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Ｍ１１９エンジンは５モデル
純正カムは５種類が存在
新年明けましておめでとうござい
まずは今年も良い年でありますよ

ます︒
うにとの願いを込めて︑最近読者か
ら特に問い合わせの多いカムについ
て解説したいと思う︒
カムシャフトとは︑エンジンの回
転に応じて吸排 気 バルブを開閉す
るための同軸偏芯棒である︒我らが
５００Ｅに搭載されているＭ１１９
エンジンの場合︑クランクの回転に
左右ヘッドごとにある吸排気のカム

応じてタイミングチェーンで駆動し︑
シャフトを制御するＤＯＨＣ︵ダブ
Ｍ１１９エンジンは年式によって

ル・オーバ・ーヘッド・カムシャフト︶だ︒
変更を繰り返しており︑時系列で大

③ＬＨ中期モデル

②ＬＨ初期モデル

①ＫＥジェトロモデル

ランク角度で表すトヨタ式に表記す

カムと言われるモデルの作用角をク

カムデータ﹂であるが︑いわゆる

が左ページ上の﹁図１・Ｍ１１９の

正値にするために排気側も可変バル

ルではこれを嫌いＥＸの作用角を適

れる︒ちなみに︑現行の６・３ℓモデ

カムのプロフィールから眺める
Ｍ１１９エンジンの特性

④ＬＨ後期モデル︵オープンデッキ︶
ると﹁ＩＮ２５０度とＥＸ２０６度﹂
︒
タイを採用している︒

別すると

⑤ＭＥ制御モデル︵オープンデッキ︶
こう書くとＩＮはまだしもＥＸは作

圧縮モデルとハイオク用高圧縮モデ

また︑それぞれにレギュラー用低

は通常１㎜リフトか︑０㎜リフト時を

である点に注意が必要だ︒国産車で

デスの作用角は２㎜リフト時のもの

用角が少なく感じられるが︑メルセ

指標としては︑バルブが開いている

ムの特性は表せないことだ︒カムの

ておきたいのは︑作用角だけではカ

ることにしたい︒まず︑最初に断っ

ℓモデルを入れなくても シリーズ︑
ら作用角は当然小さくなるわけだ︒

ブが２㎜開いてからの角度であるか

バルブをどれだけ押し出すかという

時間を表す﹁作用角﹂だけではなく︑

さて︑左ページ﹁図１﹂を読解す

ルがあり︑触媒レス︑レギュラー低
表記する点で異なる︒つまり︑バル

気の作用角を押さえていると推測さ

戻しがより発生してしまうので︑排

の５タイプに分かれる︒

圧縮などが存在するから︑ＡＭＧ６
種類のバージョンが存在すること

おりその数は全部で５通りである︒

シャフトのタイプも多岐に分かれて

そして︑これらに使用されるカム

集で解説した通り︑非等長の﹁イモ

あることと︑ 年 月号のタコ足特

プレーンクランクで不等間隔爆発で

の作用角の少なさだ︒これはダブル

それにしても︑気になるのはＥＸ

ロフィール﹂などの総合的評価であ

バルブを押し出すかという﹁カムプ

ブタイミング﹂
︑どのようなカーブで

でバルブを開かせるかという﹁バル

﹁リフト量﹂
︑そしてどのタイミング

になる︒

もちろん︑これには︑ＡＭＧのＫＥ
とＬＨの６ℓモデルに使用されてい
なわち作用角が大きいと排気の噴き

足﹂であることが原因している︒す

お付き合いいただきたい︒

ることを念頭において︑少しお話に

プロフィールが工夫されている︒ラ

るカムシャフトは含まれていない︒
あまりに複雑なので別表にしたの

最近になってＪオートの松本氏や

を多く取ったものと︑ＩＮ２５２度

度／ＥＸ２５６度のオーバーラップ

のＬ型チューンで培ったノウハウで

／ＥＸ２４８度の二種類︒いずれも

インナップは︑作用角がＩＮ２６０

これら純正カムの組み合わせや入

カムのタイミングやプロフィールを

効率を重視している︒前者はさすが

オーバーラップを大きく取り︑充填

元・水上自動車の小沢氏が製作し

れ替えを楽しむのもいいが︑パワー

に基づき複数のカムを製作︒奇しく

セットし︑松本氏はこれまでの経験

国内チューナーたちが
ハイカムを制作中

と二度のカム乗り感で定評のある︑

たのもこのタイプ︒小 沢 氏は長 年

トや可変バルタイ︑そして重要なプ
ＡＭＧ用のカムに入れ替えるという

くどいようであるが︑バルブリフ

ると︑ＭＥ用のＩＮ側は高圧縮のた

この点を何とかしようと︑または

円超︑しかも流通量は極めて少ない︒

セット長を調整して使用するタイプ

スサークルが減った分 を バルブの

小沢氏のカムは︑純正加工でベー

ても︑ＡＭＧより作用角が大きいの

ドな後者は多少おとなしめとはいっ

オーナー専用となっている︒マイル

媒︑インテークなどを使用している

トの φ フロントパイプ︑大容量触

は排圧が上がり過ぎるため︑Ｊオー

に純正のマフラー︑フロントパイプで

なった排ガス規制のためであろうか︑

自由なプロフィールやリフトを考え

のため︑ヘッドを開けてシートカッ

で︑トータルでのセットアップが必

も同時期にリリースを果たしたもの

モデル中最も小さい作用角を示して

て作られたのが︑チューナー独自の

ガスケットの交換も同時にでき︑熟

トを行 なう 本 格 派︒痛んだヘッド

だ︒

いる︒荒々しさの目立つ カムに比

オリジナルカムである︒これらは日

要になるという︒

方法もある︒しかし新品供給があっ

べて︑マイルドと言われる後期モデ

本のチューニング業界の黎明期から

練のポート研磨もオプションで可能

た時点でも︑価格は４本で１００万

ルもこの作用角のカムを使用してい

活動していることでも有名な東名パ

だ︒作用角はＩＮ／ＥＸ２５５度と

側は︑エアポンプレスおよび厳しく

また︑ＥＸに注目してみれば カ

ワード社や︑他の国内マシンショッ

２６０度︒ＥＸ側を大きくしたのは

る点がユニークだ︒
ムよりＡＭＧ６ℓのカムが最も作用

プで綿密な打ち合わせの後に製作さ

当然とも言える︒

れているのが特徴だ︒

角が大きいのは︑排気量からしても

め作用角を増しているものの︑ＥＸ

ロフィールを全く考慮しないで考え

並みの２０１度と極少値を示す︒

ＭＥ用に至っては新ダイワの発電機

６ℓ用の２１０度︑ 用の２０６度︑

シャリスト「ガレージえちごや」皆口氏のインタ
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の開発が続けられている。これらを支えるスペ

500E

㪊㪇㪅㪇㫦
㪋㪐㪎㪊
㪋㪐㪎㪊
㪋㪐㪎㪊 㪐㪏䊶㪐㪍
㪋㪐㪎㪊
㪋㪐㪎㪊

の 500E は根強い人気に支えられ、未だ新商品

倶楽部

㪉㪋㪌㫦
㪣㪟
㪣㪟
㪣㪟
㪤㪜
㪤㪜

嵐が吹き荒れるが、趣味性の高い高性能実用車

500E

㪋㪈㪐㪍 㪏㪉䊶㪏㪇
㪈㪈㪐㪅㪐㪎
㪈㪈㪐㪅㪐㪎㪉
㪈㪈㪐㪅㪐㪎㪋
㪈㪈㪐㪅㪐㪏
㪈㪈㪐㪅㪐㪏㪉

㪉㪈㪇㫦 㪈㪌㪅㪇㫦

倶楽部

㪈㪈㪐㪅㪐㪎㪈 䌌䌈
㪌㪇㪇㪪㪜㪣㪃㪪㪜
㪪㪣㪌㪇㪇
㪜㪌㪇㪇
㪜㪌㪇㪘㪤㪞㪃㪪㪌㪇㪇㪃㪣
㪪㪣㪌㪇㪇

㪘㪤㪞

500E
今月のメニュー

㪋㪇㪇㪪㪜㪣㪃㪪㪜

ビューとカムのマル秘データを公開！

■初公開！ 怒涛のカム情報
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■スペシャリストの証言
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不等爆発の
排気側カムがポイントか？
まずＩＮの作用角が一番大きいの
はＭＥ用のカム︒Ｅ ＡＭＧなどに

㪎㪏䊶㪎㪍

４０年の歴史を誇る東名パワードは、言わずと知れた日本チューニング業界の雄、エンジ
ンの性能を司るカム製作はお手の物、加工カムから素材製作まで自社でこなす。

ライン号より速くなっちゃったかも

トしたものは︑
﹁いやぁ︑５ℓでヘア

触れたが︑これにあわせてロムをセッ

先月︑松本氏のインタビューでも
可変バルタイとのマッチングを検討

大会しましょうよ﹂と言うくらいの

しれませんよ︒またパワーチェック

した結果で︑国産マシンでは一般的
なメソッドだ︒

精度の高さで定評のある
豊田工機のカム研磨機
で、カムのプロフィールを
切削する。セッ
ト精度はも
とより、砥石や切削速度
も重要な職人芸的部分。
研磨の後には耐磨耗と
油持ちのために表面処
理を行なう。

出来であるという︒それぞれのカム

着する場合には、不等爆発による排気干渉の問題をどう解決

使用されているもので︑２５５度︒

㪋㪇㪅㪇㫦

６０

この写 真は︑カム研 磨 機で
無垢の丸棒素材からカムを
削り出しているところ︒ベー
スサークルが小さくならない
﹁素材カム﹂は︑プロフィー
ルと作用 角︑中 心 角︑リフ
ト量の自由度が高い︒

するかといった課題が生じる。

次は カムの２５０度︒意外なこと

㪊㪇㪅㪇㫦

９２

他方︑松本氏のカムは︑純正のＨ

しているＭ１
１９エンジンのエキゾーストに一定以上のハイカムを装

にＡＭＧ 用はこれよりおとなしく

㪉㪌㪇㫦
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棋」的な高度のノウハウと加工技術、エンジントータルでのセッ

ここで注目すべきはやはりＥＸの

㪈㪊㪅㪇㫦

10

トアップ能力が要求されるものだ。クロスプレーンクランクを採用

の特性についても追って紹介する︒

変更することにより、作用角やリフトを変化させる。いずれも、ＨＬ

たもので︑ポン付けが可能なように

Ａのランプ角やタペットの径によるリフト制限などがあり、
「詰め将

ＬＡをそのまま使用できるようにし

の自由度が高い。加工カムは、既存のカムのベースサークルを

２４０度ある︒
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﹁和魂洋才﹂の真骨頂
国内製カムが続々と登場

アフターマーケットのカムは大別して、
「素材カム」と「加工カム」

カムで︑大きい順に並べるとＡＭＧ
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図１ Ｍ１１９のカムデータ

に分かれる。素材カムは、未加工の素材から製作するため設計

金融恐慌と世界同時不況の中、自動車業界にも
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１
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ノウハウと加工精度が重要
アフターマーケットで作られる渾身のカム
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写真はＪオートで試作中のカム。まず作
用角を２５０°
で製作し、実走行を繰り返
して現在のタイプに決定した。
５ℓモデルに試作品を装着。ショートス
トロークのため、カム山に乗った時の吹
け上がりのスピードが速い！

熱血的W124愛好家の広場
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倶楽部
ベースで乗るなら程度の良い
４００Ｅもお勧め
で手が足りない︒その意味では︑う

ンジンだけやってるわけではないの

時間がかかる︒シャシーもやるしデ

言ったけど﹁パワー﹂
︒例えば︑新型

たくないし︑部品の設計や試作にも

のレクサスＩＳＦやＣ ︑Ｍ５︑Ｃ

うでしたが︑やはりここでも６ℓな

今回お話を伺うのは﹁ ガレージ

本誌 確かに電話しても出ない時は

ちは敷居が高いかもしれない︒

フもあるし︑もちろんＡＴもね︒エ

えちごや﹂の皆口昌彦氏︒５００Ｅ
年前の３３０馬力じゃあ︑５００Ｅ

３００のＨＥＭＩと比べてたら︑

皆口 聞くまでもないよ︒さっきも

のチューニングに関しては日本で第

んですね︒

一人者であることは疑いもなく︑ド
イツ︑アメリカを始めとする世界中
とをしている時ですよね︒本当に用

大体エンジンを組んでるか︑考えご

皆口 ６ℓに乗ってその魅力につか

メですよね︵笑︶
︒

は正直︑褪せて見える︒今のパワー

説だとか︑神話の入る余地はないと

があるなら名古屋まで行かないとダ

思うよ︒オリジナルを維持してレス

競争を望んだのはユーザーであって︑

初にはモータースポーツの本場︑英

メーカーはそれに答えた︒ここに伝

国で 行 なわれるモータースポーツ
くなる︒いい例は︑
田中達也さん︵現

まると他のクルマに乗ろうと思わな

評価を得ていることでも有名だ︒年

ショーに参加するとのことだった︵イ
を勧めるけど︒でも５００で︑他の

トアしたいという人は︑オリジナル

のチューナーやユーザーからも高い

ンタビューは 年 月に行なった︶
︒
しておめでとうございます︵笑︶
︒新

本誌 少し気が早いですが︑明けま
れで自分で６ℓを作った︒だから最

クルマと比べたいという人がいて︑そ
ドがうちの６ℓだから評価が全部辛

月刊Ｃ編集長︶がそう︒スタンダー

仮に５００Ｅはなくなっても６ℓは

であるということ︒極端な話︑将来︑

うのが﹁頑張り﹂であって︑それに一

本能︒そのために一流になろうってい

速いクルマに乗りたい﹂ってのは男の

作しているところ︒

トピンハイト︑ロングコンロッドを制

い数値︒
これを改善するためにショー

で︑１４９㎜︑連棹比は３・ と悪

純正のコンロッドを使用しているの

前からやってるけど︑うちは単体で

材のカム︑純正加工カムも 年以上

なものが出てくるのは大歓迎︒ＡＭ

のができる︒その意味ではいろいろ

時にあちこちで競争するから良いも

皆口 チューナーは一人ではダメ︒同

の排気量アップが一番だと自分は考

くなってもタイムが出ない︒よーい︑

いと︑谷ができてしまって体感は良

タイ︑排気と吸気トータルでやらな

欲しいね︒三つ目は︑圧縮比とバル

皆口 エンジンを組んで手で回した

うですが⁝⁝︒
皆口 まだ雑誌で話してなかったこ
とは結構あるなぁ︒うちは部品屋や
価︒誰に認めて欲しいかというより︑

通販屋じゃないから︑少量製作で高
まず 自分で納得できるかが先に来
る︒チタン製のリテーナーは強化バ
し︑エンジンを新しく組むなら︑バ

ルブスプリングを入れるのに必要だ

でやることになる︒お前のクルマも︑

ルブ回りやピストンなどをトータル

なった感じ︒ただ︑今のエンジンで

電動ファンとタコ足でやっと６ℓに

を目指すなら排気系をやらないとダ

そのままいくとしても︑これより上
メだな︒排気系をノーマルに戻した
を調整するためにフロントパイプの

のはいいけど︑ノーマルは左右の差
径が変わっている︒タコ足を付けた
ら︑そこに合わせて集合部も変えな
いと良い結果は出ない︒まあ︑いろ
けど︑これからだな︒応援してるか

いろと遠回りした部分もあるだろう

機械式４速ＡＴの最終進化形である
﹁Ｅ
ｖｏＡＴ﹂
︒ＪＭＯのハイストールコン
バーターにＶ 用パーツを組み込み︑Ｗ
ＰＣ処理でフリクションを低減させた︒

「ガレージえちごや」の手により進化した
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ろんな人が乗るようになっても︑少
残る︒これには自信を持っている︒

ディのＲ８だとか︑ポルシェのＧＴ２

しでも６ℓが気になるなら後で後悔

口になる︒いいな︑と言うのはアウ

れば︑シャシーと動静のトータルバ
することになるから︑その時は６ℓ

こえますね︒私もその傾向は肌で感

つ目はリフト量を増やすと︑ハイド
ロタペットの寿命が極端に短くなる

逃げを作って︑ ㎜以上のリフトが

ンナーシムになる︒それならノーズ

流の技術で答えるのが自分の役目だ
本誌 ＡＭＧでもブラバスでも︑６

本誌 聞いたところによると︑ほか

ドンで遅れる︒それならトータルで

と思っている︒だから︑苦手な外国
ℓは冷間時にカタカタとスラップ音

Ｇカム︑ ｙ 用カム︑レンテック素

語でも勉強もするし︑苦にならない︒

は勧めない︒その理由は３つあって︑

皆口 エンジンについて言えば︑全て
時に分かるし︑エンジンをかけても

にも目新しいことがいくつもあるよ

がしますが︑これは連棹比が悪いた
めと言われていますね︒連棹比はフ

のエンジンがオーバーホール時期と

分かる︒乗ればなおさらだね︒最近

ますか？

リクション抵抗にどのように影響し

言っていいくらいなんで︑それに合

ことに取り組んでいますか？

本誌 今後の課題としてどのような

排気量に勝る
チューニングなし

倶楽部

ランスもそうだけど︑何といっても
をアドバイスしてるよ︒
も︑真実は残るという感じでしょう

の問題で淘汰されるクルマが増えて

本誌 修理費や維持費︑程度な ど

は別にして︑全体のバランスでいっ
重量も軽くバランスがいい︒パワー

たら４気筒モデルのほうが︑鼻先の

本誌 ﹁銀座の高級鮨屋﹂に例えら
売り物件が少ないですからね︒出て

じています︒だいたい６ℓのクルマは

か︒日本刀の玉鋼の精錬のように聞

４︑
６気 筒で十分だし︑クルマの基
と︑５００のオーバーホールをする

れるえちごやさんで６ℓを組む人

がそれほど必要でないというなら︑
本設計はこっちだからバランスがい
４００︒俺の６・２ℓも元は４００
Ｅ︒軽いし︑空気抵抗も少ない︒し

りゃぁ気持ちええ ﹂

もすぐに売れてしまうみたいです︒
人の割合はどれくらいですか？
皆口 オリジナル指向の人を除くと︑ ﹁５００Ｅは人生懸けて乗るクルマ﹂
﹁一度の人生︑
どうせ乗るなら６ℓ﹂っ

い︒それでもＶ８が良いというなら

一流の人に一流の技術で
答えるために日々努力

エンジンの動力性能︒エンジン馬力

初から本当に選ばれた人向け︒わざ

ほぼ全員が６ℓ指向︒割合でいうと
皆口 ５００Ｅは単独でも良いクル

てところでしょうか︒

しい年を迎えるに当たり︑皆口さん

かし︑どうしても５００という人が
６割強かな？ そういう意味では︑
マ︒オリジナル志向の人はそれでい

から特に５００Ｅのチューニングにつ

多いのは︑やはりパワーとカッコと都
ニイベちゃんのいうハイエンド︒一流
いし︑無理にいじることはない︒いじ

やマクラーレン︵笑︶
︒つまり︑トー

市伝説︑それに差別化だね︒だから︑
のクルマを一流の技術︑最高のノウハ

わざ高いベンツを買い︑それこそ最

５００乗りは６ℓに恋焦がれ︑憧れ
ウと加工︑設計︑創意工夫でやっつ

いて︑中でも魅力の根源であるエン

る︵笑︶
︒オリジナル指向の人でも目
まとめて直したほうが時間も費用も

りたいなら︑チョコチョコやるよりは

500E

の上のタンコブ︵笑︶
︒
がこなせない︒いい加減な仕事はし

ける︒ただ︑一人でやってるので注文

とによるセット長とフリクション︒二

一つはベースサークルが小さくなるこ

タルでセットしたクルマなら︑動力

本誌 Ｊオートさんのところでもそ

世界中のエンジンメーカーがやって

高級の完成品をいじって︑それより

わせて６ℓ化するユーザーがほとん
るように走 る︑回る︒これはどえ

いるのがこのフリクション対策︒
﹁滑

さらに上を目指そうっていうんだか

ど︑というより︑いつかは６ℓと考

も悩んでた︒本気でやるとなるとイ

こと︒これはシュレック︵レンテック︶

ジンについてお話をお聞きしたいと

節約できる︒確かに安い買い物では
えていて︑それを実現する時期が来
本誌 無人の荒野を行く︑えちごや

行のどのクルマより魅力的で官能的

ないし︑全員が乗れるわけではない︒
たという感じかな︒となると︑こっ
さんに続いて︑パワー競争が遅れば

性能︑シャシーの魅力にしても︑現

ベンツっていうのは元々そういうクル
ちも期待に応えないわけにはいかな

ら費用は高くなる︒その後時代も変

マ︒でも﹁そのために仕事を頑張ろ
いから︑そのために鍛造のピストン
カムについてはどうですか？

せながら始まった感がありますが︑

わって︑中古で安いクルマが出てい

う﹂とか﹁努力しよう﹂っていうきっ
とコンロッドを新しく制作した︒６

皆口 ５００Ｅの魅力は何と聞かれ

かけになってくれればいいと思ってい
ℓはストロークが ・８もあっても

思います︒よろしくお願いします︒

じゃないけど﹁いいクルマに乗りたい︑

る︒クルマだけがステータスってわけ
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えている︒
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ダルなレベライザーを殺し、ＯＳ技研製の LSDを
装着。合わせるショックはオリジナルセッティングの
エナペタル。倒立タイプで剛性を稼ぐ。
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ら頑張ってくれ︒
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08 年 11月号に紹介した「フルコン化１
９０Ｅ」
。
開発製作に４年かけて作り上げたクルマだが、
今もなお進化を続けているスペシャルマシン
だ。皆口氏の熱心な研究と技術の高さを証
明する1台である。

エンジンファンの駆動ロスを嫌い、大容量の電動
ファンを装着するとともに、アンダーフロアデフュー
ザーを装着し冷却風を制御。
ダブルプレーンの不等爆発を改善する「タコ足」を製作して装着。形状はイーガーの
エイリアンにも例えられる機能美で、
世界中の 500 乗りが垂涎する手作りの芸術品。
本気で
500E を
仕上げるなら
このショップ
■住所：愛知県清洲市阿原鴨池 123
■ TEL：052-401-6938
■ URL：http://www.na.rim.or.jp/˜etigoya/
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究極のAT オーバーホール

!?

理想を現実に変える
フロントランナーの孤独

“ 鉄脚&LSD” を装着

11

94

「ガレージえちごや」の皆口
氏のアドバイスをもとに、究
極の 6ℓを目指すへアイライン
号。ここでは、これまで「えち
ごや」が手がけたチューニン
グの一部を振り返ってみよう。

ガレージえちごや

6ℓエンジンは 500乗りの「目の上のタンコブ」か !?

ガレージえちごや
皆口氏に聞く
M119 エンジンの魅力

スペシャリスト
の 証言
研究開発、
努力、
工夫、
勉強と手探りが続く日々を送る皆口氏。先駆者の苦労は推して知るべし。
「成功した時は、楽しいし、嬉しい。乗ったら、どえりゃ気持ちがええ」と語る。

電動ファン&
アンダーフロアデフューザー装着

タコ足完成 ! そして装着

原油高、サブプライムローン問題に始まり、
100 年に一度と言われた金融恐慌に翻弄
された一年。我らがこよなく愛する希代の
名車 500Eを取り巻く環境も大きく変化し
ている。そんな中で「もう二度と登場する
ことがない」と言われる 500E の魅力の
根源であるエンジンについて、専門家から
深く話を伺った。

