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はじめに
ディテールに細心の注意を払い、911の時代を超越したモダンな個性を
最大限に強調し、引き立たせるために再解釈して構成されています。 
ポルシェの歴史におけるあらゆる時代が、限定版のコレクターモデルで
独占的に紹介され、そのコンセプトは他の多くの911 モデルの装備 
パッケージでも利用可能です。2020年に誕生した初のリミテッド 
コレクターズモデルである911 タルガ 4S ヘリテージデザイン エディション
の成功を踏まえ、このサクセスストーリーが新しい911 スポーツクラシック 

（タイプ992） においても間違いなく続いていくことを確信しています。

911 カレラ RS 2.7に由来する伝説のダックテールスポイラーや、 
1960年代の典型的なペピータファブリックだけでなく、 
PORSCHE Exclusive Manufakturによってお客様の個々の車に組み
込まれた無数のディテールおよびクラフトマンシップがその理由です。
デザインだけでなく、カラーや素材の選択もデザインチームにとって 
非常に重要な要素です。歴史的に意義のある車を開発する際には、 
その傾向が特に強くなります。最初は二極化しがちな傾向を見極め、 
数世代にわたってより持続的な発展を遂げるような車を開発して 
います。

すべてのポルシェファンへ

伝統 ― この言葉は時として、その真の意味を深く考えずに使われる 
ことが多いようです。しかし、特にポルシェのような歴史のあるブランド
にとって、伝統とは永続的なつながりを意味しています。それは私たち
のお客様にも当てはまります。自分自身のライフスタイルや生き方と 
車を結びつけて考えます。スタイルポルシェでは、ブランドの伝統を 
ないがしろにすることなく、時代の流れに沿った新しいスタイルの 
アイデアに常に取り組んでいます。

新規モデルの最初のスケッチに取り組む時、「過去なくして未来なし」と
言いたいのです。すべての新規モデルも、ブランドの豊かな歴史を受け
継ぎながら、現代的で未来志向のデザインになっています。ヘリテージ
デザインプロジェクトでは、お客様を第一に考えるこの哲学を忠実に 
受け継ぎ、現代的な要素を加えることでさらに充実させています。 
50年代、60年代、70年代、80年代のポルシェブランドで最も人気の 
あったデザイン特徴、カラー、素材を復活させます。

初代911 スポーツクラシック （タイプ 997） に採用されたスポーツ 
クラシックグレーというエクステリアカラーもそのような例のひとつです。 
2009年にExclusive Manufaktur限定シリーズとして発表された、 
50年代のポルシェ 356のファッショナブルなグレーにインスパイア 
されたこのカラーは、ポルシェ車のカラーパレットでは極めて斬新な 
ものでした。このオリジナルのカラーをきっかけにクレヨンが開発され、
今では世界で最も人気のあるエクステリアカラーのひとつとなり、ほぼ
すべてのポルシェ車で使用されています。そして、この物語にはまだ 
続きがあります。グレーは単なるグレーではなく、ポルシェの特徴や 
お客様一人ひとりと同じように多種多様なのです。

新型911 スポーツクラシックでは、スポーツグレー メタリックという 
新時代にふさわしいカラーが採用されています。ヴァイザッハの 
デザインスタジオでの開発過程において、何度も一緒に車を見ていく 
中で、私たちはいつもあるひとつのことで意見が一致していました。 
それは、グレーは決して退屈なカラーではなく、非常に目立つカラーで
あり、常にクールなカラーであるということです。お客様がご自身の 
ポルシェでどのカラーバリエーションを選ぶかにかかわらず、ヘリテージ
デザインプロジェクトのモットーは真のIcons of Coolであり、 
911 スポーツクラシックのステアリングを握れば、まさにそれが表現 
されることでしょう。

心ゆくまで、ポルシェでのドライブをお楽しみください。　 
－ミヒャエル・マウアー

ミヒャエル・マウアーは、2004年からポルシェのデザイン部門を
率いています。彼は、1982年から1986年までプフォルツハイム
大学で自動車デザインを学びました。現行モデルに加えて、 
すべてのポルシェ 918 スパイダー モデル、そして最近では 
ポルシェ初のフル電動スポーツカーであるタイカンが彼の 
指揮の下で生み出されました。



伝説はトレンドに
左右されるものではなく、
トレンドを創り出すものです。

時代は目まぐるしく変化しています。今日流行ったものは、明日には 
ほとんど注目されなくなります。流行は次から次へとやってきます。 
それは、季節ごとに、次々と新しく変わっていきます。 
誰もが最新情報を追い求め、そして、大切なものを見失っています。

昔は違いました。伝説となるものは時間をかけて成熟していたはず 
です。デザイナーは、永遠に残るフォルムを創り出しました。そして 
エンジニアは、今もなお世界中の人々に感動を与え続ける車を開発 
しました。“妥協”というのは、異質な概念でした。彼らは本質的なことに
集中し、他のすべては二の次だったのです。しかし、最も重要なことは、
平凡なものと時代を超越するものを簡単に見極める感覚を、人々は 
まだ持っていたということです。

当時はもう少し楽でした。それは認めます。すべてがすぐに完璧に 
フィットする必要はありませんでしたし、微調整もいくらでもできました。 
車には、何か特徴的なものがあってもいい、むしろ、あるのが当然で 
した。そして、その車を運転する人たちは、少しワイルドな人たちでした。

スティーブ・マックイーンやジェームズ・ガーナーの時代です。彼らは 
この上なく平静さを装い、真の伝説となりました。その背景には、 
速いクルマと速いライフスタイルへの憧れがあったのでしょう。 
しかし、それだけが要因ではありません。映画の伝説、レースの伝説、 
そしてスポーツカーの伝説は、こうして生まれたのです。

Icons of Coolで、その時代を取り戻す時がきました。2020年に発表 
された911 タルガ 4S ヘリテージデザイン エディションの流れは、 
現在、911 スポーツクラシックに引き継がれています。1,250台限定の 
このモデルは、60年代から70年代初頭のスタイルを讃える私たちの 
方法なのです。私たちのインスピレーションは、初代911の自信に満ちた
外観、平静な雰囲気、そして時代を超越したデザインにあります。 
なぜなら、私たちは確信しているからです。あの頃、心を躍らせたものが、
今再び甦ることを。今まで以上に。
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1960年代は、ダイナミックな変化に満ちあふれ、脈動し、留まることなく、刺激的で、 
インパクトのあった10年でした。一方では抜本的な革命を求める声が大きくなり、 
そしてもう一方では自信に満ちた楽観主義とゆったりとした繁栄への願望が、できれば
マルティーニを振ったり、かき混ぜたりしながら語られました。

すべてのものが、すべての人が、動いていました。東と西が宇宙の覇権を競い合い、 
地球全体が水面下で音を立てていました。アメリカではデモや反乱が起こり、ドイツは
60年代の初めに分裂し、少なくとも西側は繁栄しました。ロンドンは活気に満ち 
あふれ、この後何年にもわたって世界の音楽チャートを形成することになったのです。
そしてシュトゥットガルト・ツッフェンハウゼンでは、ポルシェがスポーツカーの歴史を 
永遠に変える準備をしていました。しかし、その前に…。
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The 1960s.
60年代初頭、世界は変革の時を迎えていました。多くのことが
変化し、欧米では慎重な楽観主義が広がっていったのです。 
そこには発展の兆しがあり、物事は良い方向に進んでいるように
見えました。もちろん、その背景には冷戦と軍拡競争による 
潜在的な不安があり、さらには中国の文化大革命、アフリカの
脱植民地化とその余波など、世界各地で社会的な大変革が 
起こっていたのです。しかし、全体としては、私たちは将来への
確信を持っていました。10年後には、人類は月を征服している
だろうと言われていました。そして60年代前半は、すべてが 
実現可能であるかのように感じられていたのです。

自由は、この新たに獲得した生きる姿勢の原動力でした。世の中
全体が少しのんびりしてきたように思われていました。これは 

ドイツでも同様で、物事が突然かつてないほど軽やかにな
り、生活のあらゆる場面でその雰囲気が広がっていったので
す。そして、これまで自分自身の中だけでタブー視されてい
たことまでもです。西ドイツの68年運動といえば自由恋愛が
すぐに思い浮かぶのも不思議ではありません。これは別の
種類の革命であり、今回は道徳的なもの、性的なものでした。 
1968年、古い秩序が崩れ始め、かつてないほど無秩序に、
迅速なパートナー交換が行われるようになり、それが政治の
場にも影響していきました。アメリカの反ベトナム戦争デモ
隊のスローガン『戦争をしないで恋をしよう！』は、1968年の
ドイツの学生運動のモットーにもなり、若い左翼は支配的な
秩序に抗議するだけでなく、50年代の超保守的な道徳観に
も反対していたのです。 

西ベルリンのコミューン1のメンバーが裸で壁に寄りかかって
いる伝説的な写真は、そのライフスタイルの象徴として、後世に
語り継がれています。現代史を知る上での重要な一枚です。

リビングルームに凝縮される全世界
また、音楽、ファッション、哲学、芸術、科学など、あらゆる 
分野で、既存の伝統や慣習を打ち破る動きが始まりました。
どこの若者も権威のあるものに疑問を持ち、親の伝統的な
価値観に反抗するようになったのです。このような感情や 
出来事が世界中で同時に起こったのは、結局は、テレビと 
いう万能の武器を突然振りかざしたメディアを取り巻く環境が
一変したからです。それ以降、ウォールナット材に包まれた 
ブラウン管テレビの中が世界の舞台となりました。そして、
地球の裏側で何が起こっているのか、遠く離れた場所から 
でもすぐに知ることができました。ウッドストックも月面着陸も、
冷戦も自由恋愛も、すべてが突然、家庭のリビングルームに
入り込んできました。時には生放送され、1967年以降は 
さらにカラー放送になりました。すべてが生き生きとして 
いました。一般的にいえば、テレビの初期は一般大衆の感情を
よく反映していました。50年代がまだモノクロだったのに 
対して、60年代はカラーに親しみ、その後、カラーテレビは
70年代を華麗に彩りました。
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世界中を飛び回る、ジェット族の誕生
多くの人がテレビで初めて知ったもうひとつの技術革新は、 
民間航空機の乗り継ぎによって、地球を見事に縮小させたことに
あります。これを経験できた人は、今までとは違う視点で世界を
見ることができたのです。この新しく発見された旅をする自由の 
“ファーストクラス”の座席には、ある程度、新しい小さな 
社会層が形成されていました。世界中がそれに注目し、 
その名前が起源となっていました。それが、ジェット族 （jet set）
です。富裕層と美女が楽しむまばゆいばかりの生活をあらゆる 
角度から反映した6文字です。 

地中海がそのすべての中心でした。ニースからギリシャの島  々
まで、世界最大級の高級プールで富裕層や美女たちが地中海を
背景に戯れました。太陽が暖かく、シャンパンがよく冷えている
場所に人々は集まりました。何しろ、アカプルコからリミニまで、
たった1日で到着できたのです。そして、家にいる人は、カラフルな
雑誌をめくりながら夢を膨らませました。しかし、ヨーロッパに 
見られるような華麗なジェット族のライフスタイルは、話の半分に

過ぎません。エクスクルーシブでエリートな社会的バブルと
いうコンセプトは、もちろんアメリカから、正確にはパーム 
スプリングスからやってきました。ロサンゼルスから車でわ
ずか2時間のコーチェラバレーにあるこの街は、1930年代
から大物映画スターを中心に上流階級の遊び場として利用
されてきました。ハリウッドで大物になるには、パームスプ 
リングスで主役を演じなければならなかったのです。

昼も夜も、カリフォルニアの砂漠地帯での生活は、あるひと
つのことを中心に回っていました。それはスイミングプール
です。容赦なく照りつける太陽と上昇する気温は、その理由の
ほんの一部に過ぎませんでした。プールは、何かを成し遂げ
た時の姿を世界に示すのにうってつけの場所だったのです。
それは何もしない姿です。ヨーロッパでは、60年代のジェット
族の別の呼び方である“ドルチェ・ファー・ニエンテ（何もしな
い喜び）”ともいわれたそうです。ホテルのプールで毎日のん
びりと過ごし、夜にはたくさんあるプライベートプールの 
うちのひとつで賑やかな時間を過ごしました。そこにいた 

人は誰であれ、飛び込みました。そして、その波はすぐにヨー
ロッパにも波及しました。ドイツからイタリア、フランスへ。 
かつては暑い夏の日に家族で涼むためにあったプールが、
一夜にしてセクシーなオアシスに変身したのです。そして、 
そこでヒートアップするのは気性だけではありませんでした。
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プールから大画面へ
この時代から生まれた偉大な映画のひとつ、そう、まさに『La Piscine』
または英語では『The Swimming Pool』を見れば、なぜこれがうまく 
機能したのか、すぐにわかるでしょう。ロミー・シュナイダーは、この作品で
アラン・ドロンと並んで主役を演じ、ブレイクすることになりました。 
映画史上初のいわゆるエロティック・スリラーの筋書きは、かなり単純
なものでしたが、フレンチ・リビエラのラマチュエルにある人里離れた
プールの縁に腰を下ろすと、そんなことは少しも気にならなくなりまし
た。あらゆるレベルで一気にヒートアップさせる、これは、今日でも 
スタイリッシュさの象徴とされるカルト映画なのです。

ミッドセンチュリーモダニズムの源泉において
ここで、少しパームスプリングスに話を戻しましょう。この砂漠の町で 
最も魅力的なのは、羽毛のように軽く、太陽の光が降り注ぐ建築物で 
ある個人住宅。それはバンガローとも呼ばれています。デザートモダニ
ズムとは、リチャード・ノイトラ、ジョン・ロートナー、アルバート・フライな
どの有名建築家によって、フランク・シナトラやボブ・ホープなどの 
ハリウッドスターのために作られた、今日のモダニズム様式の呼称です。
この種の建築デザインは、砂漠の地でなければ存在し得ないものです。
簡素化されたフォルム、開放的で自然との一体感があり、ガラスを 
多用し、石をほとんど用いていません。

手入れの行き届いたヤシの木のわずかな木陰に佇む、後期モダニズムの
夢のような空間。ミッドセンチュリーモダニズムのいくつかの特徴は、 
ヨーロッパに伝わり、主に地中海沿岸の著名な海岸沿いの目立たない
場所に佇んでいました。サントロペの丘に点在するバンガローは、 
60年代特有の明るさと楽しさを伝えています。特に、都市部では文字 
通り残酷な状況になりつつあったからです。ブルータリズムは、この 
新たに発見された自由を具体的に投影した粗雑なスタイルにつけら 
れた特徴的な名称です。巨大なコンクリートブロックは、無数のハニ 
カム状の住宅群やオフィスセルで作り出されました。ある人にとっては
建築の悪夢であり、ある人にとっては目覚めつつある未来都市の象徴
でした。美しさは、見た目が変わっても魅力的なものなのです。

栄華を極めたヨーロッパは、少なくとも当初は、人生においてより 
素晴らしいものを見つけるための文化の中心地でした。ロンドンは 
ニューヨークをしのぐ国際都市であり、ビートルズやローリング・ 
ストーンズなどの音楽で、イギリスが世界を席巻していました。一般的に
音楽は、60年代から70年代初頭にかけての自由奔放な時代において、
人生の万能薬ともいえたのです。ビート、ポップ、ロックにいたるまで、 
世界中の人々が同じ解放のリズムに合わせて動き、楽しんでいたの 
です。

60
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ドイツ語でさえ、自由奔放な60年代。
音楽は、いつの時代も世界中で通じる言語です。アングロサクソン
のヒット曲は、ゆっくりと、しかし確実にヨーロッパ大陸に伝わって
いきました。英語はもちろん、フランス語やイタリア語のシャンソン
も愛情を込めて翻訳され、カラフルになっていくドイツのリビング
ルームに洗練された華やかさを添えていました。埃をかぶって
いた部屋の片隅は、国際色豊かなものになっていったのです。 
これらの少し淫らなタイトルが、大衆に性の解放をより受け 
入れやすくさせたのです。つまり、ポピュラー音楽が一変したの
です。その頃から、自由放任主義的な親密さが重視されるように
なりました。

音楽だけでなく、ファッションもまた、この新しい自由を外の世界に
伝えるために不可欠なものでした。確かに、パリは長い間、 
誰もが認める世界的な美の都であり、その地位を維持するために
あらゆる努力を重ねてきました。しかし、実際の革命はオートク
チュールサロンではなく、ストリートで起こっていたのです。 
それは、50年代の息苦しく窮屈な考え方に対する、鮮やかな 
色彩と喜びに満ちた反逆だったのです。ミニマリストのミニ 

スカート、フラワーパワー柄の露出度の高いドレス、ワイドジ
ャンパー、裾広がりのフレアージーンズなど。親と同じでは
なく、人と違うということ。そのすべてが重要だったのです。

当時、西ドイツにはビーチが少なく、ドルチェ・ヴィータ （甘い
生活） が流行ったのはずっと後のことでしたが、新鮮な風が
北海とアルプスの間を漂う50年代の古くさい空気を追い 
払うことにもなりました。今、そして速やかに、できれば 
永久に。若者たちが街頭で体制打破を訴えている間、彼らの
親たちは長年何もせずに過ごしてきましたが、好景気の 
奇跡の中でようやく余裕ができたこともあり、少し贅沢を 
したいと思うようになりました。そして何よりも、ドイツ人が
欲しいものとして上位にあげたのが自動車だったのです。 
それは、ドイツのシュヴァーベン地方からきた数人のエンジ
ニアが関係していました。ポルシェ 356の後継モデルが、 
単なる新しいスポーツカーではなく、伝説として存在する 
ことになったのは、意識的であれ無意識であれ、シュヴァー
ベンらしい美徳が貢献していたのです。 

伝説を形作る。
50年代、356はサーキットとロードの両方において、世界中で
ポルシェのサクセスストーリーを次々と作りました。 
カリフォルニアでは、スピードスターは“イージーゴーイング”な
ライフスタイルに理想的なアクセサリーとして人々に愛され
ました。モンテカルロでは、クーペのエレガントなラインが 
高く評価され、ドイツ全土でこのクーペがドイツの新たな 
好景気の象徴となりました。それにもかかわらず、ツッフェン
ハウゼンは何年も前から後継モデルの開発に熱心に取り 
組んでいたのです。

6気筒、リアエンジン、そしてゴルフバッグが入る十分な 
スペースが必要でした。フェリー・ポルシェは、356の後継 
モデルに対して、じつは扱いやすい要件を持っていましたが、
それらを組み合わせるのは確かに難しいものでした。 
激しい議論の末、フェルディナンド・アレキサンダー・ポルシェは、
父親の要求をすべて満たした上で、新しいスポーツカーを開発
したのです。1963年9月12日から22日までフランクフルトで
開催された国際モーターショー （IAA） で、その初公開が 
祝われました。

60
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多くの試みがなされたにもかかわらず、成功に慣れているシュヴァーベン人でさえも、
その後に起こったことを言葉にするのは困難でした。最初に発表された“オリジナル 
モデル”は、当初は値段が高すぎると思われていました。しかし、その後まもなく発表 
された4気筒のエントリーモデルである912により、ツッフェンハウゼンのスポーツカーは
破竹の勢いで勝利を重ねていきました。911は、日常使いに適したスポーツカーの代表
格として、瞬く間に世界的な進化を遂げました。エンジン、ドライブ、シャシー、装備の 
すべてが、完璧に仕上げられていたのです。911は時流を視覚的に捉えただけでなく、 
技術的なレベルでも世界的な評価を得たのです。

10年にわたって911の細部は改良され続け、エンジン出力や装備の異なるモデルが 
開発されました。当初はクーペとしてのみ導入されましたが、1965年9月からは固定 
されたスチール製ロールオーバーバーを備えた“セーフティコンバーチブル”、つまり 
伝説のタルガが追加されました。後継モデルが発売された1973年には、8万台以上が 
“ドライビングの最高峰”というコンセプトの普及に貢献していました。

911 （この時点ではまだ901と呼ばれていた） は、356の先行モデルおよび後継モデル
であり、運転席でもツッフェンハウゼンの会議室の椅子でも、人々に笑顔をもたらし 
続ける一方で、それを追い越そうという意図をあまり隠すことはありませんでした。 
フランクフルトで開催されたIAAでは、356は開発の最終段階にある成熟したモデル 
として、その後継モデルはまだ公道に出る準備が整っていないプロトタイプとして、 
両方が並んでいました。オーバーヘッドカムシャフトを備えた6気筒エンジンに加えて、
すでに伝説となっていた356の後継モデルは、セミトレーリングアーム式リアアクスル
および自立型ボディを採用したシャシーも備えていました。それは、フランス国内では
眉をひそめるほどの社内開発数でした。なぜなら、この新しいモデルは当初、 
ポルシェ 901としてIAAのパビリオンに登場し、その後間もなくショールームに展示さ
れる予定だったからです。すでに82台が生産された後、1964年10月にポルシェは、 
フランスの自動車ブランドのプジョーが、真ん中に“0”を含む3桁の数字の車種呼称の
権利をすべて保有していたため、呼称の変更を余儀なくされました。しかし、ちょっと 
した法律のいざこざが、伝説を生むきっかけになることもあります。

後継モデルの問題

18 ICONIC FEELINGS



ツッフェンハウゼンに吹く、さわやかな風。 
では、他のモデルはどうでしょうか? フェリーは、さらに大きなスケールで考えていま 
した。スポーツカーは富裕層限定の趣味グルマである必要はない、という考え方は、 
1960年代を通してツッフェンハウゼンで成熟し、最終的に1969年の914に結実しました。 
ミッドシップエンジンを搭載したこの小型ロードスターは、エントリーモデルとして 
新しいターゲットグループにアピールすることを目的としていました。つまり、911フォロ
ワーよりも若く、より現代的で、おそらくより流行に敏感な世代です。このコンセプトは、
人々の心を捉える以上のものとなりました。この車をあざ笑う人たちもいましたが、 
一部の人々からは実現可能な夢として愛され、カルマン社とフォルクスワーゲン社が 
共同生産したこのエントリーモデルのスポーツカーは約12万台を売り上げました。 
このモデルは、911の伝説的な魅力とそのドライバーの栄光を、一般家庭の駐車 
スペースへ確実にもたらしたのです。

信念を貫くために必要なもの、それは勇気です。 
911のコンセプトは、当初はかなりの物議を醸しました。日常的な使いやすさとスポーティさを
組み合わせるという試みは、あまりにも大胆すぎたのです。マーケットもその準備ができて 
おらず、リスクは大きすぎました。フェリー・ポルシェは、社内の多くの抵抗を押し切り、 
最終的に彼の判断が正しかったことを証明しました。

おそらくこの成功もあって、ポルシェにおける60年代の革命的な精神は大きな発展を
見せました。特にフェリー・ポルシェは、奇抜でリスクを伴うアイデアを嫌うことはなく、
エンジニアの風変わりなアイデアにも常に耳を傾けていました。これは確かに、60年代
と70年代においてポルシェオーナーをポルシェファンに進化させるのにも役立ちま 
した。コミュニティは成長し、ポルシェクラブはいたるところに設立されました。911は 
ブランドの中心的地位を確固たるものにしており、オーナーのガレージだけでなく、 
その子供たちの部屋の壁にもポスターとしてぴったりの車として飾られるようになり 
ました。まさに、夢の車。それは、夢だけにとどまらず、やがて現実となるのです。

「911を振り返ると、このデザインは間違いなく賛否
両論あるコンセプトでした。驚異的な長寿モデルと
して存在していることは、私の911に対する評価が 
正しかったことを最終的に証明したと自負しています」
 フェリー・ポルシェ、1992
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ツッフェンハウゼンからの逸話。 
独自の名前を持つスポイラー。しかも、その名前はとある動物に由来するものです。これがユニークな
ことはいうまでもなく、むしろレアな存在でした。しかし、“ダックテール”という名前の背景には何が 
あるのでしょう? 伝説の911 カレラ RS 2.7のリアスポイラーにこの名前が採用されたのはなぜでしょう? 
これについては、現在でも意見が分かれるところではあります。最も有力な説は、静かな熱意を持った
当時のポルシェ営業部門の社員が、RS 2.7のリアを初めて目にした時に揶揄したコメントに由来すると
いうものです。現在では、アヒルの尻尾を意味するこの名前は、ポルシェファンならすぐにわかるものに
なり、ポルシェ用語に不可欠な存在となりました。

最高のもの? 疑う余地はありません。
1972年の初め、Dr. Ing. h.c. F. Porsche KGの株主は、リミテッド・パートナーシップで 
あった会社形態を、新年度から5,000万ドイツマルクの株式資本を持つ公開有限会社に
変更することを決定しました。そして、フェリー・ポルシェが監査役会会長に就任しま 
した。この決定とともに、914やその他のモデルの成功によって財務基盤は安定する 
一方で、このエンジニアはシュヴァーベン人らしく、今や伝説となった911の後継モデルの
開発に余念がありませんでした。先代モデルが終焉を迎えようとしていた頃、もう1台の
特別なモデルがいわば強制的に世に送り出されたのです。それが911 カレラ RS 2.7 
です。1972年10月、パリ・オートサロンで911 カレラ RS 2.7が発表され、メキシコの 
有名なカーレースであるカレラ・パナメリカーナにちなんで名付けられた最初の911と
なりました。911 カレラRS 2.7は、レース用のホモロゲーションを取得できるよう、実際
には500台の限定生産として計画されていました。しかし、パフォーマンスと威信を 
渇望する顧客の間で人気を博し、最終的には合計1,580台が生産されました。

カレラの名を配したRS 2.7は、大きな自由、冒険、妥協のないスポーツパフォーマンスを
約束し、当時の標準タイプの911 Sよりもさらに猛々しい外観をしていました。 
後にフロントとリアのフレアウィングは、すべてのカレラモデルの特徴となり、フロント
スポイラーの中央にはオイルクーラー用の独特の開口部が設けられました。リアには、
後にダックテールと呼ばれるようになるグラスファイバー製の小型スポイラーが、 
911 カレラ RS 2.7に強力なトラクションをもたらしました。

その後の数十年における巨大なスポイラーやウィングと比較すれば、これはほとんど
目立たないほどでしたが、それにもかかわらず歴史を築いた革命的なコンポーネントで
した。新型の911 スポーツクラシックは、ダックテールがいかに時代を超越した存在で 
あるかを証明しています。小型のスポイラーは、まるでそれが単一のピースであるかの
ように、911のボディに寄り添っています。

911 カレラ RS 2.7だけでなく、ツッフェンハウゼンの他のほぼすべてのスポーツカーが
当時の世界的なベストセラーになりました。これらのモデルは、速く、美しく、洗練され
ていました。スティーブ・マックイーンは1971年に車の映画の記念碑を作成し、今日に 
至るまで、ハリウッドからローマ、ベルリンまで、多くの著名人がシュトゥットガルトの 
豪華なスピードスターと一緒に写真を撮ることを楽しんでいます。IDUCKTAIL
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他のメーカーが派手なエクステリアデザインとより多くのシリンダーで
注目される中、ポルシェはかなり控えめな6気筒エンジンを採用し 
続け、エクステリアデザインに関してもかなり慎重でした。結局の 
ところ、これまでポルシェは、ドイツらしい、いつも控えめな工学的な 
美学で長い道のりを歩んできたのです。このエクステリアの控えめさに
対して、どちらかといえば保守的なシュヴァーベン人が時折見せる 
実験的精神に多くの人々は驚かされました。スペインのダンサー、 
ホセファ・デ・ラ・オリバにちなんで名付けられた模様は、特に人気を 
集めました。ペピータ、つまり、ジョセフィーナの短縮形である 
リトルペパです。19世紀に活躍したこの女性が、実際にその模様を身に
着けていたかどうかは定かではありません。

黒と白のツートンカラーに斜めのストライプが入ったチェック柄は、 
第二次世界大戦まではメンズファッションでしか見られないものでした。
しかし、1947年、フランスのファッションデザイナー、クリスチャン・ 
ディオールが女性向けコレクションにチェック柄を取り入れ、革新的な 
“ニュールック”を発表すると、状況は一変しました。ペピータはエレガンス
とシックの象徴となり、布張りの家具から香水のボトル、チョコレートの
包み紙に至るまで、日常のあらゆるものに見られるようになったのです。

60年代初頭、学生運動が盛んになりました。戦後の世代が流行をリード
し、時代の精神を受け継いでいきましたが、それはペピータにおいても
とどまりませんでした。ミニドレスからテントコートまで、ペピータは 
ちょっとしたルネッサンスを遂げ、今ではさまざまなカラーバリエーション
が登場しています。

オードリー・ヘプバーンやジャッキー・ケネディといったスタイルの 
象徴は、エレガントでありながらも遊び心のある柄を好み、ポルシェの
ドライバーもまた、ブラックとホワイトのダイヤモンドに魅了されました。
この柄は、ポルシェが顧客の要望に応じて多くの356に採用したのが
最初です。そして911では、ポルシェの歴史において重要な役割を果た
すことになりました。

今、その復活が祝福されています。ペピータをはじめとする、この刺激 
的で革命的ですらあった10年間の要素やアイデアが1台の車に集約 
されているのです。ワイルドな60年代と70年代を象徴するアイコンで 
あり、人生とライフスタイルの双方を讃えています。それゆえに、贅沢の
極みといえるでしょう。

何世代にもわたりパターン

ペピータ・デ・ラ・オリバ （Pepita de la Oliva）



インスパイアリング    インスピレーション
911 SPORT CLASSICのアイデア。

2006年、ある日のランドシュロス・コーンタール。ツッフェンハウゼンにあるポルシェの
本社工場の近くでは、ポルシェのさまざまなスペシャリストたちが、新しい車両のコンセ
プトについて議論していました。その目的は、PORSCHE Exclusive Manufakturを 
戦略的に再編成することでした。シリーズモデルの特別装備でパーソナライズされた 
オプションを提供するのではなく、専用の特別モデルを通じてビジネス領域のスキルに
焦点を当てるというアプローチです。これにより、PORSCHE Exclusive Manufakturの
限定シリーズのアイデアが現代に受け継がれることになったのです。1998年に 
911 ターボ S （タイプ 993） が最後のエクスクルーシブな限定シリーズとなり、その後は 
“リーン生産”、つまりモジュール構造の時代が到来しました。当時は、高効率か、まったく
そうでないかのどちらかでした。多大な労力を費やした少数生産の複雑な車両は、 
モデル戦略上、居場所がなかったのです。その焦点は、ポルシェという会社を窮地から
脱出させることにあったのです。

IAA 2009 
コーンタールでの会議から3年後、フランクフルトモーターショーで911 スポーツクラシック
が展示されました。この時点ではまだ限定シリーズの可能性に不安があったため、 
世界限定250台という小規模なシリーズでした。911 スポーツクラシックの製品特徴は、
すでにヘリテージデザイン戦略の先駆けとなるものでした。エクステリアカラーの 
スポーツクラシックグレーは、社内でも見本市会場でも異彩を放ちました。エクステリア
カラーに明るい色調のグレーが使用されることは非常に珍しく、役員会では「コスト 
削減のために下地材のみが使用された」と冗談交じりにいわれるほどでした。しかし、
それは自社の歴史から着想を得たもので、歴史資料館にある写真には、緑の野原に 
ファッショナブルなグレーの356が写っていたのでした。

そのため、サイドの2本のストライプおよびデコレーティブフィルムは、アドオンパーツと
ホイールがともにブラックで塗られているように、より濃いグレーでコントラストをつけ
る必要がありました。リムが深くセットされ、光沢のあるエレメントを備えたFuchs® 
ホイールの伝説的なデザインは、鍛造ホイールとしてはまだ実現されていませんでしたが、 
12年後に新しい911 スポーツクラシックのために実現されることになります。 

他の何よりも緻密で、規格外。
997 スポーツクラシックにはワイドボディが装着されていました。これは、当時の全輪
駆動モデルおよびターボモデルだけの特徴でした。2009年に初めて、ワイドボディ、 
後輪駆動、マニュアルトランスミッション、および特別に開発された高性能エンジンが 
組み合わされました。その結果は非常に納得できるものであり、このコンセプトは後の
997のGTS派生モデルの開発段階でも採用されました。

リアのダックテールはオリジナルを忠実に再現し、997の形状に完璧にマッチしており、
限定シリーズのために専用設計されたものでした。今日でも、オリジナルのスペア 
パーツを注文するためには、ポルシェセンターで所有する997 スポーツクラシックの 
VINを確認する必要があります。

同様にユニークなもうひとつの特徴は、ダブルドームルーフでした。別名“ダブルバブル
ルーフ”。911 パナメリカーナおよびカレラ GTの取り外し可能なルーフセグメントから
着想を得たものでした。

ドライブトレイン： 後輪駆動、6速マニュアル 
トランスミッション

エクスクルーシブエクステリアカラー： 
スポーツクラシックグレー

ボディ： 911 ターボルックのワイドボディ

ホイール： 19インチ スポーツクラシック ホイール –  
クラシック“Fuchsfelge®”のデザインをベースに

フロント： エアインテークグリルを黒く塗装した
スポーツデザインフロントエプロン、そしてエクステ
リアカラーのフロントスポイラーリップ 

ディテール： 右ウィングにクロームメッキの
PORSCHE Exclusive Manufakturバッジ 

再解釈： ダブルドームルーフ 

デザイン： ラゲッジコンパートメントリッド、 
ルーフセンターセクション、リアセンター 
セクション、リアリッド、リアサイドパネルに 
ダークグレーのデコレーティブデカール、

ヘッドライト： ブラック 
エッジのバイキセノン 
ヘッドライト 

リア： 固定式“ダックテール”リア 
スポイラー、特徴的なリアエプロン、 
クリアガラスルックのテールランプ

クローム： “PORSCHE”ロゴのレタリング 
およびモデル名はクロームメッキ加工をした
本物の金属製

エンジン： 300 kW/408 PSの 
3.8リッターボクサーエンジン
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また、ルーフの形状は、かつて他メーカーのレーシングカーで、背の高いレーシング 
ドライバーがヘルメットをかぶって運転する際に、十分なヘッドスペースを確保するため
にルーフを湾曲させたことを少しばかり意識したものです。ダブルドームルーフは 
ボディにしっかりと固定されているため、万が一、独立したワークショップでスポーツ 
クラシックを再現しようとしても、真似することはできません。 

スライド式ルーフの有無にかかわらずルーフミッドセクションのみが組み立てに使用 
され、ダブルドーム型ルーフミッドセクションを追加で使用しないため、製造にかかる 
手間は大きくなります。物流面で多大な労力と費用を要する適合プロセスを行う代わりに、 
911 スポーツクラシックの製造番号が表示されるたびに、これらのダブルドームルーフ
センターセクションをシステムに手動で挿入する専用の従業員が配置されました。 
2009年における250台では、それがまだ可能でしたが、現在では考えられません。

Details, details, details.
911 スポーツクラシックの背面にあるレタリングは、右ウィングのメーカーバッジと同様に、
本物の金属でクロームメッキ加工されています。通常、亜鉛メッキのプラスチックが使わ
れることが多いため、これはもはや一般的ではありません。台数が少ないため、宝飾 
業界の工程や仕入先を使用し、ディテールにこだわりました。エクステリアは、最大径の
大型クロームテールパイプと簡潔なインナーグリル、1974年の911 カレラ RSR ターボ 2.1
をモチーフにしたブラックエッジのヘッドライトが採用されました。

インテリアデザインにおいて最も重要視されたもの、それは高い品質でした。エクス 
テリアは個性的なパーツで構成された派手なルックスのクルマ、インテリアは控えめで
エレガントなクルマ。それが、本格的で粘り強いターゲット層である“紳士的なドライバー”
に選ばれました。馬の鞍、ペピータパターン、ウィンチェスターのソファなどからインス 
ピレーションを得て、素材加工や革の選定が行われました。エスプレッソブラウンの天然
皮革は、当時、究極のセンセーションを巻き起こし、後にパナメーラで量産化されました。

ブラウンのレザーに、カスタマイズされたグレーのAlcantara®ルーフライニングと特徴
的なタフテッドループカーペットを組み合わせ、さらにシートにはマーブルグレーの 
レザーパイピングと糸を使用しました。グレーのパイピングと編み込みレザーで形状を
強調したことにより、シートそのものが特別なものになりました。ヘッドレストに高品質
な“911 Sport Classic”エンボス加工を施し、目立つ装飾的な縫い目を抑えたことは、 
クラフトマンシップおよび形式化された選択の証しです。通常モデルの911では目立つ
縫い目が使用されていましたが、スポーツクラシックでは、背もたれと同様に目立ちに
くいデザインの縫い目が施されており、縫い目をなくしてインテリアが派手にならない
ように配慮されています。 

特別なモデルや限定シリーズのために、これほど多くの“半完成品”が開発されたこと
はありませんでした。形状に関しては、当時一般的だったボルカニックグレーに仕上げ
られた無加工のプラスチック部品はほぼ皆無でした。ポルシェコミュニケーション 
マネジメントもウエハースのように薄い革で覆われていました。

ドライバーは可能な限り実物を見ていましたが、数週間後に思いがけないディテールを
発見することもありました。もともとボクスターに搭載されていたドアパネルは、伝説的
なものです。しかし、水平ハンドルであったため、革を編み込んだスポーツクラシックの
ドアパネルの方が適していました。“形態は機能に従う”は常にポルシェの指針であり、
ドア内部の専用素材を見せるには最適な方法です。

その間にPORSCHE Exclusive Manufakturでは、限定シリーズのコンセプトが確立 
されました。ここでの指針は、伝統的なクラフトマンシップとディテールへのこだわり 
です。992型の911 スポーツクラシックにも貫かれている基本理念です。

29SHAPING ICONS



60

911 スポーツクラシックのような特別なスポーツカーは、千の言葉より
も価値があります。だからといって、それについて話をしないわけには
いきません。911 スポーツクラシックのデザイナーであるグラント・ラー
ソン、ダニエラ・ミロシェヴィッチ、クリス・ホルツィンガー、そして当時の
初代 911 スポーツクラシック （997） のプロジェクトマネージャーで現
在はPORSCHE Exclusive Manufaktur車両のディレクターであるボリ
ス・アペンブリンクとの対談です。

デザイン、
テクノロジー、
そして
豊かな歴史

911 SPORT CLASSIC

一般的な質問から始めましょう：今回のスポーツクラシックの
プロジェクトはどのようにして始まったのですか? 

アペンブリンク：まず重要なのは、じつはすべてが意図的なものでは
なかったということです。2009年のPORSCHE Exclusive 
Manufaktur（当時はまだPorsche Exclusiveと呼ばれていた）のスポ
ーツクラシックで、複雑なプロジェクトを復活させました。すぐに、今後
もっとこのようなプロジェクトをやりたい、と皆で話していました。実際、
すべてのエクスクルーシブ限定シリーズに共通することですが、そこで
造り上げるモデルはあらゆる場面で唯一無二のチャンスであることを
誰もが信じていました。なぜなら、それが我々の戦略だったからです。 
チャンスは一度だけ。後にも先にも一度しかありません。次回は別の 
新しいテーマを考えます。しかし、お客様から「次のスポーツクラシックは
いつなのか?」という質問をよく受けました。

ラーソン：初代スポーツクラシックはわずか250台しか製造されませ
んでしたが、現在でも驚くべき存在感を放っており、インスタグラムや 
フェイスブックだけでなく、ポルシェのオフ会などでも非常に多くの人
々の心を捉えていますね。

アペンブリンク：そうです、まさに魅力的な一台ですよね。

911 SPORT CLASSICに関するインタビュー

ボリス
アペンブリンク
PORSCHE EXCLUSIVE  

MANUFAKTUR車両ディレクター 

クリス
ホルツィンガー

デザイナーズカラー 
および素材デザイン

ダニエラ 
ミロシェビッチ

デザイナーズカラー 
および素材デザイン

グラント
ラーソン

スタイルポルシェの 
特別プロジェクトディレクター

“スポーツクラシック”という名前ですが、どんな意味が 
あるのでしょうか? 何か裏話があるのでしょうか? もしくは、
口外してはいけない門外不出の企業秘密ですかね…?

アペンブリンク：あ、じつは、これは仮称だったのです。当時、私たちは
ワークショップで最初の限定シリーズのコンセプトを3つ考えていたの
ですが、そのうちのひとつが“クラシッククーペ”でした。正確には 
“ポルシェの歴史の中で最も重要なデザインを引用したクラシック 
クーペ”という表現でした。“クラシック”とは、ポルシェスポーツカーの
純粋な形を意味します。しかし、仮称を採用するのはあまりにも安易 
すぎたので、ポルシェのモデル名の歴史をくまなく調べました。当時 
スーパーカレラと呼ばれていたSCにこだわったのは、この特別モデルの
製品特性にとてもマッチしていたからです。リアリッドに書かれるモデル
名は短ければ短いほど良いとされています。そのため、“911 SC”を 
使用することを夢見ていました。しかし、当時、“SC”の命名権はすでに
取得されており、私たちのモデルは911 SCの後継モデルにはなれ 
ませんでした。そこで他の方法を模索を続けた結果、スーパーカレラ 
からスポーツクラシックにたどり着いたのです。マニュアルトランス 
ミッション、後輪駆動、高性能エンジン、グランツーリスモらしい装備を
備えたクラシックスポーツカー、それがスポーツクラシックなのです。
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しかし、このモデルのためだけに何百万ユーロもの開発費をかける 
わけにはいかないので、代わりに優れたアイデアが必要でした。そこで、
実際にプレシリーズで使用されていたメソッドツールをさらに開発し、
この限定モデルのためだけのツールとして実際に製造してみようと 
いうアイデアが生まれました。それはまさに実際に不可能を可能に 
した異例のアプローチでした。

しかし、今思えば、どのモデルも単純なホームランではなかったといえ
ます。車両をモーターショーに出品するまでにはやるべきことはたくさん
あり、多くの意思決定者を納得させる必要がありました。限定モデルの
場合、常にどこか偏った存在であり、しかも意図的にそうなっています。
また、そうであることがぱっと見で分からないことも多々あります。それ
こそが、限定モデルの魅力なのです。これらの限定モデルをコンセプト
段階から意思決定および開発段階へ、そして最終的にはゴールに到達
させるには、多くの情熱と説得力が必要になります。そのためには、 
それを信じ、戦い、くじけない、献身的な小回りの利くチームが必要なの
です。

そして今、ここに、ダックテールとあらゆる装飾を施した 
新型911 スポーツクラシックが誕生したわけですね。 
他のエレメントにも開発ストーリーはありますか? それとも、
リアに最も特徴があるのでしょうか?

ラーソン：ダックテールに加え、Fuchs®ホイールのデザインも盛り 
込みました。これまでも常にさまざまな解釈がなされてきましたが、 
今回のスポーツクラシックではこれまで以上にオリジナルに近づけたと
思います。ルーフのくぼみも珍しいです。そういえば、2009年の初代 
スポーツクラシックはアメリカで販売されなかったですよね?

アペンブリンク：そうですね、いいところに気がつきました。ルーフに
ついての話をしましょうか。あのルーフは初代スポーツクラシック以前
のポルシェには存在しないものでした。 

ラーソン：アメリカでは確かに997型のスポーツクラシックは発売 
されませんでした。それが、生産台数が250台と少なかった理由です。
なぜなら、くぼみのあるあのルーフに関して、追加で特定のテストを 
実施する必要があったためです。これはアメリカの法律で義務付けられ
ていました。少ない台数で望ましいレベルの収益性を実現するために、
価格が高くなり過ぎたのです。そのため、997型のスポーツクラシックは、
アメリカで最も切望されているコレクターカーのひとつとなっています。

アペンブリンク：今では997スポーツクラシックを輸入し、さまざまな
自動車ショーやコンクール・デレガンスイベントに出展されている方も
いらっしゃいます。しかし、ようやく992型から“ダブルバブル”が特徴の
スポーツクラシックをアメリカで初めて正式に購入できるようになり 
ました。これは大きな進歩です。

ミロシェビッチ：そしてさらにもうひとつの大きなステップはというと、
初代スポーツクラシックと現在の新型スポーツクラシックはどちらも、 
“ダブルバブル“にマッチする非常に繊細なツートンストライプデザインを
備えていることです。997型では、比較的明るいグレーで、ストライプが
暗色となっていました。今は逆で、エクステリアのカラーはより暗く、 
よりモダンですが、ストライプは少し明るいカラーになっています。しかし、
ここがポイントなのですが、ストライプは以前のようにデカールとして
貼られていたのではなく、代わりに塗装されています。これは、前モデル
と比較して大きな改善ポイントです。2本のストライプに指をかけると、
すぐに美しく滑らかな表面に気づくはずです。これは、はるかに複雑な
プロセスを経て実現されており、また非常にエレガントな仕上がりと 
なっています。

スポーツクラシックを復活させるにあたって、苦労した点や
特に乗り越えなければならないハードルありましたか? 
それとも、みんなが盛り上がって自然な流れで始まったの 
でしょうか? 

ラーソン：苦労とまではいえませんが、最大の課題は間違いなくあの
リアフェンダーでしたね。ターボのワイドフェンダーを単に流用するので
はなく、エアインテークをなくす必要がありました。しかし、そのための
手段がなかったので、技術的にも実験的なアプローチで少々手直しを
する必要がありました。あ、これって話しても大丈夫ですか?

アペンブリンク： はい、話しても大丈夫ですよ（笑） グラントが今いっ
たように、私たちは彫刻のような造形、つまり、美しいカーブを持つワイ
ドボディを望んでいました。
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そうですね。それではインストゥルメントクラスターについて
話しましょう。タルガと同様に、レブカウンターは356で採用
されていたものがベースとなっています。これらの類似点と
グリーンカラーには、どんな意味があるのでしょうか?

ラーソン：356と911では、数字はすでにグリーンで、これは1967年
まで使用されました。その後は、使われなくなりました。当時の技術は
単純なものでした。インストゥルメントでは、クロームリングやガラス、 
そして文字盤の間にオフセットがありました。もちろん、インストゥル 
メントにはこの隙間を通して外側から照明が提供されていました。 
針は、暗闇で光るおもちゃで見かけるようなグリーンのリンで処理され
ていました。

アペンブリンク：もしくは、クラシックウォッチの秒針のようなもので
しょうか。

ホルツィンガー：当時の技術は、独自の光源からバックライトを当て
ることができなかったため、蛍光物質を残光用に使用していました。

アペンブリンク：歴史的なモデルのポルシェに座ると、“針がほとんど
見えなかった”ことを覚えています。もちろん、蛍光物質が機能しなく 
なれば、光らなくなりますから。

ラーソン：新型モデルでも、これらのグリーンのエレメントはインス 
トゥルメントによく見られます。もちろん、蛍光物質はもう長い間使用 
されなくなっていますが、これは古典的なエレメントのひとつになって
います。

アペンブリンク：これは、技術革新と伝統が自然に融合された 
優れた例でもあります。

インタビュー、ありがとうございました。

いる限りでは、パルダオは初めて、お客様にある種のクールさを提供 
したと思います。そして、あるお客様がパルダオのインテリアをご覧に
なった時、「なるほど、これだったらウッドインテリアの911に乗ってみ 
ようかな」と仰っていたのが印象的でした。

ホルツィンガー：それもこれも、オープンポアトリムだからです。 
オープンポアのデザインは、全体に自然な雰囲気を生み出しつつ、現代
的な印象を与えます。同時に、それは60年代へのオマージュでもあり 
ます。

オマージュといえば。次のキーワードはペピータです。 
これも歴史的な理由で残されたんですよね? 

ホルツィンガー：はい、それはポルシェの歴史から直接受け継いで 
います。ペピータはもともと356のモデル終了に近い段階でオプション
として提供されたものです。しかしこれはごく稀に、リクエストがあった
場合のみでした。なお、1965年に初代911の装備カタログで初めて 
公式に記載されました。

アペンブリンク：ペピータは、お客様が通常のカタログに記載されて
いない特別なオプションをリクエストされる今日でも、最も人気のある
模様のひとつです。これは、多くのお客様がそのファブリックから 
ポルシェを連想されているためです。このコーヒーテーブルブックには、
それに関する多くの情報が書き綴られています。

ではインテリアはどうでしょう。インテリアでも、特別な 
トリムが用意されています。たとえば、パルダオインテリア 
パッケージです。純粋に見た目以上の違いは何かあるで 
しょうか?

ホルツィンガー：1964年から1967年までのモデルには、インストゥ
ルメントパネルカバーとステアリングホイールリムにナチュラルマット
カラーのマホガニーベニアが用意されていました。とても歴史的な 
モデルです。まさに私たちは天然素材を求めていたのです。レザーに 
加え、高品質かつサステナブルな天然素材の木材もインテリアに使用
されています。インテリアのコンポーネントは、高品質の素材を加工する
ことによりその価値を高めているのです。

アペンブリンク：当時、私たちはフェリー・ポルシェの“社用車”にち 
なんで、エクステリアにアイリッシュグリーン、インテリアではシートに 
ペピータパターン、そしてクラシックウッドが使用された100万台目に
あたる911を製造しました。お客様は今でも初期の911をそのように 
連想されます。ウッド素材が現行の911モデルに採用されることは 
めったにありませんが、マカンなどの4ドアモデルには、お客様が他の
メーカーのモデルと比較されるため、より頻繁に使用されています。 
それらのモデルでは割と普通なことですが、911ではむしろ珍しいのです。
あと、ウッド素材ですが、シュトゥットガルトのあのブランドやイギリスに
ある競合他社モデルのオーナーにアピールすることを目的として、常に
オプションリストに含まれていましたけどね（笑） そして、私が認識して
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元レーシングドライバーで、現在はブランドアンバサダーで
あるヨルグ・ベルグマイスターは、将来のスポーツカー 
モデルのテストに携わっており、約2年間は開発にも 
携わっていました。

プロジェクトがすでに大きく進展し、ドライブトレインとシャシーの 
調整がすでに開発の非常に高いレベルにあった段階で、 
911 スポーツクラシックを試すことができました。すべてのポルシェと同
様、この車両は非常にスポーティで、絶対的なドライビングプレジャーの
ために設計されています。テスト中は、ヴァイザッハのテストコース 
およびスペインの公道で911 スポーツクラシックを走らせました。 

テストコースでの運転は、サーキットでの運転に似ていますが、 
もちろん、公道とは大きく異なります。しかし、ポルシェ車である以上、 
常にサーキットで走行できなければならないのです。

テスト走行に関するフィードバックは会話をしながら伝えています。 
現代では少し古いやり方ですが （笑） 、アイデアを交換したり、エンジニ
アにフィードバックを提供したりするのに一番直接的な方法です。この 
ようなやりとりでは、質問にすぐに答えたり、ニュアンスを伝えたりする
ことができます。私は常にお客様の視点で車両を試すようにしています。
まず、そのモデルがどのようにポジショニングされ、お客様に何が約束
されているかを見てから、それを自分の印象と比較します。ここで 
レーシングドライバーとして調整しなければならない場合でも、全体と
しての印象が重要になるのです。

911 スポーツクラシックは、PORSCHE Exclusive Manufakturの限定
モデルの典型的な例です。並外れた見た目とあらゆる観点における 
高度な差別化が、卓越した技術的パフォーマンスと融合されています。
この最も美しい組み合わせは、多くの場合、開発プロセスで試行錯誤を
繰り返すことで初めて生まれます。たとえば、911 GTSのショートな 
シフトレバー、GT3 ツーリングのオートブリップ機能、またはターボ 
モデルのライトウェイトパッケージからのエレメントを使用して、エモー
ショナルなサウンドの魅力を高めています。ライトウェイトパッケージに
よって、911 スポーツクラシックの車内の遮音性自体は低くなってい 
ます。しかし、それが真のポルシェ体験を生み出し、私はアクセルを踏む
たびに笑顔を抑えきれません。

911 スポーツクラシックはとても楽しい車で、特に田舎道なら、峠道や
通常の道路のみならず運転を大いに楽しむことができます。550 PSの
パワーも、複数の運転支援システムが装備されているため、常にコント
ロール可能です。すべてのファンのために、ドライビングを神聖なレベル
にまで高める真のクルマなのです。

TE
CH
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おすすめポイント： 
550 PS、RRの後輪駆動、
マニュアルトランス 
ミッションの組み合わせ。

ヨルグ
ベルグマイスター

ブランドアンバサダー、スポーツカー
モデル担当テストドライバー
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2度することもあります。

一目惚れは

LIMITED TO JUST 1,250 UNITS
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魅力的な時代を 
細部に至るまで再現。

エンジン： 3,745 ccの6気筒水平対向エンジン、 
405 kW （550 PS）、リアマウント

ゴールド： ゴールドカラーの“PORSCHE”
ロゴレタリングとモデル名

ブラックデザイン： ブラックのエキゾーストパイプを備えたスポーツ 
エキゾーストシステム、ブラックのスポーツデザインリアエプロン （ハイグロス）、 
ブラックのサイドウィンドウストリップ、ブラックのエアインレット/アウトレット 
グリルスラット （ハイグロス）

リア： カーボン製“ダックテール”リアスポイラー （固定式）

ホイール： ホイールハブカバーにセンター 
ロックと歴史的なポルシェクレストが装備された 
20/21インチ スポーツクラシック ホイール

ボディ： サイドエアインテークのない 
911 ターボ ルックのワイドボディ

サイド： スポーツデザインサイドスカート

ディテール： サイドウィングにゴールドの 
PORSCHE Exclusive Manufakturエンブレム

ロリポップ： 歴史的なデザインの車両側面エクステリア
デカール–ライトスポーツグレーのデコレーティブグラ
フィック （省略オプションあり） によるカラーコーディ 
ネート、パーソナライズされたスタートナンバー  

（無償で番号を選択可能）

カーボン： ビーディング付きカーボン製
ボンネットとルーフ

フロント： ボンネットの歴史的な 
ポルシェクレスト

専用のエクスクルーシブエクステリア
カラー： スポーツグレー メタリック。 
その他のカラー：アゲートグレー メタリック、 
ゲンチアンブルー メタリック、ブラック、 
お好みのカラー （その場合、デコレーティブ 
グラフィックなし）

デザイン： ボンネット、ルーフ、リアスポイラーの
ライトスポーツグレー塗装によるデコレーティブ
グラフィック （Sport Classicストライプ）

標準装備および個別装備に関するすべての詳細情報は、  
https://www.porsche.com/japan/jp/models/911/911-sport-classic/911-
sport-classic/、またはポルシェカーコンフィギュレータ―をご覧ください。

魅力的な時代
エクステリアデザインのハイライト

エンブレム： リアリッドグリルのポルシェヘリテージエンブレム

ドライブトレイン： 後輪駆動、リアデフロック付き 
ショートギアレバー搭載7速マニュアルトランスミッション
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RACING.     HEART.

405 KW （550 PS）
7速マニュアル
600 NMの最大トルク
最高速度315 KM/H
0–100 KM/H：4.1秒
0–200 KM/H：12.0秒

ポルシェの成功の歴史には、常に非常にシンプルな理由があります。それはエンジンです。 
なぜなら、エンジンをフロント、リア、または中央のどこに配置しようとも、そのクルマが 
ガソリンか電気かにかかわらず、エンジンはすべてのポルシェというスポーツカーの心臓部で
あり、これからもそうあり続けるからです。エンジンレイアウトは常に最適化され、試行錯誤を
重ねていく中で破棄されたり再配置されたりしています。その目的はただひとつ、ポルシェと
いう完璧なスポーツカーを開発することなのです。

新型911 スポーツクラシックの心臓部である3.8リッター6気筒ツインターボエンジンは、
リアの低い位置にマウントされています。ただし、他の911モデルとの比較では、競争の
激しい環境において珍しく、911のポートフォリオでもユニークなパワートレインを備え
ています。ここでのキーワードは後輪駆動。ポルシェの歴史を通して、数多くの組み合わ
せがありましたが、最高出力405 kW （550 PS）、600 Nmの最大トルクとマニュアル 
トランスミッションという組み合わせはかつてありませんでした。これにより、 
911 スポーツクラシックは現在、マニュアル仕様のすべての911ラインアップの中で最も
パワフルなモデルとなっており、極めてダイレクトで卓越したドライビング体験を 
約束します。

もうひとつのハイライトはそのボディです。911 スポーツクラシックは、現在の911ライン
アップで最も広いボディを備えています。このモデルを除けば、この幅は911 ターボ 
モデルも同様のワイドボディとなっています。ただし、911 ターボモデルには、リア 
フェンダーにエンジンエアを取り込むためのサイドエアインテークが2つありますが、 
911 スポーツクラシックでは、エンジンへのエアの取り込みはリアフェンダー下に設け 
られた開口部のみで行われます。なぜなら、サイドエアインテークはそれ自体が 
ユニークな外観になってしまうため採用されていません。

これらの組み合わせによって、これまでのマニュアル仕様の911として最高レベルの 
パフォーマンスを実現しています。エンジニアの言葉を借りれば、「つまりこれは、常に 
オプションであり、必須ではありません。けれど、明らかにこちらの方が優れているで 
しょう。」

その結果、広いトレッドとワイドなタイヤを備え、路面にパワーを確実に伝達する卓越 
したツーリング特性を備えた真の“ドライバーズカー”が誕生しました。 
911 スポーツクラシックの0–100 km/h加速はわずか4.1秒、12.0秒で200 km/hに 
達します。最高速度は315 km/h。確かに驚異的な数字です。しかし、その結果として 
得られるドライビング体験は、数字や言葉で表すことは困難なのです。
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真のクラフトマンシップ
人生には自分自身で決断すべき時が何度かあります。会社を設立 
する時。初めてのデートの時。あるいは911 スポーツクラシックの 
ステアリングを握った時。その時代のスタイルに合わせて、 
911 スポーツクラシックのトランスミッションはマニュアルのみです。
ただし、そこには当時のオリジナルモデルに比べて3段多いギアが 
搭載されています。1974年の最初の911 ターボと同じドライブ 
トレイン設計によって、マニュアルシフトの魅力とあの特徴的な 
感触はピュアなままで変わることはありません。

7速マニュアルトランスミッションは、ドライバーとクルマとの間に 
極めてダイレクトなつながりをもたらします。これは、各ギアが 
ショートに設定されており、最適なギア比で変速されるためです。 
また、ショートタイプのシフトレバーを採用することで、機敏なギア 
シフトはスナップするだけで決まり、レスポンスもより一層ダイレクトに
なりました。ちなみに、この精密なマニュアルトランスミッション、 
後輪駆動、パワフルなエンジンの組み合わせは、初代911 スポーツ 
クラシック （997型） の限定シリーズで初めて実装され、その結果、 
非常に大きな成功を収めました。

もうひとつ、機能的にも音響的にも非常に印象的な特徴が、オート 
ブリップ機能です。これは、シフトダウン時のクラッチ摩耗を低減する
とともに、車両の安定性を向上させます。オートブリップ機能は、 
ドライビングモードから、またはポルシェコミュニケーションマネージ
メントシステム （PCM） で直接選択することによって有効になります。 
一方、シャシーは路面との直接的なつながりとしての機能があります。
ポルシェが創業当初から、サーキットでもロードでも成功を収める 

ことができたのはこのためでした。356のシャシーはまだフォルクス
ワーゲン社のビートルがベースとなっていましたが、初代911で 
すべてが改良されました。911のモノコックボディには、フロントに 
三角形のウィッシュボーンとダンパーストラット、リアにセミトレー 
リングアームを備えた独立懸架式ホイールサスペンションが採用 
されています。タイトなセットアップにもかかわらず、路面の小さな穴や
大きな突起による衝撃を十分に“吸収”したため、業界紙にとっては 
うれしい驚きでした。

当然ながら、新型911 スポーツクラシックも、当時確立された卓越した
シャシー構造とチューニングの伝統を忠実に継承しています。 
ポルシェアクティブサスペンションマネージメントシステム （PASM） 
スポーツサスペンションは、車高を10 mm下げることができます。 
堅牢なスプリング、チューニングされたスタビライザー、PASMショック
アブソーバーの新しいセットアップによって、ハイレベルな走行 
安定性、快適性、そして何よりも、運転状況に関係なくスポーツ 
パフォーマンスが確保されます。アクティブアンチロールスタビライ 
ゼーション機能のためのポルシェダナミックシャシーコントロール 
システム （PDCC） は、ドライビングダイナミクスを向上させ、あらゆる
速度で、よりニュートラルな走行挙動と快適性を実現します。

リアアクスルステアリングは、パフォーマンスと取り回しにおける 
利便性をともに向上させます。また、フロントアクスルのリフトシステム
により、911 スポーツクラシックのフロントセクションにさらなる最低
地上高を確保します。より正確には、約35 km/hまでの速度で40 mm 
以上のリフトが可能です。
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“日曜日に勝ち、月曜日に売る” ――― 何十年もの間、ポルシェは 
レースでの勝利を直接セールスに結びつけることに成功してきました。
ニュルブルクリンクやサーキットで培った高性能なレーシングテクノ 
ロジーを、継続的に量産車にフィードバックする方法はポルシェが 
確立し、今日の一般的なスポーツカーメーカーが踏襲しているもの 
です。

その優れた例が、ポルシェセラミックコンポジットブレーキ （PCCB）  
です。ドリルドセラミックブレーキディスクは、フロントが420 mm、リアが
390 mmの直径で、その技術はモータースポーツにおいて培われた 
ものです。ユーザーにとってのメリット。それは、驚異的なブレーキ性能、
減速時の一定のブレーキ圧、非常に高いフェード安定性と極めて低い
バネ下重量により、大きな制動力を確保し、乗り心地をさらに向上させ 
ることです。また、視覚的な面でも過去とのギャップを埋めることができ 
ます。フロントアクスルの10ピストンアルミモノブロックキャリパーと 
リアアクスルの4ピストンアルミモノブロックキャリパーは、ブラックの
塗装に、ホワイトで“PORSCHE”ロゴが記されています。これは、 
60年代と70年代当時、赤や黄色のキャリパーが存在していなかった 
からです。

BRAKES.

SOUND.
技術的なディテールへのこだわりに加え、加速と減速、そしてかの有名な
ノルドシュライフェ（北コース）から絞り出されたわずかなラップタイム、
これらと並んで、ドライバーとクルマの間の感情的な絆には、とりわけ 
素晴らしいサウンドが含まれるのです。結局のところ、911はその特別な 
サウンドがなければどうなるでしょうか? それはわかりません。わかる 
はずがありません。ポルシェ 901のリアに搭載されたボクサーエンジンの
最初の荒々しい息づかい以来、シュトゥットガルトのエンジニアたちは
常に素晴らしいサウンドを提供してきました。

そのため、911 スポーツクラシックのスポーツエキゾーストシステムの
サウンドには、典型的なサウンドコンセプトを開発するためのファイン 
チューニングが施されました。これは同時に、車内での質の高いサウンド
を保証するものでもあります。これは、ライトウェイトインシュレーション
パッケージ （-2.343 kg） によるものです。より少ない断熱・遮音材、 
より少ない重量、そしてそれによるより多くの感動を。その独特の豊かな
サウンドは、ハイグロスブラックに塗られた2本の楕円形エキゾースト 
パイプトリムを介して車外に放出されるだけでなく、車内にも直接その
鼓動伝えるため、それはドライバーの心を揺さぶるサウンドとなります。
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EXTERIOR COLOURS.
スポーツグレー メタリック、アゲートグレー メタリック、ゲンチアンブルー メタリック、ブラックのエクステリアカラーをご注文の際には、ボンネット、ルーフ、リアの一部を飾る対照色と
なるライトスポーツグレーのダブルストライプは、目立たせるためのシグナルカラーは必要ありません。特筆すべき点として、ストライプはデカールでなく塗装されています。

シュヴァーベンの情熱。 
誠実で、勤勉で、正確。60年代や70年代でも、ポルシェが浮き足立つ
ことはありませんでした。人々は、“典型的なドイツスタイル”という
かもしれません。それは、技術的に実現可能なものの限界を探求 
するエンジニアによって特徴づけられます。ペイントに関しても、 
熱心な実験が行われました。ここツッフェンハウゼンのシュヴァー 
ベン人たちは、テクノロジーやドイツ人の客観性とは対照的な、より
オープンで、時には遊び心にあふれた人たちです。その後の数年間で、
ポルシェは、フェリー・ポルシェのお気に入りであるアイリッシュグ 
リーンから、バイパーグリーンといった派手なシグナルカラーまで、
グリーンだけでも84種類の色合いを開発し、使用することになり 
ます。この色に関する取り組みは今日まで続けられており、常に 
実を結んでいます。エクステリアカラーのラインナップは、ホワイト
からフローズンベリー メタリックまで、落ち着いたものから派手な
色合いまで幅広く取り揃えています。

完璧にコーディネート。 
しかし、決してなびかない。 
911 スポーツクラシックは、伝統的かつ自信に満ちたアプローチで、 
4つの異なるカラーで表現しています。スポーツグレー メタリック、
アゲートグレー メタリック、ゲンチアンブルー メタリック、ブラック  

（ソリッド）。そのすべてのカラーは、911 スポーツクラシックの 
インテリアからディテールまで完全にマッチさせるため、ヴァイ 
ザッハのデザインスタジオの専門スタッフによって慎重に選定 
されたものです。特筆すべきは、スポーツグレー メタリックが 
911 スポーツクラシック専用であることで、これは、50年代の 
ポルシェ 356のファッショナブルなグレーから着想を得たものです。 
2009年に登場した911 スポーツクラシックは、ファッショングレーを
再解釈したカラーをまとい、当時としては斬新なスタイルで世界中の
ストリートを席巻しました。それが、スポーツクラシックグレーです。
このカラーは瞬く間にポルシェファンの心を掴み、今日の量産 
モデル用のクレヨンなど、ポルシェの他のカラーにも影響を与え 
ました。新型911 スポーツクラシック専用のスポーツグレー メタ 
リックは、“古めかしい”カラーを新しい現代的な方法でメタリック 
バージョンとして再解釈したものなのです。 

911 スポーツクラシックのカラーをよりアグレッシブにしたいので
あれば、デザインを少し控えめにするのはいかがでしょうか。 
PORSCHE Exclusive Manufakturから選択できるカラーは 
なんと、100種類以上*。豊かな色調を楽しめるのはエンジン 
サウンドだけではないことを証明しています。 

お好みのカラー （Paint to Sample） を選択される場合は、ライト 
スポーツグレーのボンネット、ルーフ、またはリアスポイラーのデコ
レーティブグラフィックはご利用いただけませんのでご了承ください。

*2022年10月から利用可能予定
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911 スポーツクラシックは過去の時代の華やかさを蘇らせます。いう 
までもなく、これには特別な外観と美的感覚が必要です。私たちの感情や
思考を形成し、目に映るものを文脈化するのは、常に私たちが受ける 
第一印象です。しかし、これもポルシェ特有の側面ですが、そのルックスは、
巧妙なトリックによって人目を引くようには造られていません。 
そしてそのフォルムは、純粋に機能性の結果から生まれているのです。

典型的なターボボディ。 
そんなわけはありません！
911スポーツクラシックはロードで映えるデザイン。彫刻的なボディ。 
そしてあらゆる角度から独特かつハイパフォーマンスなルックスを 
見せつけます。クリアなラインのフレアリアフェンダーを備えた 
911 ターボルックのワイドボディは唯一無二のデザインとなっています。
典型的なターボボディのポルシェ、そのように思われるかもしれません。
しかし、肝心のサイドエアインテークがありません。これが、 
911 スポーツクラシックのリアフェンダーの形状がユニークである 
理由です。 

メイド・イージー
フロントボンネット、ルーフ、リアスポイラーはすべてカーボン製です。 
これは、ポルシェが特にスポーティなモデルに採用する軽量化アイテム
です。しかし、911 スポーツクラシックの場合は少し異なります。 
よりハイレベルに。ディテールに対する情熱。現在の911の量産モデル 
では、ビーディング（中央部のくぼみ）付きボンネットで空冷式であった
過去を再現しています。これは、容易に組み込むことができる優れた 
デザインエレメントです。もしくは、PORSCHE Exclusive Manufaktur
などで、ディテールをさらにカスタマイズすることも可能です。 
カーボン製の新しいフロントボンネットがデザインされ、塗装のダブル
ストライプと中央ルーフセクションに完璧に調和するビーディングが 
含まれています。素晴らしいルックスの仕上がりです。もちろん、 
2.1 kg以上の軽量化も実現しています。ストライプも、単なるデコレー 
ティブデカールではありません。これは、ライトスポーツグレーで塗装 
されており、シュヴァーベン人のディテールへのこだわりが感じられます。
ダブルストライプの塗装は、マスキングから塗装まで手作業で行われ 
ます。これには、ボディ全体にわたって完璧な仕上がりを実現するため
の何層も重ねられるトップコート処理、そしてその間の研磨作業が 
含まれます。

ダブルストライプ*は、フロントボンネットからルーフまで続いています。 
911 スポーツクラシックにおける歴史と進歩、テクノロジーと伝統の 
融合は、ここでもまた見ることができます。カーボンルーフはフラット 
ではありません。ボンネットと同様に、ルーフにもダブルストライプの 
ためのスペースが確保され、二重のドーム型のような形状となって 
います。レースファンなら誰もが知っている形状です。この特徴により、 
60年代と70年代のGTカーで、背の高いパイロットとそのヘルメットに
必要なヘッドルームが確保されました。ポルシェでは、このデザインは 
もともと、カレラ GTの組み立て済みルーフセクションとして量産され 
ました。2009年に登場した911 スポーツクラシックは、この特徴的な 
デザインを備えた911の最初の派生製品でした。カーボンによって車両
最高点で1.4 kgの軽量化を達成し、低重心化を実現しました。

ダブルストライプの最高の栄光は、911 スポーツクラシックの歴史を 
さらに少しさかのぼります。次のページをご覧ください。

*  デコレーティブグラフィックは、お好みのカラー （Painted to Sample） を選択された 
場合にはご利用いただけませんのでご了承ください。
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当時としては高めのウィング形状は、それに合わせたフロントスポイラー
リップとともに、非常に個性的な外観を生み出しただけでなく、同時に
ハンドリングも大幅に向上させました。それにもかかわらず、ダック 
テールはこれまでのところ、1972年の911 カレラ RS 2.7、1973年の 
911 カレラ RSR 2.8、1973年の911 カレラ 2.7 クーペのアメリカ版に 
加え、2009年の911 スポーツクラシック、2012年の911 クラブ クーペ、 
2015年の911 GTS クラブ クーペで採用されているだけです。

ポルシェ 911 スポーツクラシックは、1970年代初頭の伝説的なポルシェ
の歴史を今ここに再現しています。ただし、違いがひとつあります。 
リアスポイラーは以前はグラスファイバー製でしたが、現在は炭素繊維
強化プラスチック製で、ハイマウントストップランプも装備されています。
もちろん、塗装されたデコレーティブグラフィックであるダブルストライプ
は、リアスポイラーにも施されます。新たな解釈とパワフルなドライビング
を実現した911 スポーツクラシックは、往年の“ダックテール”ファンの 
心はいうまでもなく、世界中の街角で人々を魅了することでしょう。

「楽しみは最後にとっておく」、と人々はよく言います。 
911 スポーツクラシックの場合、それはリア部分にあることを意味します。
そして、この部分が911 スポーツクラシックの起源をさらに明確にして
くれます。なぜなら、この特徴的な“ダックテール”を備えたトランクリッド
はポルシェで長い歴史を持っているからです。1972年、これは 
911 カレラ RS 2.7で初めて採用されました。“ダックテール”が登場すると、
それは瞬く間にポルシェの伝説的なリアスポイラーとなりました。

人目を引く、
リアデザイン。 なぜウィングではなく

スポイラーなのか?  
スポイラーはその中に
空気を通すよりも、 
空気の方向を変える 
からです。

911 カレラ RS 2.7 （左） と911 カレラ RSR 2.8 （右）

911 スポーツクラシック （2009）
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60

ここで少し
過去を
振り返って 
みましょう。

レースでは、100分の1秒が重要であることはよく知られている事実です。ポルシェが 
メジャーになるのに、1秒すら無駄にしてこなかったことはなおさらのことです。ポルシェの
発展が軌道に乗りつつあることの最初の証は、1951年のル・マン24時間レースにおける
356 SLの活躍によって示されました。そして、ゼッケンナンバー46は、ポルシェモーター
スポーツの歴史における輝かしい時代の出発点となりました。このモータースポーツ 
黎明期における成功に敬意を表し、パーソナライズされた任意のゼッケンナンバーを 
ボディサイドに追加料金なしでお付けいたします （無償オプション）。 
また、911 タルガ 4S ヘリテージデザイン エディションの場合と同様に、側面に 
“PORSCHE”ロゴレタリングもお選びいただけます。 

これは一見同じように見えますが、じつは違います。50年代のモデルとは異なり、ロリ 
ポップとレタリングはどちらも白ではなく、ダブルストライプのカラーとコーディネート
されています。つまり、ライトスポーツグレーです。サイドを飾るいわゆるIROCレタリング
の起源は、同名の“インターナショナル レース オブ チャンピオンズ”レーシングシリーズに
あります。もうひとつの違いは、“PORSCHE”ロゴのレタリングの間隔が、ホイールベース
に合わせて調整されていることです。その結果、エクステリアはさらに特徴的となります。
ちなみに、ご希望に応じて、これらのエレメントは省略することも可能です。

装飾デカールのない911 Sport Classic
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911 スポーツクラシックはただの911ではありません。ワイドボディ、 
ダブルストライプ塗装、ダックテール、そしてホイールが、このモデルが
特にスポーティなイメージを持っていることを表しています。これは、 
スポーツクラシック ホイールのデザインが、伝説的なFuchs®ホイールを
ベースにしているためです。フロントが20インチ、リアが21インチの 
鍛造ホイールは、最高のパフォーマンスとクラシックな外観を巧みに 
組み合わせています。もうひとつの特徴は、ハイグロスブラックの
20/21インチの911 スポーツクラシック ホイールには、量産車としては
ポルシェ史上初めてセンターロックが採用されました。マットブラックの
専用ホイールハブキャップと伝統のポルシェクレストによって、過去は
常に未来の不可欠な要素となっています。

伝説のFUCHS®ホイール
ポルシェにとって、最初に何かを成し遂げることは、草創期からの
情熱でした。1967年、Otto Fuchs KG社とともに開発した、 
初の自動車用軽合金鍛造ホイールが911 S向けに発表されました。
インペラーは大幅に軽量化されていましたが、それまで標準で 
あったスチールホイールと同じくらい頑丈でした。デザインも印象
的で、すぐにFuchsfelge®ホイールもしくはFuchs®ホイールとして
知られるようになりました。その後数年間で、このホイールは 
自動車の歴史の中でおそらく最も有名なリムデザインに成長しま

した。そして、歴代のFuchs®ホイールの中から厳選されたもの
が、新しいポルシェクラシック向けに再現されました。しかし 
当時、その後何年、何十年にわたり、その明確なデザインに信頼を
寄せ続けたのは、ポルシェだけではありませんでした。ポルシェは
独占使用権を確保できなかったため、他のメーカーも、特に 
スポーティな車両、またはそのように見せることを意図した車両に、
この5本スポークを備えた特徴的なホイールを好んで採用して 
いました。

ホイール
発展の
歴史

ハイグロスブラックの20/21インチ スポーツクラシック ホイール
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シュヴァーベン生まれ 
今日に至るまで、クレストはブランドのルーツへの賛辞となっており、 
その故郷であるシュヴァーベン地方へのささやかな愛が見て取れます。
クレストの中央にはシュトゥットガルト市の紋章が描かれ、これが 
旧ヴュルテンベルク＝ホーエンツォレルン州の紋章の上に置かれました。
そして、そのカラーも同様にブランドの起源を物語っています。ブラック
のストライプはヴュルテンベルクを、濃いオレンジのストライプは 
バーデンを象徴しています。

見事なデザイン
クレストに加え、ゴールドカラーのレタリングはクラシックな印象で、 
ポルシェの初期の歴史を物語ります。これは、2018年のヘリテージ 
デザインパッケージを含む911 スピードスターや2020年の 
911 タルガ 4S ヘリテージデザイン エディションでも再現されています。
これらのクレストは、356にまでさかのぼる伝統の一部であり、将来的
には、ヘリテージデザインマーク戦略に含まれるすべての限定モデルで
採用されることになるでしょう。 

911 スポーツクラシックのフロントフードを飾るクレストは、1963年に
初めて、当時901として知られていた911に使用されたものとほぼ同じ
です。また、クレストはGT スポーツステアリングホイール、車両キー、 
20/21インチ911 スポーツクラシック ホイールのハブカバーにも 
配されており、ヘッドレストとキーケースにはエンボス加工が施されて
います。

356のデザインと同様に、フェリー・ポルシェは、1952年に 
ポルシェクレストをデザインする際には自ら陣頭指揮をとりました。 
当時、アメリカの輸入業者であったマックス・ホフマンとの出会いが、 
フェリーに地元の素材をもとにクレストを作成させるきっかけとなった
といわれています。当時、“ドイツ製”への需要も高かったですが、 
“ツッフェンハウゼン製”への需要はそれをはるかに上回っていました。 

時代の象徴：1954年から2008年までのポルシェクレスト

1954–1965 1963–1973 1973–1994 1994–2008 2008–

決して、
忘れない。
自分の、
ルーツを。
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ポルシェファンなら、一目見ただけでそれがわかります。 
911 タルガ 4S ヘリテージデザイン エディションと同様に、ダックテール
の前にある縦スラットはヘリテージデザインエンブレムで飾られてい 
ます。50年代、このヒストリックなポルシェエンブレムは、優れたエン 
ジン性能と10万キロ到達によって真の品質の証となる特別な賞として、
ブランドに忠実な356名のオーナーに贈られました。 
911 タルガ 4S ヘリテージデザイン エディションは、すでにこの魅力的な
ディテールを備えており、今後はすべてのヘリテージデザインモデルの 
際立つ特徴となることでしょう。

ヒストリックなポルシェエンブレム 卓越性。 
伝統を礎に。

時代の象徴。 
そして、エクスクルーシブさ。
ヘリテージエンブレムだけが、911 スポーツクラシックの特徴ではあり
ません。ゴールドカラーのPORSCHE Exclusive Manufakturエンブレム
もフロントフェンダーに目立つように取り付けられています。これも 
また、ポルシェの歴史に根ざしたものです。これは、2009年の  
911 スポーツクラシックによって、フェンダーにクラシックメーカーの 
エンブレムを追加するという伝統が復活し、それがさらに発展したため
です。これらのエンブレムは、ReutterやKarmannといったボディメー 
カーを示すために使用されていましたが、今日では、ポルシェ AGプラントII
の歴史的なロッスルビルにあるPORSCHE Exclusive Manufakturで 
生産されたことを明確に示しています。それらはまた、そこで生産される
限定シリーズであることも表しています。
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全体は常に個々のパーツの合計です。そのため、911 スポーツクラシック
では細部でさえも重要なのです。すべての仕上げ、すべてのエレメント、
それらのすべてがよく考え抜かれています。ブラックのエキゾースト 
パイプを備えたスポーツエキゾーストシステム、ハイグロスブラックの
スポーツデザインリアエプロン、ブラックのサイドウィンドウストリップ、
ハイグロスブラックのエアインレット/アウトレットグリルのスラット、 
そしてドアミラーベースまでです。

サイドもフロントも妥協の余地はありません。スポーツデザイン 
サイドスカートのスポーティなディテールやフロントエンドの 
ハイグロスブラックエアインテークサイドトリムの洗練性は、 
PORSCHE Exclusive Manufakturが完璧さを重視していることを 
明確に物語っています。そして、PDLS Plusを含むブラックLED 
マトリックスメインヘッドライトも、全体のコンセプトに最適にマッチ 
しています。これは、他の道路利用者の視野や行動を阻害することなく、
道路への最大限の照明を可能にするよう配光します。配光のインテリ 
ジェントな制御によって、運転の快適性と安全性を大幅に向上させる
他の機能を統合することも可能です。たとえば、システムには、反射が 
強すぎる交通標識を検出してライトを暗くすることができるよう、 
カメラが搭載されています。

不可欠な
コンポーネント：
ディテール

1）   ベースがハイグロスブラックのエクステリアミラー
2）   改良型サイレンサーとハイグロスブラックの2つのステン

レススチール製楕円形エキゾーストパイプトリムを備えた
スポーツエキゾーストシステム

3）   PDLS Plusを含むブラックのマトリックスビームを備えた
LEDメインヘッドライト

1

2

3
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911 スポーツクラシックは、ある程度の贅沢が当然のことだった60年
代の象徴です。これは当時の上流社会でのモットーである“常に少し上
であること”が適切に反映されています。だからこそ、911 スポーツクラ
シックは、エクスクルーシブなスポーツカーを際立たせるすべての点に
おいて常に一歩先を行っているのです。特に、可能性という点において
は、利用可能な多くのエクステリアオプションにも反映されています。 
ただし、これらの詳細をすべて一冊の本に収めるには多すぎます。 
そのため、追加料金の有無には関係なく、オプションを含む911 スポーツ 

クラシックのすべての装備は、オンラインのカーコンフィギュレーターで
ご覧いただけます。さらに、ガレージでも911 スポーツクラシックを 
際立たせるディテールも用意されています。専用設計のインドアボディ 
カバーは、ほこりや汚れから愛車を保護します。そして、“ディテールへ
のこだわり”によって、このカバーは他のヘリテージデザインモデルの 
インドアカバーにも完璧にマッチします。

1）  シルバーのスポーツエキゾーストパイプ （シルバーエクステリアアクセント
パッケージの一部）

2）  ライトシルバー塗装のリアリッドのスラットインサート （シルバーエクステ 
リアアクセントパッケージの一部）

3）  シルバーエクステリアアクセントパッケージ （シルバーのサイドウィンドウ 
ストリップ、ライトシルバーのリアリッドグリルのスラット、シルバーの 
スポーツエキゾーストシステムのスポーツエキゾーストパイプ）

4）  インドアカバー
5）  ハイグロスブラックのスポーツデザインリアエプロン
6）  アルミニウム製フューエルキャップ

常に
あと
もう少し
可能です。

1

3 4 5

6

2
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インテリアの品質も
最も重要なもののひとつです。
INTERIOR DESIGN HIGHLIGHTS.

エクスクルーシブインテリア： ブラック/クラシックコニャック 
ツートンカラーのレザーインテリア （セミアニリンレザー）。 
オプションでブラックレザーインテリアもご用意

パターン： シートセンターおよびドアパネルにペピータ生地を採用

フットウェル：ヘリテージデザインフロアマット

ディスプレイ： 過去のデザインからインスピ 
レーションを得たインストゥルメントパネル、 
ヘリテージデザインのスポーツクロノストップ 
ウォッチダイヤル

ユニーク： ダッシュボードのデコレーティブトリムに 
ゴールドカラーの限定版エンブレム

デコレーティブトリム： パルダオダーク、 
オープンポアインテリアパッケージ、オプションで 
レザーインテリアパッケージとしても利用可能

識別フィーチャー： ストレージコンパート 
メントリッドにエンボス加工された 
“PORSCHE Exclusive Manufaktur”のレタリング

クレスト： ヘッドレストとステアリングホイールに
1963年の歴史的なポルシェクレストを採用

視点を変える： パーフォレーション仕様Race-Texの
A/B/Cピラーを含むルーフライニング
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自然への
回帰

クリスチャン・ディオールは、それを愛用していました。そして、コンラート・
アデナウアーでさえ、コモ湖での夏休みにペピータを帽子としてかぶり、
ペピータにドルチェ・ヴィータのタッチを与えました。ひとつだけはっきり
していることは、ファッションでは常に組み合わせが重要であるという
ことです。911 スポーツクラシックの場合、これはパターンと表面を意味
します。レザーと組み合わせられる生地。そして最も重要なのは、過去と
現在の組み合わせです。

ブラックナッパレザーとクラシックコニャックカラーのセミアニリン 
レザーで構成されるツートンカラーのレザーインテリアは、古き良き 
時代を彷彿とさせます。しかし、それは未来への展望でもあります。 
それはどのようなものでしょうか? 革新的な素材の採用です。具体的に
いえば、918 スパイダーでお馴染みの、911 スポーツクラシックのインテ
リアにも使用されているセミアニリンレザーは、今回初めて特徴的な 
クラシックコニャックカラーが採用されました。

一件、非常にマニアックな内容に聞こえるかもしれませんが、実際には
正反対です。レザーの各パーツには、自動車のインテリアで使用する 
ために特別な仕上げが施されています。これは、レザーの表面を保護し、
より上品にすることを目的としています。この仕上げを薄くするほど、 
レザーの見た目と感触はより自然で、よりきめ細かく、柔らかくなります。
レザーの天然の細孔構造と“生い立ち”がより鮮明になるため、この 
革質のなめしには最高品質の原皮だけが適しています。

しかし、その結果は一目瞭然です。従来のレザーとは一線を画す自然 
な風合い。そして、完璧に使い込まれたレザージャケットに匹敵する、 
極めて柔らかく、自然な感触。そのすべてが、ポルシェの高い品質基準を
満たすものなのです。

ご希望に応じて、より落ち着いたブラックバージョンのレザーインテリア
もお選びいただけます。ペピータと組み合わせることで、より控えめな
モノクロの外観が生まれます。

レザーインテリアパッケージ
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典型的な
シュヴァーベンらしい 
卓越したパターン
ポルシェの歴史は、伝説的な生地のパターンの歴史でもあります。常に 
スタイリッシュなチョイスである絶対的な定番のひとつがペピータです。
それは斜めのストライプがつなげる小さな菱形で構成されています。

ペピータは、1965年に911で初めて公式な装備として採用されました。
黒赤白、黒白、黒茶白の3種類が用意され、インテリアを彩りました。

このパターンは、911の50周年記念特別モデルの一部として、2013年に
最初のカムバックを果たしました。シートのファブリック製センター 
パネルは、最近では初めてとなる歴史的なペピータパターンへの回帰と
なりました。そして2019年以降、このクラシックなチェックパターンは 
カイエン クーペのライトウェイトスポーツパッケージにも含まれてい 
ます。

このオリジナルのペピータは、911 No. 1,000,000のインテリアにも 
特別に登場しました。これは、特別に製造されたワンオフ車両です。

60年代に非常に特徴的であったパターンが、911 スポーツクラシックで
今新たな人生をスタートしたことは明らかです。その外観はオリジナルを
ベースにしていますが、品質面においては現代の安全性と快適性を 
考慮して開発されています。この生地は、スタイルエレメントとして、 
ドアパネル、シートのセンターパネルにあしらわれ*、エレガントな 
レザーインテリアと組み合わせることで、視覚的にも触覚的にも絶対
的な特徴となっています。

*  ペピータ仕様の場合、オプションのシートベンチレーションとの組み合わせは 
ご利用いただけませんのでご了承ください。
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数え切れないほどのディテールが、911 スポーツクラシックの個性を 
引き立たせています。自動車に対する無頓着さへのオマージュ、その 
コンセプトはインテリアにおいて忠実に受け継がれています。ここでは、
モータースポーツで使用されるパーツとスタイルエレメントが、すべての
時代を通した“ベストオブベスト”を表現しているのです。インテリア 
トリムに控え目に使用される暖かみのあるオープンポアウッドは、 
ミッドセンチュリーのクラシックを彷彿とさせます。そして特徴的なペピ
ータとともに、インテリアにエレガントな60年代のタッチを生み出します。

イームズからル・マンへ。暗いパラドのオープンポアインテリアパッケージ
からルーフライニングに目を向けると、パーフォレーション仕様の
Race-Texで仕上げられていることに気付くでしょう。このデザインディ
テールは、911 タルガ 4S ヘリテージデザイン エディションにすでに 
見ることができます。そして、これはまた、スティーブ・マックイーンが 
マイケル・デラニーを演じたレーシングカーのインテリアを彷彿とさせる
もので、彼がサルトサーキットでの勝利のために戦った他の命知らずた
ちへの敬意でもありました。もちろん、ポルシェでは、レースは常に量産
モデルの一部となっていました。パーフォレーション仕様のルーフライ
ニングは、356 Aで特別なデザインエレメントとしてすでに使用されて
いました。当時は、グレー、ベージュ、または決められない場合のために
ベージュ/グレーのツートンカラーが用意されていました。

911 スポーツクラシックのインスピレーションが、数々の伝説が生まれた
時代からきていることは明らかです。そして、個人的な好みによりますが、
センターコンソールを一目見れば、この車が個人的な好みに制限の 
ない時代から生まれたことがわかります。 
ストレージコンパートメントリッドには、レザーにエンボス加工された 
“PORSCHE Exclusive Manufaktur”の文字が誇らしげに記され、これは、
シュトゥットガルト=ツッフェンハウゼンの生産拠点にちなんでいます。 
“911”のレタリング、モデル名、個別のシリアルナンバーが刻印された 
ゴールドカラーの限定版エンブレムが、ダッシュボードのデコレーティブ
インテリアトリムを引き立てます。名車に刻まれた傑作の証。 
PORSCHE Exclusive Manufakturが世界に贈るわずか1,250台の 
うちの1台です。

デザイン言語は
スタイルのリファレンスに
おいて発展します。

1）  ゴールドカラーの限定かつ専用エンブレム、パルダオダーク、 
オープンポアインテリアパッケージ

2）  センターコンソールのストレージコンパートメントリッドに 
エンボス加工された“PORSCHE Exclusive Manufaktur”のレタリング

3）  パーフォレーテッド ルーフライニング

1

2

3
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フレアパンツ。パステルカラーと明るいカラー。スタイルの組み合わせが
うまく機能するという事実は、ファッションの世界だけでなく、超が付く
ほどモダンなインストゥルメントパネルを見ても明らかです。2つの高解
像度7インチディスプレイ、そしてクラシックな針と“Sport Classic”と 
レタリングされたアナログレブカウンターを備え、アナログとモダンの
間に何ら矛盾のないことを証明しています。実際のところ、正反対ですが。

インストゥルメントパネルのホワイトの針とマーキング、および スポーツ
クロノストップウォッチが最大のコントラストを生み出し、グリーンの 
数字は、伝説的なポルシェ 356へのオマージュとなっています。しかし、
ポルシェの歴史を彷彿とさせるのはそれだけではありません。旧式の 
レブカウンター同様、911 スポーツクラシックでもインストゥルメント 
パネルとスポーツクロノストップウォッチのダイヤルにエレガントな 
レリーフエンボス加工が施されています。

タイム
スリップ
したかの
ような
感覚
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1）  ステアリングホイールヒーターと歴史的なポルシェクレストを採用した 
GT スポーツステアリングホイール

2）  レザーサンバイザー、レザースラット付きレザーエアベント、レザーステアリング 
コラムトリム、レザーインテリアミラーコンソール、レザーヒューズボックスカバー、 
レザーカップホルダーカバー

3）  専用レザーキーポーチと塗装仕様の車両キー
4）  ライトシルバーの“911 Sport Classic”のイルミネーテッドレタリング仕様の 

ドアシルガード
5）  ヘッドレストに歴史的なポルシェクレストを配したアダプティブスポーツ 

シートプラス 
6）  レザー製車両ドキュメントフォルダ
7）  専用ヘリテージデザインフロアマット

時代を体験するのに最適な場所。それが、横方向の最高のサポートと
最新型シートの快適さを提供する、電動調整が可能な18 wayアダプ
ティブスポーツシートプラスです。ヘッドレストにエンボス加工された
歴史的なポルシェクレストは、過去とのつながりを演出します。 
ライトシルバーのドアシルガードは、“911 Sport Classic”のイルミ 
ネーテッドレタリングが施され、全体的なコンセプトに調和する 
もうひとつのエクスクルーシブなディテールとなっています。

911 スポーツクラシックは、ポルシェの歴史の証人です。しかし、 
それはポルシェが過去の栄光に胡坐をかいているという意味では
ありません。または、何もしなくてもいいということでもありません。
実際のところ、正反対です。厳選された装備と専用に造られた 
ディテールが、過去と現在の間に完璧な相乗効果を生み出します。
手の届く歴史として、ステアリングホイールヒーター搭載の 
GT スポーツステアリングホイールには、1963年の歴史的な 
ポルシェクレストが飾られています。この背景については、58ページを
ご参照ください。

ポルシェといえば、何を思い浮かべますか? もちろん、走行性能、 
機能性、デザインなどでしょう。しかし、ポルシェファンはもっと別の
ことを考えます。たとえば、レザーのユニークな加工方法について
です。これは、ポルシェが独自のレザー工房を有しているからこそ
の話です。これにより、ポルシェは独自の品質レベルを実現し、 
特別なニーズにも応えることができます。たとえば、使用する革は
わずか0.4 mmの厚さにまで裁断します。つまり、どんなに小さな 
パーツにもレザーを使用できるということです。標準装備に多くの 
レザーが使用される新型の911 スポーツクラシックのような 
モデルで、それを実証できることを楽しみにしています。

あの頃と
変わりません。
でも、
最新です。

1
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60年代のスピリッツを 。
手首までに

インテリアのレタリングと同じように、文字盤のポルシェデザイン 
アイコンおよびランニングセコンド用ダイヤルのレタリングもゴールドで
統一されています。製品に含まれるブラックとクラシックコニャックの 
4本のストラップも、911 スポーツクラシックのインテリアに直接由来 
するもので、実物のポルシェ車両用レザーで作られています。裏蓋に 
刻印された限定版ナンバーは車両番号と一致しており、この伝説的な
クロノグラフに最後の仕上げを施し、パーソナライズされた個性を 
さらに際立たせています。

歴史的な引用があるにもかかわらず、時計自体には最新技術が 
採用されています。内部には、COSC認定済みでフライバック機能を 
備えた高精度な機械式ポルシェデザインクロノグラフムーブメント 
WERK 01.200が使用されています。360度巻き上げローターは、 
911 スポーツクラシックのホイールオプションのデザインに由来して 
います。この時計は、スイスのゾロトゥルンにある 
Porsche Design Timepieces AG社のポルシェ専用時計工場で製造 
されています。つまり、911 スポーツクラシック クロノグラフは、過去 
からのクールさを蘇らせながら、未来に向けて時を刻み続けます。

60年代と70年代初頭のエキサイティングなトレンド、ポルシェの歴史、
そして何よりもクラシックさを好む時代性が再解釈されました。 
クロノグラフ 911 スポーツクラシックなら、通りから離れてもポルシェの
魅力を常に身に付けておくことができます。ただし正確には、 
この腕時計の購入権を持つ車両オーナーに限定されます。

最初に目を引くのは何でしょうか? 911 スポーツクラシックから直接 
由来する、数多くのデザインディテールと歴史からインスピレーションを 
得たノスタルジーです。それらはこのクロノグラフを非常に特別な時計
にしており、まさにポルシェデザインならではの真の“手首に付ける 
スポーツカー”です。たとえば、グリーンの数字とマーカーを配した 
文字盤とホワイトのクロノグラフ針は、ヘリテージデザインのレブ 
カウンターがベースになっています。もうひとつの特徴は、このモデルで
初めて、時計の文字盤がカスタマイズできるようになったことです。 
ヘリテージデザインのクラシックなマットブラックの文字盤に加え、 
ライトスポーツグレーの伝説的なスポーツクラシックストライプまたは
特徴的なペピータパターンからお選びいただけます。車両および 
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時を超えたオフロードの旅への準備はできていますか?  
ポルシェライフスタイルの新しいヘリテージコレクションをご紹介します。 
これは60年代を日常生活に蘇らせるだけでなく、ポルシェファンの 
心にも訴えるものです。このモダンなレトロコレクションは、トレンドが
常に入れ替わる中で、真のスタイルが永遠に続くことを証明しています。

デザインエレメントの選択において、新しいコレクションは2つの伝説、
新しい992 スポーツクラシックおよびその歴史的ロールモデルである
911 カレラ RS 2.7へのオマージュとなっています。60年代、女性の 
スーツの定番柄としてしばしば登場した伝説のペピータパターンは、 
最終的にはポルシェのドライバーたちにもアピールすることになりま 
した。それは新しい992 スポーツクラシックのインテリアに採用された
だけでなく、コレクションの一部にも垣間見ることができます。

しかし、それだけではありません。コレクション全体に共通するのは、 
文字通りゴールドカラーのレタリングです。もちろん、“ICONS OF COOL”
のバッジも、一見してそれとわかるようにデザインされています。さらに、 
エクステリアカラーのスポーツグレー メタリックやインテリアの 
コニャックカラーのレザーの色合いも、新しいコレクションの立ち上げ
にふさわしいものなのです。つまり、新しいヘリテージコレクションは、
過ぎ去った時代のライフスタイルと時代性を蘇らせたのです。そして 
60年代に新たな息吹を吹き込んでいるのです。過去とは、

こういうものです。
特徴的なペピータ
ゴールドカラーの
PORSCHEロゴ
歴史的なクレスト
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HERITAGE DESIGN 
PACKAGE CLASSIC

ポルシェカーコンフィギュレーターでは、お好きなオプションを 
チェックしていくたびに、夢の911がクールなアイコンとして変身
していく様子をご覧いただくことができます。ヘリテージデザイン
パッケージは、多くの911 モデルで選択可能です。
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60年代が戻ってきました。そして、911 スポーツクラシックの 
オーナーだけでなく、多くの911ファンにとってもです。ほとんどの
911 モデルでオプションとして選択可能なヘリテージデザイン 
パッケージクラシック*によって、60年代と70年代初頭のトレンドは
他のボディタイプでも実現可能です。そう、60年代の雰囲気は常に 
911の車内にあります。

たとえば、ヘリテージデザインパッケージクラシックでは、ブラック/
クラシックコニャックのツートンカラーレザー （セミアニリンレザー） 
またはブラックレザーは、ペピータパターンとよく調和します。 
ノスタルジックな生地が、シートとドアパネルをスタイリッシュな 
エレメントとして飾ります。その他の特別なディテールには、 
ヘッドレストのエンボス加工されたポルシェクレスト、ストレージ 
コンパートメントのリッドの“PORSCHE Exclusive Manufaktur” 
レタリング、デコレーティブインテリアトリムにあるシルバーの 
“911”バッジが含まれます。

また、50年代から60年代初頭のコーデュロイ生地をご希望の 
場合は、ヘリテージデザインパッケージピュアを多くの911 モデルで 
ご利用いただけます。

*2022年9月から利用可能 

HERITAGE
DESIGN PACKAGE 
CLASSIC.
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1）  ヘリテージデザインのインストゥルメントパネル
2）  ストレージコンパートメントリッドにエンボス加工された“PORSCHE Exclusive Manufaktur”の 

レタリング
3）  ヘリテージデザインのスポーツクロノストップウォッチ （スポーツクロノパッケージとの 

組み合わせのみ）
4）  ヘリテージデザインフロアマット
5）  “911”エンブレム （シルバー）
6）  ライトシルバーの“911”レタリングドアシルガード

ヘリテージデザインパッケージクラシックは、2022年9月から提供予定。

ヘリテージデザインのインストゥルメントパネルとスポーツクロノ 
ストップウォッチもまた、過去を蘇らせ、ポルシェのインテリアに 
さらなる個性を与えます。

つまり、911 モデルのためにデザイナーが考案した無数のディテール
が、PORSCHE Exclusive Manufakturで優れたクラフトマンシップ
とディテールへのこだわりによって実装されます。 
過去、現在、そして未来が完璧なハーモニーを奏でます。

1

5 6

2 3 4
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今、お客様はすでにかなり特別なものを、さらに唯一無二なものにする
ことが可能なのか、そう疑問に思われているかもしれません。もちろん
可能です。ポルシェは、最初のご相談から、個性とインスピレーションを
通じて、最も大切なことに焦点を当てています。すなわち、お客様ご自身、
そしてお客様のリクエストです。

スポーツカーをパーソナライズする場合には、お客様にとって、また 
ポルシェにとって、ハートが重要となります。そのため、ポルシェの 
スペシャルリクエストプログラムの専門スタッフは、お客様が 
ポルシェセンターのセールスアドバイザーとともに考案した最初の 
コンフィギュレーションの結果を楽しみにしています。その他のご質問や
利用可能な無数のカスタマイズオプションについては、ぜひお近くの 
ポルシェセンターまでご連絡ください。

ポルシェの専門スタッフチームは、あらゆるオプションとモデルに 
関する幅広い知識を備えて、お客様のご来訪、お電話、またはポルシェ
オンラインコンサルテーションにてお待ちしております。世界に一台 
だけの特別なポルシェを実現するため、そして究極のカスタマイズを 
実現するために情熱を持って取り組んで参ります。

その情熱をどこで実現させますか? ポルシェの息吹が聞こえるツッフェン
ハウゼンの工場はどうでしょう。ここでは、ディテールへのこだわりが 
ポルシェにとって何を意味するものなのかを、直接ご体験いただけます。
また、レザーのカラーやペイントなど、世界的にもユニークな素材や 
カラーサンプルのコレクションをご提供します。ショールームでは精巧に
仕上げられた車両を存分にご覧いただけます。ただし、このサービスは
ツッフェンハウゼンに限定されたものではありません。また、アトランタ
やロサンゼルスといった世界中の都市でもご利用いただけます。

ご質問やご要望がどれほど有り得ないようなものであっても、ポルシェが
焦点を当てるのは常に同じです。つまり、お客様自身、そしてお客様が
夢見るドリームカーです。

カスタマイズに関して知っておくべきすべての内容、そしてユニークな
車両をコンフィギュレートする方法についてhttps://www.porsche.
com/japan/jp/accessoriesandservice/exclusive-manufaktur/で
ご覧ください。

SONDERWUNSCH.
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2 of 4。911 スポーツクラシックは、911 タルガ 4S ヘリテージデザイン 
エディションから始まったものを継承しています。またこれは始まりで 
あり、過去のスタイルとヘリテージを現在に蘇らせるという作業は、 
今後さらにふたつのモデルで忠実に追求され続けることになります。

TO BE CONTINUED …911 TARGA 4S HERITAGE DESIGN EDITION 911 SPORT CLASSIC
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伝説は言葉では表現できません。
数字でしか表現できないのです。

エンジン
シリンダー数 6
排気量 3,745 cc
最高出力（DIN）/ 
rpm

405 kW （550 PS） 
6,750 rpm

最大トルク/ 
rpm

600 Nm 
2,000〜6,000 rpm

トランスミッション
ドライブ 後輪駆動
トランスミッション 7速マニュアルトランスミッション

シャシー
フロントアクスル スタビライザー付きマクファーソンフロントアクスル
リアアクスル スタビライザーバーとリアアクスルステアリング搭載マルチリンクリアアクスル
ステアリング 可変ステアリングレシオとステアリングインパルス機能を備えた電気機械式パワーステア

リング
最小回転半径 5.0 m
ブレーキ ポルシェセラミックコンポジットブレーキ （PCCB）、ブラックキャリパー、 

ホワイトの「PORSCHE」レタリング 
フロント：10ピストンアルミモノブロック固定式キャリパー 
リア：4ピストンアルミモノブロック固定式キャリパー

ホイール フロント：9.5 J × 20 ET 44 
リア：12 J × 21 ET 70

タイヤ フロント：255/35 ZR 20 
リア：315/30 ZR 21

寸法/cd値
全長 4,535 mm
全幅（ドアミラーを含む） 1,900 mm （2,024 mm）
全高 1,299 mm
ホイールベース 2,450 mm
ラゲッジルーム容量 132 ℓ
タンク容量 67 ℓ
空気抵抗係数（cd） 0.35

空荷重量
DIN 1,570 kg

（EC）1） 1,645 kg

 

パフォーマンス
最高速度 315 km/h
0–100 km/h 加速 4.1秒
0–200 km/h 加速 12.0秒

911 SPORT CLASSIC
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舞台裏：コート・ダジュールでの1週間。脚光を浴びる2つのモデルの4台。96 AN ICON OF COOL



舞台裏： コート・ダジュールでの1週間。南仏の風と光を存分に浴びる、911 Sport Classic。 99AN ICON OF COOL
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