
Who is Sig.Ito? 

私は日本のジャーナリストであり、かつ今から２０年程前にアレッ

サンドロ・デトマソ氏に日本でオーナーズクラブを立ち上げたらど

うかとほのめかされ、MASERATI CLUB OF JAPAN を設立した。８

０年代後半から映画やテレビ番組製作のプロデューサーとして頻

繁にイタリアを訪れていた私は、マセラティというブランドにほれ

込み、頻繁にモデナを訪ねていた。 

 

勿論、当時からエルマンノ・コッザ氏は大変、親切に東洋から来た

若者に対応してくれたし、アドルフォ・オルシ JR 氏、そしてまだ

学生だったマテオ・パニーニ氏などのモデナにおけるマセラティ・

ソサエティの中に参加することができた。 

 

当時は、まだ古い時代を知るワーカーやエンジニア達もマセラティ

で働いていた訳だが、訪ねてきた私が日本人だと解ると皆、イトウ

という日本人を知っているか？と尋ねるのであった。 

よく、彼のことを聞いてみると伊藤は 1960 年代後半にマセラティ

でエンジニアとして働いていた日本人の若者だという。そんな時期

に日本人がどうやってそのようなキャリアをつむことができたの

であろうか？私は、それをきっかけに伊藤のことを調べ始める。 

 

そうすると、彼はミストラルでモデナ・東京間を含む世界一周ツア

ーをやり遂げて、モデナ名誉市民になっていたことも解ったし、そ

の後、コーリン・チャップマンに認められ日本人初の F1 メカニッ

クとして世界中で活躍したことも解った。 

 

私は日本のカーグラフィック誌に約１年間かけて”マセラティに今

なお残る伝説の日本人”という連載を書いた。それはマセラティ

100 周年を祝う前年のことで、日本とイタリアの強い絆を再確認し

たかったために他ならない。 

 

今回、この Arigamo Arigato というモデナと東京の友情を確認しあ

う素晴らしいイベントにおいて、モデナを訪れた日本人カーガイの

パイオニアたるイトウについてお話することができるとは夢のよ

うなことである。 

 



 

 

伊藤義敦は 1941 年に東京に生まれる。2 歳の時に父親を戦争で亡

くし、母親は姉と彼を懸命に育てたが貧しい時代の中、ひたすら我

慢を重ねる幼少期をおくるが、勤勉な彼は技術専門学校を優秀な成

績で卒業した。自動車が何より好きでエンジン専攻であったが、経

済的理由から、現パナソニックのカーラジオ部門にエンジニアとし

て就職し、そこでは数々の特許を取り将来を有望視された。 

 

しかし伊藤はその生活に満足できなかった。「先の見通しまで決ま

ってしまう変化のないサラリーマンの生活に矛盾を感じ、そんな日

常に腹を立てていた。一生に一度の人生で、自分の想ったとおりに

生きるべきだと思い、好きだった自動車をもっと勉強したいと考え

サラリーマンを廃業する決心をした。そして実際にやるなら本場の

イタリアで自動車造りから設計まで学びたい」と、当時の心境を語

っている。 

 

Sig.Ito went to Modena-First destination  is  DeTomaso factory 

クルマ１台全部を造る経験を積むにはイタリアの少量生産メーカ

ーがいいというロジカルな判断をした伊藤はイタリア語を勉強し

つつ 20 数社という候補をリストアップし 3 ヶ月かけて一つに絞っ

たという。その一つがデトマソ社であった。そして“私はヨシアツ 

イトウ。エンジニアとしてデトマソ社で働かせてください。”と手

紙を書いたのであった。マルセイユ行きの船の予約をして手紙の返

事を待つが、いくら待てども返事が来ない。しかし、伊藤はデトマ

ソで働けるという何の根拠もないままに 1966年 7月 21日に東京港

を出航した。 

 

デトマソを訪ねたのは、9 月 1 日の昼休みも終った午後 2 時であっ

た。受付の社員に説明すると、彼が数ヶ月前に送った手紙が取り出

され、デトマソのいる社長室へと通された。伊藤はまだ自信のない

イタリア語で一生懸命、デトマソにここで働きたいと訴えた。しば

らく、彼の手紙を読みながら話を聞いていたデトマソは、話が終わ

ったか終わらないうちに、答えたという。「OK だよ。もちろん」と。 

 

伊藤の無謀ともいえる冒険を、アルゼンチンからレーサーの夢を持



ってイタリアへ乗り込んできたデトマソが若き自分の姿に照らし

合わせ、暖かい気持ちで受け入れてくれたのではないかと伊藤は記

している。 

当時のデトマソ社で作っていたのはロードカーとヴァレルンガや

フオーミュラカーであった。 

 

持ち前の器用さと根気が評価されたのか、伊藤は次にパーツリスト

作りの仕事に取り掛かった。エンジンからシャーシまで 300 種以上

の部品の形状をフリーハンドで描きそれにパーツナンバーやその

名前を記していくという。 

 

Sig.Ito moved  to MASERATI 

1967 年になると滞在許可の問題が発生し、デトマソはツテのある

マセラティに伊藤の紹介状を書いてくれた。そしてフェラーリの技

術学校に通いながらマセラティで働き、イタリアの自動車整備士の

国家試験を受け晴れて合格し、労働許可証も獲得することができた。

晴れて伊藤はマセラティに見習いとして勤めることになる。 

 

仕事はファウストという 55 歳のメカニックと二人一組で始まった。

整備を手がけたクルマはセブリング、ミストラルなどであった。 

パバロッティをはじめ、世界一流の顧客との密接な関係を持つこと

ができるマセラティのサービス部門で働いたことから、また伊藤の

人生は新たな展開を迎える。サービス担当になってまだ 1 週間もた

たぬ頃、レースの世界でも実績を残したというフランス人顧客のミ

ストラルを伊藤が担当することになったのだ。 

 

Encounter with French F2 driver- Jacque(Jacky)  Maglia 

ある日、サービス課にフランス人のジャック・マグリア氏が彼のミ

ストラルをサービスに来た。そして彼はイトウに、この車で東京ま

で行こうという。しかし、勉強不足でそんな時間はないといってこ

とわらざるを得なかった。」このジャックは伊藤と同い年で当時、

26 歳。1963 年、モンツァの F2 では優勝した経歴も持つが、右手の

負傷からレース活動からはリタイアしていた。 

 

1966 年 12 月マセラティ・ミストラル 4000 シャーシナンバー

AM109.886 をファクトリーから直接、購入し、車両の整備を受けて



いた。 

ジャックは伊藤が一旦断ったにも関わらず何度もモデナ東京ツア

ーの参加を口説く。そのうち伊藤はジャックからの申し出を真剣に

考えていいかと思うようになる。アウレリオ・ベルトッキに相談し、

マセラティ トップのオメール・オルシ氏に許可をもらいに行くと

すんなりと OK が出たではないか！ 

  

Modena-Tokyo tour  with MASERATI MISTRAL 

結局、モデナ―東京 だけではなく、北米もコースに含めた世界一

周ラリーとなることに決まる。費用はすべてジャックのポケットマ

ネーからまかなわれるが、マセラティもタイヤや予備ガスタンクや

多量のスペアパーツなどスポンサーする。 

 

伊藤もジャックも仕事を持つ身であるから、のんびり走っているわ

けにはいかず、できるだけ早く、それも確実にモデナへ戻ってこな

ければならない。 

コッザからもらった世界一周ラリーのプレスリリース資料を眺め

てみよう。モデナからユーゴスラビアを抜けトルコへ。そしてイラ

ン、アフガニスタン、パキスタン、インドとアジア圏を横断し、マ

レーシア、タイ、香港を経由し、日本へと到達する。その後は、ア

メリカ大陸横断し、船でイギリスへ移動し、ベルギー、ドイツ経由

でモデナへゴールというコースだ。ざっと眺めてみただけでも、砂

漠や様々な難所が想定される。 

 

しかし、このツアーをジャックがなぜあれだけ熱心に実行すべく進

めたかは、気になるではないか。 

 

1967 年 10 月のモデナのマセラティファクトリーでは、たくさんの

従業員達が彼らの世界一周ラリーを見送っていた。 

１０月１５日午後６時、先導車１台が、ミストラルをユーゴの国境

まで送った。ユーゴ（注：現 セルビア）では平均 140km/h（給油

時間含む）。ブルガリア、トルコのアンカラまで１日間ノンストッ

プ。実際の走行は相当なハイスピードランであったことは間違いな

い。１５日にモデナを出てからベオグラード（セルビア）まで広報

記録によれば平均速度 96km/h ということであるから、オープンロ

ードでは 200km/h を踏み込むくらいの走りをしないと出すことの



できない数値であろう。イタリアから一歩出ると未舗装のガタガタ

道となり、強化されたミストラルのリーフリジッドサスの乗り心地

はさておき、その頑丈さは心強い。トルコに入るとノッキング音が

高くなり、ガソリンの質が変わってきたことが解ったという。フェ

リーで黒海を渡りイスタンブールへと入る。これから先は砂漠を横

断することになる。 

 

Broken piston -India 

しかし、パキスタンを超え、インドのニューデリーへ着いたころに

は、マセラティならではのハイスピードクルージングに陰りが見え

るどころか、走るのもままならぬ状況になったというではないか。

11 月 5 日のカルカッタに辿りついたが、次の目的地、マレーシア

へ渡る船は丁度一週間後に出る。この一週間で何とか直さなければ

ラリーはおしまいだ。 

 

カルカッタについたときには６気筒のうち半分の３気筒だけしか

動いていなかったため、工場の一角を借りて修理にかかる。メカニ

ック歴 1年 3カ月の伊藤があの精巧なマセラティ直６をとんでもな

い環境の元に何とか直してしまったのだからたいしたものだ。 

 

Tokyo! 

1967 年 11 月 20 日、フェリーで無事マレーシアへと渡り、タイの

バンコックへ到着。そこからはエアカーゴで羽田までミストラルと

二人は飛んだという記録が残されている。ついに、今回のラリーの

メインテーマである“モデナ－東京”間の一幕が下りたのである。 

 

イタリアからピストンや、必要なパーツが届くのを待ち、伊藤の迅

速な作業によって、あっという間にミストラルの直６エンジンは本

調子となった。ジャックと伊藤はおそろいの着物を着せてもらい東

京の日常を味わう 

 

Next stage to US 

1968 年１月の半ばに、世界一周ツアーPart2 が始まった。サンフラ

ンシスコを出発し、ルート 101 に出たとたんにスピード違反で捕ま

る。まさに波乱万丈のアメリカ大陸横断が始まった。その後、何回

も捕まりながらやっとのことでアメリカ大陸を横断してニューヨ



ークに着いく。5000km を２日半で走り切ったのだ。 

 

London  Sig.Ito met Mr.Ikuzawa 

ロンドンに到着した伊藤は、当時、唯一人、海外へ出てレース活動

を行っていた生沢徹と出会う。この出会いによって伊藤はヨーロッ

パでレーシングメカニックとして活躍するという可能性があるこ

とを知った。 

 

Fine- arrival at Modena 

ロンドンからベルギーへ。ドイツ、スイス経由で雪道を抜けてイタ

リアのモデナへ辿りついたのは 1968 年 3 月 5 日だった。出発して

から 4 カ月と 18 日目である。 

そして、伊藤はこのツアーの成功によりモデナ名誉市民のメダルま

で受け取ることになる。 

 

Back story of Modena-Tokyo tour - Jean Gene  

日本のカーグラフィック誌で伊藤に関する連載を続けるうちに、モ

デナ東京ツアーが行われた本当の理由についての情報がある知人

から飛び込んできた。 

実はフランスの有名作家ジャン・ジュネがジャック・マグリアをず

っとサポートしていたのだ。そしてレースにおける事故で右手を負

傷してしまうのだが、ジャンはジャックの為に日本の精巧な義手製

作所を捜しあて、日本へ滞在した。 

 

そこで出会ったのが世界的に著名な日本人女性照明プロデューサ

ー藤本であった。彼女とジャック、そしてジャンは意気投合した。 

東京でジャックは藤本が照明プロデュースをしたアーティスト達

のたまり場であったスペースを愛した。パリからシルクロードを走

り、当時、そのスペースに飾るためのシーザーの石製の首を東京に

運ぼうという“お遊び”が決まったというのです。 

 

ジャンとジャックはそれにふさわしいエレガントなクルマという

ことで早速マセラティを購入しましたが、藤本は多忙ゆえ、その助

手製に乗ることは不可能になってしまった。そのため、ジャックは

マセラティ社で出会った日本人、伊藤をツアーに誘うことを決めた

のだった。 



 

Sig,Ito became the first Japanese F-1 mechanic 

1968 年４月中旬に伊藤はマセラティを離れた。どうしてもレース

をやってみたくなったからだ。イギリスへ渡り、フランク・ウィリ

アムスの工場でフォーミュラカーの整備を行い、ヨーロッパ各地の

サーキットを転戦していく。 

 

さらに翌年には生沢徹と共に再びヨーロッパでレースをするため

にロータスへ入ることになる。エマーソン・フィティパルディのが

ロータス入りし、コーリン・チャップマンから乞われて、1973 年

よりロータス入りを果たし、日本人初の F1 メカニックとなる。 

 

しかし、この素晴らしい技術はみなマセラティで学んだと伊藤は語

る。その後、ウィルソン・フィティパルディに誘われブラジルでコ

パースッカーのチームのマシン開発からチームの体制作りまでを

手掛けるが、遂に日本への帰国を決断し、日本で念願のワークショ

ップを開業する。そこではクラシック・マセラティのエンジンレス

トアやＢＭＷのハイデッガーチューンなどレーシングカー用のエ

ンジンのメインテナンスを行った。 

 

Mr.Ito passed away by the accident 

しかし、1983 年６月に悲しい出来事が起こる。交通事故に巻き込

まれ死亡。 

Mr.Ito’s legend still alive between Japan and Italy 

伊藤の切り開いていった日本人 F1 メカニックの道にそれから後輩

たちが挑戦していったし、日本におけるクラシックカーのレストア

界においても大きな影響を残してくれた。彼の遺品に中には大切に

マセラティ社から受け取ったディプロマが保管されてあった。日本

に、そしてマセラティに、双方に今も人々の心の中に伊藤の伝説は

生き続けている。 

 

先だってフィティパルディ氏に会った時、「イトウのことを覚えて

いますか」と私は訊ねた。すると彼は私の手を握りこう語った。「も

ちろんだとも。彼は世界最高のメカニックさ。」私はこの言葉を聞

いて、うれしくて涙が出そうになったのだった。 

(完) 


