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THE ASTON MARTIN DB9 IS THE 
QUINTESSENTIAL SPORTING GRAND TOURER. 
A TRUE THOROUGHBRED, THE DB9 IS THAT 
RAREST OF THINGS, A PERFORMANCE CAR THAT 
COMBINES TRUE BEAUTY WITH FUNCTIONALITY. 
ABOVE ALL, THE DB9 ENCAPSULATES THE 
QUALITIES EMBODIED IN EVERY ASTON MARTIN: 
POWER, BEAUTY AND SOUL.



Power
Beauty
Soul

The DB9 is exceptionally 
powerful, a high-
performance sports car 
with supreme balance, 
handling and ride. 
Powered by a 350 kW 
(470 bhp) 6.0-litre V12 
engine, the DB9 combines 
effortless touring ability 
with sports car precision 
and agility. 

Power is nothing without 
control, and the DB9  
is engineered for poise 
and predictability at all 
times. Meticulously 
designed steering, 
suspension and brakes 
deliver vital feedback, 
placing the driver at the 
heart of the machine. A 
choice of Touchtronic 2 
automatic transmission, 
with steering wheel-
mounted paddles, or 
six-speed manual 
completes the relationship 
between driver, car  
and road. 
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04 The DB9 is the epitome 
of dynamic beauty. 
Technical perfection  
is swathed in elegant 
bodywork, with lines  
that are fluid and modern 
yet classic and, above  
all, typically Aston Martin.  

From the new front  
grille through to the 
curvaceous rear 
haunches, the DB9  
is a contemporary  
design icon. Every 
surface and component 
is carefully detailed using 
ultra-modern materials 
with a combination of  
high-technology 
manufacturing and 
traditional craft skills. 
Right down to the 
hand-enamelled  
Aston Martin badge,  
true craftsmanship is 
always in evidence. 

Power
Beauty
Soul
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The DB9 Volante adds 
another dimension:  
the open air. The 
Volante’s sleek lines  
are made possible by 
sophisticated design 
and engineering, 
resulting in an open-
topped car with a 
clean, flowing profile. 
Swift and invigorating 
to drive, the Volante is 
effortless and seductive. 

The DB9 is entirely in 
its element on the open 
road, providing an 
inspirational experience 
for both driver and 
passenger alike. 
Beauty, elegance, 
craftsmanship and the 
roar of its V12 engine 
are brought together  
in one emotional 
package, an object  
of beauty that never 
fails to stir the soul. 
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10 Both Coupe and 
Volante are designed 
for sophisticated and 
predictable high-speed 
handling, as well as 
everyday refinement 
and usability. 

The DB9 Coupe and 
Volante were designed 
in tandem, ensuring 
that the mechanical 
expertise that  
underpins each car was 
never compromised. 
Distinctive yet also 
subtle, the curve of the 
Coupe’s roofline finds 
an echo in the swept-
back rear deck of the 
Volante, form and 
function in perfect 
harmony. 



12 Every detail of the DB9 
is carefully composed, 
inside and out. The 
unique ‘swan-wing’ 
doors are designed 
to open outwards 
yet upwards, easing 
access and avoiding 
high kerbs. The iconic 
Aston Martin grille,  
its distinctive five  
bars created from 
anodised aluminium, 
forms a subtle yet 
aggressive visual 
statement.



14 Even when standing 
still, the DB9 
conveys poise and 
grace, power and 
strength. The design 
is meticulous: every 
surface carefully 
honed and shaped 
to create a precise 
balance between 
curve and crease, 
volume and space. 
Light falling on the 
car generates fluid, 
unbroken lines that 
flow across the  
curves, highlighting  
the intersection of  
line and shape. 



16 From the rear, the 
DB9’s sense of 
power, purpose and 
strength is emphasised 
by muscular rear 
haunches, distinctive 
tail and wheel arches 
filled with lightweight 
aluminium alloy  
wheels. Nothing is 
overlooked, from  
the junction between 
the roof and rear flanks 
to the light line that 
runs through the  
doors to unite with the 
iconic Aston Martin  
side strake.



18



20



22

The DB9 creates a 
classic automotive 
soundtrack. With an 
exhaust note that is 
sonorous and evocative, 
the hand-built V12 
provides a glorious  
aural accompaniment  
to the view from  
behind the wheel. 
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On the road, the 
DB9 is fluent and 
composed, capable 
of delivering both 
refined long-distance 
touring and a 
thrillingly dynamic 
drive. The DB9 is the 
definative sporting 
grand tourer; no 
other car in its class 
provides driver and 
passenger with 
such an exquisite 
experience. 
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Aston Martin has 
always stood for 
exceptional levels  
of craftsmanship  
and, true to form, the  
DB9’s cabin is a feast 
for the senses. The 
sublime combination  
of hand-crafted 
materials, from the 
delicate stitching on  
the leather sports 
seats to the choice 
of luxurious interior 
woods, results in 
an incomparable 
ambience.
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The DB9’s interior 
synthesises 
craftsmanship with 
high-technology; 
dedicated to long-
distance, high-
performance driving,  
it offers comfort, 
convenience and 
practicality. The interior 
invites close inspection, 
from the tactile delight 
of the start sequence 
using the new glass 
and stainless steel 
Emotion Control Unit 
(ECU) to the detailed, 
watch-like dials of the 
instrument panel and 
the comprehensive 
standard equipment.
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32 Under the skin, the DB9 
uses Aston Martin’s 
high-technology VH 
(Vertical Horizontal) 
structure, a unique 
aluminium platform  
that gives the car huge 
strength and solidity. 
These underpinnings 
shape the DB9’s 
character: a sporting 
GT with an elegant 
silhouette that is 
instantly recognisable 
as an Aston Martin.
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36 The Volante experience 
is not just about  
driving, handling  
and performance. 
Sophisticated 
packaging ensures 
breathtaking simplicity 
and elegance of form. 

The hood combines 
outstanding 
craftsmanship with 
skilled engineering, 
ensuring every last 
detail, inside and  
out, works swiftly  
and efficiently. 
Functionalism has 
never looked so good. 



38 Like the Coupe, the 
Volante’s performance  
is supported by  
Aston Martin’s excellent 
safety systems. Dynamic 
Stability Control (DSC)
ensures power is 
delivered smoothly  
and efficiently, while 
enhanced braking  
aids provide exceptional 
stopping ability, regardless 
of the conditions. 

The rigid VH structure,  
in conjunction with  
an advanced safety 
system that includes 
deployable roll-over  
bars on the Volante, 
provides a high level  
of occupant protection. 
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Riustio od tie magna feuguer augiamet, quat. Ut augait num ad 
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An Aston Martin  
is about style and 
elegance, and nowhere 
is this more evident 
than in the DB9’s  
cabin, with its 
supportive seats, deep 
centre console and 
rich palette of luxurious 
finishes, including 
supple, hand-stitched 
leather and a choice  
of Walnut, Mahogany, 
Bamboo, Tamo Ash  
or Piano Black 
wood veneers. 

This fusion of high-
technology and skilful 
craft is opened to  
the world once the 
Volante’s hood is 
stowed quietly and 
quickly beneath its 
metal tonneau cover.
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54 All controls are within 
easy reach. The highly 
intuitive ‘Touchtronic 2’ 
transmission is 
operated via simple, 
dashboard-mounted 
buttons, flanking the 
docking station for the 
ECU. A combination  
of solid aluminium  
dials and chromed 
buttons operate the 
DB9’s audio systems, 
Bluetooth telephony 
and hard-disk based 
navigation, while a 
classic analogue clock 
is placed at the heart 
of the console.
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Raise the centre 
armrest and you’ll find 
a space to store your 
iPod, iPhone or any 
telephone or MP3 
device. All MP3 player 
functions are 
duplicated on the 
DB9’s dashboard 
screen, alongside 
mobile phone 
functions. A six-CD 
autochanger is 
included as standard; 
all audio is processed 
by Aston Martin’s 
rich-sounding 700 W 
Premium Audio 
System, developed 
exclusively for the DB9. 
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アストンマーティンDB9は、GTの名にふさわしい快適性を備
えた洗練された正統派スポーツカーです。アストンマーテ
ィン独自の個性と妥協を許さない設計理念が融合した
DB9には、伝統あるクラフトマンシップ、ハイテク技術、
最先端のコンポーネント、最高級の素材が結集して誕生し
ました。DB9は正統派スポーツカーであると同時に桁外れ
な能力を発揮するGTです。クーペであれ、ヴォランテであ
れ、車の個性とドライバーとの一体感、贅沢さ、上品さが相
まった最高の走りに身を委ねてください。美しいスタイリ
ングを誇るDB9は、他の追随を許さないサウンド、パワー、
性能で魂を揺さぶります。

この正統派スポーツカーはまた、それ自身技術の最高傑作
と言え、空力効率が高いことを表す美しいデザイン、重量
を感じさせないパワー、そして、絶妙のハンドリングと圧
倒的な直線走力の融合を実現しています。どんな最高級ス
ポーツカーも、これらのクオリティーがバランス良く調和
されていなければなりません。DB9は独創性に富み、決し
て忘れることのできない体験をもたらしてくれます。ドラ
イバーの視覚、聴覚、触覚にバランスよく訴えなければな
りません。その結果得られるものは、車とのトータルな一
体感です。真の意味で五感を刺激しドライビングに対する
情熱を呼び起こしてくれるのが卓抜したスポーツカーの証
なのです。その一方で、アストンマーティンの車は贅沢で
運転しやすく、そして大いに楽しめる、まさに五感への饗
宴と言えるでしょう。DB9 の堂々たるエクステリアスタイ
リングに、最高級の素材を使い贅を尽くした完全装備のキ
ャビンは、まさにこの表現にふさわしいものです。6.0
リッターV12エンジンから手縫いのシート、入念に選び抜か
れたインテリアウッズに至るまであらゆる要素が完璧に融
合しています。すべてがバランス良く調和しています。

ASTON MARTIN DB9



62 優れたスポーツカーに必要とされるのは優れた
エンジンです。エンジンは、どんな高性能マシ
ンをとってもその中核を成すものです。DB9の
場合、パワフルで洗練されたオールアルミニ
ウム製6.0リッターV12エンジンが搭載され、最
大出力350 kW (470 bhp)、最大トルク600 Nm 
(443 lb ft)を発生します。その結果、出力対重量比
は、199 kW／トン（267 bhp／トン）と、クラス
最高レベルの数値を達成しています。

ずば抜けた性能を持ちながらも、実用的です。
最高速度は306 km/h (190 mph)、加速性能は 
0-62 mphにオートマチック車では4.8秒、6速の
マニュアル車では4.8秒を実現しています。

このように圧倒的な数値とスロットルの瞬時の
リスポンスにも関わらず、DB9はリラックスし
た快適な走りを提供します。このV12エンジン
が誇るトルク、すなわち、回転力の8割はわず
か1500 rpmから発生します。中速域の性能は特
に目を見張るものがあり、エンジン速度やギア
にほとんど関係なく、即座に追い越しに必要な
パワーが得られます。 

アストンマーティンの車はこれまで純血のサラ
ブレッドという異名を与えられてきました
が、DB9も例外ではありません。6.0リッター
V12エンジンは、最も洗練されたエンジン音を
響かせると称されてきました。エキゾースト
は、単に効率性を発揮しているだけではなく、
心地良い音色を奏でています。急加速時、エン
ジンは勝ち誇ったようにエンジンが咆哮しま
す。巡航走行時には、その響きは静まり旋律に
変わり、爽快な世界に誘います。DB9には2種
類のトランスミッションが用意され、どちらも
ドライバーと車の絶妙なインタラクションを可
能にしています。 

シフトバイワイヤー技術を採用した6速「タッチ
トロニック2」のフルオートマチックトランスミ
ッションは、従来のギアレバーに代わり、ダッシ
ュボードに設置されているボタンによって停車、
後退、ニュートラル、ドライブのギアを選択する
仕組みとなっています。その結果洗練性がもたら
されながらも、直感的な動きが可能になります。
つまり、俊敏で使い易く、ドライバーの要求に即
座に反応することができるのです。

また、ステアリングホイールの裏側にあるマグ
ネシウム合金製のF1スタイルのパドルを操作す
れば、思いのままのギアチェンジを楽しむこと
もできます。

他の多くのスポーツGTと異なり、DB9には従来
のギアチェンジと高容量のツインプレートクラッ
チをもつ6速マニュアルトランスミッション
もご用意しています。 

オプションのスポーツパック（クーペのみ）
は、DB9がもつダイナミックな特性と高速走行性
能を更に高めています。アストンマーティンのダ
イナミックスエンジニアたちは、日々のドライ
ブの快適さと洗練さを維持しつつ、究極の高速
ハンドリングの実現を目指しました。

ドライビングに精通した愛好家の方々固有の要
望に合わせて開発されたDB9スポーツパック
は、ドイツの有名なニュルブルグリングサーキ
ットで広範囲の試験が実施されました。DB9ス
ポーツパックには、ドライビングエクスペリエ
ンスにより一層照準を合わせた、数々の特筆す
べき改良が加えられています。新型アンチロー
ルバー、改良型スプリング、再調整されたダン
パーと、軽量鋳造アルミニウム合金製ホイール
が見事に調和し、並外れたドライビング性能を
発揮します。

性能

Nm

rp
m

kW bhp

rp
m



64 デザインにおいても、アストンマーティンほど
優れた伝統を誇るスポーツカーメーカーは他に
存在しません。これまでで最も美しいスポーツ
カーの名にふさわしく、調和の取れたプロポー
ション、寸分の隙もない面構成、路面をつかむ
ようなボディスタイル、そして細部までの徹底
したこだわりが、アストンマーティン全モデル
が備える控えめな上品さと優美なスタイリング
を生み出しているのです。

アストンマーティンの車は控えめで、決して目立
ちすぎることはありません。真横から見たクーペ
のボディは一目でアストンマーティンと分かるも
ので、流れるようなシングルカーブのルーフライ
ンが特徴的なテールまで延びています。アストン
マーティンのデザインの主な特徴として、独特な
グリル、金属製のサイドストレーキ、トレード	
マークであるリアウィンドウの形状、幅広く曲線
を描くハンチなどが挙げられます。 

しかしながら、優れたデザインとは、単にスタ
イリングを追及するのではなく、機能的でなけ
ればなりません。

当然のことながら、スポーツカーであるアスト
ンマーティン車には、優れた空力特性も求めら
れます。高速域においても抜群の走行安定性が
要求されるため、エキゾーストのサイレンサー
に至る部分でさえ空力特性に配慮した形状とな
っています。結果としてDB9は路面に吸い付く
ような安定した高速走行性能が与えられたばか
りか、他のアストンマーティンの名車と同様
に、最高の気品と優雅さも兼ね備えているので
す。DB9は、当初からクーペとコンバーチブル
の2タイプを念頭に開発されました。この妥協
を許さないアプローチは、DB9の設計理念をよ
く表しています。この設計理念により、DB9 
ヴォランテは世界で最も剛性の高い、かつ最も使
い勝手の良いコンバーチブルの一つに数えられ
ます。最も速く、最も静かなコンバーチブルの
一つでもあります。

デザイン アストンマーティンの全モデルと同様、美しさ
とバランスの良さは最も重要な要素です。ルーフ
の開閉を問わず、どんな角度から見ても、DB9
ヴォランテは 完璧なプロポーションを維持して
います。コンバーチブルルーフはボタン1つで畳
み込まれ、リアボディワークとぴったり重なっ
て閉まるハードトノーカバーの下に素早く格納
されるので、ボディラインの流れるような美し
さはそのままです。 

ヴォランテのエレガントな折り畳み式ファブ	
リックルーフは、軽量で耐久性に優れています。
シンサレート®素材が層状になっているため、
ルーフがオープンになっているときもキャビン
はノイズその他の要素からキャビンを守りま
す。ドライバーと助手席の乗員はヘッドルーム
を最大限に利用することができます。実用性が
損なわれることも一切ありません。折り畳み式
ファブリックルーフは格納時もコンパクトであ
るため、DB9 ヴォランテにリアシートだけでな
く、十分なトランクスペースも確保できます。 

コンバーチブルでは、安全性を最も配慮しなけ
ればなりません。専用のチルトセンサーが横転
の危険性を感知すると、リアシートのヘッドレ
ストから2本の強化フープが展開されます。ま
た、ウィンドスクリーンのAピラーも安全性が
一段と向上しています。このピラーは、車体重
量の2倍以上の重量に耐えられることが実証さ
れています。



66 優れたスポーツカーには、見事なハンドリングが
要求されます。ドライバーの指令に迅速かつ確実
に反応し、敏捷性と機敏性を備えていなくてはな
りません。機敏性に求められる軽量化を実現する
ため、DB9のすべての主要な車体部品と機械部品
は、アルミニウム、マグネシウム合金、もしくは
先進の軽量複合材で作られています。

DB9は、車両重量の85%をフロントアクスルと
リアアクスルの間に収めた、完璧に均等なフロ
ント-リア重量配分となっています。アルミニ
ウム製のV12エンジンは、「フロントミッドエ
ンジン」レイアウトとして可能な限り後方に搭
載されています。ギアボックスとファイナルド
ライブを格納するコンパクトなアルミニウム製
のトランスアクスルは、後部、リアアクスル前
方に配置されています。

軽量で剛性に優れたカーボンファイバー製のプ
ロペラシャフトは、鋳造アルミニウム製のトル
クチューブに格納され、フロントミッドのエン
ジンからリアミッドのトランスミッションへと
トルクを伝達します。これにより、DB9は絶妙
なバランスと安定性を保つことができます。こ
の結果が卓抜した快適性と高精度を実現した走
りを可能にし、ステアリングを通じて豊かにコ
ミュニケーションを図る車、すなわち、安定性
と予見性を持つ車です。DB9は多くの電子制御
システムを追加して走りを安定させるのではな
く、軽量でかつ強靭なボディ構造、完璧な重量
配分、最適にチューンされたサスペンションを
採用するという車の本質を磨くことで他車を
凌駕しています。

に取り付けられたモノブロック対向4ピストン
キャリパーは、優れた制動力を発揮するだけで
なく、ソフトながらもしっかりとしたペダル	
フィーリングを生み出します。

DB9のアクティブセーフティ、すなわち、事故
の発生を第一に防止する機能は、独自の機敏性
とレスポンスの良さから始まります。軽量かつ
高い剛性を誇るボディ構造、ファインチューン
されたサスペンションやステアリングは、最新
の電子技術によって補完されています。グリッ
プ低下を察知すると、ダイナミックススタビリ
ティコントロール(DSC)や最新のABSブレーキ
が連動して作動することで、車両を安定させバ
ランスを保ちます。

また、電子制御制動力配分システム(EBD)やエ
マージェンシーブレーキアシスト(EBA) も採用さ
れています。EBDは前後輪の制動力配分をする
ことで、最適な制動力を確保します。緊急時に
は、EBAセンサーが最大制動力の必要性を感知
し、自動的に適切な制動力を加えます。

DB9は何よりも、スポーツGTクラスにおいて、
最もゆとりあるドライビング体験が得られるこ
とを重視しています。エンジン音とエキゾース
トノートの調和がドライバーの耳を楽しませ、
優れた性能と機敏さがドライバーを刺激し、滑
らかな感触のステアリングと直線的なコント
ロールの贅沢な両立がドライバーを魅了します。	
DB9が本格スポーツカーでありながら洗練され
たGTカーでもある理由は、この優れた性能と
高級感の調和にあります。

DB9の車内空間は、ドライバーを中心に構成さ
れています。運転席は車の重心にできるだけ近
く、そしてできるだけ低く設置されています。
剛性の高いボディ構造とオールアルミニウム製
のダブルウイッシュボーンサスペンションの組
み合わせが、車のダイナミックな動きをそのま
まドライバーにフィードバックを与えます。車
からドライバーへ、ドライバーから車へ、とい
うこのリッチな双方向コミュニケーション
は、DB9の設計理念のまさに中核にあります。 
軽く操作できるパワーステアリングは、軽量ボ
ディと絶妙なバランスにより、著しくシャープ
です。大型ディスクブレーキ（フロントは径
355 mm、リアは径330 mm）は、冷却性能を高
め、制動力を確実にするためにいずれもベンチ
レーテッド式の溝付きとなっています。放射状

DB9はクラス最高峰の安全性を提供します。ア
ルミニウム製の剛性の高いボディ構造は極めて
頑丈なパッセンジャーセルを持ち、車体の前後
に設けられた押出アルミニウム製の衝撃吸収	
ゾーンが乗員保護をさらに高めます。衝突および
安全性に関する試験は、スウェーデンにある世
界的に有名なボルボ社の安全性試験センターで
実施されています。

運転席および助手席用のデュアルステージのエ
アバッグ、シートに内蔵されたサイドエアバッ
グ、シートベルトプリテンショナーが、乗員保
護を一層強固なものにしています。またヴォラ
ンテでは、必要に応じてロールバーがヘッドレ
ストから自動的かつ瞬時に展開されます。DB9
には、一体型パッシブアンチセフト（盗難防
止）システム(PATS)が採用されています。この
システムはローリングコードによる電子イグニ
ッションキーを使うことで不正な手段によるエ
ンジン始動を防止します。このシステムも自動
車用アラームシステムとしては最先端のもの
で、パラメトリックセンサーとドアの二重ロッ
ク機能を備えています。 

コントロール



68 DB9は技術的に洗練され、綿密に設計されてい
ます。開発プログラムにおいては、イタリアの
ナルド、米国のデスバレー、スウェーデンの北
極圏内など、気候の全く違う様々な場所で厳し
いテストを重ねてきました。テストでの走行距
離は100万マイル（約1,600,000 km）を超えてい
ます。設計や技術における革新面は、インスト
ルメントパックとセンターコンソールに採用さ
れているオーガニックエレクトロルミネセンス
(OEL)ディスプレイなどに見受けられます。OEL
は従来の電子ディスプレイと比較して、解像度
と鮮明度が遥かに向上しています。他に挙げら
れる革新面は、LED（発光ダイオード）テール
ランプです。このランプは従来のシステムに比
べ、より強力に投影し、敏速に反応するよう設
計されています。

プロペラシャフトは特に画期的です。軽量化と
滑らかなトランスミッションを実現するため
に、カーボンファイバーを採用しています。デ
ザインにおいてエレガントで特徴的なもののひ
とつに、外側上部に向かって開く「スワンウィ
ング」ドアを挙げることができます。乗降性が
向上し、高い縁石にドアをこすって損傷するこ
とを防いでくれます。DB9は「超音波」溶接を
採用したパイオニアでもあります。超音波溶接
は従来のスポット溶接よりも90%強度が高ま
り、仕上がりも良い反面、わずか5%のエネル
ギーしか消費しません。

アストンマーティンは、航空宇宙技術用の基準を
満たす超軽量かつ強靭なアルミニウム構造を独自
に開発しました。このアストンマーティン独自の
「VH（垂直／水平）」構造により、DB9は自動
車業界において構造的に最も効率の高いボディー
フレームを備えています。その極度に高い剛性
が、ハンドリング、ドライバーへのフィードバッ
ク、安全性の向上に貢献しています。他のどの部
品よりも、この先進アルミニウム構造が、DB9に
驚異的な機敏性、レスポンス、そして全般的な車
両特性を与えているのです。

エンジニアリング しかし、ボディ構造だけが軽量で頑丈なわけで
はありません。他の部品も軽量化を念頭におい
て開発されています。アルミニウム製のV12エ
ンジンとトランスミッション、鍛造アルミニウ
ム製のサスペンション、アルミニウム製のボ
ディーダンパーなどが挙げられます。ウィンドス
クリーンの外枠フレームですら鋳造アルミニウ
ム製であるほか、ドアフレームやインナーパネ
ル、ステアリングコラム、変速パドルはすべて
マグネシウム製です。

これにより、DB9は他のGTカーに比べ、最高
1300 lb (590 kg)も軽くなっています。これは、
大人男性6人と荷物を合わせた重量に相当しま
す。クラス最高の剛性を併せ持つこの軽量ボデ
ィは、加速性能、機敏性、ステアリングレスポ
ンス、ブレーキ性能、燃費の向上に寄与してい
ます。これによって実現されるのが、著しく研
ぎ澄まされたドライビング体験です。軽量化と
最適なバランスの実現により、優雅な「スワン
ウィング」ドアの開閉に必要な素早い動きか
ら、ダッシュボードのあらゆる制御部の手触り
に至るまで、ドライビング体験全体がさらに満
足いくものになります。DB9が実現するドライ
バーとの一体感だけでなく、路面との一体感
も、他のスポーツカーではまず味わうことはで
きません。



70 DB9はエレガントで贅沢な極めて快適な空間で
す。車内は木材と本革を中心とした美しい天然
素材を用いてハンドメイドされています。最先
端技術を駆使しながらも、余分な制御部やディ
スプレイは存在しません。運転に集中できるよ
う配慮されており、衛星ナビゲーションスク
リーンでさえも、使用しない場合はそっと格納さ
れます。インテリアは本革の裁断から精巧な木
材加工まで、すべてがハンドメイド、手仕上げ
です。これは単に「伝統」を理由に行っている
ものではありません。熟練の職人はどんな機械
をも凌ぐ木細工、革細工の仕上げが可能である
ためです。本革はアストンマーティンの名にふ
さわしく、車内のどの部分であっても非常に柔
らかく滑らかなものが使われています。

ウッドトリムは手作りのモダンな家具からヒン
トを得ており、木材は、クルミ材、マホガニー
材、竹材、タモアッシュ材、ピアノブラック材
の5種類が用意されています。いずれの場合
も、小さなストリップや薄いアップリケでは
く、「シングルピース」カットが使われていま
す。これほどの大きさをもつ木材細工は手作業
でなければ作れません。

ダッシュボード、インストルメントパネル、セン
ターコンソール、そしてドアハンドルにアルミニ
ウムを使うことは、アルミニウム構造が車の随所
に用いられていることを反映しています。スタイ
リッシュでモダンに仕上げるアルミニウムは、自
動車業界の伝統に深く染み込んだ素材です。 

DB9には、GTカーに匹敵する快適さと洗練さを
併せ持つ高性能スポーツカーにふさわしい見事な
装備が施されています。ドライバーがパワフルな
V12エンジンとインタラクションを始めると、す
なわち、ドライバーがエンジンを始動する
と、DB9は伝統と高度な技術が織りなすステージ
へとドライバーを誘います。それはまるでシアタ
ーにいるような雰囲気です。点火はステンレスス
チールとガラス製のECU（エモーションコントロ
ールユニット）が制御します。このECUは高級時
計と同様の高い触知性と正確さをもつように設計
さ れ	
ています。ECUは、従来型の透明ガラス製のスター	
ターボタン内に配された特殊なドッキングステー
ションセットに挿入します。スターターボタン
の表面と同一平面上にあるECUを押すと、エンジ
ンが点火します。もう1度押すとエンジンが停止
し、ECUがボタン内のスロットから出てくるの
で、取り外すことができます。

センターコンソールには鮮明なグラフィックが表
示され、中央に従来型のアナログクロックが配さ
れています。このクロックの側面には、暖房およ
び空調システムを制御するロータリーコントロー
ルが搭載されています。旋盤で仕上げた頑丈なア
ルミニウム製のコントロールにより、オーディオ
システム、一体型ブルートゥース電話、超高速
ハードディスクドライブ(HDD)衛星ナビゲーショ
ン機能も操作することができます。 

オーディオは、700 Wプレミアムオーディオシ
ステム（ドルビー®プロロジック I I®）を搭載
しています。アストンマーティン専用に設計さ
れたこのシステムには、光ファイバーを用いた
高度な電子工学が導入されています。これによ
り、驚異的な精度とほぼ完璧な明瞭さを実現す
る音声信号が送出されます。コンソールには
6連装CDオートチェンジャー用のスロットが搭
載されている一方、センターアームレストの下
にiPodおよびMP3プレイヤーを接続することも
できます。

DB9にはブルートゥースが標準でフル装備され
ているため、携帯電話のディレクトリを車の
ディスプレイ画面に同期化して表示することが
可能です。最近の受信、発信、不在電話を10件
まで表示することもできます。 

アストンマーティンの車は、注文に応じてハンド
メイドされています。お客様のご要望に合わせて
注文生産で車を作り上げるため、塗装や本革トリ
ムの色を自由に組み合わせることが可能です。標
準仕様の塗装色やインテリアの仕上げについて
も、豊富なバリエーションを取り揃えています。
これらの色や仕上げは、車のフォルム、素材、表
面を際立たせるために、アストンマーティンのデ
ザインチームが厳選したものです。 

「コンテンポラリー（現代風）」、「ファース
トトラック」、「スペシャル」で区分される
23色の標準色は、淡いメタリック色から鮮やか
な色合いまで、豊富にご用意しています。さら
に標準仕様でも、最高級の上質で滑らかな本革
は20色、カーペットは9色、そしてウッドトリム
は5種類からお選びいただけます。DB9ヴォラン
テのルーフカラーについては、ブラックからサ
ンドストームまで8色をご用意しています。

標準装備されているのは、衛星ナビゲーション
（利用可能な場合）、リアパーキングセン	
サー、ブルートゥース電話接続、クルーズコント
ロール、電動格納式ミラー、タイヤ圧監視シス
テム、ヒーター付きフロントシートなどがあり
ます。オプションとして、ダイヤモンド旋盤仕
上げのアロイホイール、パーソナル・ステップ
プレート、ブライト仕上げのグリルなどもご用
意しています。

DB9は、英国ウォリックシャー州のゲイドンに
ある工場で製造された初のアストンマーティン
車です。一連の作業台で技術者と職人が手作業
で生産することにより、最高の仕上がりと、大
量生産では不可能な、ディテールにこだわった
他では見られないデザインが可能となるので
す。DB9 1台につき50工数をかけて塗装、磨き込
み、仕上げを行います。これにより、完璧な表
面が実現するのです。

クラフトマンシップ
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72 アストンマーティンは、世界で最も著名なスポ
ーツカーメーカーの1つであり、90年以上にわ
たり、他に類を見ないスポーツカーを手作業で
製造してきました。90年間で製造された台数
は45,000台にすぎませんが、その80%以上が
いまだに現役で、世界中の熱狂的なオーナーた
ちに愛され、ドライブやレースで使用されてい
ます。

アストンマーティンの創設者、ライオネル・マー
ティンとロバート・バンフォードは、明確なビジ
ョンを持っていました。そのビジョンとは、傑出
した特徴を備えたスポーツカー、運転、所有する
ことに喜びを感じるような高い水準の車、パワー
と美しさを備え、さらには乗る人の魂を揺さぶる
ような車、を誕生させるというものでした。これ
らの価値観は今でもアストンマーティンのアプロー
チに不可欠なものです。 

カーレースでも、アストンマーティンの血統は
しっかりと受け継がれています。2005年アスト
ンマーティンは、ワークスチームとして2台の
DBR9を出走させ、国際スポーツカーレースに
鮮烈な復帰を果たしました。2005年には、アス
トンマーティンレーシングは GT3クラスの生産
モデルに極めて近いDBRS9も導入しました。 

いずれの車も大成功を収めました。DBR9は予
想に反して、デビュー戦となったセブリング12
時間耐久レースで見事クラス優勝を果たしたの
に続き、シルバーストーン戦でも圧倒的な強さ
で、有名なツーリストトロフィーを勝ち取り、
その実力を見せ付けました。ルマン24時間レー
スで勝利を収めることが常に大きな目標でした
が、2007年にその偉業を成し遂げました。デビ
ッド・ブラバム、リカルド・リデル、ダレン・
ターナーがチームを組んで出場したDBR9は、
ライバルすべてに打ち勝ち、レーシングの名門
であるアストンマーティンは羨望の目で見られ
ました。

1947年、アストンマーティンは実業家デビッド・
ブラウン（後のデビッド卿）によって買収さ
れ、その後まもなくして有名なDBシリーズの
第一号が製造されました。これらの憧憬の的
となっている名車は、1950年代と1960年代に
おけるすべてのスポーツカーの中で最も美しく
かつ人気の高いモデルとなり、アストンマーテ
ィンのイメージと理念を決定付け、会社の未来
を確実なものにしました。

またデビッド･ブラウンがオーナーを務めた時
代、DBR1で参戦したアストンマーティンは
1959年のルマンで勝利を収め、その年のワール
ドスポーツカーチャンピオンシップを獲得して
います。1964年、アストンマーティンは、特注
車DB5がジェームズ･ボンドの3作目映画「ゴー
ルドフィンガー」にショーンコネリーと出演す
ることで映画デビューを飾りました。40年以上
経過した現在も、007シリーズとの特別な関係
は続いています。「カジノロワイヤル」と「ク
ォンタム・オブ・ソラス」で伝説の英国秘密諜
報員がアストンマーティン車を運転します。

お客様はぜひ見学に起こしいただき、このアス
トンマーティンの伝統をご覧いただきたいと考
えております。ウォリックシャー州ゲイドンの
本社と工場を見学していただくことは、アスト
ンマーティンの他にはない購入体験を味わうた
めの重要な役割を果たしています。

伝統



74 ボディ 
• 2 ド ア ク ー ペ ま た は コ ン バ ー チ ブ ル 
（2+2シーター）
• 押出アルミニウム接着VHボディ構造
• アルミニウムと複合材を使用したボディパネル
• 押出アルミニウム製ドアサイドインパクトビ 
 ーム
• 高強度ディスチャージ(HID) ヘッドランプ 
 （ロービーム）
• パワーウォッシャー付きハロゲンプロジェク 
 ターヘッドランプ（ハイビーム）
• LEDリアランプ 

エンジン 
• オールアロイ、クワッドオーバーヘッドカム 
 シャフト、48バルブ、V12、5935cc　
• フロントミッドマウントエンジン、後輪駆動
• アクティブバイパスバルブおよび触媒付きス 
 テンレス製排気システム
• 圧縮比：10.9:1
• 最大出力：F350 kW (470 bhp/477 PS)/6000 rpm
• 最大トルク：600 Nm (443 lb ft)/5000 rpm
• 加速性能（マニュアル）：0-60 mph 4.6秒、 
 0-100 km/h (0-62 mph) 4.8秒
• 加速性能（オートマチック）：0-60 mph  
 4.6 秒、0-100 km/h (0-62 mph) 4.8 秒
• 最高速度：F306 km/h (190 mph)

トランスミッション
• リアミッドマウント6速マニュアルギアボッ 
 クス
• シフトバイワイヤによる電子制御システムを 
 搭載したリアミッドマウント「タッチトロニ 
 ック2」6速ギアボックス
• カーボンファイバー製プロペラシャフト付き 
 アロイトルクチューブ　
• リミテッドスリップディファレンシャル
• 最終減速比（マニュアル）：3.54:1
• 最終減速比（オートマチック）：3.154:1

ステアリング 
• ラック＆ピニオン、サーボトロニック車速感 
 応式パワーステアリング、ロックトゥロック： 
 3.0回転
• コラムのチルト・リーチ調整機構

ホイールとタイヤ
• 19”アロイホイール – スポークデザイン×10
• フロント 8.5J x 19”ブリジストンポテンザ 
 235/40 ZR19
• リア 9.5J x 19”ブリジストンポテンザ275/35  
 ZR19

サスペンション
• フロント アンチダイブジオメトリー、アルミ 
 ニウム製モノチューブ式コイルオーバーダン 
 パーおよびアンチロールバーを採用した独立 
 懸架式アルミニウム製ダブルウィッシュボーン 
• リア アンチスクアット、アンチリフトジオメ 
 トリー、アルミニウム製モノチューブ式コイ 
 ルオーバーダンパーおよびアンチロールバー 
 を採用した独立懸架式アルミニウム製ダブル 
 ウィッシュボーン

ブレーキ
• フロント 径355mm スチール製ベンチレーテッ 
 ド＆スリットディスクローター
• リア 径330mm スチール製ベンチレーテッド＆ 
 スリットディスクローター
• ラジアルマウントモノブロック対向4ピスト 
 ンキャリパー
• ダイナミックスタビリティコントロール(DSC)
• アンチロックブレーキシステム(ABS)
• 電子制御制動力配分システム(EBD)
• エマージェンシーブレーキアシスト(EBA)
• トラクションコントロール
 
インテリア
• フルグレイン本革インテリア
• くるみ材のダッシュボードトリム
• イリジウムシルバーセンターコンソール外装 
 仕上げとグラファイト内装仕上げ
• 自動防眩インテリアリアビューミラー1

• 自動防眩リアビューミラーとガレージドア	
	 オープナー（米国とカナダのみ）
• 10ウェイ電動調節シート（高さ、チルト、腰 
 部調節機構を含む）
• メモリーシートと外部ミラー（3ポジション）
• 運転席および助手席用デュアルステージエア 
 バッグ
• フロント乗員用サイドエアバッグ
• 自動展開式ロールバー（ヴォランテ）
• ヒーター付きフロントシート
• ヒーター付きリアスクリーン
• 自動温度コントロール
• オーガニックエレクトロルミネセンス(OEL)デ 
 ィスプレイ
•  LEDマップランプとアンビエント照明
• トリップコンピュータ
• クルーズコントロール
• ハードディスクドライブ(HDD) による衛星ナ 
 ビゲーションシステム1,2

• ブルートゥース電話システム接続1

• 衛星ラジオシステム（米国のみ）
• 電動折りたたみ式外部ミラー
• リアパーキングセンサー
• タイヤ圧力監視システム1

• アラームとイモビライザー
• リモートセントラルロッキングとトランクリ 
 リース
• ウィンド偏向器（ヴォランテのみ）
• バッテリー切断スイッチ
• バッテリーコンディショナー
• トラッキングデバイス3（英国のみ）
• トランクに搭載された傘
• ラミーペンとペンホルダー（マニュアルのみ）

車内エンターテイメント
•  Dolby® Pro Logic II®付きアストンマーティン 
 社製700 Wプレミアムオーディオシステム 
 （6連装CDオートチェンジャー搭載） 
•  MP3プレイヤー接続可能

仕様

1  全ての市場で設定されて
いるわけではありません。

2 欧州ではトラフィックメッ
セージングチャンネル(TMC) 
を含みます。

3 英国サッチャム(Thatcham) 
カテゴリー5（盗難車両追跡
システム）の要件に準拠しま
す。サブスクリプションは除
きます。英国標準です。

オプション
• ブライト仕上げのグリル
• フロントパーキングセンサー
• ダッシュボードトリム（マホガニー材）
• ダッシュボードトリム（竹材）
• ダッシュボードトリム（タモアッシュ材）
• ダッシュボードトリム（ピアノブラック材）
• 揃いの木材を使ったドア装飾
• パーソナル・ステッププレート
• ガレージドアオープンナー付き自動防眩イン 
 テリアリアビューミラー(欧州のみ)
• アラームのアップグレード(ボリュメトリック 
 およびチルトセンサー)
• トラッキングデバイス1,3

• ブレーキキャリパー代替色（ブラック、レッ 
 ド、シルバー）
• スポーツパック（クーペ）
• 19”アロイホイール – 10×スポーク（グラフ 
 ァイト塗装仕上げ）
• 19”アロイホイール – 20×スポーク（ダイヤ 
 モンド旋盤仕上げ）
• 19”アロイホイール – 20×スポーク（ダイヤ 
 モンド旋盤、グラファイト塗装仕上げ）
• 救急箱
• 愛煙家パッケージ

寸法
• 全長 4710 mm (185.5”)
• 全幅 1875 mm (74”)
• 全高 1270 mm (50”)
• 軸距 2745 mm (108”)
• フロントトラック 1570mm (62”)
• リアトラック 1560mm (61.5”)
• 回転径 12.0m (39.4 ft)
• 燃料タンク容量 80リットル（17.6 英ガロン、 
 21.1米ガロン）
• Cd（クーペ）0.35
• 車両重量（クーペ）1760 kg (3880 lb) 

燃費（マニュアル）リッター／100 km (mpg)
• 市街 24.6 (11.5)
• 郊外 11.7 (24.1)
• 市街+郊外 16.4 (17.2)
燃費（オートマチック）リッター／100 km (mpg)
• 市街 24.1 (11.7)
• 郊外 10.6 (26.6)
• 市街+郊外 15.6 (18.2)

CO2 総排出量 
• マニュアル 389 g/km 
• オートマチック368 g/km
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