ださい。
どうですか?
ずは左のページの写真を見てく
カッコいいと思いませんか?
凄く
この964カ ブリオレのハーいップ化について書いたと
以前、
「オープンエアを楽 しみたいという皆さんには、
き、
別 の秘密
それが今月号で初
兵器を用意しています」と書きましたが、
公開のこのフェアリングだったのです

!

ご覧 のようにスタイリング的にはほぼ純 正の911ス ピードス
ターに採用されている物を踏襲していることもあり、
デザイン的
にはまったく破綻が見られません。
素材 はハードト
ップと同じ
FRPtt。 当然のことながらこれを装着しているときにはリアシー

は使用できないので、
ト
本物 のスピードスターと同様 の2シ ー
ターとなります。
またハードト
930
ップと同様 に964専 用というわけではなく、
これを使って、
にも993に も使用可能となっています。
量産さ
れなかった993の スピードスターを作ったら面 白いんじゃない
かな?
この製品、
まだ正 式名称 は決まっていないので、
とりあえ
・は、
・フェアリング"と でもしておきましょうか……。
スター
ず スピード
スピードジャパンが、
日本の
某国某社 の製品をベースにして、
ユーザーでも納得していただけるようにと改良を施したもので
す。
幸いなことにベースとなったフェアリング自体はかなリハイ
レベルな作りで、
「こ
お馴 染み日栄自動車 の中村さんをして、
れは 職人"の 作ったものですね」といわしめる程 の完成度
の高さ。
よくありがちな社外のFRPパ ーツとは別次元の製品
ハードト
ベル
でした。
には含まれていなかったシート
ップのキット
ト
オープンでの走行
取りつけ部のカバーなども含まれており、
時にも不粋な金具が露出してしまうようなことはありません。
しかし、
そこはやはり社外品。
取り付けるためのステー等に関
してはまだまだ中本
寸さんが合格を出せるレベルではありません
スピードジャパンの小澤社長は、
でした。
正式 に製品化すると
ハード
きには、
日栄自動車に取り付け指定工場をお願いして、
ト
ップのときと同様、
取り付けに必要なパーツは日本仕様 の改
良版を組み合わせることを考えているようです。
脱着そのものは大 人 二人で可能なので、
以前に紹介し
たハードト
ップと組み合わせて使用すれば、
普段 はクーペ並
みの耐候性を確保しながら、
天気 の良いシーズンには軽快
なオープンエアも楽しめるというクルマになってくれることでしょ
というわけで、
う。
私的にはめでたしめでたしのつもりだったの

ポルシェ964カ プリオレMT車

新車に戻すぞ

H●

Mu● h?

スピードジャパンのイヽ
ですが、
澤社長はさらにもう一歩踏み込
んだことを考えていました。
「日本のユーザーを満足させる日 ま、
たとえエマージェンシー用
の簡易型でもいいから、
出先で雨が降ったときに凌げる程度
のソフト
ト
ップのようなものが欲しいですねぇ」
ハーヽップ化するときに幌骨 は外しちゃいましたし、
通常の
幌骨じゃこのスピードスターフェァリングの下 に収めることは不
というわけで、
可能です。
ト
今度 は0か ら簡易型ソフト
ップを開
。
。
・
発することに … なるのかなぁ?

文●半谷範― 撮影●森口信之
取材協力●スピードジャパン (tel:0586‐ 67‐ 3357 http://www.speediapan.CO.jp)
日栄自動車商会(福 島県福島市上野寺字東18¨ 4 tel:024… 534¨ 9680)
寿交通 ネクストカーズ(tel:0422… 31‐ 9484 http://www9.ocn.ne.jp/〜 next9484)
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しかし︑すでにお気付きの方も少な一
くな いかも知れませんが︑空冷時代一の一
９１１は急速に国内 の中古車市場から一

専用のテスターが必要不可欠と いうわ一
けではな いので︑ある程度はオ■一
ナ■一
が自分で手を下して整備することもで
きます︒そう いう点でも維持しやすい
クルマのひと つと いえるでしょうず●一

● 一一
せん︒
・
ポ ルシ ェにはデ ィーラー以外にも専一
門店が沢山ありますから︑修理や整備一
に関しても多様な選択肢から選ぶこと一
ができます︒空冷時代にはまだ高度な一

にフルオリジナルにこだわ って当時一
の一
ＮＯＳパーツを探すとかいう話にな一る一
と いきなリ ハード ルが高くなります
が︑リプ ロダクシ ョンの社外パ■ツ等
も豊富に用意されているので︑我が家
のような９３０系はもちろん︑ナロ■一
の頃 のモデ ルさえも部品がなくて不動
状態になると いうような心配はありま一

空冷ボルシェに乗りたくてたまらない一
以前 にも書 いた通り︑空冷時代 の９
１１は趣味とある程度 の実用と の兼用
を考えた場合︑最適 の落 とし所 の 一台
だと思 って います︒もちろん実用性が
ま ったく必要な いなら︑他 に いくらで
も選択肢があるん ですけどね︒
現在︑中古車として購入す る ことを
考 え た場 合 ︑空 冷 ９ １ １ の大 き な メ
リ ットのひと つがち ゃんと ク
生き返ら
せることができるクと いう こと︒さす
がに新車 の乗り味ま で完璧 に再現す る
のは現実的 じ ゃありませんが︑事故な
ど で修復不能なダ メージでも受けて い
な い限り︑少なくとも機械的 には新車
当時 の性能を彿彿とさせるような レベ
ルにま で一
戻す ことができます︒
もちろん このレポート車 の９６４が
証明 して いるように︑そ のためには少
な から ぬ費 用 が掛 か るも の の︑ オ ー
諦めてしまわな い限りは必
ナー自身 が一
ず復活させることができます︒さすが

姿を消しつつあります︒少し以前まで 一
タマ数豊富で選び放題の感 のあ ったは
ず の９３０系や９６４系 のモデ ル達で ●
さえ︑程度 の良 いクルマを手に入れる
ためにはかなり探さないと見 つからな
い状況とな っています︒その理由とし
ては︑もちろん事故などで廃車になる
と いうケースもありますが︑決してそ
れだけではありません︒実はかなりの
数 の空冷９１１達が︑程度 の善し悪し 一 ・
一
に関係なく︑どんどん海外 へと流失し 一
ているのです︒
ナ ローはモデ ルを問わず かなり以前 一
から高騰していましたし︑９９３系は
︑
ず っと高値安定でしたが︑近年は９３ ・
ヽ
０系や９６４系 の市場価格も確実に上 ・一
素クのカレラ 一
昇しており︑どちらも ク
●
でさえ程度が良 いと５００万円オ■ ●一．
バーが珍しくな い状況︒中古車の検索●●
サイトなどで価格 の安 い順に９１■を■■
検索すると︑上位にくるのは大半が９
︲
︱●●
こ
９６系にな っています︒恐らく︱
のよ●■
︲
︲
うな傾向は今後もさらに加速すること■＝

一
¨一
﹄

ハードトップ同様、このフェアリングも非常に良くでき
ていたので驚かされました。実は今 回、この964の
フェアリングの作業を担当してくれたのは、日栄自動
櫻内亜由美さん。
車の板金塗装部門の紅一点、
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