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■卓話■　　  　　　山地信行会員
運命のZ計画〜世界一売れたスポーツ
カー伝説〜
世界で最も売れたスポーツカー
　世界の自動車のおよそ三割が集中

する自動車大国、アメリカ。モーターシティとして
知られるミシガン州デトロイトにあるフォード博物
館には、アメリカにおける栄光の自動車史にその名
を残す、世界の名車の数々が展示されている。
　その中に、世界で最も売れた日本製のスポーツカー
がある。日産 “フェアレディＺ”。アメリカ名は “Ｄ
ＡＴＳＵＮ（ダットサン）240Ｚ”。日本発売は昭和44
（1969）年10月、アメリカ発売は昭和45（1970）年４
月であった。
　当時の代表的な高級スポーツカーの約三分の一と
いうリーズナブルな価格でありながら、美しい流線
型のフォルムを持ち、軽快で高性能な走りを約束し
たこの画期的なスポーツカーは、発売以来九年間で
約55万台、平成８（1996）年までに累計で140万台以
上を売り上げた。これは単一車種のスポーツカーと
しては世界記録とされている。
一　かつて「二流」といわれた日本車
　かつて、日本車は世界で「二流」と呼ばれていた。
トヨタと日産がアメリカへの輸出を開始したのは、
昭和32（1957）年から昭和33年にかけてのころだった。
しかし、戦後復興から立ち上がったばかりの日本で
生産された製品は、自動車大国アメリカでは「ペッ
トのおもちゃ」に過ぎなかった。高速走行を前提と
していない当時の日本車では、アメリカのハイウェ
イで突然フロントボンネットが開いてしまうといっ
た致命的な故障が相次いだ。砂漠地帯ではエンジン
はオーバーヒートを起こし、厳冬地帯ではお湯をか
けないとエンジンが動かなかった。
　しかもデザインは実用のレベルを超えない古びた
ものばかり。売れるはずもなかった。港湾に設置さ
れた在庫用の自動車倉庫には、ほこりをかぶった日
本車がずらりと並んだ。欧米の技術レベルは、日本
のメーカーにとっては越えられない壁と思われた。
　「高性能で安価なスポーツカーを開発し、世界に殴
り込みをかけよう」

　屈辱の中から立ち上がったのは、50歳にしてアメ
リカに追いやられた一人の名物宣伝マンと、日陰の
部署にいた技術者たちだった。ターゲットは、ドイ
ツのスーパーカー “ポルシェ 911”。無謀とも思える
挑戦だった。
　スポーツカーは商売にならない――社内の冷たい
視線に耐えながら、彼らは独自にプロジェクトを進
めた。世界レベルの車とは何か。手探りの中で開発
に当たった。
　手に血豆をつくりながら、何度も何度もクレイ（粘
土）モデルをつくっては壊す試行錯誤の日々。理想
のデザインと現実とのギャップ。そして、走行試験
で現れた致命的な欠陥。苦闘の末、ついに世界で最
もリーズナブルな、高性能なスポーツカーが生み出
された。
　これは、意地と誇りを懸けて、世界最高峰のスポー
ツカーに挑んだ男たちのドラマである。
二　戦後日本の自動車産業と日産自動車
　昭和20（1945）年の終戦直後。日本各地が焼け野
原となった街の中を、わが物顔で走り抜ける進駐軍
の自動車。その姿を一日中追いかける少年がいた。
松尾良彦、当時11歳。のちに名車 “フェアレディＺ”
の設計を手がけることになる男である。
　車が停車すると、松尾少年は食い入るようにのぞ
き込んだ。松尾にとって、いや当時の少年たちの憧
れの一つが自動車だった。進駐軍の高級将校が乗る、
ピカピカに磨き上げられたスポーティーな車が眩し
く映った。ガソリンの臭いも新鮮に感じた。
　「こらっ！　小僧、触るなよ。ガムをやるから、あっ
ちへ行け」
　煙たがる将校の声に耳も貸さず、松尾はいつまで
も自動車を眺めていた。松尾は回顧する。
　「こっちは食うや食わずの貧しい生活を送っている
というのに、ピカピカの車がサーッと走っていく。『す
ごいな』『格好いいな』と憧れましたね」
　松尾の家族は、朝鮮半島で終戦を迎えた。父は日
本軍の技師だった。大陸から引き揚げると、故郷姫
路の実家は空襲で焼けていた。仕方なく親戚の家の
物置を間借りして、家族八人が住むことになった。
松尾は家のふすまに自動車の絵を描いては、よく親

■本日のメニュー■
鶏肉のロール巻き　サラダ添え

きのこのブイヨンスープ

白身魚ソテーとトマトのカッペリーニ　夏野菜と共に

デザート

コーヒー

■ビジター■

佐々木敏郎様（盛岡西RC）

☆鈴木裕子会長…皆様今日も雨もよう
の中例会に出席いただきありがとうご
ざいます。梅雨前線が弱まる事を願っ

てスマイルします。
☆山地信行会員…本日は拙い卓話を聞いて下さい。
多分、ただの雑談話になりますがお耳汚しをお許
し下さい。
☆日山健一会員…今日も皆様にお会いできて大変
うれしいので、スマイルします。
☆岩井澤昭一会員…山地幹事さん今日は卓話を楽
しみに来ました。
☆工藤　泰会員…会員の皆さんのご健康を祈念し
てスマイルします。
☆長野寿美会員…今日は早めに失礼しますので、
お詫びの気持ちを込めてスマイルします。
☆細野裕之会員…今日も皆様にお会いできて大変
うれしいです。山地さんの卓話、楽しみにしてま
した。スマイルします。
☆藤澤大祐会員…日本中が晴れる事を祈ってスマ
イルします！！
☆北田春美会員…毎日ジメジメ嫌な季節ですが、
皆様にお会いでき、さわやかなひとときです！山
地さんの卓話楽しみにしております♡
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卓話予定：長野寿美会員

 会員数　39名
 出席数　20名
 出席率　60.61％

出 席 報 告

 前々回修正出席率　76.32％

○ ○ ○ ○

■幹事報告■

１�．先週の理事役員会での議案報告です。
　�　当クラブ記録誌の制作にあたり予算として前
期・今期で合わせて40万円を確保している。任
意で一口5,000円　何口でも可。として会員にお
願いすることで承認されました。あらためて文
面にてお願いをいたします。
２．来週のクラブ協議会の出欠について
　�　FAXにて案内をしておりますが、出欠の締め
切りが本日となっております。回答まだの方は
帰りに事務局までお願いします。尚、各委員長
には出席をお願いしたいところですが、欠席を
される場合には委員の方の代弁者指名をお願い
いたします。
３�．2021台北国際大会について
　日程は2021年6月11日~16日
　�大会の関連情報と登録につきましては、国際大
会ウェブサイトを確認下さい。
４�．名札と書類ポックスの名前入れ替えについて
数年ぶりに名簿順に場所を入れ替えました。
　�　慣れるまでご面倒をおかけしますが、よろし
くお願いいたします。



■会長報告■
　九州では大雨による河川の氾濫が、大きな被害
をもたらしております。
　また、今朝には東海地方辺りまで大雨特別警報
が出されたようです。このしつこい梅雨前線東に
進んでいるようです、東北に達するまでには弱
まって欲しいものです。
　今週月曜日に、盛岡市内8クラブの会長・幹事
会がグランドホテルにて開かれました。コロナ禍
の影響で、エレクト研修も引き継ぎ会もなくス
タートした今年度でしたので、初めての顔合わせ
となりました。
　自己紹介と今後の会長・幹事会の開催の方法な
ど、議題は難しいものではありませんでしたが、

緊張感のある会議でした。緊張感は、新しい様式
の会場設定に慣れないせいだったかも知れません。
　会議の後の懇親会にも細かい注意事項があり、
感染者ゼロの岩手でさえも、これからの会議や宴
席のあり方もいろいろと変わってくるのだろうと
参考になりました。
　厚労省のコロナ接触確認アプリのインストール
率の全国1位は岩手県なそうで驚きました。ちな
みに2位は大阪でした。
　少し敏感になりすぎかなと思いつつも、第1号
になりたくないと恐れながら一生懸命手洗いに励
んでいます。一日も早く終息しますことを祈って
会長報告とします。

に叱られたという。しかし、貧しい暮らしの中で、
それは松尾の数少ない楽しみだった。
　高校生になると、自分で三輪自動車のデザインを
して、自動車メーカーに売り込むようになっていた。
　「いつか、自分でつくった自動車に乗ってみたい」
　松尾の夢は膨らんでいた。
　昭和29（1954）年。日本はようやく活気を取り戻
しつつあった。経済復興の牽引役を務めていたのが
自動車産業だった。各メーカーは工場を建て直し、
戦後の日本人の生活を豊かにする大衆車の生産に力
を注いでいた。その先頭に立ったのが、日産自動車
だった。
　日産の前身は、明治44（1911）年創業の『快進社』
にさかのぼる。創業者の橋本増治郎は東京工業学校
（現・東京工業大学）を卒業して、当時の農商務省の
肝煎りでアメリカに留学を果たし、その成果として
大正３（1914）年に独自の設計による一台の自動車
を完成させた。
　その名は “DAT（ダット）”。橋本の後援者だった
田健次郎、青山禄郎、竹内明太郎の頭文字をとった
ネーミングだった。
　しかし、性能面でも価格面でも、外国車との競争
は厳しく、快進社の経営は次第に悪化した。昭和に
入ると、大阪実用自動車製造という会社と合併して
『ダット自動車製造株式会社』となった。その後、企
業家として名を馳せた鮎川義介の戸畑鋳物株式会社
の出資を受け、昭和６（1931）年には、DATをベー
スにした小型自動車を開発した。DATのSON（息子）
ということで、“DATSON（ダットサン）” と名づけ
られた。これはのちに “DATSUN” とスペリングが
変わる。「SON」は「損」と読めてしまい、商売上縁
起が悪いとされたためだ。
　昭和８（1933）年12月、戸畑鋳物の親会社に当た
る日本産業株式会社の傘下に入って、『自動車製造株
式会社』となり、翌年六月には「日産自動車株式会社」
と改称された。初代社長には鮎川が就任した。ちな
みに、のちにライバルとなるトヨタ自動車工業が設
立されるのは、三年後の昭和12年である。
三　ミスターＫと呼ばれた男・片山豊
　昭和10（1935）年、一人の男が日産に入社した。
のちに「ミスターＫ」「ファーザー・オブ・Ｚカー」
と呼ばれる男となる、片山豊だった。
　片山は明治42（1909）年、静岡県に生まれた。中
学三年のときに見た “Briggs（ブリッグス）” という
シンプルな二人乗り軽自動車に魅せられた。それか
らは海外の自動車についての本や雑誌を読み漁るよ
うになり、将来は何らかの形で自動車製造に携わっ
てみたい、お洒落でかっこいい車をつくってみたい
という夢を抱いていた。
　しかし、日産入社四年目の昭和14（1939）年、日

本軍の指導によって、満州（現・中国東北部）に『満
州自動車製造株式会社』が設立され、日産のトラッ
ク製造部門の一部が満州に移転することとなり、片
山は赴任を命ぜられた。乗用車製造の夢は一時頓挫
し、また満州の水もまったく合わなかった片山にとっ
て、最初の試練だった。
　太平洋戦争開戦後、日産は航空機のエンジン製造
を始め、昭和19（1944）年には日産重工業と名称変
更したが、翌年敗戦。満州自動車は当時のソ連に接
収され、国内における自動車生産設備は占領軍の管
理下に置かれた。
　昭和22（1947）年、ディーラー会社として日産自
動車販売が設立された。満州から早々に引き揚げて
いた片山は、この会社の総務部長兼宣伝課長として
職場復帰を果たした。これからの時代は宣伝こそが
重要になると考えた片山は、積極的に仕事に取り組
んだ。
片山は言う。
　「当時はまだ宣伝なんていう仕事は重要視されてい
ませんでした。社内からはよく『そんな仕事をして
いると出世に差し支えるぞ』と言われたものです」
　しかし、技術者になれなかった片山にとって、よ
うやく自分がなすべき仕事場を見つけたという喜び
でいっぱいだった。片山は（昭和35年）に渡米。主
にロサンゼルスを中心に、ディーラーに飛び込みで
ダットサンを売り歩き、やがて米国日産の社長に就く。
四　大衆でも手の届くスポーツカーを作りたい
　1960年米国日産の社長に就いた彼はダットサンの
北米市場拡販のために強力なイメージリーダーとな
るモデルを求めており、イギリス製小型スポーツカー
の模倣に留まる従来のダットサン・フェアレディ（幌
型のオープンカー）では、市場での競争力が不十分
であり、年々厳しくなる北米の安全基準にも適合で
きなくなると考えていた。
　片山はアメリカ市場でのニーズに適合した新しい
スポーツカーの開発を要望し、1960年代中期から、
腰の重い日産本社に対して熱心な働きかけを重ねた
末に、当時の日産社長からようやく開発のゴーサイ
ンを得た。片山はアメリカ市場のニーズを見据えて
日産本社の開発陣に明確なコンセプトと適切なアド
バイスを与え、初代「Z」のプロデュースを主導した。
　彼はインタビューで「ジャガー・Eタイプのような
車を造ってくれ」と要望を出したと述べており、初
代Zのスタイリングはその期待を十分に満たすものと
なった。「Z」のスペックは高度なもので、軽量なボディ
に、前後輪とも四輪独立懸架という高性能なサスペ
ンションを備え、市場で先行するジャガー・Eタイプ
やポルシェ・911などに肉薄した。
搭載された６気筒エンジンは、２Lクラスの最新式で
はあったが、素性は既に市販モデルで実績のある手

堅い実用型エンジンであった。北米向け仕様は2.4Lへ
の排気量拡大エンジン採用でパワー対策としており、
これもまた手堅い手法であった。大排気量アメリカ
車同様に実用域で扱いやすかった。ジャガーやポル
シェの高性能だが複雑なパワーユニットに対して、
シンプルな設計のおかげで手荒な取り扱いにも耐え、
信頼性が高く整備も容易な、アメリカ市場でのユー
ザーニーズに合致したユニットであった。この面で
は、実用車向け量産エンジンをチューニングして搭
載していたかつてのイギリス製スポーツカーの良き
伝統を受け継いでおり、「Z」に実用型スポーツカー
としての優れた特性を与えた。
五　日陰の部署の男たちが示した意地
　デザインは松尾良彦率いる日産自動車第１造形課・
第４デザインスタジオに託され開発が始まった。こ
の部署はスポーツカー担当部署であったものの、少
量生産を前提とした小さな部署であった。メディア
では第４デザインスタジオチーフだった理由から
「S30のチーフデザイナーは松尾良彦」と紹介される
ことが多いものの、実際は吉田章夫(よしだふみお)案
のファストバックをベースに松尾案のフロントマス
ク（特徴的なライト周りは駅のベンチの形状を見て
思いついた）を合わせたデザインが基本となってい
る。その後、1967年に田村久米雄・西川暉一・桑原
二三雄の３名がスタジオ入りし、最終的な造形修正
は田村が担当している。
　ボディタイプは各種検討されており（当初二人が
米国内を７日間旅行する荷物が載る荷室）、松尾が
S30発売以前にデザインしたロングホイールベースの
２by ２（４人乗りとは言わず２+２）は1973年秋に
実車となってシリーズに追加された。オープンエア
を求める層に対しては、独立したトランクルームを
持つタルガトップモデルが設計され、プロトタイプ
まで製作されたが市販化には至っていない。スケッ
チで終わったモデルには吉田のデザインしたレース
仕様のものや松尾のデザインした４人乗りスポーツ

ワゴンなどもあった。この松尾がプロトタイプまで
作っていた２+２（２By ２）モデルは居住性と使い
やすさを追求しているところが随所に現れており、
ほぼそのままのデザインで生産タイプとなった。
　1996年に北米での300ZX（Z32型系）の販売が中止
になった後、ファンからの要望で北米日産が新品・
中古パーツを集めてレストアして240Zを限定販売す
る企画が立ち上がり、ビンテージZと名付けられて販
売された。しかしレストアには予想以上の費用と時
間がかかり採算が合わない上、応募者が殺到したた
め、当初200台の予定が39台にとどまりその後中止と
なった。またビンテージZには受注ベースの車両も
あったことと、全て地元の板金工場やショップが仕
上げた為、個々の車体の仕上がりや仕様には様々な
ものがある。
新車販売価格（参考）
　日本国内における当時の新車販売価格が廉価版の
「Z」が84万円、「Z-L」が105万円とスポーツカーとし
ては比較的安価であったことで爆発的にヒットした。
「432」は182万円、後に追加された「240ZG」は150万
円。
六　“DATSUN240Ｚ” の衝撃
　ヨーロッパ製の高級GTに匹敵するスペックと魅力
あるスタイルを兼ね備えながら、格段に廉価であっ
たことで、北米市場を中心に大ヒットした。初代Ｚ
は日産のイメージリーダーカーとして、足掛け10年
もの長期に渡って生産され、世界総販売台数55万台
（うち日本国内販売８万台）という、当時のスポーツ
カーとしては空前の記録を樹立した。「ダッツン・
ズィー」の愛称で親しまれ、日産自動車の輸出モデ
ルの総称でもある「DATSUN」の名を世界に知らし
め、日産の海外進出の活路を拓いた記念碑的車両で
ある。現在でも日本国内はもとより世界的にクラシッ
クカーとしての人気や知名度は高い。
（この物語に興味のある方はDVDをご覧ください。貸
出いたしますよ。。。）


