう！﹂です︒そして︑Ｚ

新型フェアレディZ発表の喜びを皆様と分かち合う
ことができ、大変嬉しく思います。

らに活性化していきますよ︒

フェアレディZファンの皆様、
日産ファンの皆様

https://www3.nissan.co.jp/
vehicles/new/z.html
※数値は社内測定値

ただ錆はほぼなく︑中身の程度は

はくすんでボケているクルマだと︒

プレー塗装されていて︑パッと見

風間 正直︑ご自身でボディをス

ＣＬ レストア前の印象は︒

して欲しいとのことでした︒

のアンテナが車外にあるのを改善

ガラス︶のため︑ＥＴＣやＧＰＳ

さないフロントガラス︵熱線吸収

ネス劣化が激しいこと︑電波を通

売店からはエンジンルームのハー

を何とかして欲しいと︒そして販

類に分かれてしまったので︑これ

を交換した際︑ドアのキーと２種

したが︑イグニッションスイッチ

風間 基本的にお任せいただきま

藤さんからのリクエストは？

ＣＬ 思い出もありますよね︒伊

ＣＬ 一番の苦労は︒

しました︒

に換え︑車内にアンテナ類を移設

ラスは電波を通す一般的なガラス

その程度です︒そしてフロントガ

左右の隅を一部作り直しましたが︑

ました︒そこでリヤフェンダーの

れていた為︑妙な具合になってい

ルランプの端はパテがかなり盛ら

いっていい程ですが︑リヤのテー

していました︒錆はここが唯一と

板金してあり︑そこから錆が進行

風間 左右ともリヤフェンダーが

1993年、株式会社オーテックジャパ
ンへ入社。
「一品架装」と呼ばれる特
殊車両を作る部署で活躍。日産ヘリテ
ージコレクション（座間）のN10型パ
ルサー、E20型キャラバン、430型セ
ドリック、R382等のレストアにも携
わる。現在は生産技術・製造部 製造グ
ループに所属。プライベートでは家庭
菜園とオートバイで行く林道ツーリン
グを楽しむのが専らとのこと。

ンも一度交換されていて調子が良

記︶ ありがとうございます︒伊

風間之雄さん︵以下︑
﹁風間﹂と表

がりですね︒

﹁ＣＬ﹂と表記︶ 素晴らしい仕上

日産クラブライフ編集室︵以下︑

の装飾品等を含めた部品は綺麗に

り新品部品を︑そのほかの内外装

止まる﹂に関わる部分は可能な限

するのではなく︑
﹁走る・曲がる・

とです︒ただ単にすべてを新品に

風間 もちろん新車に近づけるこ

ＣＬ レストアの目標は︒

各部を扱われていると感じました︒

的な箇所はほとんどなく︑丁寧に

みや文字のかすれはあっても致命

の擦れ方やスイッチ類も多少の傷

ムなどの劣化︑またハンドル表面

系は大丈夫という印象でした︒ゴ

スミッション︶
も滑りがなく︑機関

ＣＬ ボディは︒

ーバー４本を新品に交換しました︒

コンプレッサーとショックアブソ

では左下がりになっていたので︑

らしい車高の不具合︑このシーマ

ており︑さらにＹ 型によくある

スのコンプレッサーから異音が出

た︑足回りは入庫した際にエアサ

交換部品を新品にしています︒ま

インジェクター等︑消耗品や定期

をバラさず︑タイミングベルトや

た結果︑問題がなかったため全て

ミッションは細かなチェックをし

風間 今回はエンジン︑トランス

ＣＬ いよいよレストア開始︒

貼ったで何とかなるけれど︑樹脂

ません︒結局︑鉄板部品は切った︑

形がきちんとしていなければでき

は作らないといけないので︑元の

すが︑３Ｄプリンターでもデータ

ターで作り直したら﹂と言われま

形状をしています︒
﹁ ３Ｄプリン

リップの爪などは今よりも複雑な

を多用するようになっていて︑ク

ました︒シーマ位の年代から樹脂

ファイバーを当てて塗り︑補修し

ように繋ぎ合わせて裏から樹脂と

それらの破片をジグソーパズルの

なく見えましたが中が割れていて︑

巻いてあるのですが︑外観は問題

のトリムで︑樹脂の成型品に布が

藤さんも随分と喜んでくださって︑
再生して戻すことにしました︒

単なる部品交換にはしない

本当によかったです︒

の内張りなども張り替えました︒

この生地でシートのみならずドア

しく生地を作り直して頂きました︒

トで柄を再現する技術によって新

い︑さらにセーレンさんのプリン

リサイクルし易い現在の素材を用

手触りが良く耐久性もあり︑且つ

での再現ではありませんが︑より

は全く同じウール１００％の生地

ウール１００％ということ︒今回

ーバーが劣化でバキバキになって

ン吹き出し口の運転席側にあるル

めました︒またインパネのエアコ

スのプロに助言され︑泣く泣く諦

ら手を付けない方がよい﹂
とガラ

手に入らず︑﹁劣化が進んでいるか

スを外したかったのですが新品が

風間 ボディ塗装の際にリヤガラ

などはありましたか︒

ＣＬ 諦めざるを得なかった部分

いただきました︒

で新たに強度試験の上︑納品して

風間 お披露目展示の終了後︑納

ＣＬ 伊藤さんとお話は︒

できました︒

ルミホイールで︑４本とも新品に

やすいところで流用できたのはア

ありませんでした︒唯一︑わかり

も異なるなど︑意外と共通部品が

心地を重視していたのでバネなど

変わっており︑またシーマは乗り

く初期型とはインパネの形状など

が︑最終型のＹ はセダンしかな

風間 私もそう思っていたのです

が流用できそうに思いますが︒

トアにも活かしました︒このシー

風間 すべての履歴を調べてレス

ＣＬ 作業に役立ったのでは︒

あったのですが︑散弾銃で撃たれ

足りず追加分がホチキスで留めて

ました︒整備手帳にある用紙では

っていまして︑ 枚程になってい

車の時からの整備記録がすべて残

防整備が大事です︒そうそう︑新

す︒本当にダメになる前の処置︑予

心して乗っていただけると思いま

んでの定期点検をして頂ければ安

風間 これまで同様︑販売会社さ

そうです︑
﹁ 触ってごらん

ＣＬ シートベルトも︒

いて︑それも新品が手に入らず︑

車の際にご本人とお話しさせて頂

次の 年も太鼓判

31

にビニールレザーといった構造が
多くやりやすいです︒

変な言い方ですが︑
﹁ カバ

ＣＬ 高級車ということも？
風間

風間 肌に触れる部分は新品が気

補修もできず︑それが心残りです︒

思います︒

機会があればぜひやってみたいと

くださったので︑大変ですがまた

した︒伊藤さんがあれだけ喜んで

ートも頂き︑本当にうまくいきま

ーマはやり易く︑また周りのサポ

にやらせて頂いたことで今回のシ

風間 私自身が楽しんで思う通り

あったらやろうと思いますか︒

ＣＬ また同様のプロジェクトが

のに重要なことだと思います︒

ておくのはクルマを維持していく

マに限らず記録簿にきちんと残し

ァイルにきれいにして戻しました︒

で︑記録簿もホチキスを外してフ

たようなボロボロの状態だったの

60

ーのカバー﹂とか﹁何故ここにカ
ーペット？﹂とか︑高級車ならで
はの作りで︑その部品の修復︑清
掃︑再生作業には随分とかかりま
した︒そもそもカーペットも毛足

持ちいいじゃないですか︒だから

樹脂の劣化が激しく補修と取り付

30

が長く︑お屋敷の絨毯のような高
級感で︑外して持ち上げたら大衆
車と比較すると有り得ないほど重

シートベルトは取り替えたかった

板金、塗装に加えエンブレムも交換されて美しく蘇ったCIMA

かったです︒今回︑シート生地も

のですが部品が出ず︑オートリブ

31

きました︒

1988 年 1 月、Y31 型セドリック／グロリア
の上級モデルとして登場。センターピラーレス
の 4 ドアハードトップモデルで、V 型 6 気筒の
VG30DE／VG30DETエンジンを搭載。電子
制御エアサスペンション、セミトレーリングア
ーム式サスペンションを採用し、美しいスタイ
リングだけでなく上質感溢れる走りで人気を博
し、国内の経済事情、市場の高級志向を背景に
「シーマ現象」と呼ばれる社会現象を起こした。
今回レストアした伊藤かずえさんのシーマは
1989年8月のマイナーチェンジ後、1991年ま
で生産された後期型モデルで、最上級グレード
の「タイプⅡリミテッド」
。

けを何度も試みましたがどうして

31

新たに制作されたシート表皮はオリジナルと見紛う程の出来栄え

張り替えたのですが︑
﹁ ウールマ

初代シーマ（CIMA）

さんに相談したところ︑全面協力

エンジンルームもリフレッシュされ、ヘッドカバーの赤が際立つ

ーク﹂が付いていました︒
ＣＬ セーターなどにある？

ボディの輝き、凛とした佇まいなどレストア前後の違いは明らか

例えばドアの内張りも木のボード

ＣＬ 動画では免許返納まで乗ら

く︑Ａ／Ｔ
︵オートマチックトラン

風間 内装のトリムで使っている
樹脂パーツです︒例えばＡピラー

風間 之雄
良さそう︒試乗してみるとエンジ

樹脂部品再生は
まるでジグソーパズル

（かざまゆきお）

もヒビが入ってしまい諦めました︒

Nissan said, "We ve done it." A voice that spreads as a result of an SNS post at the time of a
routine inspection to actor Kazue Ito's 30-year-old car "Cima", caused for a restoration of it. In
response to that voice, Nissan worked on restoration with a feeling of gratitude for its long-standing
patronage, and safely reached the delivery ceremony in December 2021. Many of you may know
the state of restoration on Nissan's SNS etc., but this time, we would like to ask Mr. Yukio Kazama
of Autech Japan Co., Ltd., who was in charge of the actual work, to talk about the inside story.

してくださることになりました︒

も多いと思うが、今回は、実作業を担当された株式会社オーテックジャパン・風間之雄さん

風間

にこれまで明かされなかったインサイドストーリーを語っていただくことに。

とゴムは補修がとても難しいです

組み、無事2021年12月に納車式を迎えた。レストアの様子は日産のSNS等でご存知の方

れるとおっしゃっていましたが︒

来の愛車「シーマ」点検時のSNS投稿をきっかけに広がったシーマのレストアを望む声。そ

ＣＬ Ｙ セドリックなどの部品

の声に応えるべく日産は伊藤さんへ長年のご愛顧への感謝の想いを込めてレストアに取り

すべて新品にすることはできませ

「やっちゃえ、日産！」という声に日産は「やっちゃいました」。俳優・伊藤かずえさんの30年

んでしたが︑ベルトの部分は新品

The soul of an engineer who spun memories into the future

ウールだよ﹂っていうあれです︒

思い出を未来へ紡いだエンジニア魂
ウールマーク付きということは︑

Revived CIMA has been around for 30 years with actor Kazue Ito.

ね︒逆にもっと古いクルマの方が︑

蘇る、俳優・伊藤かずえさんと共に30年を歩んだ CIMA

協力：
（株）オーテックジャパン

'20

年度はＫ 型マーチ

日産テクニカルセンター内の開

発部門と関連会社のメンバーを中

10

P901活動で目指した「世界一」から更なる高みを目指して

Aiming for further heights from the "world's best" aimed at in P901 activities

日産名車再生クラブ

間延長のため︑２０２１年は年末

のタイミングとなったという︒

ちなみにこのマーチは１９８７

年にスタートした﹁マーチ・リト

ルダイナマイトカップ・レース﹂

用にニスモが製作したマシンで︑

エンジンはＭＡ ＥＲＴ型市販前

09

心に構成する﹁日産名車再生クラ

型スカイラインＧＴ Ｒ Ｎ１耐

10

ブ﹂が︑
﹁ＦＹ２１ １９９０年 Ｒ

のため︑ＭＡ ＥＴ型をベースに

スーパーチャージャーを搭載する

など︑このマーチならではの仕様︒

無事︑２０２１年秋に走行確認が

でき︑レストアは完了している︒

実験部による手作りマシン

さて︑今回選ばれた﹁Ｒ 型ス

カイラインＧＴ Ｒ Ｎ１耐久レー

32

久レース仕様車レストア・キック

オフ式﹂を開催した︒コロナ禍の

チ スーパーターボ リトルダイナ

影響で２０２０年の﹁Ｋ 型マー

マイトカップ仕様﹂のレストア期

10

32

1990年 R32型スカイラインGT-R
N1耐久レース仕様車 レストア・キックオフ式開催
Nissan Heritage car Restoration Club kicked off to restore 1990 R32
type Skyline GT-R N1 endurance race specification car.
年の瀬も押し迫る2021年12月12日、日産名車再生クラブが2021年度のレストア・
キックオフ式を日産テクニカルセンターで開催した。今回、クラブが選んだのは長ら
くクラブ員自身からのリクエストが多かったR32型スカイラインGT-Rだが、このクル
マはなんと社内テストドライバーがN1耐久に参戦し、その後のR35型GT-R開発に大
いに役立てられたという逸話をもつ一台であった。
On December 12, 2021, the Nissan Heritage car Restoration Club held a 2021 restore kick-off
ceremony at the Nissan Technical Center. This time, the club chose the R32 type Skyline GT-R,
which has been requested by the club members themselves for a long time, but in this car, an
in-house test driver participated in the N1 endurance, and it was a great deal for the subsequent
development of the R35 type GT-R. It was telling an anecdote about this.

元気に走行！ マスク＋ソーシャル
ディスタンスで記念写真

１００５６

3

2021年・秋冬号 第49巻・通巻234号

ブランド&メディア戦略部

4

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-6-32

ス 仕 様 車 ﹂は︑
﹁９０１活動

500 台限定の 500 台目 1
がベース車両
ステア
リングはノーマルのまま流
用
参戦最終年のエン
ジンブロー以来、手付かず
ルーフ
(？)のエンジン
には日産が誇るテストドラ
イバー達の名前
2

によるＲ 型スカイラインＧ

Ｔ Ｒの開発から更なる高み

を目指すため︑社内テストド

ライバーの能力向上を目的に
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栃木の車両実験部で手作りし

使い続けている︒ちなみにシャシ

ラインの実験主担を務めた渡

ーナンバー﹁ＢＮＲ

た一台﹂と当時Ｒ 型スカイ

ーという構成で︑１９９０年

０﹂は︑
﹁スカイラインＧＴ Ｒ Ｎ

邉衡三さんは語る︒

８月の筑波ナイター９時間耐

ＩＳＭＯ﹂の最終生産車であるこ

ドライバーは
﹁現代の名工﹂

久レースにてデビュー︒その

とを表している︒
﹁ クルマちょう

開発ドライバーでもある松本

後 も 富 士︑筑 波︑仙 台 ハ イ ラ

日本マーケティング本部

加藤博義さん︑Ｒ 型ＧＴ Ｒ

ンド︑菅生のＮ１耐久レース

だい︑と貰ってきたらたまたま﹂
と

日産自動車株式会社

孝夫さん︑神山幸雄さん︑メ

に１９９２年まで参戦した︒

当時は全く気にしていなかったと
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カニック陣も実験部のメンバ

デビュー戦でスタート時に

の剛性向上を実感したといい︑こ

話す加藤さんだが︑このレース活

の経験がその後の一連のＧＴ Ｒ

動によってロールバーによる車体

と試験車を絶対に壊してはな

開発にも役立てられたと語った︒

いるところに出ていくなんて﹂

らないテストドライバーなら

大きく出遅れたが︑﹁混走して

ではの理由であったことなど

はコロナ禍の状況により不確定と

レストアは２０２２年６月末に

いうが︑当時を彷彿とさせる熱い

も式では披露された︒

参戦２年目にエンジンブローする

完了予定となっている︒お披露目

までオーバーホールなし︒車体は

走りの再現が今から楽しみだ︒

なお︑エンジンはノーマルで︑

参戦最後の１９９２年まで１台を
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