真ん中でコントロールしているよう

乗っているという感覚も、クルマの

≒

倶楽部
秘伝！ コーナーウエイト
調整の妙味
エナペタル え
+ ちごや仕様のサス
ペンションのリニューアルを終えた
「鉄脚」は、無人の荒野を独り行く
完璧に近づけば近づくほど、これ

が如く、の秀逸さである。
まで気がつかなかったわずかな個所
通常であれば気にならないレベル

が気になってくるのもまた事実。

誌のライターなんかをやって、新モ

のものでも、因果なもので自動車雑
デルや競技車に乗る機会が多いとど
今の新ヘアライン号で気になる個

うしても感覚が敏感になってくる。

感。アライメントを何度か調整して

所は、左右の旋回時のアンバランス
みたが変わらない。ホイールベースに
法もズレはない。アライメントも正

左右で揃っているし、シャシーの寸
確にセッティングしてあるし、ショッ
クは新品で減衰力も左右で合ってい

身近な一例であるが、例えばハン

コーナーウエイト荷重とは不思議

■カーステーションマルシェ：群馬県前橋市亀里町 1224 TEL. 027-265-6789 / http://www.cs-marche.com/
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500E

ジェクトについてレポートしよう。

倶楽部

エンジンを日本の最先端技術で新開発するプロ

倶楽部

不思議な感覚を解説。後半は、憧れの６リッター

500E
倶楽部

500E
今月のメニュー
コーナーウエイト調整
６ リッターピストン製作

るし、スプリングのレートも合って

ら影響があるものなので、真っすぐ

イト荷重調整は、動き出した瞬間か

いる。ステアリングギア、ジョイント
合だと前後左右の動きに加え、斜め

椅子でもそうであるが、自動車の場

く走る」ためには重要なポイント。

に、また思ったライン通りに「楽し

納得しかけていたが、マルシェさんの
はっきり分かるものであるが、特に

の動きも加わる。これは低速域でも

も問題なし。まあ、こんなもんかと、

「コーナーウエイト荷重だ！」
考になる内容なので、紹介していき

この点に関しては読者の皆さんに参

ＷＥＢサイトを見て気がついた。

どの場合に、如実に現れてくるもの

限界域でのカウンターからの戻しな
たい。

１／１００秒を争うシビアな競

目盛り５で左にハンドルを切って

だ。

技車両のために広く利用されている
重を測定し、揃えるために車高など

コーナーウエイト調整は、４輪の荷

なって、おつりがくる。ハンドルを戻

になると同じ操舵操作なのに、８に

うことが気になって、アライメント

ドルが運転席側、左に取られるとい

本連載のために特注シムを
レーザーカットで製作！

前後２輪のオートバイの場合と異
すのが遅れてスピン。または、あわ

いたものが、カウンターをあてて右

なり、４隅に４輪のある自動車の場
てて戻すと、今度は８が５になって、

を調整するというもの。

合、その接地荷重に差があると、運

いているからとか、はては居眠りし

よく聞くのは日本の道路は左に傾

を調整するとしよう。

見方を変えれば４輪のコーナーウエ

具体的には４輪の荷重測定後に、

とで調整することが可能である。

鉄板をタイヤ下に挟んで調整し、レ

車 高をミリ単 位で調 整するための
バー比を計算。シムラバーとボディ

る。もちろん他の要因もあるが、四
比が偏っているために、左に流れる

切り抜いて作り出したドーナツ状の

の間の鉄板を、レーザーカッターで

るが、部品代はさほどかからないの

走り出して数メートル、車庫出しで

外観では全く区別はつかないが、

が嬉しい。
での操舵感は異なり、低い左前に荷

くりと右、左とハンドルを切れば、

るから、すぐにその差が分かる。ゆっ
その差は愕然。左カーブが得意なの

ハンドルを切ればキングピン角が変
もわずかだが左に行きたがる感じが

ではなくて、右と左の荷重さの不一

ブのほうが切れ込む感じ。直 線で
あったのだ。これを車高調整で、Ｆ

のだと納得した。加減速時に左前に
なもので、自動車は動くし、道路も

致が人間のセンサーを狂わせていた
が、コーナーウエイト荷重調整。

Ｌ Ｒ
+ Ｒ ＦＲ Ｒ
+ Ｌの荷 重を 数
パーセント以下に併せようというの

重をかけようとするためか、左カー

状態と、右にハンドルを切った状態

そのため、左にハンドルを切った

左前の車高が低い状態であった。

+ スペーサーを挟んで車高を調整する
左後ろに比較して少ない。すなわち、 というものだ。バネを外す手間はあ

荷重と右後ろの荷重の和が、右前

ヘアライン号も調整前は、左前の

場合も多いのである。

つのタイヤのラテラル荷重や、左右

たとかで、お茶を濁されることがあ

ても安全のために左に行くようにし

これらは限界域での話であるが、

アンダー。こんな具合である。

動性能に大きな影響を与える。
例えば、脚の長さが１本異なる椅
座り心地は悪くなる。止まっている

子に座っているようなもので、当然

調整前

調整後

出し前後のインフォメーションが増

に思えてくる。特筆すべきは、滑り
えたのと、遅れがちなハンドルの戻

傾いているし、凸凹もある。サスペ
ど、わずか１ の車高の差で不揃い

ンションも当然に上下するのだけれ

しが半減したことだ。
両保険に入るより有効な手法」と語

飛ばすドライバーにとっては「車

な感覚をドライバーは感じるのであ
を揃えることは、極限状態やリアが

葉に、改めて納得する一日であった。

るオーナードライバーの石田氏の言

る。コーナリングやロールの左右差
滑り出した瞬間の操作の正確さを高
た疲労度も軽減してくれる。

めるから、安全運転にも役立ち、ま
みなさん、右と左で得意、不得意
なコーナーってあるでしょう？ そ
れが揃う感じになるのだから、ハン
抜群に良くなるのが分かるはず。

ドルを切った後の、戻しの安定感は
本来はレーシングカーやラリー車
のように、車高調整式のねじ式サス
ペンションで、ミリ単位で４輪の高
もスプリングシートにシムを挟むこ

さをあわせるものだが、それ以外で

同店はラリー専門ショップで有名だが意外にドイ
ツ車オーナーも多いのが特徴。外車嫌いでない
お店はありがたい。

1695.0kg（TOTAL）

レーザーカッターで鉄板を切り出してシム
を作成。測定は 4,200 円、調整は１個所
10,500 円 + シム代 1500 円 / 枚と格安。
カタログ重量の 1730kg より、1695kg と
減っているのは FRPトランク、シートなど
の軽量化の結果。軽さは運動力を増す！

ハコをさわれば日本一
カーステーションマルシェの技術力
mm

左：1.21% 右：1.32％
左：1.24% 右：1.30％

実施。３ミリの車高調整でニュートラル感が増す

車高を測定して調整するために、計測器の下に薄い鉄
板を挟んで計測を繰り返す。１個所で済まずに複数
調整することもある。

892.5kg− 879.5kg

■バランス比率

1649.5kg（TOTAL）

■バランス比率

1772.0kg（TOTAL）

▼
RL（後左） ラテラル差 RR（後右）
406.0kg 13.0kg 378.0kg

調整後ドライバー乗車
879.5kg

本誌では初公開となるコーナーウエイト調整を

158
159

（FL+RL）

892.5kg

■バランス比率

左：1.23% 右：1.28％

864.0kg

837.5kg

864kg− 831kg

857kg− 837.5kg

831.0kg

（FR+RL）
（FL+RL）

857.0kg

▼
RL（後左） ラテラル差 RR（後右）
383.0kg 33.0kg 364.0kg

▼
RL（後左） ラテラル差 RR（後右）
367.5g
19.5kg
378.0kg

（FL+RL）

データは、FL ÷ RL と FR ÷ RR といった左右差を
単位％で表示。つまり左右両側輪のバランス。Ｆ
Ｌ + ＲＲの重量とＦＲ + ＲＬといった斜めの重量合
計差は kg で表示。つまりラテラル方向のバランス
で、それぞれ数値が少ないほどバランス差が少なく
良い。写真右は調整前で、ラテラル差は 33kg、左
右差は、右側 481÷ 364 ＝ 1.32 で左側 467 ÷
383 ＝ 1.21。右側から左側を引くと 0.11で１１％の
バランス差となる。同様の計算で写真中央の調整
後（ドライバー無し）のラテラル差は 19.5kg でバ
ランス差は R1.30 － L1.24=6％、写真左の乗車時
はラテラル差 43kg で、５％のバランス差に収まる。
（FR+RL）

FR（前右）
FL（前左）

FR（前右）

FL（前左）

FL（前左）

（FR+RL）

ドライバーの重量を含めて
計算するウエイ
ト調整も忘れずに
481.0kg

467.0kg
479.0kg
470.0kg
FR（前右）

486.5kg
501.0kg

文・撮影＝ 500E 倶楽部制作委員会
協力＝ガレージえちごや / カーステーションマルシェ
エスコート/ スピードジャパン
フロントサスのレバー比を測定したところホイールセ
ンターで１.83。3.2mm のシム 2 枚で 5.9mm の車
高アップを狙う。

熱血的W124愛好家の広場

500E
調整前
調整後

今回は「楽しく走る」という理想を追い求めて、
ウエイト調整前の測定結果。右コーナーが苦手なの
は、左右前荷重のアンバランスが原因か？ 調整の
ため、左前に鉄板を挟み込む。
前後左右の調整のために、ホイール下に鉄板を挟
んで調整中の写真。4.25mm 左前を上げた状態で
の数値である。

倶楽部

第 29回

倶楽部

500E
500E
倶楽部

500E
倶楽部
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倶楽部

500E
倶楽部

倶楽部

500E
500E
倶楽部

５００Ｅは人生を掛けて
乗るクルマ
発売時には、さほど見向きもされ
なかったクルマが、中古車市場で注
目される例は多い。我らが５００Ｅ
もその例の一つだ。発売当時を振り
返ると、バブル末期のわが国ではベ
ンツといえばＳクラス。大ヒットのＷ
じくＲ１２９のＳＬにはプレミアが

１２６の後にＷ１４０が登場し、同

は、若気の至りでＷ１２６の５６０

つくほどの人気であった。当時筆者

のＷ１４０かＳＬも欲しいなどと

ＳＥＬを得意気に転がし、いずれＶ

そんな中、わざわざ「押しの効か

思っていた。
ない」ミディアムクラスに同程度の
正直、役不足となった。しかも、中

の結果、５リッター３３０馬力では
を発揮する新エンジンの製作は可能

ナーがいるため、ＡＭＧ以上の性能

オーバーホール時期となると、動力

相 対 的 な馬 力不足と絶 対 的 な

れる硬度の高いシリコン皮膜を保持

り、その表面はアルシル処理といわ

スリーブレスのアルミブロックであ

あえてここで付け足すなら「一度

言である。

Ｅは人生を賭けて乗るクルマ」は名

さて、
そこで世の人が言う「５００

しているが、他のユーザーには再現

きたため、今でもそれを存分に堪能

の新品エンジンを入手することがで

が始まってまもなくＡＭＧから最後

幸いながらヘアライン号は、連載

よるボアアップ自体は可能なのであ

工が可能であるから、ボーリングに

幸い、日本国内でも再アルシル加

に対して高い耐 久性を持っている。

ミシリンダーでありながら磨耗など

する特殊な表面加工がなされ、アル

エンジンも、最近のパワーウォーズ

を打つ量を減らせるだけでなく、不

ンクウエイトに高価なタングステン

もっとも国内では、優秀なチュー

交換するしかなく、ピストン代だけ

時には、ピストンをアッセンブリー

の場 合、ピストンの表 面 処 理にシ

の表面処理である。
アルミシリンダー

ク剛性が不足しているためチューニ

アップが不可能であり、またブロッ

だ。

で軽く１００万円を超えている状況
この プロジェクトでは新 たな６

新技術を投入しての国産ピストン製

ルにも使えることも考えている。最

最新の素材で軽量のピストンを製

給される。そのためオーバーホール

おらず、ピストンとセットでのみ供

早い完成を切望したい。

迎えた熱心な読者のために、一日も

く、既存の６リッターのオーバーホー

Ｍ１１９エンジンに組み込み、 ・

グ ピ
+ン 鉄
+ メッキの特注であって
も、ＡＭＧのピストン単体より安く

リッターエンジンの製作だけではな

ではあった。だが、この課題も自動
８ のストロークを稼ぎ出す。これ

仕上げることを目標にしている。ち

ばかりだが、オーバーホール時期を

作は、まだスタートラインに立った

気になる費用は、ピストン リ
+ン

ある。

必要なウエイトを減少でき、マスバ

リンダーとのかじり防止のために鉄

クランクはＷ１２６などに搭載さ

ングには不向きであるからだ。
れたＭ１１７エンジンからの流用。

ランスが良くなるというメリットも

メッキが必要であるからである。
少し知識のある人であればご存知
いうのは常識的には不可能なことで
ウエイト外周を１・２ 減少させて、

の通り、アルミに鉄をメッキすると
あり、特許問題も重なり困難な課題
車メーカー関係者の協力により、国
に、１００ のボアをあわせると１

なみに、ＡＭＧやブラバスのピスト

内での加工の目処が立ったのだ。
気筒あたり７４４・２ で、トータル

ちなみに、国内メーカーも、軽量

作すれば、バランス上の問題でクラ

５９５４ となる。

処理を一部車種では試験的に開始し
ているとのことである。

+
※オープンデッキとは後期型以降のエンジンに使用されているもので、シリンダーブロックとヘッドの接合面が開放型になっている。
鋳造コスト低減のために採用されたものだ。逆に、クローズドデッキは 500E 中期以前のＭ１
１
９エンジンに使用されている。接合
面が閉鎖型で、オープンデッキにフタを付けたような構造になっている。

最先端の鍛造ハイシリコン素材
三次元形状のＥＲＰピストン
加工が進んだ他モデルのピストン。ピンはテーパー
状で軽量化と強度を兼ね備える。

チューニングには
オープンデッキは不向き

日産 VQ エンジン用 ERP。ボア径は M119 とほぼ同
寸だが、ピンハイトとスカート形状に進化を感じる

そんなわけで、スタート位置につ

純正のピストンは２０年前の設計で頑丈そうではある
が、重量も重い。鉄メッキのスカート部に注目

いた新６リッター計画の胎動を、今
まず、ピストン設計と製作をお願

後、不定期で紹介していきたい。

ト」の塩原氏。米国のドラッグレー

いすることになったのは、
「エスコー
スでシリーズチャンピオンになった
経験を生かして、国内でハイシリコ
ンのオーダーピストンを製作、販売
製作も検討したが、ブロック単体や

している。当初、海外メーカーでの
カットモデルを使用してのチェック
や交渉はさすがに困難であり、コン
で依頼したほうが時間と費用の節約

ロッド製作などを含めるとトータル

ピストンの素材はＡ４０３２と呼

になると判断したからだ。
ばれる、 ％のシリコン含有量を持
あわせて、ピン位置やリング、形状

つ最先端の鍛造品。これを設計図に

用いるブロックは、Ｍ１１９のク

を３次元で切削していくのである。
ローズデッキ。モデル末期に登場し
たオープンデッキのブロックはボア

■エスコート戸田本店：埼玉県戸田市笹目 4-19-14
1㎜でもコンロッドを長くし、コンロッド長 / ストロー
TEL：048-421-9443 FAX：048-422-5828
クの比を稼ぐためオフセットしたのが左端。
URL：www.escort-jp.com

ンダーを採用し始めたため、同様の

94

エスコートレーシングピストンの素材、リブ形状がよ
く分かる。これを３次元カムレス研磨する。

500E
気にする人か、
余程の変わり者であっ

対価を支払おうとする人は世間体を

していたカールシュミット社が供給

であるが、ＡＭＧにピストンを供給

手が極めて困難になってきていると

を停止したため、ピストン自体の入

古 車 市 場にあるクルマのほとんど

その後、世は移り変わり、値ごろ
トントップの磨耗やチェーンガイド

がオーバーホール時期を迎え、ピス

感のある中古車が出回り、ユーロ安、
ガスケットの腐食と根本的な治癒が

レールの磨耗、
オイルチューブの破損、
いう問題も新たに発生している。

円高に押され新車並行、中古並行で

無き「くるまにあ」誌などでの福野
性能に勝る６リッター化を考えるの

ご存知のようにＭ１１９エンジン

礼一郎氏の名文、評価もあるし、前
は通常の流れともいえよう。

の人生どうせ乗るなら６リッター」

は目的が達成できない。

るが、ピストンの入手が困難なので

での問題が容易であっても、新エン

不可能に近い。それはエンジン一機に

ジンの入手自体が困難という状況に

６００万円超の投資といった金額面

ケージング、ポルシェ製造のブラン
あるからだ。

の魅力は多い。優秀なシャシー、パッ
ド？ いや、最大の源泉は、エンジ

さらにやっかいなことはピストン

ンの動力性能であると考える。その

これもまた真実である。このクルマ

は、現 在の最新のエンジンと同様、

世紀末に広がったインターネット文

必要になってきている。

化の影響もある。

ち人気となる。その背景には、今は

多数の５００Ｅが国内に入りたちま

たように記憶している。

ブロックのカットモデルを前に、水穴の距離確認するエスコートの塩原氏。
「薄いところ
だと、4.8mmしかないよ」と絶句。

ンはリング単品での供給を行なって

mm

cc

倶楽部

!?

化と省燃費化のために、アルミシリ

mm

cc

mm

160
161

相対的パワー不足と絶対的
オーバーホール時期が到来
※

最先端技術で和魂洋才の
エンジン製作が胎動！

憧れを夢で終わらせない
mm

12

新型レクサス、GTR、M5、C63 など現在のパワー
競争は留まることをしらない。さすがに 5 リッター、
330馬力では役不足で、オーバーホールを機に 6 リッ
ター、
420 馬力超を夢見るオーナーも多い。そんな折り、
発動したのが新 6 リッターエンジン製作プロジェクト。
今回はピストン製作についてレポートしよう。
12

一度の人生、どうせ乗るなら６リッター
94

６リッターのクランクはＭ１１７エンジンの流
用。 ・８ とストロークが増えるが、ＡＭＧ
のコンロッドだとレバー比が低く、側圧が高い
のが難点。

こちらは国産チューナーの勇、
「えちごや」製の６
リッターエンジン。これまで数十機の６リッターを
製作した経験を持つ。

