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Photo : RZの計器盤。助手席SRSエアバッグはオプション。4



Photo:RZの室内。5



Photo :RZ ボデーカラーはシルバーメタリック6



THE SPORTS OF TOYOTA.スー
プラ。世界でも屈指の運動性能を、
トヨタの名にふさわしい高度な安全
性、快適性、環境適合性のもとで
実現する。そのプロジェクトは、走
りを評価するスペシャリストの育成
にまでさかのぼる。彼らはまず自ら
の評価能力を研ぎ澄まし、スープラ
の走りを磨き上げていったのだ。そ
して技術スタッフも、理想を求めて
完璧主義を貫いていった。すべて
の運動性能を決定づける「軽さ」を
極めるために、アルミと高張力鋼板
を多用した、軽量かつ剛性の高い
ボディを開発。重量配分の最適化、
さらにはボルト頭部を削っての重量
削減や、カーペットの糸1本にまで
およぶ中空化＝軽量化。グラム単
位のシェイプアップを積み重ねた。
数百回もの風洞実験によって実現
された圧倒的な空力性能も、妥協
なき開発姿勢を物語る。ダイナミッ
クなフォルムは、両立不可能とされ
てきた二つの空力性能、すなわち
強力なダウンフォースと優れたCD
特性を同時に獲得した。“Gフォー
スフォルム”というデザインコンセプ
トから生まれたコクピットは視認性、
操作性のテストを重ね、かつてない
クルマとの一体感を追求。機能的
なデザインは、まさに走るための必
然から生み出されたものなのだ。

C ONCEP T OF  SP ORT S (1)

スープラは、いま、

スポーツ界の未来を提示する。
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C ONCEP T OF  SP ORT S (1)

❶ RZのフロントインテーク

❶ボディ前後を絞り込み、テールを
大胆に切り落とした高性能ウェッジ
シェイプデザイン。アンダーボディにま
でおよぶ整流対策により、CD値（空
気抵抗係数）＝0.30※1、CLf値（フ
ロント揚力係数）＝－0.01※2、CLr
値（リヤ揚力係数）＝－0.03※2とい

う驚異的な空力性能を達成。横風
に対する安定性を示すCY値（ヨー
イングモーメント係数）も卓越した
数値を記録し、圧倒的な操縦安定
性を実現した。大きな開口部を持つ
フロント＆サイドインテークは、ターボ
のインタークーラー、前後ブレーキディ

スクなどの冷却効果を追求した機能
的デザインとなっている。
❷大型リヤスポイラー〔全車にオプ
ション〕は、ダウンフォース獲得を
最優先に開発。高い空力性能を持
ち、後方視界にも配慮したアーチ型
のダイナイミックな形状だ。

❸短く垂直に立て、ノブ形状もコン
パクト化したシフトレバーが、手首
だけで気持ち良く決まる絶妙な操作
フィーリングを実現。M/T、A/Tと
も本革巻きを採用し、手になじみや
すいものとなっている。
❹走りを楽しむためにタコメーター

を中央に配置。走行中でも瞬時に
判読できる優れた視認性を追求し
た独立3眼メーター。メーター内
の機能を極力シンプル化し、特に
ウォーニング類は、視線を移動しな
くても確認ができるよう、高い位置
に集中して配置した。

❹独立 3 眼メーター（Photo :RZ）    ※写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。

❷大型リヤスポイラー ❸本革巻きシフトレバーノブ

※ 1. フロントアクティブスポイラー作動状態での測定数値。  ※ 2.フロントアクティブスポイラー作動状態、大型リヤスポイラー装着状態での測定数値。
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スープラは、絶対的なスペックを誇
るために開発されたクルマではな
い。私たちはむしろ、スペックに表
れない感性領域での高性能に、新
世代スポーツカーの真価を求めてき
た。パワーフィールの快さを求めた
二つのパワーユニット＝ 3リッター
ツーウェイツインターボ＆ 3リッター
ナチュラルアスピレーション。軽量
なボディを利したクラストップレベ
ルのパワー＆トルクウェイトレシオ。
他を圧倒するその加速は、同時に、
どこまでも滑らかだ。一方では、ター
ボだからこそ生み出せる湧き上がる
ような力強さを。そしてもう一方で
は、自然吸気ならではのシャープで
澄み切った吹け上がりを。私たちは
スポーツエンジンの持つ限りない魅
力と可能性を追求した。楽しみは、
シフトワークにも待っている。エン
ジンパワーとともに、未知のドライ
ビングプレジャーを余すところなく
引き出す新世代のトランスミッショ
ン。その一速の違いが、走りに大
きく差をつける。フレキシブルかつ
パワフルな加速。ダイレクトで小気
味良いシフトフィール。6速M/Tと
ツーウェイツインターボの組み合わ
せは、マニュアルシフトを駆使した
走りの醍醐味を、改めて教えてくれ
るはずだ。

すべては、操る楽しさの

徹底追及から始まった。

C ONCEP T OF  SP ORT S (2)
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C ONCEP T OF  SP ORT S (2)

❶ LASRE α-Ⅱ 2JZ TWINCAM24 TWO WAY TWIN TURBO ❷フロント225/50R16 スチールラジアル＋16 × 8JJ グレーアルミホイール [RZ]

❶ 回転域に応じてターボの作動個
数をフレキシブルに切り替えるツー
ウェイツインターボシステムを採用。
セラミック製の軽量タービンホイー
ル、大型空冷式インタークーラーな
どで新世代の高性能を追求した。そ

の結果、クラストップレベルの圧倒的
な高出力とターボの常識を覆すスー
パーレスポンスを両立。最高出力ネッ
ト280PS/5,600r.p.m.、最 大トルク
44.0kg-m/3,600r.p.m.、そしてトルク
ウェイトレシオは33.9kg/kg-m。その

数値は、まさにトヨタの最高位スポー
ツエンジンにふさわしい。また細部
にまで高精度、高剛性を追求した。
❷ 4輪ダブルウイッシュボーンサス
ペンションは、操縦安定性と乗り心
地をかつてないレベルで両立。特に

ロール時の重心ジャッキアップ量は
最小に抑え、レーンチェンジ時の車
両収束性を大きく向上した。高性能
16インチ50タイヤと、軽量でブレー
キ冷却性能に優れた専用アルミホ
イールを全車に採用した。
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C ONCEP T OF  SP ORT S (3)

アクティブセーフティ（予防安全）の
追求は、高い運動性能の追求と
イコールのテーマ。事故を未然に、
積極的に防止するためには、走る、
曲がる、止まる、そのすべてが優れ
ていなければならない。走りを磨く。
それが安全性を高める。徹底した
開発姿勢は、スープラがほとんど基
本技術の熟成だけで、圧倒的なス
タビリティ＝極めて高度な安全性を
実現していることからもおわかりいた
だけるだろう。アクセルワークを加味
することで、車両安定性を一段と高
めるスリップコントロール（ETCS＝
電子制御スロットルシステムの1機
能）、コーナリング時の制動安定性
も追求した横Gセンサー付4輪ABS
など、開発、採用した電子制御テク
ノロジーも、意のままに走るというス
ポーツカー本来の楽しさをスポイル
せず、同時にウェット路面などでの
操縦安定性を高める、まさにスープ
ラにふさわしいもの。アクティブセー
フティには、ドライバーの疲労や負
担を軽減し、事故に至る可能性を
少なくするという、より広い意味での
安全性も求められる。

求めた走りは、

高い安全性のもとで完成する。
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C ONCEP T OF  SP ORT S (4)

新世代スポーツは、

決して快適性を犠牲にしない。

室内環境において、スープラはスパ
ルタンという言葉で語られてきたこ
れまでの世界と訣別した。そのコ
クピットは極めて機能的でありなが
ら、かつてないコンフォートな世界。
ファインチューニングされた足回り
と強靱なボディが生み出す、しっか
りとした、しかも固すぎない乗り心
地。NVHを低く抑えた室内は、走
るリスニングスペースとしての素質
も高い。スープラの室内形状に合
わせて専用設計された本格的オー
ディオシステムから生み出されるライ
ブサウンドを聴きながらのドライブ
は、新しいスポーツ走行の楽しさを
教えてくれるはずだ。スポーティな
形状を持つシートには、タイトでは
なく、体をぴったりと包みこむ快適
なホールド感を追求。そのマテリア
ルも、フィッティングに優れた上質
な素材を厳選したものだ。ラウンド
デザインで統一したスイッチは、人
に優しい機能性を目指している。地
球環境というより大きな視点から、
エアコンにはオゾン層保護のための
新冷媒を採用。メータークラスター
やドアトリムなど、各所にリサイクル
可能な素材を取り入れている。これ
からの社会に協調していくための資
質と、誰もが心ゆくまで楽しめる走
りを実現した。

Photo：RZ の室内。
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❶スポーツシート（ファブリック） ❷リヤシート ❹ラゲージスペース

❸可倒式リヤシート   ※写真は倒した状態です。

C ONCEP T OF  SP ORT S (4)

❶スポーツシートにはスープラなら
ではの性能とクォリティを追求した、
体へのフィット感とコーナリング時の
サイドサポート性能を高めるため、
表面を柔らかく、サイドの内部を硬
くした 2 層構造を採用。シート座面

も鞍型とし、ホールド性を向上した。
RZ、SZには静電気帯電防止加工
を施したジャカード織り素材を。GZ
には厳選した本革素材を使用。ま
た運転席には電動シートスライド＆
リクライニング、シート上下アジャス

ターの両機構を採用している。
❷❸ 2名分のスペースを用意したリ
ヤシートは、折りたたみ式のバック
レストを持つ。
❹ラゲージスペースは、リヤシート
を倒すことで容量を拡大可能。
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C ONCEP T OF  SP ORT S (4)

❻オートエアコン❺スープラ・スーパーライブサウンドシステム

❺スープラ・スーパーライブサウンド
システム〔GZに標準。RZ、SZに
オプション〕。それはキャビンを徹
底的に音場解析することによって
生まれた、スープラ専用の本格的
オーディオだ。カセット一体型CD

プレーヤーと最大総合出力170W
（30W×4・50W×1）のハイパワー
アンプ、さらには7スピーカーシス
テム（2.5cmセミハードドームツイー
ター×2・12cmバスレフボックス型
スピーカー×2・ツインロードホーン

式リヤウーハー×1）などの採用で、
パワフルかつ臨場感にあふれたサ
ウンドを実現する。また先進のDSP

（Digital Signal Processor）機能は、
臨場感や音の広がり感を高める反
射音、残響音をデジタル処理で再

現。ホール、ライブ、カテドラル、
ドームという4つのモードによって室
内の音場を制御し、音楽の種類に
合わせた一段とリアルなサウンドを
再生する。
❻オートエアコンは操作性を重視

して、温度設定、風量切り替えに
ダイヤル式のスイッチを採用。クー
ルダウン性能も高め、きめ細かい
室温コントロールを可能にした。ま
たオゾン層保護のための新冷媒＝
R134aを採用。
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Photo : RZ ボデーカラーはシルバーメタリック
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