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10月22日の入場者数 84,400人
入場者数累計 127,400人

フェスティバルパーク

毎日色変わりとなる再入場リストバンド

北3番ゲートでの手荷物検査

フェンスいっぱいの妙技、走りながらの楽し
いトークに観客からも「ハイ・ハイ・ハイ」
の掛け声が。

10月22～25、27日
10月 26日
10月 28日
10月 29、30日

  １回目　　  ２回目
11：45～　14：20～
11：30～　13：55～
11：30～　14：20～
11：20～　14：55～

　西休憩ゾーンの隣り、フェスティバルパーク内で「トライアルデ
モンストレーション」が行われている。トライアルとは数あるモー
タースポーツの中で丘や岩山など“自然”の地形を生かしてオフ
ロードバイクで競うもの。スピードではなくテクニックが見せ所だ。
　そのあざやかな離れ術を披露してくれたのは、この世界では国内
トップクラスの小林直樹さん、本多元治さんの2人。前輪を上げて
走ったり止まったりする「ウィリー」、逆に後輪を上げたままストッ
プしてみせる「ジャックナイフ」といった妙技をこともなげに連発。
かと思えば、後輪上部のフェンダーを地面にスレスレまで前輪をハ
ネ上げる「ジャイアントウィリー」なる高度なテクニックも。その都

度観客はヤンヤのかっさいだ。
　圧巻は高さが4mもある大型カーゴトラックのスロープを一気に
ルーフまで駆け上がりルーフ上でクルリとこちらに向き直る神業に
は、観客から思わず一斉に「ウォー！」の歓声。
　また「シーソー」を片足を上げたまま上がり降りしたり、岩に見
立てた「クランク」をアップ・ダウンするデモ走行も堪能できる。
いずれのテクも一度も足を地面に着けないところがミソ。「ずっと
前からファンだけど、何度見てもワクワクする」（千葉市の柏木浩
さん）というのもうなずける。
　そんなスゴ腕をこんな真近で見れる機会は滅多にない。

トライアル
デモンストレーション

S P E C I A L  E V E N T特 別 企 画

　午前9時30分開門。朝方から時折小雨がぱらつく曇り空だ
ったが、約6,000台もの駐車スペースをもつ西1ゲート前の専用
駐車場は開門前からほぼ満車状態。各ゲート前にもリュック
サック姿の若者たちを中心に入場時間を気にしながらの長
い長い列。山梨県からマイカーで来たという西1ゲート最前列
の男性は「前評判の高い話題の新モデルを早く見たくて5時
から並んでいた」と熱っぽく語っていた。
　テロなどの未然防止からガードマンによるセキュリティチェ
ックを済ませて、小走りでお目当ての次世代カーなどの展示
ブースに向かう来場者たち。今回のショーで世界初公開した
レクサス「LF-Sh」をはじめ、日産「GT-R PROTO」、ホン
ダ「FCX CONCEPT」などの展示コーナー前はデジカメを

手に開場直後から二重三重の人垣ができるほど活気に満ち
あふれていた。
　隣接の千葉マリンスタジアムでは午後６時15分からプロ野
球・日本シリーズの第一戦が始まった。来場者の中には「応援
のため大阪から新幹線に乗って昼過ぎに到着したが、試合前
にたっぷりと東京モーターショーを見ることができて、こんな
ラッキーな日はなかった」と、喜んでマリンスタジアムに向か
った阪神ファンの姿も目立った。
　交通アクセスの拠点となるJR京葉線の「海浜幕張駅」周辺
は、日本シリーズと重なって例年になく激しい混雑ぶりとなっ
たが、会場内は大きな混乱もなく午後7時、一般公開の初日を
終えた。

「第３９回東京モーターショー」一般公開

次世代カーの扉を開く“感動”と“熱気”
　10月22日、第39回東京モーターショーが一般に公開された。エコカーの本命といわれる燃料電池車をはじめ、新しい半世紀の扉
を開く“近未来”のクルマ像をこの目で確かめようと、幕張メッセには若いカップルや子供連れの家族など、大勢のモーターファンが
続々と押し寄せ、会場内は初日から感動と熱気の渦に包まれていた。

　ショー開催中のセキュリティー対策のひと
つが、会場入り口でのチェック。来場者に手荷
物を開いてもらい、目視検査する。6カ所ある
各ゲートには英会話ができる警備員も配置さ
れていて、“来場者の国際化”に対応してい
る。

セキュリティー対策も大切
来場者の手荷物検査

　人気のクリーンエネルギー車同乗試乗
会（幕張海浜公園ほか）との往復に欠か
せないのが、メッセ会場出口で付けてもら
う再入場OKのリストバンド。「昼食はチョ
ット外で」といった時などにも便利だが、
毎日色が変わるので使えるのはその日だ
け。

会場の出入りは何回でもOK
便利な再入場リストバンド

“神業”の連発にウットリ・感嘆
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今日のイベント（予定）
2005年10月23日（日）

フェスティバルパーク
（西休憩ゾーン）

フェスティバルパーク
（西休憩ゾーン）

＊トラフィック戦隊アンゼンジャーショー　
 10：30～11：10　
 12：25～13：05
 15：00～15：40

＊トライアルデモンストレーション
 11：45～12：15
 14：20～14：50

フェスティバルパーク
（西休憩ゾーン）

＊交通安全トークショー
 13：15～13：45
 15：50～16：20

＊クリーンエネルギー車同乗試乗会
 10：30～16：30　特設専用コース
　　　　　　　　　　　　　 （幕張海浜公園内　メッセ周辺公道）

＊少年少女モーターサイクルスポーツスクール
 10：00～12：10　

（幕張メッセ・中央休憩ゾーン特設会場）
 14：00～16：10



　三菱「コルトEV」に試乗した石井
さん一家は、電気自動車特有の静粛
性にかなり満足げ。長男の敏和さん
は、「EVの静かさや振動の少なさに
は本当にびっくりしました。しかも結
構加速がいいんですね」と感想を述
べていた。

全長約500mのコースを試乗 合図によってクリーンエネルギー車が一斉にスタート

FCHV-BUSは幕張メッセ東側を起点に2kmを走行。

専属ドライバーが丁寧に運転。

クリーンエネルギー車同乗試乗会

S P E C I A L  E V E N T

S P E C I A L  E V E N T

特 別 企 画

　埼玉県熊谷市から愛車の「プリメーラ」でやって来た鈴木志朗さん。
「運転はストレス解消になる」と、休日には日帰りドライブを欠かさな
いほどのクルマ好き。今回のショーの印象を聞くと「会場全体が明る
く、ブースにいるとワクワクしてくる」と言う。
　そんな鈴木さんを魅了したのがレクサスのブース。「中でもプレミア
ムセダンとして世界で初めてハイブリッドを搭載した『GS450h』には
つい見とれて……」
「今度買い替える時は燃費も良く環境に優しいハイブリッドカーと決
めている」という鈴木さん。今回のショーが環境対応車を比較する格
好の場となったようだ。

環境対応車を比較する
格好の場

鈴木志朗さん（33歳、自営業）

　幕張メッセ近くの幕張海浜公園では、さまざまなタイプの
次世代エネルギー車のフィーリングを体感できる、クリーンエ
ネルギー車同乗試乗会が実施されている。
　参加出品者はトヨタ、日産、ホンダ、三菱自動車、マツダ、ス
バル、ダイムラー・クライスラーの7社。参加車両は燃料電池
車5台、ハイブリッドカー5台、電気自動車2台、水素自動車1
台の計13台だ。同イベントが行われるのは第37回ショーに続
いて2回目だが、最先端の次世代エネルギーを一般ユーザー
が体験試乗できる機会は世界的にも珍しく、来場者の人気は
非常に高い。

　ハイブリッドカーはすべて市販モデルで、トヨタが3台、ホン
ダが2台を出品。燃料電池車はトヨタが乗用車とバスの2台、
日産、ホンダ、ダイムラー・クライスラーが1台ずつ走らせてい
る。今回は新たに三菱、スバルの電気自動車、マツダの水素
ロータリー車が加わり、バリエーションが豊富になった。
　乗用車は幕張海浜公園内の特設専用コース（全長約
500m）を、燃料電池ハイブリッドバスは幕張メッセ周辺の公
道コース（約2km）を同乗試乗できる。試乗申し込みは南休
憩ゾーン東側で行っており、試乗時間ごとに先着順で試乗券
を配布している。配布数が限られているため、カウンターには

いつも希望者が列をなしている。
　体験試乗する来場者は、クルマへの関心が高い若者から
親子連れまでさまざま。燃料電池車、電気自動車の発進加速
時における静粛性の高さには、多くの試乗者が感嘆。水素自
動車も新エネルギーという点で大いに注目を浴びていた。ハ
イブリッドはすでに市販されているモデルとあって、ユーザー
的視点でさまざまなチェックを受けていた。
　試乗に使われるクリーンエネルギー車は、すべて公道での
走行も可能なナンバー付き。これらの先端テクノロジーが身近
なものになる日も、そう遠くない！？

来場者に

聞く

　幕張メッセの西、千葉県用地内に、燃料に水素を使用
する燃料電池車と水素自動車への燃料補給を行うための
施設、水素ステーションが設置されている。
  運営は「JHFC（※）青梅水素ステーション」。通常は東
京・青梅で稼働している施設。供給設備がトレーラーを
使用した移動式であることから、東京モーターショーの
開催期間中、幕張に“出張”することとなった。
　水素ステーションのプラント設計、運用はバブコック日
立が手がける。普段は天然ガスを改質して水素を作る水
素製造設備車と、水素をクルマに充填する高圧水素設備
車がペアで行動する。今回は試乗車がフル活動すること
もあり、水素は高圧ボンベに詰めたものをあらかじめ用意
し、高圧水素設備車が単独で稼働している。
　プラントエンジニアの山上正純氏は「燃料供給作業は
毎日行っています。水素は長い目で見れば、次世代エネル
ギーとしてぜひ活用するべきもの。そういう取り組みが
ユーザーの皆さんの目に触れることは、とても喜ばしい」
と語っていた。東京モーターショーの先端テクノロジー
は、クルマばかりでなく、エネルギー面にも見ることがで
きるのである。
※経済産業省が実施する「水素・燃料電池実証プロジェクト」

水素ステーション、幕張に出現

種類 メーカー 車名
燃料電池車 トヨタ FCHV
 　〃　 FCHV-BUS
 日産 エクストレイルFCV
 ホンダ FCX
 ダイムラー・クライスラー F-cell
水素自動車 マツダ RX-8ハイドロジェンRE
ハイブリッド車 トヨタ クルーガーハイブリッド（2台）
 　〃　 ハリアーハイブリッド
 ホンダ シビックハイブリッド
 　〃　 インサイト
電気自動車 三菱自動車 コルトEV
 スバル R1e

クリーンエネルギー車同乗試乗会　試乗車リスト
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立てた「クランク」をアップ・ダウンするデモ走行も堪能できる。
いずれのテクも一度も足を地面に着けないところがミソ。「ずっと
前からファンだけど、何度見てもワクワクする」（千葉市の柏木浩
さん）というのもうなずける。
　そんなスゴ腕をこんな真近で見れる機会は滅多にない。

トライアル
デモンストレーション

S P E C I A L  E V E N T特 別 企 画

　午前9時30分開門。朝方から時折小雨がぱらつく曇り空だ
ったが、約6,000台もの駐車スペースをもつ西1ゲート前の専用
駐車場は開門前からほぼ満車状態。各ゲート前にもリュック
サック姿の若者たちを中心に入場時間を気にしながらの長
い長い列。山梨県からマイカーで来たという西1ゲート最前列
の男性は「前評判の高い話題の新モデルを早く見たくて5時
から並んでいた」と熱っぽく語っていた。
　テロなどの未然防止からガードマンによるセキュリティチェ
ックを済ませて、小走りでお目当ての次世代カーなどの展示
ブースに向かう来場者たち。今回のショーで世界初公開した
レクサス「LF-Sh」をはじめ、日産「GT-R PROTO」、ホン
ダ「FCX CONCEPT」などの展示コーナー前はデジカメを

手に開場直後から二重三重の人垣ができるほど活気に満ち
あふれていた。
　隣接の千葉マリンスタジアムでは午後６時15分からプロ野
球・日本シリーズの第一戦が始まった。来場者の中には「応援
のため大阪から新幹線に乗って昼過ぎに到着したが、試合前
にたっぷりと東京モーターショーを見ることができて、こんな
ラッキーな日はなかった」と、喜んでマリンスタジアムに向か
った阪神ファンの姿も目立った。
　交通アクセスの拠点となるJR京葉線の「海浜幕張駅」周辺
は、日本シリーズと重なって例年になく激しい混雑ぶりとなっ
たが、会場内は大きな混乱もなく午後7時、一般公開の初日を
終えた。

「第３９回東京モーターショー」一般公開

次世代カーの扉を開く“感動”と“熱気”
　10月22日、第39回東京モーターショーが一般に公開された。エコカーの本命といわれる燃料電池車をはじめ、新しい半世紀の扉
を開く“近未来”のクルマ像をこの目で確かめようと、幕張メッセには若いカップルや子供連れの家族など、大勢のモーターファンが
続々と押し寄せ、会場内は初日から感動と熱気の渦に包まれていた。

　ショー開催中のセキュリティー対策のひと
つが、会場入り口でのチェック。来場者に手荷
物を開いてもらい、目視検査する。6カ所ある
各ゲートには英会話ができる警備員も配置さ
れていて、“来場者の国際化”に対応してい
る。

セキュリティー対策も大切
来場者の手荷物検査

　人気のクリーンエネルギー車同乗試乗
会（幕張海浜公園ほか）との往復に欠か
せないのが、メッセ会場出口で付けてもら
う再入場OKのリストバンド。「昼食はチョ
ット外で」といった時などにも便利だが、
毎日色が変わるので使えるのはその日だ
け。

会場の出入りは何回でもOK
便利な再入場リストバンド

“神業”の連発にウットリ・感嘆
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今日のイベント（予定）
2005年10月23日（日）

フェスティバルパーク
（西休憩ゾーン）

フェスティバルパーク
（西休憩ゾーン）

＊トラフィック戦隊アンゼンジャーショー　
 10：30～11：10　
 12：25～13：05
 15：00～15：40

＊トライアルデモンストレーション
 11：45～12：15
 14：20～14：50

フェスティバルパーク
（西休憩ゾーン）

＊交通安全トークショー
 13：15～13：45
 15：50～16：20

＊クリーンエネルギー車同乗試乗会
 10：30～16：30　特設専用コース
　　　　　　　　　　　　　 （幕張海浜公園内　メッセ周辺公道）

＊少年少女モーターサイクルスポーツスクール
 10：00～12：10　

（幕張メッセ・中央休憩ゾーン特設会場）
 14：00～16：10


