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を相手に、どこまで勝負できるのか？
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ルのフロアマットを製作。続くはお待ちかね、現

フロアマットが持つ
機能の重要性とは？
フロアマットとは、ユニークなもの
だ。国産や外国車を問わず、
メーカー
や販売店で装着されるパーツで、そ

ライン装着がされずに、ディーラー

るが、ほぼ１００％の装着率。

の性格上、アクセサリーに区分され
それは乗るたびに毎日、必 ず目
体が直接に触れるものである。しか

に入り、シートやハンドル同様、身

内装デザインに与えるウエイトも多

も、車 内に占める面積 割 合が高く
く、吸音や足を通じての「踏み心地」
といったインフォメーションも伝わる
作系の機能を補完する重要な部品の

し、アクセルやブレーキといった操
一つである。
そのため、セレクションを間違え
ず、当然にズレやシワが生じること

ると、フロアとマットのサイズが合わ
になる。これはドアを開けてシート
に座った際の第一印象を損なうだけ
ではなく、アクセル操作やブレーキ
操作を損ない、最悪事故の原因にも
レースやジムカーナ、サーキット

なりかねない。
走行会などの車検時には、マットを
取り外すことを必 ず要 求されるの
れはマットのズレによる操作ミスを

は、経験者なら周知のことだし、そ

では、マットなしでデイリーユース

予防するためである。
すると良いかというと、そうもいか
乗車時には必ず靴底を綺麗にしてか
脂ぎったコンクリ床や砂利や埃、泥

汚れることを防ぎ、清掃を簡便化す

能が要求される。これにより車内が

やフロアが汚れるのを防ぐという機

ない。レーシングシューズを履いて、

してクルマに乗らざるを得ない。

の道路も、雨も晴れの日も歩く。そ

試しに、フロアマットを敷かずに一

るという役目がある。

ら乗車するレースならいざ知らず、
そのためマットには外部からの砂

日常の生活ではオフィスの絨毯やブ
ティックのフローリングのような磨

長年の汚れでミスボラシクなったも

やホコリ、水分などが吸着し、車内

週間も経てば床は砂やホコリまみれ

のは、新調を決断すべきだ。

る。これも試しに床を剥いで、フロ

定などによる快適性の向上機能もあ

ではマットだけが浮き立ってしまうよ

子模様は、Ｗ１２４のデザインの中

た感じのココスマットであろうか。格

様の、シザル（麻）製のサクサクし

スペシャルカーズの時代から格子模

Ｅユーザーとして無難なところでは、

問題はどれを選ぶかだが、５００

となるし、雨の日にはペダルが雨で
滑り、運転を楽しむどころではなく
なってしまう。
その他にも、重要な機能として、

アマットが無いレースカーに乗れば、

事をやってもつまらない気がしてい

うにも感じるし、筆者としては同じ

遮音と断熱、床の高さ調整と足の固

振動や石跳ねでやかましく、そして

素材によって４種類に分かれ、色や

れば、マットの種類は、毛足の長さや

してみることにした。青木さんによ

る「プレシャス」の青木さんに相談

そこで、オーダーマットの老舗であ

た。

排気管の熱で足や車内全体が熱せら
れ快適からは程遠い環境になってい
ることに気がつくはずだ。

信頼の国内製オーダーマット
﹁プレシャス﹂
さて、その重要なフロアマットで

インストーンでのアレンジも可能なプ

ステッチも選べる。さらに、刺繍やラ
レタポルテではなく、信頼の国内製

あるが、
意外に無頓着であるユーザー
付いていたマットという御仁もいるこ

も多いようで、中古車を買った時に

ルだ。嬉しいのは１枚からオーダーで

作のオーダーメイド、オートクチュー
フロアマットは、タイヤやエンジ

間とクラブのロゴやチームロゴを入れ

きるので自分だけのアレンジや、仲

とであろう。
ンオイルのようにスリップサインや

ンジ）
」もアリだと思う。

オーダーマットで、「ｃｈａｎｇｅ（チェ

に入りをアレンジした、世界で一枚の

えた時が多いようだが、自分のお気

トを新調するのは、クルマを買い換

メルセデスユーザーが、フロアマッ

レムやシグネチャーでもいいだろう。

トのマークでもいいし、自身のエンブ

ができ上がるのだ。例えば、他にペッ

タで渡せば、世界で一つの刺繍マット

とにした。写真を画像処理してデー

いてジャンプしている姿をあしらうこ

ス、一馬力の馬がパスキキュールを描

れるのではなく、自分のオーナーホー

りきたりに他人のブランドロゴを入

試行錯誤の結果、筆者の場合、あ

るということも可能だ。

走行距離で賞味期限のあるものでは
ないが、靴のかかとで穴が開いたり、

今回オーダーしたのは筆者の愛馬「クランマー号」のシャドー。ドイツ産
ホルシュタイナー種のブリードロゴも誇らしげに刺繍してもらった。

■ ﹁プレシャス﹂オーダーフロアマット

マットブランドである「プレシャス」で、オリジナ

ウッドと刺繍の色がトーンマッチし、ブラック地にオレン
ジの鮮やかなパイピングが映えるプレシャスマッ
ト。

きぬかれたものから、ラーメン店の

黒地にオレンジの縁取と刺繍して仕上げたオーダーメイドのマット。寸法サイズも現車あわせの型紙仕立なので、隙間や皺とは無用
の出来映えは立派。難点はもったい無くて乗ることに躊躇することか。

■ カーニンガム・コンロッド製作

文・撮影＝ 500E 倶楽部制作委員会
写真＝古閑章郎（GERMANCARS 写真部）
協力＝プレシャス／エスコート／エスファクトリー／ SPEEDJAPAN
ロゴやタグには、自分の名前や、車体番号、クラブ名など自由に入れるこ
とができる。オーダーメイドならではのメリッ
トだ。

熱血的W124愛好家の広場
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■問い合わせ：プレシャス：TEL.042-313-8688 http://www.xarec.co.jp/
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世界に一つだけの
オートクチュールマット
マッ
トのずれ防止のために、フック用のハトメ穴を備えてある。ハードドライ
ビングにも十分耐えられる。

素材やデザインが自由にチョイスできるオーダー
運転席ペダル部分付根はヒールパッドで補強することにより、耐久性と
操作性を兼ね備える。

倶楽部

回
第 40

AMG C63

457ps/6800rpm

61.2kg・m/5000rpm

1730kg

28.2

3.78kg/ps

の３・ を超え、フリクションの低

とは既に述べた。今回は、これに併
の同社製品は、クロームモリブデン

ンロッドでは間違いなくトップシェア

国産のチューニングカーの特注コ
連棹比は、フリクション低減のため

ラストを解消する。最近の市販車の

減と低音時のスラップ音、サイドス

せて設計製作していたコンロッドが

と併せてエスコートの塩原氏。

ひと足先に完成したわけだ。
ジンでは５～６を超えるものもある

３の半ばから～４。レーシングエン

という値の６ℓエンジンが、いか

から、ノーマルコンロッドの流用で３・

で削り出され、メルセデスベンツ特
有の小端部フローティング潤滑用の

４３４０の鍛造型から精密ＮＣ加工

える連結棹で、高速で往復・回転す

部は、ショットピーニングで仕上げた

ルの当たりを考えて設計された大端

コンロッドというのは、ピストンの

るから、軽量かつ強度 剛
･ 性が要求
され、同時に高精度が求められるエ

オイル穴は放電加工で開ける。メタ

ンジンの中心部品の一つだ。

トヨタや日産の最近の量産車では

に底辺値であるかが良くわかる。

グレードだ、重量はわずか６５８ｇ

能の勝るＡＩＳＩの２９６００ｐｓｉ

あわせるボルトはＡＲＰより、性

れるが、要改良の部分であることは

数モデルゆえの「割り切り」と思わ

なるであろう。旧世代ＡＭＧ流の少

とをやったら、異音クレームの嵐と

考えられない数値であるし、同じこ

最高のＭ１１９エンジンを創る、メー
に抑えられ、ノーマルコンロッドとの

超一級品だ。

カーができなかったことをやる、と

間違いない。

今回のエンジン製作のコンセプト

いうことであるから、それは現時点
重量差は１本あたり約１５０ｇ とな

は、
「 和 魂 洋 才 」の最 先 端 技 術で、

で考えられる最高のものが要求され

昨年５月号（第

回）で紹介し

た国産６ℓ新エンジン製作プロジェ

分かる。Ｍ１１９エンジンの性格は
低中回転トルク型で、それを４速Ａ
Ｔ（実質は３速）にマッチさせた仕
は中回転トルク型、

様であるが、対してＢＭＷは高回転
高出力型、Ｃ

ℓモデルは、既存のＭ１１９ブロッ

時出していたＭ１１９エンジンの６

すると、ＡＭＧやブラバスなどが当

ご存 知ない読者のために、解説

いうヒントが隠されていることに気

ラットトルクで高出力を望むべきと

めるのではなく、ワイドバンド・フ

れば、無理にＭ１１９に高回転を求

と変速する仕様だ。賢明な諸兄であ

多段ＡＴに組み合わせて、ドンドン

ＩＳＦは中回転高出力型をそれぞれ

たＭ１１７エンジン、５・６ℓモデル

／ｈが４・８秒 Ａ( ＭＧの
カタログデータよりマイナス０・３

秒 を
) マークし、０‐４００Ｍは ・
秒（同マイナス０・５秒）と現行車

‐１００

さて、ヘアライン号は今でこそ０

が付くはずだ。

グストローク化、シリンダー直径も
１００㎜へとボアアップすることに
より、総排気量を５９５６㏄とした

ｒｐｍ、最大トルクが ・１ ‐ｍ／

当時のＡＭＧで３８１ ／５５００

最高出力は、控えめに表示する

きりいってノンオーバーホールの吊る

フル装備の精進の結果であり、はっ

に、タコ足、ＬＳＤ、ＥＶＯ・ＡＴと

を凌駕するが、それは新品エンジン

バスでは４０８ ／５６００ｒｐｍ、

kg

・６ ‐ｍ／３８００ｒｐｍであ

り、５００Ｅユーザーにとっては現
在でも憧れの存在である別世界のパ

寄る歳とともに剣が鈍った往年

塵を拝するのが現実だ。
の「老将」の相対的パワー不足とは

しかし、 年前であればスペシャ
ホール時期にあることは現実として

まって、ほとんどの車両がオーバー

このことで、絶対的な経年変化と相

リティカーにのみ許されていた数値
捉えるべきだ。

紀の現在となっては別段珍しい数値
ではない。

どを示す指標の一つであるトルクウ

トルク発生回転域までの加速性能な

較すると上の表の通りであり、最大

発しているのでご紹介したい。

の技術で製作したエンジン部品を開

い物をという賢兄弟のために、最新

せエンジンをＯＨするなら、より良

し」ということになる。では、どう

向性としては、
「エンジンは開けるべ

加減速能力に従うから、本連載の方

エイトレシオでは拮抗するものの、

ストロークアップのために必要なの

１１７クランク流用のボアアップ、

さて、Ｍ１１９の定 番であるＭ

レシオでは、ちょっと寂しい数値だ。

ちなみにメルセデスは伝 統的に、

転の空気抵抗を考慮してのことだ。

もあるが、ロングストローク・高回

てある。これはオイル穴加工のため

容易なＨ断面でなくＩ断面を採用し

コンロッドの断面形状は、製作が

ている。

Ｑエンジンでもこの手法が採用され

国産ではＧＴＲやＺに搭載されるＶ

だ。
、Ｍ１１３やＭ１５６はもちろん、

めに最近の先端エンジンの一大潮流

最近のエンジンはフィーリング向上と省燃費の
ためフリクション低減に熱心だ。
（日産ＶＱエン
ジンのリリース資料より）

この表を見るとクルマの性格がよく

達性能の指標であるパワーウエイト

最高出力回転域・最高速度域への到

例えば、現行モデル同クラスで比

高速道路上の優先権と安全性は、

も、パワー競争の結果終着した 世

フォーマンスだ。

しの６ℓでは、ほとんどの状況で後

３７５０ｒｐｍ。対して強気のブラ

エンジンだ。

km

・０㎜から ・８㎜と９・８㎜ロン

のクランクを入れて、ストロークを

クにＷ１２６などに搭 載 されてい

クトの続報を紹介したい。
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現行モデルと比較すると
ちょっと寂しい数値も

※データは全てサンルーフ装着車

ヘアラ イン号 は 連 載 開 始 後、２

日頃のメンテのおかげで
法定費用くらい済んだ
度 目 の 車 検 を 迎 え た。 前 回 は ６
車 検 で あった が、毎 回 毎 回、こ れ

リッターエンジン換装のための改造

ヶ月

で も かと 手 をかけているので、今
点 検の費用 な どが２万 ８３５０円

回の 車 検 で か かったのは、

が２万 ２４７０円、車 検 代 行 料 が

と重量 税 が５万４００円、自 賠 責
１万５００円の合計 万１７２０円
法定点検費用の内訳は、排気ガス、

で済んだ。

冷却水の量などの法定項目のほか、

光軸、ブレーキパッド残量、油脂類、

けていた。現在のＴｉＮ加工やＤＬ

できるし、将来の整備項目の打ち合

れているから、エラーがあれば発見

断機でのチェックが車検費用に含ま

エスファクトリーでは純正の故障診

Ｃ処理をしたピストンピンでは、前

わせもできるので安心だ。
また、エスファクトリーでは、ヘ

世紀の遺物のようにも思えるが、Ｍ

のを記念して（笑）
、３月中の車 検

アライン号に手間がかからなかった

１１９のザウバーに用いられたパン
ケル製のコンロッドでも依然採用し

検ついでに今後のメンテナンスにつ

然に発見することが大事だから、車

名車に長く乗るためには、故障を未

ンを実施してくれることになった。

無料で、オイル代の半額キャンペー

予約の方に限り、オイル交換、工賃

ており、またレンテック製のコンロッ
ドでも同様の加工をしてあることか
ら、ここは安全を見て旧来の方法を
採用した。追って紹介するエスコー
ト製ピストンとあわせて、エンジン
を組み付けるのが楽しみである。

いて相談してみると良いだろう。
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倶楽部

4.00kg/ps

500E

41.1

500E

1680kg

倶楽部

40.8kg・m/3,900rpm

500E

420ps/8,300rpm

倶楽部

BMWＥ９0 Ｍ３

500E

クロモリ鍛造の型をＮＣ加工で削
り出して指定の寸法にコンロッド
を製作する。設計する人、
造る人、
加工する人、組み付ける人の顔と
名前が全て一致する量産工業製品
は、現在、皆無の存在だ。ファー
ストクラスハンドキャリーも珍し
い（笑）
。

4.04kg/ps

倶楽部

33.2

連棹比の向上、フリクション低減

21

500E

1710kg

は、省燃費とフィーリング向上のた

12

85

倶楽部

51.5kg・m/5200rpm

29

59 ps

500E

423ps/6600rpm

る。加えて特筆すべきは、特注され
るショートピンハイトのピストンに併

ps

倶楽部

レクサス ISF

る。

内燃機設計は
エスコートの塩原氏
製作を行なったのは米国ドラッグ

kg

倶楽部

パワーウエイトレシオ
4.51kg/ps
4.21kg/ps

低フリクションのために
連棹比の改善が必須

コンロッドをハンドキャリーで米国から持ち帰っ
てくれた塩原氏。ＮＨＲＡのチャンピオンが一本一
本再検品する！

89

94

15

500E
500E
倶楽部

トルクウエイトレシオ
29.1
27.9

連棹比はこれで、Ｍ１１９９７４

車両重量
1720kg
1720kg

せて軸間延長されたロングサイズ。

最大トルク/ 発生回転
59.1kg・m/3750rpm
61.6kg・m/3800rpm

ングハム社製、設計はピストン設計

最高出力 / 発生回転
381ps/5500rpm
408ps/5600rpm

レースでは知らない人がいないカーニ

低 中 回 転トル ク 型 エ ン ジ ン の 料 理 法 とは？

は、コンロッドとピストンであり、ピ

M119と500E

ストンは鍛造ピストンをエスコート

現行モデルとの比較から見る
爆発圧力・上下運動をクランクに伝

で製作するべく準備を進めているこ
51

61

古めかしいオイル穴をコンロッドに開

２４

「良所を伸ばし、弱点を直す」が本連載のテーマ。昨年の 5 月号で紹介した「国産 6ℓ新
エンジンプロジェク
ト」の続報が届いたので紹介しよう。現行型スペシャルモデルとのスペッ
ク比較とあわせて解説する!
14

■問い合わせ：エスコート 埼玉県戸田市笹目 4-19-14 TEL：048-421-9443 http://www.escort-jp.com/
■問い合わせ：エスファクトリー 東京都江戸川区篠崎 7-11-5 TEL.03-5636-5122
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11

AMG E60
BRABUS6.0

米国カーニングハム社で出来立てホヤホヤ、３台分のＭ１
１
９用コンロッド。放電加工
されたオイル穴と長い芯間がよく分かる。

ヘアライン号車検費用報告

国産６ℓエンジン
制作プロジェクト
コンロッド 編

