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トヨタの「i-swing」ホンダの「FCXコンセプト」 初公開した日産の「GT-R PROTO」

　各展示ブースで最も注目されるのは環境対応車。究極の
エコカーとされる燃料電池車では、トヨタ自動車は小型化
に成功した燃料電池ユニットを搭載し、得意のハイブリッド
技術も組み合わせた「Fine-X」を出品。4輪に装着したモー
ターにより、自由自在な走行も可能となる優れもの。ホンダ
も燃料電池システムを小型化し、広い室内空間を確保した
スポーツタイプの「FCX CONCEPT」をお披露目。スズキ
は軽自動車「IONIS」で燃料電池車への取り組みをアピー
ルしているほか、ヤマハ発動機は燃料電池スクーター
「FC-me」を参考出品している。
　燃費効率に優れているハイブリッド車は、ダイハツが世界
最高水準の超低燃費の「UFE-III」を初公開し、富士重工業
は水平対抗エンジンを組み合わせた「B5-TPH」、マツダは
ロータリーエンジンと組み合わせた「先駆」などを出品してい
る。環境対応車のうち、海外メーカーでは、ベンツが燃料電

池車を初めて披露し、BMWが最高速度300キロ超という水
素自動車「H2R」などを紹介している。
　また、「遊び心」と走りの楽しさでは、三菱自動車の革新的
な軽自動車「i（アイ）」をはじめ、日産自動車は「GT-R 
PROTO」と運転席がクルッと180度回転する電気自動車の
「ピボ」、トヨタは愛知万博で公開した「i-unit」を進化させた
「i-swing」、ホンダは愛犬と車内で楽しく過ごせる新型ワゴ
ン「W．O．Wコンセプト」など、変わり種のコンセプトカーも注
目のマトだ。
　未来志向型のコンセプトカーとともに、トヨタの超高級車ブ
ランド「レクサス」のハイブリッド車「GS450h」や日産の
「GT-R PROTO」など来年以降に発売予定の最終モデルに
も熱い視線が傾けられている。一方、デンソーなどのブースで
は、まばたきや心拍からドライバーの状態を察知する安全シ
ステムを体験できる安全技術の進歩も見逃せない。

環境対応、安全技術、超高級モデル、そして走る楽しさ

夢も現実も、近未来カーの競演
　第39回東京モーターショーはあす22日、千葉市・幕張メッセで一般公開する。2007年からは商用車も合わせた総合ショーとなり、乗用
車・二輪車ショーとしては最後の開催。地球温暖化の防止など環境保全は愛知万博（愛・地球博）で大きなテーマとなったが、東京モーター
ショーでも世界の自動車メーカーが最先端の環境対応や安全技術などを取り込んだ次世代カーを競い合うほか、超高級車や走る楽しさを追
求した新型モデルの展示が際立つ。



大勢の報道陣にアピールする日産のゴーン社長

ホンダの福井社長 トヨタの渡辺社長

１時間半も予定オーバーの熱心な取材ぶり

地球環境への取り組み、
新提案のコンセプトカーをアピール
　第39回東京モーターショーに出品している自動車メーカーおよび部品メーカーなどが22日からの一般公
開に先立って、19，20の両日、内外の報道関係者に展示ブースを公開した。会場では、プレスブリーフィン
グが行われ、地球環境への取り組みをはじめ、今回の見どころなどについて報道陣の前でアピールした。

　プレスブリーフィングは19日午前9時35分、西ホールのアス
トンマーティンから展示ブースごとに順次行われたが、各社
の持ち時間は20分間。全世界に向けて情報発信する絶好の
チャンスの場となるだけに、各社がさまざまなアイデアを取り
入れながら、新提案のコンセプトカーなどを初公開。国内
メーカーで最初にブリーフィングを行ったマツダは、井巻久一
社長が「マツダのブランドメッセージは今もこれからも
“Zoom-Zoom”」と表明、水素ロータリーとモーターを組み合
わせた新型ミニバンを2008年をメドに実用化することを明ら
かにした。
　また、注目のパーソナルモビリティ「i-swing」で登場したト
ヨタの渡辺捷昭社長は「環境保全と乗る人の心を動かす魅

力を両立させる必要がある」と強調。トヨタでは「レクサス」
ブースでもプレミアムカーを初公開するブリーフィングが行わ
れた。ホンダの福井威夫社長は「ファイン」をキーワードにし
た新しいコンセプトモデルを次々に紹介。日産のカルロ
ス・ゴーン社長もユニークなコンパクトカー「ピボ」に同
乗、会場では「GT-R」のコンセプト「GT-R PROTO」を詰
めかけた大勢の報道陣に披露した。

　プレスデー初日、朝日小学生新聞・朝日新聞の募集(応募680人)で選ばれた
小学生5人(男子3人、女子2人)が、環境と安全をテーマにモーターショーを学習
取材。キャビンがぐるりと回転する日産の「ピボ」に思わず「可愛い」(角田英実
香ちゃん・文教大学付属小学校6年)と歓声を発したり、エコカーの試乗会場で
は、みんなが次々に走り寄って同乗したりと元気いっぱいの取材ぶり。
　かと思えば、胸のプレスバッジを意識してか、あちこちで本物記者が顔負けす
る鋭い質問を浴びせる光景も。慶応大学が開発中の電気自動車「Eliica」(エリ
ーカ)の出展コーナーでは「いつ乗れますか」(斉藤大祐君・船橋市立八栄小学
校5年生)とズバリ切り込んで、「2008年に2,000台で限定販売します」とのスク
ープをモノにした猛者もいたりした。

スクープも
　飛び出した
朝日新聞
　子ども記者
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フォードのプレミアモデル「イクエイター・コンセプト」発表

海外メーカーによるワールドプレミアも多数

「Art」をテーマとするヤマハブース

森田進一・川崎重工業常務

米・欧・韓から29社、プレミア総勢80台̶̶ 海外四輪車
超低燃費からエモーショナルまで

個性の主張、華やかさあふれる二輪車エリア
スーパーバイク、近未来車が盛りだくさん

　海外四輪車メーカーは米国から3社、欧州から24社、韓国
から2社の計29社が出展。ブリーフィングではそれぞれ商品
戦略や技術開発への取り組みを明らかにした。
　ダイムラークライスラーは次期社長に内定しているディー
ター・ツェッチェ取締役がスピーチし、ディーゼル乗用車の日
本市場投入計画などを語った。メルセデス･ベンツ部門では
燃料電池車「F600ハイジーニアス」を、クライスラー部門では
デザインコンセプト「あきの」を世界初公開した。
　BMWブースではヘルムート･パンケ社長が「BMWに停滞と
いう言葉はない」と攻めの姿勢を示した。水素エンジンを搭
載した超高速車「H2R」、ハイブリッドカー「コンセプトX3 エ
フィシェントダイナミクス」、「MINIコンセプトTokyo」などを
披露した。フォルクスワーゲンはスポーティコンパクト「Polo 
GTI」と超低燃費スポーツ「EcoRacer」を世界初公開。ブリー
フィングにはベルンハルト・ピシェツリーダー社長も姿を見せ
た。同グループ傘下のアウディは「シューティングブレークコン
セプト」、ハイパワーセダン「S8」の2台を世界初公開した。
　ゼネラルモータースグループはGM、オペル、サーブ共同で

の会見。スーパーチャージャー付きV8を搭載したハイパワー
サルーン「キャデラックSTS-V」など9台の日本初公開モデル
をはじめ、大量の展示車で華やかさを演出している。フォー
ドは4座オープンスポーツの「フォーカス・ヴィニャーレ・コンセ
プト」、SUVの「イクエイター・コンセプト」を世界初公開。ま
た「2006フォーカスWRC」でモータースポーツイメージをア
ピール。
　ルノーブースは先にドライバー、コンストラクターのダブルタ
イトルを獲得したF1イメージで訴求。メインは「フリューエン
ス」、セダンスタイルのSUV「エジェウス」の2台のコンセプト
カー。プジョー・シトロエングループは、ブリーフィングを別個
に行い、ブランドの独立性を主張した。プジョーはラグジュア
リー2ドアモデル「407クーペ」、シトロエンは大型セダン「C6」
などを日本初公開。
　韓国からはヒュンダイと起亜が出展。ヒュンダイはヨーロッ
パでの生産を検討していることを明らかにし、また量産を想定
したV8エンジンを搭載する「NEOS-III」を世界初公開した。

　二輪車は国内、海外メーカーともワールドプレミアが多く、
華やいだ雰囲気が漂う。ホンダは福井威夫社長がスピーチを
行い、出展テーマ「ドリームウイングス」について、「夢の現
実に向けて、常に新たな挑戦を続けるというホンダの志を表
したもの」と語った。オートマチック・スーパースポーツという
コンセプトを提案する「E4-01」が目を引く。

　今年、創業50周年を迎えたヤマ
ハ発動機は、梶川隆社長が「オン
リーワンブランドを目指したモノ作
り」をアピール。ハイブリッドシステ
ムと先進安全装備を盛り込んだ高
速クルーザー「Gen-Ryu」をはじ
め、個性的なモデルが勢揃い。
「リアルライフ」をテーマに掲げるす
るスズキは、4気筒並みにコンパクトな直列6気筒エンジンを
搭載した未来的コンセプトカー「ストラトスフィア」を展示。カ
ワサキは1,4 0 0ccという大排気量のハイパワースポーツ
「ZZR1400」をはじめ、スポーツモデル、クルーザーモデルな
ど現実性の高いモデルを多数出品している。
　海外からはドゥカティ、BMW、ハーレーダビッドソン、トラ
イアンフ、モト・グッツィなどが出展。いずれ劣らぬ個性を披
露している。



Vol.2　2005年10月21日発行
10月20日の入場者数 4,800人
入場者数累計 13,300人

報道陣も国際色豊かなプレスセンター

同伴者も共に笑顔のこの日…

　東京モーターショー発のニュースが、世界へ向けて打電される。こ
の発信基地が国際会議場2階に設けられた「プレスセンター」だ。運
営はブリヂストンがバックアップ。今回は室内の全ワークデスク
（248席）にLANケーブルを配線したほか、デジタル写真の加工など
ができるカメラマン用デスク（8席）を新設、さらにセンター内のど
こからでも接続できる無線LANを導入したり、プレス向け主催者画像
を常時提供するなど情報通信装備で取材サポート体制を一段と充実さ
せている。19日、20日の報道公開日は、各国プレスがショー会場で
取材した「世界初の展示車」の原稿をこの先端設備を駆使して本社に
送るなど、センター内は終日大いそがし。回を追うごとに外国プレス
の数は増えているが、中でも自国自動車産業の成長を反映してか、ア
ジアからの取材記者の増加ぶりが目立った。

熱気あふれるプレスセンター

定着し始めた、車いす利用者特別見学日
　プレスデー2日目の20日午後、目線の低い車いす利用者の方にもモーター
ショーを見やすくしようと「車いす利用者特別見学会」が設けられた。この日の
招待者は327人、同伴者399人の合わせて726人。初めて実施された03年の乗
用車・二輪車ショー（第37回）時の車いす利用者254人、同伴者346人に比べ
て来場者が増えた。東西北ゲートやメッセ駐車場などで誘導・案内に当たった主
催者側のスタッフは合計23人、ボランティアは44人。過度なサービスは避け、
自然な対応を心掛けていた。
　栃木県下都賀郡より20年も前からモーターショーに通っているという尾林正
敏さん（35歳）にとって「特別見学日は大歓迎。普段より良く見えて、これか
らの市販車はとても参考になる」。一方で、「半日と言わず、まる1日にして欲し
い」と今後の継続・拡大に期待を寄せる。自ら年間2万kmも運転する饗庭忍さん
（42歳）は昨年の来場を逃がしただけに「今回は本当に楽しみにしていた。以
前はこちらも相手もぶつからないかと気を使っていたけど、これでカメラを手に

ゆっくり見れますよ」と
表情を崩す。ただ、妻の
陽子さんは「入場スター
トの時にゲートの外に並
んで待たせないで、取り
合えず館内に早く入れて
欲しい」と注文も忘れな
かった。

　韓国の三大新聞で、経済記事に強みを持つ中央日報のキム・タエジン記者。東京
モーターショーの取材は3回目で、広大な会場の取材巡りもスムーズにこなすこと
ができたという。「今回のショーは前回に比べて華やかな雰囲気になりましたね。
コンセプトカーもバラエティに富んでいて、興味深いものがたくさんあります。最
近は韓国人デザイナーが手がけたモデルも増えてきているので、それらがどう評価
されているのかということについても観察していました。トヨタの経営面に興味が
あり、いろいろなものを見ることができたことは有意義でした」と語り、ふたたび
取材へと向かった。

世界の先進技術や
コンセプトカーに満足

中央日報　経済部記者

キム・タエジンさん

今日のイベント（予定）
◇クリーンエネルギー車同乗試乗会

 13：30～16：30 特設専用コース（幕張海浜公園内）


