刺激と優しさの絶妙なブレンド

はじめてのイタリアンスポーツ

■MV AGUSTA BRUTALE800

日本車顔負けの充実装備

●ラインアップで最廉価となるブルターレ
800にも、４種の走行モード、アップ／ダウ
ン対応のオートシフター、８段階に調節可能
なトラコン、スリッパークラッチを標準装備。
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※写真は欧州仕様

●天才デザイナー、
マッシモ・タンブリー
ニが手がけた初代ブ
ルターレより継承す
るスラントしたヘッ
ドライトというアイ
コン。ほかの最新モ
デルと同様にブルタ
ー レ800もLEDを 大
胆に採用。伝統とト
レンドを両立したデ
ザインとなっている
●MVアグスタの３気筒
はアクセルオン／オフに
よる過度なピッチングを
抑え、シャープなコーナ
リング特性を実現するた
め逆回転クランクを採用。
またブルターレ800の最
新の３気筒は従来型より
最大トルクを25％増大、
中低速の扱いやすさを重
視した設定となっている

LEDを生かした近未来的デザイン
３気筒はあの
２社だけじゃない！

親しみやすさという新たな輝き
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主要諸元（カタログ数値）■エンジン 水冷４ストローク並列3気筒DOHC4
バルブ ボア・ストローク79.0×54.3㎜ 総排気量798㎤ ●最高出力
85.3kW<116ps>/11,500rpm 最大トルク83Nm<8.5kgm>/7,600rpm ●
変速機６段リターン ●全長2,045 全幅875 全高─ ホイールベース
1,400 シ ート 高830（ 各 ㎜） ● タ イ ヤ サ イ ズ Ⓕ120/70ZR17 Ⓡ
180/55ZR17 ●車両重量175㎏（乾燥） ●燃料タンク容量16.5ℓ
●カラー：黒×銀、赤×銀、白×黒 ●価格：149万400円

平野
×
BRUTALE800

﹁走る宝石﹂に加わった

●「愛車にしたら平日は家に帰るたびカッコイイなぁなんてバイクを眺めなが
ら、走りに行ける週末を待ち遠しく感じそう。泊まりのツーリングは厳しいか
もしれないけど、それに匹敵する濃い体験が短時間で得られるバイクだと思う」

MV AGUSTA
BRUTALE800
Ciao Bella!

価格、 扱いやすい特性。 入門車に求められる
これらの要素は、ともするとイタリアンスポー

ツの乗り味やデザインをスポイルしてしまう。
だが新型ブルターレ800は見事にそれらを両立

しているという。 再び２人のイタリアンスポー
ツビギナーが実際に触れてみる。

1945 Milano

Ciao Bella!

Domenico Agusta

刺激と優しさの絶妙なブレンド

はじめてのイタリアンスポーツ

MV AGUSTA

レースから生まれた
官能の多気筒モデル
3

1945

1950's John Surtees

並列4気筒、 3気筒というエンジン形式に早く

1960's
500 THREE
×Giacomo Agostini
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1

より着目し、レースでその技術を磨き上げてき

2

1965 600 FOUR

たMVアグスタ。 そのチャレンジスピリットは、
現代のスポーティかつ独創的な多気筒モデル
のなかにも脈々と受け継がれている。
report●中村友彦

１９２３年に創設され、航空機の
線を退くまで、日本の２ストローク

勢と互角の争いを繰り広げた。

言ってみればＭＶは、後に世界中
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世界で名をはせたアグスタ社が二輪

事業への本格的な参入を開始したの

年に劇的

に普及する並列４ ／３気筒車の基

事業から撤退。とはいえ

は第二次大戦後の 年からで、この

な復活を果たしてからのＭＶは、そ
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年代末になると二輪

ったように、黎明期は小排気量単気

のエンジン形式を踏襲しながら、か

盤を作ったメーカーなのだが、残念

筒車を主軸としていたＭＶだが、同

ながら同社は

社の歴史を語るうえで欠かせないモ

つてとは異なる独創的な思想を随所

とき社名をＭＶアグスタに改めた。

デルといったら、やっぱりフォアと

に 投 入 し、 並 列 ４ ／ ３ 気 筒 の 世 界

99

当時の二輪メーカーの大半がそうだ

トリプル、高回転高出力化を前提に

その中心人物となったのが、カジ

に旋風を巻き起こしている。

もっとも並列４ ／３気筒という

50

した多気筒車だろう。

バのボスだったクラウディオ・カス

して知られるマッシモ・タンブリー

エンジン形式はＭＶの専売特許では

ニだ。すでに２人とも故人だが、Ｍ

ティリオーニと、ビモータの創設者

代初頭から多気筒の美点に着目し、

Ｖを愛する彼らが生んだ並列４気筒

ない。とはいえ日本車や英国車がこ

世界ＧＰで圧倒的な強さを発揮して

の Ｆ ４ ／ ブ ル タ ー レ は、 世 界 中 で

にしてドゥカティ９１６の開発者と

いたのだ。その戦績を示すと最高峰

年

の５００㏄クラスを初めて制したの

絶大な人気を獲得。そして並列３気
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の形式を導入するはるか以前の

連

74

年には驚異の

筒のＦ３ ／ブルターレを発売した

年以降は、スーパーモタードやア

ドベンチャーツアラーの資質を盛り

込んだ斬新な新型車を続々と発表し、

なお現在のＭＶは、かつてと同様

支持増を着実に拡大している。
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覇を達成。５００レーサーの兄弟車
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と言うべきマシンで参戦した３５０

㏄クラスでは、 ～

シリーズタイトルを獲得している。

ちなみに当初は並列４気筒でスタ

にスポーツ性を重視したバイク造り
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ートしたＭＶの３５０ ／５００レ

ーサーが並列３気筒にスイッチした

を行なっているものの、一方でここ

数年は、親しみやすさにもかなり注

年代中盤で、これはもちろん

力した開発が行なわれている。その
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のは

年代

1999 F4 750 SERIE ORO

小型・軽量化によるハンドリングの

姿勢の変化は着実に功を奏し、近年

2015
TURISMO VELOCE 800

向上を求めた結果だ。ただし

初頭からは、並列３気筒で得たノウ

の日本市場では、初めての輸入車が

70

4

8

ＭＶ、初めての大型車がＭＶという
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ハウを基盤にして、さらに小型・軽

2012 F3 675

量化を促進した並列４気筒車が登場

1969 750 SPORT

ライダーが増えているようだ。
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し、このマシンは 年代中盤に第一

750 SPORT
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2016

Claudio Castiglioni
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2016 WSBK&WSS
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Massimo Tamburini
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1創設当初の社屋にはモーターサイクル事業
を牽引したドメニコ・アグスタ伯ではなく、航
空機事業で財を成したドメニコの父、ジョバン
ニ・アグスタの名前が記されていた
250年代中盤の４気筒レーサーはリーディン
グリンク式フロントフォークを採用。シートに
座っているのがドメニコ・アグスタ伯
357年のドイツGP。♯8ボブ・マッキンタイヤ
（ジレラ）と♯23ディッキー・デイル（モト・グ
ッツィ）を追走するのはMV製4気筒を駆る♯
18ジョン・サーティースと♯7ウンベルト・マセ
ッティ。この時代は車体全体を覆うダストビン
カウルがGPレーサーの定番になっていた
465年にワークスに抜擢されたジャコモ・アゴ
スチーニ。レーサーのエンジンが並列3気筒に
変更された66年に自身にとって初となる500cc
のシリーズチャンピオンを獲得している
5量産車世界初の横置き並列４気筒搭載車と

なった600フォアは65年に公開され、66年か
ら発売開始。ドメニコ・アグスタ伯の意向で、
あえて実用車的なスタイルが採用された
67その後継とも言える750スポルトではイタ
リア車らしいスポーツ性を強調したスタイルに
89再興に尽力したマッシモ・タンブリーニ
（右）とクラウディオ・カスティリオーニ。復活
第一弾となった並列４気筒のSS、F4 750セリ
エ・オロは日本では580万円で販売された
99年に復活してからの約10年間は並列4気
筒のF4 ／ブルターレのみを販売したが、ここ
数年は675cc３気筒のF3や、ロングツーリング
を意識した800cc３気筒のツーリズモベローチ
ェなどを発表しラインアップを拡大している
近年では市販車をベースとするWSBKやWSS
にF4、F3で参戦中。シリーズチャンピオン獲得
にはまだ至っていないものの、WSSでは14年に
2位、15年に3位という好成績を収めている

●乗り手の技量を問う特性だっ
たひと昔前とは異なり、近年の
各車は親しみやすさを重視。昨
年から発売が始まったツーリズ
モベローチェや最新作のブルタ
ーレ800は、ある意味では同社
らしからぬと思えるほどフレン
ドリーな特性を身に付けている

