温 │故 │知 │新
MV AGUSTA 1975 750SS America / 2000 F4 / 2010 F3 800

042

042

17/10/18 10:59

clubman_1_P016-069.indd 42

M V A G U S TA

1975 750SS America
2000 F4
2017 F3 800
深紅のボディに通じるものとは？
いつの時代もMVアグスタは特別なオートバイだった。
では三世代のアグスタを乗り比べたら見えてくるものはあるのか？
そうして世にも贅沢な試乗が始まった。
photo T.MINE text T.GOTO MVアグスタジャパン www.mv-agusta.jp/
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その後ろ姿と排気音から
帝王のプライドが漂う
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姿勢だから低速で走ればステアリングに

るだろう。しかしサスペンションはそれほ

してみろ」と言わんばかりに挑戦的な排

くる。
「 乗りこなせるものなら乗りこな

ロットルをひねると背筋がゾクゾクして

気音だ。

ど動きが良くないだろうし、極端に前傾

悪条件が揃えばペースがあげられるはず

どうしても力がかかってしまうこれだけ

どの時代に共通するのは
官能的であること
ＭＶアグスタ７５０ Ｓアメリカに乗っ

たけれど、エンジンをかけて走らせたこ

こともあったし写真撮影をしたことはあっ

リングはとても素晴らしかった。

できなかった。ところがアメリカのハンド

もなく、ヨタヨタ走ることしかイメージ

まで引っ張れば、澄み切って乾いた排気

ンはまったく不足はない。そして高回転

うな印象があるが、今回お借りしたマシ

７５０は若干低速トルクが薄かったよ

たのは今回が初めてだった。手に触れた

とはなかった。恐る恐るセルボタンを押

ある。けれど身体全体でマシンを倒して

ルから手が弾き返される様な頑固さが

シンは例えば変な入力などしてもハンド

安定感が強く、ドッシリとしたこのマ

的な速さではなく官能性能という点で、

フォーマンスは知れている。しかし絶対

クラスのスーパースポーツに較べたらパ

音を発しながら加速していく。リッター

した瞬間、シートの上で飛び上がりそう
撮影当日の現場では、近くで四輪の広

る。別にそれほど大きな排気音なわけで

動きが止まった。全員がこちらを見てい

ジンを始動した瞬間、周囲にいた人達の

いた。少し離れた場所でアメリカのエン

心感がある。かつて経験したことがない

てもビクともしないような安 定 感と安

てバンクが落ち着いてしまうと何が起こっ

バイクに体を預けることができる。そし

いく。ゆっくりとした動きだが安心して

やると驚くほどにスムーズにバンクして

タイヤに身をあずけるようにして思い切っ

かりとした接地感を伝えてくるフロント

やるべき操作は決して複雑ではない。しっ

４のハンドリングはかなり手強い。けれど

る最新のスーパースポーツに比べるとＦ

になった。
告撮影が行われて大勢の人達が集まって

はない。しかしホルンのように美しくカー

フィーリング。まさかこの時代、これほ

ンクさせていくのだ。荷重を受けたフレー

てコーナーに飛び込み、躊躇せず一気にバ

どのマシンも乗りやすくなってきてい

見たら他を圧倒する。

排気音は、周囲にいる乗り物好き達を全

どまでに車体の完成度が高いオートバイ

かった。どこにおいても強烈なオーラを
古さを感じないどころか、今でも飛び抜

も高い荷重を受けるとイキイキしてくる

Ｆ３の魅力は
どこにあるのか ？

Ｆ ３はＦ ４のデザインの流れを汲み、

進化したマシンである。全体の美しさや

最新のテクノロジーを取り入れて大きく

し注目すべきはなんといってもその走りだ。

気筒のオートバイにはハンドリングの面

またがった瞬間、
とてもコンパクトで扱

作りの丁寧さはもちろんＦ４譲り。しか
四本のサイレンサーが吐き出すエキ

いやすいことがわかる。単にポジション

けて美しく見えるのは驚きだった。
ゾーストノートは変わらず官能的だ。強

ドを出せばそれなりに答えてくれるのか

い前傾姿勢のハンドルに手を伸ばし、ス

で全く期待をしていなかった。多分スピー
もしれない。ハイスピードでまったりと
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コーナリングを楽しむ様なことならでき
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ブした四本のメガボンマフラーが奏でる

があるとは思わなかった。

かなり従順だった。首都高速を流す程度

今回試乗したマシンはサスが馴染んで

を生む。

ムがしなるようにして素晴らしい旋回性

員釘付けにしてしまった。空冷４気筒の

徹底的にエキサイティングな
Ｆ４というマシン

排気音と言えば、特融冒頭に登場したＣ
が、ＭＶの凄みのある排気音はまさしく

Ｂ７５０の素晴らしさも良く語られるけ

別な次元にあった。

レーシングマシン。ＣＢのそれとはまた

でも気持ちよく走ってくれたが、それで
人的にとても思い入れがあるマシンだ。

性格は変わらない。飛び抜けて美しく挑

アメリカの 年後に登場したＦ４は個

だから。そんな注意も聞いていた。試乗

旧クラブマンの編集長時代とかぶってい

戦的なマシンなのである。

ローがセカンドくらいにハイギアード
場所も狭かったから高回転までは回さな

たこともあり、何度も試乗させてもらっ
削りで妥協のないこのオートバイにはずっ

た。 若干未完成な感じはあるものの荒
と強い憧れを持っていた。

低中速トルクの太さ。低回転からでもバ
イクを力強く押し出していくからなんの

けれど僕が感動したのはハンドリング

放つ。 年近く前のスーパースポーツが

Ｆ４の美しさはまったく色褪せていな

だ。正直なことを言えば、この時代の４

晴らしかった。

ストレスもない。エンジンの力強さは素

かったけれども、逆にそれでわかったのが

25

17/10/18 10:59

clubman_1_P016-069.indd 45

20

045

Ｆ３は感覚で操作するバイク
それができることが素晴らしい
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が良いとかではなく体に吸い付いてくる
を考えずに操作するだけで手足の延長

ていても楽しさと一体感がまったく違う。

気音の高まり方と突き抜けるように伸

を上げて吹け上がっていく。この時の排

幅広い層のライダーがこの素晴らしさを

やすいエンジンの特性などによって、より

リング、低中速からトルクがあって扱い

このＦ３で重要なのは、いままであっ

びていく。
たＭＶの中で最もフレンドリーな性格を

計者も会社も（名前が同じだけ）全く異

うが、僕はスポーツバイクを楽しく走ら
関係が出来上がっていくようなこのフィー

せる時、無意識のうちにバイクとの信頼

なるバイク達だ。しかしエンジンのフィー

もちろん人によって好き好きはあるだろ

思い切った操作ができるようになる。そ

持つスーパースポーツであるということ。

リングと排気音、ハンドリング、そしてラ

はバイクに対しての信頼感が高くなり、
うなるとバイクが更にキビキビと鋭く動
リングがもっとも重要な要素だと思う。

は激しくて個性的だけれど乗り手を選

これまでイタリア製のスーパースポーツ

のように動いてくれる。だからライダー

感を生み出していく。ハンドリングが素

３気筒エンジンもまた魅力的だ。魅力

ような、ある種エロティックにさえ感じる

晴らしく低速でも非常に素直で軽快に
くようになってくる。スポーツバイクに
的な排気音とフィーリングで知られる三

フィット感。これがバイクとの強い一体

動くことに加え、
この一体感のおかげでハ
普通のスポーツバイクだとこうはいか

乗るうえで最も楽しくなるサイクルだ。

ら低速でマシンを操っていても意のまま
クを駆使してマシンの良い部分を引き出

ない（ことが多い）
。ライダーがテクニッ
る感じ。低中速でのサラザラした回り方

気筒だが、Ｆ３は更に個性を追求してい

すいポジションや低速から素直なハンド

ポテンシャルを発揮する。ただ、扱いや

ろんエキスパートが乗ったら素晴らしい

ぶようなイメージがあった。Ｆ３ももち

スタは特別なオートバイでありつづける。

過去も、現在も、そして未来も、ＭＶアグ

のマシンも何一つ妥協していない。だから

イダーを魅了するデザインは、どの時代

今回３台のＭＶアグスタは、年代も設

感じられるようになっている。

その結果、スーパースポーツでありなが

ンドルに体重がのってしまうこともない。

に動くのだ。
気筒ごとの爆発音が整って一気にトーン

が高回転でパワーバンドに入ったとたん、
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していかなければならない。感覚的に操っ
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て同化していくＦ３とは、同じように走っ
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普通のスーパースポーツだとヨタヨタ
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してしまうような低速でも、難しいこと
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