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て、フレームのアライメント自体 もら
王っていました。そ
のまま電動 で 吏い続 けていたら、幌骨が破 損 してもヽ

は 次号 で明かすことができるかな?

あるということなので、
今回はとりあえずそれを試して
みることにしました。どうせ,肖 末
毛品ですからね。
一度も交換 したことがないのかも知 れません。

￨り

まずはソフトトップの点検 。やはリスインチだけじやなく

:油 圧 式 になってからの方 が癖 がなく操 作しやすいと

たかもしれないとのこと。しかし、
今 回 ここに関しては

:い う意 見が多 いですね。こうやって目視 で確 認 する
:か ぎり、液漏 れ等 は発 生 していませんね.

あえて修 理 しないことにしました。その理 由 に関 して

まずはクランチ液を抜 きます。他 の多 くのクルマと同

というわけで、お次 はクラッチ。試 しに踏 んでみた清
「これは、かなリキテますねJ。 根 本 的 に
水 さん曰く、
はクラ,チ 自体 をオーバーホール しな0｀ となりません
じように、
964の 場 合 もブレーキ液 とクランチ液 は同
じものを使 用 しており、リザーバ ニタンクの中を仕切

ボルシェ964カ ブ
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懸念だつたボロボロヘロヘロのシート、
格安で仕上がりばつちりというシー トカバーの発見で、
見事新車の輝きを取り戻した964カ プリオレ。
今月はこれまた懸念材料だつた異様に重いクラッチと
開かずの扉と化 していた電動ホロの状態をチェック。
ついでに調子が悪くなつてきたエアコンも見てもらう。
それにしても次から次へと壊れてくれます。

いるクルマはほぼ100%、 993以 前 の空冷 の911に よって占められています。今 回 はたまたまもう一 台 、別 の
964が 入庫 していたこともあり、色 々と見上ヒベることができました。実はこの赤 い964、 すでに走 行星巨離 が 25
万kmオ ーバ (つ まリカプリオレのオドメーター上の数字の軽く2倍 以上)と いうことになっているはずなのです
力ヽこうやって並べてみると、はる力ヽこ程度が良いことが良く分力■り
ます。メンテの違いなのかな?
が、
油圧 系 を換 えるだけでも結 構 改 善 されることが

つて使 い分 けています。抜 いたクラッチ液 を見 たら
中 々凄 い色 になってました。もしかしたら、今 までに

やってきましたシミズテクニカルファクトリー。この企 画が始まって以来 、
方間とな ま
初 めてのボル シェ専 門店言
した。別 に清 水さんは空冷 エンジン搭 載車 専 門という看板 を揚 けて いるワケじゃありませんが、普段 入庫 して

我が家の84年 モ
:ま ずはレリーズシリンダーの点検。
:デ ルはまだワイヤー式 ですが、930の 途 中、87年 モ
ル
:デ 以 降 は油 圧 式 のクランチになりました。やはり

す︒と いうわけで︑先日ヒ ューズ切れ
で動 かなくな った のを機 に︑ ソフトト

ップ のフレームのボ ルトを弛め︑電動
でソフト ップを開閉す る機能を殺 した

まま の状態 にしてしま いました︒ つま
り現状 では開開は手動︑ フロントウィ
ンドウ部分 での ロックのみ電動と いう

もうひと つの問題はクラ ッチです︒

状態 にな って います︒

以前 にナガセ自動車さん で作業を お願
いしたとき︑ レリーズ フォークのシャ

フトの所 から出 て いた里全
首に関 しては
応急処置 の給脂 で消 して いただ いたも

のの︑ ペダ ルを踏んだとき妙な音 はそ
のまま です︒
また︑ このクル マを しば らく足とし

て使 ってみた古 Ｑ編集長によると︑踏
んだとき の重さが テスタ ロッサ並 みで

ある上 に︑動きも渋く てミートポイ ン
トも分かり難 いと のこと︒本当 にテス

タ ロッサ並みかどうかは分 かりません
が ︵
笑︶︑確 かに古Ｑ編集長 の一
﹇つ通

り︑我が家 の９３０と比 べても重く て
渋 いのは間違 いありません︒ でも︑ こ
う いう の って︑ど こまでが正常 でど こ

からが異常 か︑我 々のような素人 では
中 々判断が付きにく いですよね︒

と いうわけで︑△ヱ月は いつも ９３０

のページに登場 して いただ いているシ

ミズ テク ニカルファクトリーにお型 魔
して︑現状 の確認 と改 善をお願 いす る
ことにしました︒そう いえば︑ この９

断 は いかに︱

専門店 でチ ェックを受ける のは今回が
初 めてだな ぁ⁝︒さて︑清水さん の判

６４の企画が始ま って以来︑ポ ルシ ェ

か起 こりそうな嫌な予感 がしまくり で

ま いました︒さすがにこのまま では何

行 の状態 ではなく︑明らかに斜 めにな
って いることが分 かるほど にな ってし

まで全体 に歪 みが出 てきた様 で︑開閉
時 には フロントウ ィンドウの上端と平

き過ぎ てさらに開 こうとしてしま い︑
最後 に ク
バキ ック っと いう心臓 に悪 い
音を発することになります︒
さらにソフトト ップ のフレーム自体

す る警告灯が消灯 しな いば かりか︑ボ
タンを押 し続け ていると全開状態を行

が検知 できて いな い様子︒そのため︑
通常 は開閉操作が終 わると同時 に消灯

イ ッチが死んで いるようで︑全開状態

みたと ころ︑どうやら ソフトト ップが
開 いて いることを感知する マイ ク ロス

右側 のメーターの中 に組 み込まれ て い
る ″
カブ リオ レ ・ト ップ警告灯″ が点
灯 したま にな っ いました︒ スピ ー
ま
て
ドジ ャパ ンの小澤社一
長がチ ェックして

実 はこのクルマ︑かなり以前 から︑

し いとか いうような アピ アランス上 の
問題 ではなく︑電動 で開閉す ると いう
メカ ニズ ム自体 に発生 した問題 です︒

い っても︑例 の生地 の破れやみすぼら

色 々と残 っているよう です︒
まず最初 が ソフトト ップ の問題︒と

て いた のですが⁝︒どうやらそれより
も前 に片付けなければ ならな い問題が

は いよ いよ懸案 にな って いる ソフ
トト ップ生地 の張り替えか？ と思 っ

な った この９６４カブ リオ レ︑次回 の

局品質なシートカバー
クリー ニングと一
の壮
本看により︑見違えるように綺麗 に

東京 に戻 ってきてから行な った室内

異様に重いタラツチと開かない幌
ポルシエの鉄人に見てもらいます⁚

文●半谷範― 撮影●森口信之
取材協力●スピードジャパン(tel:058667‑3357 httpノ /www speediapan co,p)
シミズテクニカルファクトリー(tel:0482‑86‑3811)

ポルシェ%4の レリーズ
シリンダーは、
ミンシヨン
の左側上部というちょっ
と見難い場所に取り付
けられてヽます。
そのため
もあってか、
清水さんの
工場に初めて入庫する
クルマの中には、
それま
でに一度も交換したこと
がないのでは? といっ
たクルマが少なくないと
のこと。
石
雀力ヽこブレーキ
と違い、
余り意識しなしヽ
部品力も知れません。

上が今回外したレリーズ
シリンダー、
下が新品の
レリースシリンダー。
構
チとい
的には油圧クラノ
ういい方をするものの
実際にここに使用され
ているのはオイルじゃなく
てブレーキ液。つまリア
ルコール系の液体なの
で吸駐性があります。無
交換で長年使用し続け
ると、
水分で内音 司腐食
『
が発生したり、
動きが渋
くなった￨,し ます。

:「

:ク ランチマスターをベダルアッセンプリーに取 り付 け

:た 状 態。競技用 の車 両などで、べ勢 レの後 にブレー
:キ マスターを2イ 固とクランチマスターを装着している
イ
可となくそんなレ=シ ーな雰囲気
:車 両があ ますが、
取り付けると卜=ボ ードの裏側
1で すね (笑 )。 しかし、
:に 隠れて見えなくなってしまいます。
'り

.

:レ リーズシリンダーのホースの付 け根 、液漏 れこそな

使 われていたので驚きました ちろん強 度的 には間
̀も
題はいでしわ し 折 れたとしう話もききません。 ￨

ベタ レ
アッセンフ
クランチのマスターシリンダーごと、
リーを取り外します。中にはベダルを搭載したままで
その場合にはクラッチ
交換する方もいるそうですが、
のフイ プを大きく曲げないと駄目とのこと。清水さん
lllこ
の場合は、
そういう部分にダ
多少遠回 なっても、
メーシそ与えないで交換する方法を選撻 す。

:隆諄郵鵬 麗醤群 彎

ペ ダルの各部 にも給 脂 して
せっかくの機 会 なので、
おくことにしました。今 回使 用 しているウルトのスル

ペタ レアッセンフリーからクランチマスターを取 リタト
し
ます。外 してみても、ギリギリのスペースに無理 矢理

レリーズシリンダーの先 端 を見 たら、ご覧 のようにブ
ーツが破 けていました。あまり例 はないでしょうが、異

=は 、吹き付 けたときは流 動性 の高 い液体 で、時 間
が経 つとグリースのように変化 するというもの。ケミ

押し込 まれているかのような印象 ですね。こういう構
造を見ると、杓 レシェというの は結構 色 々な所 に'後

物 が噛 み込 んだりしたらやっかいですね。余 談 です
が、
他 にボールジョイント
今 回 リフトアップしてみたら、

カル関係 の進 歩 は本 当 に凄 いと思いますoし かし、
清水 さんも私 もエンジンオイル添加剤 は大嫌 い。

付 け感 "が あるクルマだなぁと思 ってしまいます。初
期 のナローを見ると、本来 の姿が良く分か ます。

2箇 所 のブーツ切 れを見付 けましたまだ
とタイロンド、
やらなければならないことが色 々ありそうです。

ぺ勢 レ類 の動 きを確 認 する清 水さん。930等 とはヘ
ル′‐ スプ ル グ の配置ひとつとっても大きく異 な
',ま

す。今 回 の取 材 をするまで知 らなかうたの ですがt
964で はこういうた場 所 為 樹 脂製ヽヽ
― ツが色 々

:か ったものの、このようにかなり傷 んでいました。通

:常 、このホースはレリーズシリンダーを交 換 するとき
:に 一 緒 に交 換 するそうです。964の 場 合 、クランチ
:。

鰤

'り

「こんなもんだろう」
っと
って思うでしょうオ
、

マスターシリン
グー、
取り
外し完了。上が今回外
したシリンダーで下が新
品。同じマスターシリンダ
ーではありますカ
ミブレー
キのマスターのようなオ
ーバーホールキットは用
意されていないため、
交
換するときにはアンセン
フリーで新品に交換す
石也ありません フレーキ
ほど頻繁に交換するも
のではないので、
大した
り
ませい 。
問題ではあ′

さて、お次はマスターシリンダーの交換 です。クラッチ
べ勢 レの衝 則、トーボー
のマスターシリンダーはこちら、
ドの影 に隠れています。一番右調 に見える縦 に組み

込まれているパーツがそれです。ブレーキのマスターと
は違い、
直接マスターシンダーをペタルユニットに組
み込んで装着するという構造を採用しています。

:

