特 別 企 画

交通安全トークショーで呼びかけ

「クルマに乗ったら後部座席も
シートベルトの装着を忘れずに」
電光スクリーンに「7.5％」という大きな数字が映し出される。「みんな、こ
の数字なんだか分かるかな？」……。ステージからはマイクを持ったゲストか
らの問いかけに、来場者のほぼ全員が「？？？」首を傾げる。実はこの数字、
一般道路を走行時での後部座席シートベルトの装着率。90％を超える運転
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席や 80％に近い助手席に比べると極端過ぎるほど低いことがよく分かる。
西休憩ゾーン内にあるフェスティバルパークでは、ライダーの小林直樹選手、
本多元治選手と若手のお笑いタレントによる交通安全トークショーが行われて
いる。トークショーでは「後部座席シートベルト装着の重要性」など、休憩タ
イムを兼ねて子供から大人まで楽しく交通安全に関する豆知識を学ぶことが
できるため、意外と忘れがちな交通安全やマナーの常識を再確認することが

後部座席もシートベルトの着用を訴えるお笑いタレント
のビームの2人（左）と本多元治選手、小林直樹選手。

テーマは環境対応と「Zoom-Zoom」

できる。

関 連 企 画

ミニラジコン「エアロアールシー」も新登場

大人も子供も楽しめるトミカコーナー
子供に大人に
大人気

新登場の
「エアロアールシー」

な発想を形にしたミニカーのコンセプトカーなど、さまざまなモ
デルを陳列。また、模型によって生産ラインを再現することで、
ミニカーづくりの工程を紹介するコーナーもある。35周年を記
念し、スバル「R1」が当たる懸賞も行われている。
北ホール2階エスプラナードでは、第35回ショー以来恒例とな

今 年、新たにお目見えしたのは、組み立て式の電 動ラジコン

っているミニカーの展示、販売ブース「トミカコーナー」が開設さ

「エアロアールシー」。ボディは小型だが、加速とステアリング制

れている。トミカは今年、35周年を迎えることから、例年にも増

御の2チャンネル方式で、平坦な場所では思いのままに走らせる

して充実した展示内容となっている。

ことができる。1,050円というお手頃価格も手伝って、毎日飛ぶ

市販ミニカーはもちろん、非売品の特別仕様モデル、ユニーク

今日のイベント（予定） 2005年10月27日（木）
＊bay fm生放送

＊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）

15：50〜16：20

13：30〜14：00

フェスティバルパーク（西休憩ゾーン）

＊クリーンエネルギー車同乗試乗会

＊交通安全トークショー
12：50〜13：20

フェスティバルパーク（西休憩ゾーン）

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）

※天候等の都合により予定が変更になる場合がございます。

10月26日の入場者数
入場者数累計

Zoom-Zoomに加え数々の先進的な環境対応を示したマツダのブース

ように売れているという。

60,600人
409,500人
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マツダは環境対応と「Zoom-Zoom」な走りの両立をテーマ
に、①直列4気筒エンジンの「直噴技術」の推進②ハイブリッ
ド車開発の着実な進展③水素ロータリーエンジン車の実用
化に向けた取組み──というマツダならではのユニークなアイ
デアをブース一杯に展開している。出品車はコンセプトカー3
台、市販／リース予定車3台を含む合計22台の充実ぶりだ。
ワールドプレミアの「マツダ先駆」は「大人のための4シータ
ーロータリースポーツ」の方向性を提案。次世代のガソリン直
噴ロータリーエンジンとハイブリッドユニットをレイアウトした
「直噴REハイブリッド」によって高出力と低燃費を両立し、
マツダのスポーツカーに共通の50：50の理想的な前後重量配
分を実現した。
金属面を削ぎ落としたかのようなインゴットシルバーのボデ
ィー、
「フライング・ウィング」と呼ぶ大きな電動両側スライド
ドアによる造形は「シャープネス＆メローネス」のデザインコ
ンセプトそのもの。ヘッドライトやドアミラーはボディと一体化

され、漆黒と紅カラーで彩られたインテリアがスポーティな上
質感を醸し出している。
「プレマシーハイドロジェンREハイブリッド」は、水素ロー
タリーエンジン車の未来の可能性を物語ってくれる。水素ロ
ータリーエンジンとハイブリッドユニットを横置きするFFレイ
アウトを採用したのが大きな特徴。それによるゆとりの室内
空間の確保も魅力なら、水素とガソリンのどちらも燃料にで
きるデュアルフューエルシステムを採用しており、3年後とされ
る実用化が待ち遠しい。
近く市販が期待される「新型MPV」。走りの楽しさを追求
するマツダDNAを継承しつつも、従来のミニバンとは全く異
なる「上質でエキサイティングなクルマ」に仕上がった。パワー
トレインは2.3リッター直噴ターボエンジンに6速オートマチッ
クの組み合わせで、環境性能と走りの両立に磨きをかける。
ミニバンからミニバンへの、リピーターをターゲットカスタマー
とした新世代ミニバンだ。

マツダ

テ ー マ は 環 境 対 応 と 「 Z o o m - Z o o m 」

直噴・ハイブリッド・水素REを推進

I M P O R T E D

赤道（イクエイター）の水平線から昇る朝日をイメージし、鮮
やかファースト・ライト・オレンジに包まれての登場だ。

フォードブースのワールドプレミアは「イクエイター・コンセ
プト」。SUVに対するフォードのこだわりは並々ならぬものだ
が、このクルマは徹底してエアロダイナミクスを追求しており、
SUVとは思えない理想的なエアロフォルムを実施している。

ボルボ
マツダの 決意 を示した
「マツダ先駆（せんく）」

スポーツカーとSUVの
クロスオーバーコンセプト
「Mazda MX-Crossport」

マツダDNAを受け継ぐ新世代ミニバン「新型MPV」

インテリアでは2列目にオットマン機能などの高機能装備に
よる「スーパーリラックスシート」や、現行モデルでも好評の
「カラクリシート」をさらに進化させた「ニューカラクリシー
ト」が取り入れられ、快適なロングドライブを保証する。
0 5年1月の北米国際自動車ショー（デトロイト）でワール
ドデビューしていた「Mazda MX-Crossport」がいよいよ
日本にもお目見えした。スポーツカーとSUVの価値を合わ
せ持つクロスオーバーカー。しかし、「アドバンストフロン

ブリーフィング コラム
過去4年間の「Zoom-Zoom」
の集大成を見ていただきたい
マツダ

井巻

久一

社長兼ＣＥＯ

振り返ると、ちょうど2001年のまさにこの東京モーターショーの場
で、我々の商品づくりに対しての志である「Zoom-Zoom」を発表し
た。以来４年間、マツダは全てのお客様に「走る歓び」を届けようと、
様々なカテゴリーで「Zoom-Zoom」な商品を提案してきた。アテン
ザ、アクセラ、デミオ、ベリーサ。そしてマツダブランドをピュアに表現
したスポーツカーのRX-8や新型ロードスター。さらにミニバンのプレ
マシー。一つ一つにマツダの魂が込められている。今回発表させてい
ただく「新型MPV」は、アテンザから始まった新世代商品の集大成と
言える存在で、国内モデルの全ての「Zoom-Zoom」ラインナップが
勢揃いすることになります。

ティア」と呼ばれるデザインコンセプトによって、従 来の
SUVやクロスオーバーのカテゴリーから、よりスポーツカー
の領域に踏み込み、大胆で立体的なスタイリングに挑戦し
ている。
それでいて、遠くからでもひと目でマツダ車だとわかるユ
ニークさを表現した。インテリアはZoomなテイストにあふれ
ている。例えばスリーパネルディスプレイシステム。センターコ
ンソールの上方とステアリングのすぐ右側に組み込まれた円
型のモニターは、タッチパネルとして使えるハンドリングパネ
ルで、直観的に使いやすい上に、エンターテインメント性に満
ちている。
マツダは将来のメインエンジンとして、直噴を積極的に導入
していく考えだ。その第１弾として「マツダスピードアテンザ」
にSU-LEV適合ハイパワーターボを搭載した。すでに国内販
売されている乗用車の70％以上がSU-LEV車で、U-LEV車を
加えれば90％以上のレベルになっている。
さらに、今回のショーでは、マツダならではの「スマートアイ
ドリングストップシステム」を提案している。直噴システムを基
本とし、モーターを使わないで静かに素早く再始動を可能に
するアイドリングストップ機構のことだ。
停止中エンジンのシリンダー内に燃料を直接噴射して爆発
させ、そのエネルギーでピストンを押し下げて再始動させると
いうもの。モーターを使わない分、燃費が向上するほか、静か
で素早い再始動ができるという。マツダはこのシステムを「3
年以内に実用化していきたい」
（井巻久一社長）としている。

外国車展示ブース

フォード アジア市場向けに開発した「イクエイター・コンセプト」を世界初披露

ワールドプレミアの「イクエイター・コンセプト」
水素でもガソリンでも走れる「プレマシーハイドロジェンREハイブリッド」

E X H I B I T

一番人気は06年より世界ラリー選手権（WRC）に送り込む
「2006フォーカスWRCコンセプト」
。新型フォーカスをベースに
したアグレッシブなデザインが極めつけのモータースポーツの
トップカテゴリーに参戦して得たノウハウは、STシリーズをはじ
めとする市販モデルにも必ずフィードバックされていく。
「ヴィニャーレ・コンセプト」はイタリア人デザイナー、 アルフ
レード・ヴィニャーレの名
に因んだといわれる。そ
れだけにひと目見ただけ
で触れてみたいと思わせ
るデザインで、フォーカス
の将来のデザイン・ビジョ
フォーカス・デザインの未来を示す
ンを先取りしている。
「ヴィニャーレ・コンセプト」

プレミアム・オープンカーの先駆け、
「C70カブリオレ」

ボルボの目玉は「新型ボルボC70」だ。イタリアのピニン・フ
ァリーナと共同で開発し、スウェーデンのウッデパッラ工場で
生産されるC70はリトラクタブル・ハードトップと４名の乗車ス
ペースを併せ持つプレミアム・オープンカーの先駆けとなるク
ルマだ。
デザインはスウェーデン、スペイン、カリフォルニアにあるボ
ルボのデザイン・スタジオでのコンペを経て選出された。スカン
ジナビア・デザインの伝統が重視されつつ、機能とフォルムは
ますます魅力的に調和している。クラシックなプロポーション
でありながらも、モダンなカブリオレで、３分割のリトラクタブ
ル・ハードトップを特徴とする。
エンジンは直列５気筒、220馬力で最大トルク320Nmを発
生する。リアは大胆にカットされ、特徴的なボルボのテールラ
ンプが際立つ。また、サウンドシステムも最大の特徴の一つ
で、最上級のシステムはダッシュボード上に「Dynaudo」のラ
ベルが付けられる。ルーフの開閉に関係なく、すばらしいサウ
ンドが聞けるクルマだ。

ジャガー

ハイテクを古典的ボディで包んだ
優雅なプレミアムクーペ
新型ジャガー
「XK」

新型ジャガー「XK」がジャパンプレミアとして公開された。
軽量アルミボディ、改良型4.2リッターV8、高機能アンチロック
ブレーキなどのハイテクを、古典的で優雅なデザインのボディ
で包み込んだ、プレミアムクーペだ。

クラシックかつモダンな「C70カブリオレ」

ブリーフィング コラム
ボルボ・カー・コーポレーション

フレデリック・アルプ

社長兼CEO

私が社長に就任して今回が初のモーターショーになる
が、ボルボにとって日本は最重要市場の一つだ。今後18ヵ
月間に、ボルボは少なくとも5つのニューモデルを日本の皆
様にご紹介し、ラインナップをよりいっそう魅力的なもの
としていきたい。

ランドローバー

洗練されたオンロード・パフォーマンスの「レンジーローバースポーツ」

06年1月14日から日本で発売される「レンジローバースポー
ツ」は、ランドローバーの全く新しいスポーツ・ツアラーSUV
だ。04年のデトロイトモー
ターショーで賞賛された
コンセプトカー「レンジス
トーマー」の志を具体化し
たもので、ドライビングの
飽くなき衝動を呼び覚ま
すパフォーマンスとデザイ
ンを合わせ持っている。
レンジローバースポーツ
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新型ジャガー「XK」がジャパンプレミアとして公開された。
軽量アルミボディ、改良型4.2リッターV8、高機能アンチロック
ブレーキなどのハイテクを、古典的で優雅なデザインのボディ
で包み込んだ、プレミアムクーペだ。

クラシックかつモダンな「C70カブリオレ」

ブリーフィング コラム
ボルボ・カー・コーポレーション

フレデリック・アルプ

社長兼CEO

私が社長に就任して今回が初のモーターショーになる
が、ボルボにとって日本は最重要市場の一つだ。今後18ヵ
月間に、ボルボは少なくとも5つのニューモデルを日本の皆
様にご紹介し、ラインナップをよりいっそう魅力的なもの
としていきたい。

ランドローバー

洗練されたオンロード・パフォーマンスの「レンジーローバースポーツ」

06年1月14日から日本で発売される「レンジローバースポー
ツ」は、ランドローバーの全く新しいスポーツ・ツアラーSUV
だ。04年のデトロイトモー
ターショーで賞賛された
コンセプトカー「レンジス
トーマー」の志を具体化し
たもので、ドライビングの
飽くなき衝動を呼び覚ま
すパフォーマンスとデザイ
ンを合わせ持っている。
レンジローバースポーツ

特 別 企 画

交通安全トークショーで呼びかけ

「クルマに乗ったら後部座席も
シートベルトの装着を忘れずに」
電光スクリーンに「7.5％」という大きな数字が映し出される。「みんな、こ
の数字なんだか分かるかな？」……。ステージからはマイクを持ったゲストか
らの問いかけに、来場者のほぼ全員が「？？？」首を傾げる。実はこの数字、
一般道路を走行時での後部座席シートベルトの装着率。90％を超える運転
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席や 80％に近い助手席に比べると極端過ぎるほど低いことがよく分かる。
西休憩ゾーン内にあるフェスティバルパークでは、ライダーの小林直樹選手、
本多元治選手と若手のお笑いタレントによる交通安全トークショーが行われて
いる。トークショーでは「後部座席シートベルト装着の重要性」など、休憩タ
イムを兼ねて子供から大人まで楽しく交通安全に関する豆知識を学ぶことが
できるため、意外と忘れがちな交通安全やマナーの常識を再確認することが

後部座席もシートベルトの着用を訴えるお笑いタレント
のビームの2人（左）と本多元治選手、小林直樹選手。

テーマは環境対応と「Zoom-Zoom」

できる。

関 連 企 画

ミニラジコン「エアロアールシー」も新登場

大人も子供も楽しめるトミカコーナー
子供に大人に
大人気

新登場の
「エアロアールシー」

な発想を形にしたミニカーのコンセプトカーなど、さまざまなモ
デルを陳列。また、模型によって生産ラインを再現することで、
ミニカーづくりの工程を紹介するコーナーもある。35周年を記
念し、スバル「R1」が当たる懸賞も行われている。
北ホール2階エスプラナードでは、第35回ショー以来恒例とな

今 年、新たにお目見えしたのは、組み立て式の電 動ラジコン

っているミニカーの展示、販売ブース「トミカコーナー」が開設さ

「エアロアールシー」。ボディは小型だが、加速とステアリング制

れている。トミカは今年、35周年を迎えることから、例年にも増

御の2チャンネル方式で、平坦な場所では思いのままに走らせる

して充実した展示内容となっている。

ことができる。1,050円というお手頃価格も手伝って、毎日飛ぶ

市販ミニカーはもちろん、非売品の特別仕様モデル、ユニーク

今日のイベント（予定） 2005年10月27日（木）
＊bay fm生放送

＊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）

15：50〜16：20

13：30〜14：00

フェスティバルパーク（西休憩ゾーン）

＊クリーンエネルギー車同乗試乗会

＊交通安全トークショー
12：50〜13：20

フェスティバルパーク（西休憩ゾーン）

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）

※天候等の都合により予定が変更になる場合がございます。

10月26日の入場者数
入場者数累計

Zoom-Zoomに加え数々の先進的な環境対応を示したマツダのブース

ように売れているという。

60,600人
409,500人
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マツダは環境対応と「Zoom-Zoom」な走りの両立をテーマ
に、①直列4気筒エンジンの「直噴技術」の推進②ハイブリッ
ド車開発の着実な進展③水素ロータリーエンジン車の実用
化に向けた取組み──というマツダならではのユニークなアイ
デアをブース一杯に展開している。出品車はコンセプトカー3
台、市販／リース予定車3台を含む合計22台の充実ぶりだ。
ワールドプレミアの「マツダ先駆」は「大人のための4シータ
ーロータリースポーツ」の方向性を提案。次世代のガソリン直
噴ロータリーエンジンとハイブリッドユニットをレイアウトした
「直噴REハイブリッド」によって高出力と低燃費を両立し、
マツダのスポーツカーに共通の50：50の理想的な前後重量配
分を実現した。
金属面を削ぎ落としたかのようなインゴットシルバーのボデ
ィー、
「フライング・ウィング」と呼ぶ大きな電動両側スライド
ドアによる造形は「シャープネス＆メローネス」のデザインコ
ンセプトそのもの。ヘッドライトやドアミラーはボディと一体化

され、漆黒と紅カラーで彩られたインテリアがスポーティな上
質感を醸し出している。
「プレマシーハイドロジェンREハイブリッド」は、水素ロー
タリーエンジン車の未来の可能性を物語ってくれる。水素ロ
ータリーエンジンとハイブリッドユニットを横置きするFFレイ
アウトを採用したのが大きな特徴。それによるゆとりの室内
空間の確保も魅力なら、水素とガソリンのどちらも燃料にで
きるデュアルフューエルシステムを採用しており、3年後とされ
る実用化が待ち遠しい。
近く市販が期待される「新型MPV」。走りの楽しさを追求
するマツダDNAを継承しつつも、従来のミニバンとは全く異
なる「上質でエキサイティングなクルマ」に仕上がった。パワー
トレインは2.3リッター直噴ターボエンジンに6速オートマチッ
クの組み合わせで、環境性能と走りの両立に磨きをかける。
ミニバンからミニバンへの、リピーターをターゲットカスタマー
とした新世代ミニバンだ。

