SPECIAL

東京モーターショーでデモ走行
「第５回 全日本 学生フォーミュラ大会」から7チームが参加

News vol.6
エグゾーストパイプの高音を響かせながら、
いきなりコースへと飛び出
すマシン、鋭いコーナリングからスラローム走行へ──幕張メッセ会場・
中央休憩ゾーンの仮設コースを爆進する学生チームの 手作りフォーミ
ュラカー のハンドルさばきに、見物する子供たちから黄色い歓声が上
がる。
今年9月に、静岡県の小笠山総合運動公園エコパで
「第5回 全日本
学生フォーミュラ大会」
（主催：自動車技術会）
が開催されたが、
これに参

TOPICS

加した7チームが東京モーターショーでのデモ走行企画に応じて参集、
29日から11月2日まで、1日に3回の実演がスタートした。参加校はホン
ダテクニカルカレッジ関東、東大、名古屋大、千葉工大、芝浦工大、千
葉大、東京農工大の各チーム。
ショー来場者にもモータースポーツファ
ンが多いと見えて、
デモ走行は初日からなかなかの盛況ぶり。
「この企画
がモータースポーツ振興の一助になれば」
と期待をかける運営関係者も
顔をほころばせていた。

一般来場客も利用可能になった
安らぎスペース
「出品者サロン」

国際会議場コンベンションホールBには出品者、
ショー関係者
向けのレストラン・休憩スペース
「出品者サロン」
が設けられてい
る。今回から、午後は一般の来場者も利用可能となったこともあ
り、連日多くの利用者でにぎわっている。
レストランの人気メニュー
は千葉県産「しおさい牛ステーキ丼御膳」
などのご当地メニュー
や麺類。肩や腰などの疲れをほぐすマッサージサービス
（10分
800円）
、疲労回復や眠気解消、美肌に役立つ酸素バー
（10分
500円）
も併設されている。

EVENT

●

10月30日
（火）

走る感動、心を動かすクルマを提案

一般公開初日に会場を訪れ、
「ＧＴ−Ｒ」
をアピールするゴーン社長

食事メニューは豊富

酸素バーでリラックス

第8回 自動車安全シンポジウム ――大型車の安全対策――
国際会議室）

14：00〜17：30（国際会議場2階
●

今日のイベント（予定）
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第5回 全日本 学生フォーミュラ大会参加車両・デモ走行

VIP

11：00〜12：00／13：30〜14：30／15：30〜16：30

（中央休憩ゾーン）
●

スロットカー・サーキット

来場

10：00〜18：00（北ホール2階・キッズパーク）
●

ミニシアター〜クルマの夢・楽しさ・素晴らしさ〜

パプアニューギニア
マイケル・ライモ教育大臣

10：40〜12：25／13：05〜17：35
（国際会議場3階 302号室）
●

4×4 アドベンチャー同乗試乗会（特設専用コース）
11：00〜16：00 ̶ 幕張海浜公園Gブロック内

●

セーフティドライブ体験試乗会（特設専用コース）
11：00〜16：00 ̶ 幕張海浜公園Gブロック内

●

クリーンエネルギー車同乗試乗会（特設専用コース）
11：00〜16：00 ̶ 幕張海浜公園D・Eブロック内

●

商用車同乗試乗会（南休憩ゾーン東側通路発着）
11：00〜16：00 ̶ 幕張メッセ周辺公道

※試乗券配布場所：幕張メッセ南休憩ゾーン西側
※天候等の都合により予定が変更になる場合があります。

海外から東京モーターショーを訪れるVIPの国籍は
さまざまだが、
なかでも南の国パプアニューギニアから
のマイケル・ライモ教育大臣の来訪は異色。2時間あ
まり、
ショーを熱心に視察したライモ氏は
「日本車の環
境技術水準の高さに感銘を受けた」
といい、
「帰国し
たらさっそく教育の現場にも伝えたい」
とのこと。
ちなみにパプアニューギニアは京都議定書にも
参加している環境対応の積極推進国で、走ってい
るクルマのほとんどが燃費性能にすぐれた日本車
だそうだ。
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10月29日の入場者数 63,100人

入場者数累計

323,300人

2007年10月30日発行

「ＧＴ−Ｒ」のカットモデルも展示

中央ホールにある日産自動車の展示ブースは、
いつも熱気の
渦に包まれている。今回の東京モーターショーでは、
ドライバー
にとって楽しいパートナーであるような愛着感、
信頼感を提供す
る
「ＰＩＶＯ２」
をはじめ、新感覚オープンコンパクト
「ラウンドボック
ス」などのコンセプトカーに熱い視線が注がれている。
だが、
や
はり、
イチ押しの大人気は新次元の最高級スポーツカー「ＮＩ
ＳＳ
ＡＮ ＧＴ−Ｒ」だ。
前回
（２００５年）
のショーではコンセプトモデルの「ＧＴ−Ｒ ＰＲ
ＯＴＯ」
を初公開したが、
今回はその「誰でも、
どこでも、
どんな時
でも最高のスーパーカーライフを楽しめる」
というコンセプトを具
現化した市販モデルである。新開発の３.８リッターＶ６ツインター
ボ「ＶＲ３８ＤＥＴＴ」エンジンを搭載、
最高出力は４８０馬力。発進

インターネット予約による抽選で「ＧＴ−Ｒ」
を 体感 も

から３．
６秒で時速１００キロに到達するなど加速や走りが売り物
だ。
ブース内にはカットモデルや実車を 体感 できるコーナーも
あって、
「ＧＴ−Ｒ」
を展示しているメインステージ前には、待ち望
んでいたファンが連日押し寄せ、立錐の余地もないほどのにぎ
わいぶりをみせている。
開幕に先立ち、報道関係者を対象に行ったプレスブリーフィ
ングでは、
その マルチパフォーマンス・スーパーカー に乗り込ん
でカルロス・ゴーン社長が登場。
「『ＧＴ−Ｒ』
は、
私たちのパッショ
ン
（情熱）
のあかし」
と、
パッションという言葉を連発した。
そして、
公約 どおり
「国内では１２月、米国では来年６月に発売する」
と、
販売計画を明らかにした。前身の「スカイラインＧＴ−Ｒ」が生
産中止とになって以来、
５年半ぶりの復活である。

日産自動車

I M P O R T E D

キーワードは「情熱」と「革新」
プジョー

紅葉狩り も
楽しめる日産ブース

和紙で作られた行灯のような風合いを持ったペーパーウォー
ルと、
中心に位置する漆塗りのような光沢を持った黒いリング状
のデッキ。
クルマに限らず、
ブースデザインにも力を入れている日
産は、
インテリアや調度品にこだわりをもつ。例えば、
正面の受付

カウンター内には、
この季節にあわせて紅葉を 植樹 。
このショ
ーが閉幕する頃には居ながらにして 紅葉狩り を楽しむことが
できるという粋な演出だ。
日産が提案したいクルマづくりの方向性は、
ヒトとクルマの新
しい関係を実現する
「人にやさしい先進技術」、
「ワクワクするド
ライビング」、
そして、
触れた人々の心を魅了する
「心に響くデザ
イン」──の３つが大きな柱。
「フェアレディZ」や「スカイライン」な
どの市販乗用車の展示コーナーからエントランスを抜けると、
話
題の「ＧＴ−Ｒ」を展示している大型スクリーンのある正面ステ
ージが浮かぶ。
今回、
商用車を含め計17台を展示している。
このうち4台がコンセプトカー。
「ＧＴ−Ｒ」
と同じ正面ステージ
には「ＰＩＶＯ２」
を展示。
「ＰＩＶＯ２」は電動シティコミューターで、
先進技術を駆使しながら、車輪は前後左右自在に動くなど、
こ
れまでのクルマにない動きやカタチを実現。
ドライバーを常にハ
ッピーな気分にさせるよう、表情や会話からドライバーの状態を
推定して話しかける
「ロボティック・エージェント」を採用したり、
丸いキャビンは３６０°
回転し、
どこからでも乗り込める。

これまでのクルマにない動きやカタチを実現した
「ＰＩＶＯ２」

欧州発表直後の最新モデルをいち早く日本公開

シックなグレー基調にまとめられたプジョーブース。
ステージ中央に展示されているのは、9月に欧州発表
されたばかりの4座スポーティクーペ「308 RC Z」。
欧州でトレンドとなりつつある直噴ターボエンジンを搭
載し、時速235キロという速度性能とリッター約15キロ
という高い燃費性能を両立させた。
同じく欧 州 で 今 年 発 売され たコンパクトワゴン
「207 SW」
も展示。
ワゴンでありながら前進感の強いスポ
ーティなフォルムに仕立てられたこのモデルは来年日本に
投入される予定だ。
ほか、
ル・マン24時間耐久レースの制
覇を目標に作られたV12ディーゼル搭載のレーシングカー
「908 HDi FAP」
も人気の的となっていた。

シトロエン

E X H I B I T

◀ル・マン24時間レースの制覇を目指す
ディーゼルレーシングカー
「908 HDi FAP」

▲「308 RC Z」
は低燃費と高性能を両立
◀矢をモチーフとしたサイドビューが個性的な
コンパクトワゴン
「207SW」

独創デザインの超低燃費ハイブリッドカーが注目集める

▲ディーゼルハイブリッドの超エコカー
「C─Cactus」
▶ラリーイメージの特別仕様車「C4 by LOEB」

シトロエンブースはコーポレートカラーの赤色で彩られ、
フランスのメーカーら
しい華やかな雰囲気をかもしている。円形の檀上に展示されたコンセプトカー
「C─ Cactus（カクタス）」は、同ブースの 主役 。ユーモラスなフロントマスク、
全体にくまなく抑揚をつけた独創的なボディデザインは相当に目立ち、多くの
来場客が周囲で足を止めていた。
このモデルの特色は環境性能の高さ。ディ
ーゼルハイブリッドシステムの採用により、100キロあたりの軽油
消費量はわずか2.9リッターという燃費の良さを実現していると
いう。内外装もリサイクル材料、生分解性素材を多用するなど環
境に配慮している。ほか、WRCラリージャパン開催に合わせ全
国32台限定発売される
「C4 by LOEB（ローブ）」
も登場。

ルノー

コンパクトカーの魅力を
大いに感じさせる展示

次世代サルーンの「インティマ」
若者のための新感覚オープンカー「ラウンドボックス（Ｒ.Ｄ／Ｂ.Ｘ）」

▲「RENAULT F1」
も人気の的
▲コンパクトなベーシックカー
「トゥインゴGT」

プレスブリーフィングから

▶カジュアルな3ドアトールワゴン
「カングー・コンパクト・コンセプト」

「ＧＴ−Ｒ」
は、私たちの
クルマに対する情熱の
究極の表現
日産自動車

カルロス・ゴーン社長兼CEO
日産はスポーツに熱狂する人々と同じように、
クルマに情熱を
燃やします。今回のショーで発表した
「ＧＴ−Ｒ」
は、私たちのクル
マに対する情熱の究極の表現です。国内では１２月、米国では
来年の６月に、
そしてグローバルには２００８年度内に「ＧＴ−Ｒ」
が登場します。
「ＧＴ−Ｒ」
を体感、
あるいは来年のスーパーＧＴ参
戦の模様を見て頂ければ、必ず「日産は約束を守った」
と評価し
て頂けるでしょう。自動車業界が前例のない変化に直面する中、
日産は力強い、透明性のある、先を見据えた企業として、積極的
にお客様に奉仕し、
ときめきをもたらしたいと考えています。

新世代の商用車モデル「NV200」

このほか、
リング状のホールには、
パートナーとの時間を優雅
に楽しめる室内空間を実現した次世代サルーンの「インティ
マ」、若者のための新感覚オープンコンパクト
「ラウンドボックス
（Ｒ．
Ｄ／Ｂ．
Ｘ）」、
さらに新世代のビジネスツールを提案した商用
車モデルの「ＮＶ２００」のコンセプトモデルを展示している。
また、
「コンパクトリチウムイオンバッテリー」や「３Ｄモーター」、
国内でも２００８年秋から投入する予定の「エクストレイル」に搭
載のクリーンディーゼルエンジンなどの技術展示も見逃せない。

ブースデザイン、展示車両ともカラフルで楽しい雰囲気のル
ノーブース。
メインのコンセプトカーはポップな3ドアトールワゴ
ン「カングー・コンパクト・コンセプト」。欧州で発売された新型カ
ングーをベースとするデザインを採用し、
ウインドウ面積を広
げることでオープンカーのような開放感が味わえるのがポイン
トだ。室内もリアシートを回転させられるなど、楽しいアイデア
が多数盛り込まれている。
欧州でデビューしたお洒落なベーシックカー、新型「トゥイン
ゴGT」は全長3.6mというショートボディながら、室内はリアシ
ートが大きくスライドするなど、
スペースユーティリティ抜群。
「トゥインゴ」は来年に日本導入予定だという。
なお、
ブースに展
示されたF1マシンも来場客の人気の的となっている。

A VIEWPOINT
of REPORTERS

記者の目

コンセプトカーのアイデアを
ぜひ市販車に
ジャーナリスト

マリナ・テルポリッリ氏
東京モーターショーは日本の自動車メーカーのコンセプトカーが
多く、とても楽しめます。日本メーカーはこれらの素晴らしいアイデ
アを、ぜひ実際に道路を走る市販車に生かしてほしいと思います。数
多くのコンセプトカーのなかで、とくに私が興味を持ったのは、小型
の燃料電池で駆動し、ボディが柔らかいジェル素材で作られている
というホンダ「PUYO」でした。感触が柔らかく、またデザインもとて
も温かみが感じられ、人間がクルマに対して 共感 を持ちうるとい
う点が素晴らしいと思います。また東京モーターショーに取材に来て
みたいですね。
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クルマに情熱を
燃やします。今回のショーで発表した
「ＧＴ−Ｒ」
は、私たちのクル
マに対する情熱の究極の表現です。国内では１２月、米国では
来年の６月に、
そしてグローバルには２００８年度内に「ＧＴ−Ｒ」
が登場します。
「ＧＴ−Ｒ」
を体感、
あるいは来年のスーパーＧＴ参
戦の模様を見て頂ければ、必ず「日産は約束を守った」
と評価し
て頂けるでしょう。自動車業界が前例のない変化に直面する中、
日産は力強い、透明性のある、先を見据えた企業として、積極的
にお客様に奉仕し、
ときめきをもたらしたいと考えています。

新世代の商用車モデル「NV200」

このほか、
リング状のホールには、
パートナーとの時間を優雅
に楽しめる室内空間を実現した次世代サルーンの「インティ
マ」、若者のための新感覚オープンコンパクト
「ラウンドボックス
（Ｒ．
Ｄ／Ｂ．
Ｘ）」、
さらに新世代のビジネスツールを提案した商用
車モデルの「ＮＶ２００」のコンセプトモデルを展示している。
また、
「コンパクトリチウムイオンバッテリー」や「３Ｄモーター」、
国内でも２００８年秋から投入する予定の「エクストレイル」に搭
載のクリーンディーゼルエンジンなどの技術展示も見逃せない。

ブースデザイン、展示車両ともカラフルで楽しい雰囲気のル
ノーブース。
メインのコンセプトカーはポップな3ドアトールワゴ
ン「カングー・コンパクト・コンセプト」。欧州で発売された新型カ
ングーをベースとするデザインを採用し、
ウインドウ面積を広
げることでオープンカーのような開放感が味わえるのがポイン
トだ。室内もリアシートを回転させられるなど、楽しいアイデア
が多数盛り込まれている。
欧州でデビューしたお洒落なベーシックカー、新型「トゥイン
ゴGT」は全長3.6mというショートボディながら、室内はリアシ
ートが大きくスライドするなど、
スペースユーティリティ抜群。
「トゥインゴ」は来年に日本導入予定だという。
なお、
ブースに展
示されたF1マシンも来場客の人気の的となっている。

A VIEWPOINT
of REPORTERS

記者の目

コンセプトカーのアイデアを
ぜひ市販車に
ジャーナリスト

マリナ・テルポリッリ氏
東京モーターショーは日本の自動車メーカーのコンセプトカーが
多く、とても楽しめます。日本メーカーはこれらの素晴らしいアイデ
アを、ぜひ実際に道路を走る市販車に生かしてほしいと思います。数
多くのコンセプトカーのなかで、とくに私が興味を持ったのは、小型
の燃料電池で駆動し、ボディが柔らかいジェル素材で作られている
というホンダ「PUYO」でした。感触が柔らかく、またデザインもとて
も温かみが感じられ、人間がクルマに対して 共感 を持ちうるとい
う点が素晴らしいと思います。また東京モーターショーに取材に来て
みたいですね。

SPECIAL

東京モーターショーでデモ走行
「第５回 全日本 学生フォーミュラ大会」
から7チームが参加

News vol.6
エグゾーストパイプの高音を響かせながら、
いきなりコースへと飛び出
すマシン、鋭いコーナリングからスラローム走行へ──幕張メッセ会場・
中央休憩ゾーンの仮設コースを爆進する学生チームの 手作りフォーミ
ュラカー のハンドルさばきに、見物する子供たちから黄色い歓声が上
がる。
今年9月に、静岡県の小笠山総合運動公園エコパで
「第5回 全日本
学生フォーミュラ大会」
（主催：自動車技術会）
が開催されたが、
これに参

TOPICS

加した7チームが東京モーターショーでのデモ走行企画に応じて参集、
29日から11月2日まで、1日に3回の実演がスタートした。参加校はホン
ダテクニカルカレッジ関東、東大、名古屋大、千葉工大、芝浦工大、千
葉大、東京農工大の各チーム。
ショー来場者にもモータースポーツファ
ンが多いと見えて、
デモ走行は初日からなかなかの盛況ぶり。
「この企画
がものづくりへの関心を高める若者の一助になれば」
と期待をかける運
営関係者も顔をほころばせていた。

一般来場客も利用可能になった
安らぎスペース
「出品者サロン」

国際会議場コンベンションホールBには出品者、
ショー関係者
向けのレストラン・休憩スペース
「出品者サロン」
が設けられてい
る。今回から、午後は一般の来場者も利用可能となったこともあ
り、連日多くの利用者でにぎわっている。
レストランの人気メニュー
は千葉県産「しおさい牛ステーキ丼御膳」
などのご当地メニュー
や麺類。肩や腰などの疲れをほぐすマッサージサービス
（10分
800円）
、疲労回復や眠気解消、美肌に役立つ酸素バー
（10分
500円）
も併設されている。

EVENT

●

10月30日
（火）

走る感動、心を動かすクルマを提案

一般公開初日に会場を訪れ、
「ＧＴ−Ｒ」
をアピールするゴーン社長

食事メニューは豊富

酸素バーでリラックス

第8回 自動車安全シンポジウム ――大型車の安全対策――
国際会議室）

14：00〜17：30（国際会議場2階
●

今日のイベント（予定）

シンポジウム

日産自動車

平成19年10月30日

第5回 全日本 学生フォーミュラ大会参加車両・デモ走行

VIP

11：00〜12：00／13：30〜14：30／15：30〜16：30

（中央休憩ゾーン）
●

スロットカー・サーキット

来場

10：00〜18：00（北ホール2階・キッズパーク）
●

ミニシアター〜クルマの夢・楽しさ・素晴らしさ〜

パプアニューギニア
マイケル・ライモ教育大臣

10：40〜12：25／13：05〜17：35
（国際会議場3階 302号室）
●

4×4 アドベンチャー同乗試乗会（特設専用コース）
11：00〜16：00 ̶ 幕張海浜公園Gブロック内

●

セーフティドライブ体験試乗会（特設専用コース）
11：00〜16：00 ̶ 幕張海浜公園Gブロック内

●

クリーンエネルギー車同乗試乗会（特設専用コース）
11：00〜16：00 ̶ 幕張海浜公園D・Eブロック内

●

商用車同乗試乗会（南休憩ゾーン東側通路発着）
11：00〜16：00 ̶ 幕張メッセ周辺公道

※試乗券配布場所：幕張メッセ南休憩ゾーン西側
※天候等の都合により予定が変更になる場合があります。

海外から東京モーターショーを訪れるVIPの国籍は
さまざまだが、
なかでも南の国パプアニューギニアから
のマイケル・ライモ教育大臣の来訪は異色。2時間あ
まり、
ショーを熱心に視察したライモ氏は
「日本車の環
境技術水準の高さに感銘を受けた」
といい、
「帰国し
たらさっそく教育の現場にも伝えたい」
とのこと。
ちなみにパプアニューギニアは京都議定書にも
参加している環境対応の積極推進国で、走ってい
るクルマのほとんどが燃費性能にすぐれた日本車
だそうだ。
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10月29日の入場者数 63,100人

入場者数累計

323,300人

2007年10月30日発行

「ＧＴ−Ｒ」のカットモデルも展示

中央ホールにある日産自動車の展示ブースは、
いつも熱気の
渦に包まれている。今回の東京モーターショーでは、
ドライバー
にとって楽しいパートナーであるような愛着感、
信頼感を提供す
る
「ＰＩＶＯ２」
をはじめ、新感覚オープンコンパクト
「ラウンドボック
ス」などのコンセプトカーに熱い視線が注がれている。
だが、
や
はり、
イチ押しの大人気は新次元の最高級スポーツカー「ＮＩ
ＳＳ
ＡＮ ＧＴ−Ｒ」だ。
前回
（２００５年）
のショーではコンセプトモデルの「ＧＴ−Ｒ ＰＲ
ＯＴＯ」
を初公開したが、
今回はその「誰でも、
どこでも、
どんな時
でも最高のスーパーカーライフを楽しめる」
というコンセプトを具
現化した市販モデルである。新開発の３.８リッターＶ６ツインター
ボ「ＶＲ３８ＤＥＴＴ」エンジンを搭載、
最高出力は４８０馬力。発進

インターネット予約による抽選で「ＧＴ−Ｒ」
を 体感 も

から３．
６秒で時速１００キロに到達するなど加速や走りが売り物
だ。
ブース内にはカットモデルや実車を 体感 できるコーナーも
あって、
「ＧＴ−Ｒ」
を展示しているメインステージ前には、待ち望
んでいたファンが連日押し寄せ、立錐の余地もないほどのにぎ
わいぶりをみせている。
開幕に先立ち、報道関係者を対象に行ったプレスブリーフィ
ングでは、
その マルチパフォーマンス・スーパーカー に乗り込ん
でカルロス・ゴーン社長が登場。
「『ＧＴ−Ｒ』
は、
私たちのパッショ
ン
（情熱）
のあかし」
と、
パッションという言葉を連発した。
そして、
公約 どおり
「国内では１２月、米国では来年６月に発売する」
と、
販売計画を明らかにした。前身の「スカイラインＧＴ−Ｒ」が生
産中止とになって以来、
５年半ぶりの復活である。

