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My Car で の
思い出
第7版

マツダ アクセラ（東武ワールドスクウェアの駐車場にて）

村上洋一

著

はじめに
26 才のときに初めて車を買い求め、妻の車、長男の車を含め、これまでに 8 台を購入し
ました。それぞれの車で、居住地、家族構成などが異なり、色々な思い出があります。今回
この思い出をまとめてみました。
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1． 日産 サニー 1,200cc （1976～1980 年 5 年間）
（1） 胃痛
私が購入した最初の車です。就職した
日立の亀戸工場（東京都）が新潟県の中
条町に移転し、都内では不要だった車が
必要になりました。日立は日産と取引が多
いため、社員は日産の車を買うという暗黙
のルールがあり、日産の大衆車で一番安
かったサニーを購入しました。
友人の車に乗せてもらってディーラーに
行き、車引渡し後、自ら運転して帰って来
ました。運転歴が少なくまた新車であるこ
とより、帰路の約 20km は必死の運転でした。緊張で胃が痛くなりました。
車は今見ると変な形だと思いますが、当時は最新の格好良いスタイルでした。自動車登
録番号は「2518」でした。
（2） エアコン無し
一番安い車ということで、エアコン、パワーウインドウ、パワーステアリング無しの車でし
た。今はどんな車でもこれらは標準装備になっているので、これらの装備の有り難さが分か
らないと思います。エアコンは夏に困りました。夫婦二人のときはそんなには不便を感じな
かったのですが、子どもが生まれて車で移動するときに、子どもが汗びっしょりになるので
可哀想でした。
通常窓は閉めて運転しますが、窓を開閉することは意外と多くあります。有料駐車場で
駐車券を取るときと駐車料金を支払うとき、高速道路の入口で通行券を受け取るときと通
行料を支払うとき、難しい場所でのバックで、窓から顔を出して後ろを見るときなどです。パ
ワーウインドウが無い場合、その都度ハンドルを回して窓の開閉をしますが、かなりの力を
要します。停まっての開閉では間に合わず、運転中に開閉することも多く、結構面倒なもの
です。二台目のバラードはパワーウインドウ付きでした。三台目のビガーはケチってパワー
ウインドウ無しにしましたが、このときは失敗したなと後悔しました。
二台目のバラードはパワーステアリング付きで、買い替えたときはパワーステアリングの
有り難さを実感しました。
＜余談＞
当時、室内エアコンのある家は少なく、妻が子どもを連れてエアコンのある家に涼みに行
った話を聞いたときは、早くエアコンを買おうと思いました。
三種の神器：白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫
新・三種の神器（高度成長期の 3C）：カラーテレビ（Color television）、クーラー（Cooler）、
自動車（Car）
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平成の三種の神器：デジタルカメラ、DVD レコーダー、薄型テレビ
（3） 砂浜で立ち往生
中条町の社宅は日本海に近い場所にありました。海岸に車で行ったとき、砂浜にタイヤ
の跡が多くあったので走れると思い、どんどん砂浜に入って行きました。前進は上手く走れ
ましたが、戻ろうとしてハンドルをきると、前に進もうとする後輪に対し斜めになった前輪が
ブレーキとなり、前進できなくなりました。それでもアクセルを吹かすと、後輪が穴を掘り埋も
れた形になりました。近くから板切れを持ってきて、後輪の下に敷きながらバックで脱出しま
したが、脱出にかなりの時間を要しました。後で聞いたのですが、タイヤ跡は四輪駆動のジ
ープのものでした。浜で漁をする漁民はジープを持っていて、それで走行していました。
＜余談＞
能登半島の西側海岸に「千里浜」という、
車で浜を走れる観光名所があります。波際
まで近寄れ、波しぶきを上げて走ることがで
きます。
波しぶきを上げて気持ちよく走ったので
すが、車のシャーシ部分（底部分）が錆びる
だろうなと、後でちょっと後悔しました。
千里浜
（4） チェーン巻き
春に車を購入し、秋までは快適なドライブを楽しみました。初めての冬を迎え、全てが初
めての経験でした。まず冬に向けて、スノータイヤ、チェーン、雪落としブラシ、スコップを購
入しました。他には、タオル、軍手も準備しました。
現在はタイヤの大きさにちょうど合ったチェーンが売られていますが、昔はいくつかの大
きさのタイヤをカバーする長めのチェーンが売られていました。したがって使用する前に、
自分の車のタイヤ用にチェーンの長さを調節する必要があり、ガソリンスタンドで切断しても
らいました。チェーンを買ったからといって安心してはいけません。チェーンの長さを調節す
ること、ジャッキを使う練習、チェーンを巻く練習が必要です。この準備をしていないと、チェ
ーンは上手く巻けません。
チェーンは、長さが短すぎると巻けませんし、ぴったりだと雪が付いたタイヤに巻くのに苦
労します。少しゆとりがある長さが最適です。長すぎると緩んだ部分がタイヤハウスの内側
に当たり、カラカラ音を出しながら走ることになります。
（5） 雪道用のタイヤ
雪道では普通のタイヤは全く役に立ちません。スノータイヤで走れますが、雪が多かった
り凍ったりするとタイヤがスリップするので、チェーンを巻きます。雪が無くなった道路に出て
きた場合は、すみやかにチェーンを外します。外さないとガタガタ音がしてうるさいし、また
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そのまま走り続けるとチェーンが切れてしまいます。
チェーンを付けたり外したりという、面倒な作業を無くしたのがスパイクタイヤです。スリッ
プが少なく安全で便利なタイヤなのですが、スパイクが道路を削って粉塵を巻き上げるとい
う問題があったので、ある時期から使用禁止になりました。
その後売り出されたのがスタッドレスタイヤです。スノータイヤよりは制動力があるのです
が、チェーンの制動力には劣るので、大雪の場合や雪が凍った場合ではチェーンを巻くの
が良いです。
（6） 休日は車の掘り出しから
冬季は、一晩に車の屋根に 50cm ほど雪
が積もる状況でした。（現在は地球温暖化
のためか、それほど雪が降ることは無いよ
うです。）休日車で出掛ける場合は、車の掘
り出しから始まります。車の屋根の雪を落と
し、周りの雪を取り除き、それから車を移動
させます。チェーンを巻いていれば良いの
ですが、巻いてないときはそれからまた一
仕事です。寒い中ジャッキアップしてチェーン
社宅前の道路で、雪で埋もれた車
を巻く作業は一仕事です。
車の掘り出しは他人より先に行うのが原則です。落とした雪や取り除いた雪は消えるわ
けではないので、近場に溜まります。他人の除いた雪が自分の車の近くにある場合は、取
り除く雪も多くなり大変です。
図 1 の A 車を動かすには、まず運転席側の①の雪を取り除きます。次に天井の雪②を③
の方向に落とします。その後運転席のドアを開け、中に入って車を動かします。B 車を動か
すにも同様の作業をしますが、運転席側の雪が③のように増えているのでより面倒になり
ます。自分の左右の車が出てしまっているときは、取り除いた雪が自分の車の周りに吹き
溜まりのように溜まっていて、それは大変な雪除け作業になります。車の掘り出しは 30 分
から 1 時間かかりました。
運転席側
②

A車

B車

A車

B車
③

①

図 1 雪除け作業
中条町の社宅から、新発田市の屋根付きの駐車場を持つ一戸建てに移ったときは、この
作業から開放されました。
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＜余談＞
春になり雪が消えると車の全体が見えるようになり、車のあっちこっちにかすり傷が付い
ていました。車の掘り出し作業中に、スコップの先端で車をこすったもので、夢中で雪を取り
除いているため、気づかないでいるわけです。
（7） 塩害
日本海に近いところに社宅があった関係上、塩害を受けたと思います。昔は塗装の耐久
性も低く、錆びた車が多く走っていました。友人の車は窓のところに穴が開きました。私はそ
こまではなりませんでしたが、5 年目でアクセルを踏む足元に水漏れを生じ、結局このため
に車を買い替えました。
当時は、多くの方が 4、5 年で全面塗装をするか、新車に買い替える状況でした。
2． ホンダ バラード 1,500cc （1981～1987 年 7 年間）
（1） FF 車、フル装備
FF とはフロントエンジン・フロントドライブ
の略で、前輪駆動のことです。エンジンは通
常車の前方にあるのですが、そのエンジン
の力を前輪に伝えて車を動かす仕組みで
す。反対は FR でフロントエンジン・リアドライ
ブです。エンジンの力を後輪に伝えて車を
動かす仕組みです。FF は構造が簡単で安
価に実現できるため、小型車、大衆車に採
用されています。FR 車は乗り心地が良いの
で、大型車、高級車に採用されています。
FF 車は雪道に強いというメリットがあるので、雪国には多く売られています。4WD という四
輪駆動の車もあり、これが雪国には最適です。
一台目のサニーは FR 車で、雪道での脱出で苦労した経験が多くありましたが、バラード
に替えて、FF 車は雪に強いということを実感しました。
この車はエアコン、パワーウインドウ、パワーステアリングのフル装備でした。当時、パワ
ーステアリングの車はほとんど走っていませんでした。一度パワーステアリングの車を運転
すると、無しの車のハンドルの重さにびっくりしたものです。
自動車登録番号は「5377」でした。
（2） トランクルーム・スルー
後部座席の背もたれの一部が前に倒れ、室内とトランクルームがつながる仕様でした。
当時は乗用車で、室内とトランクがつながる車とか、一体になった車はほとんどありません
でした。スキー板などの長いものが積めましたが、もっぱら長男が室内とトランクルームを
行き来して遊んでいました。
なおこのバラードは、セダンでありながらリアワイパーが付いていて、雪国の新潟では有
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効でした。
（3） キャンプ
新潟には 26 才から、15 年間住んでいまし
た。長女が物心付いた頃から友人家族と一
緒に、よくオートキャンプに行きました。キャン
プには多くの荷物を持って行きます。車のト
ランクの形状に見合った木箱を作ったり、後
部座席の足元に寝袋を置くなどして、荷物を
多く積むための工夫をしました。

My Car と 2 張りのテント
（4） もう少しで雪に埋まる
春先、新潟県の阿賀野川沿いの道を走
っていたときです。川の蛇行に合わせて道
路も蛇行しています。前の車がカーブで見
雪崩
えなくなって、そのカーブを通過して前を見
山の斜面
ると、道路が雪で埋まっていました。雪崩が
起きたのです。もう少しのタイミングで、私
の車は雪に埋もれていたか、雪で道路下の
阿賀野川
道路
阿賀野川に押し出されていました。
さすが皆雪国のドライバーです。足止め
になった車のドライバーがトランクからスコップを取り出し、雪掻きを始めました。通報で除
雪車が到着する頃には、道路が開通するほど雪がなくなっていました。
（5） 飲酒運転
35 年の運転歴で二度飲酒運転をしました。一度目は長男の出産のときで、まだ産まれな
いということでビールを飲んで寝ていた夜中に急に産まれることになって、20km 離れた産
婦人科まで車を運転しました。そのまま入院して早朝無事出産しました。長女は寝たまま車
に乗せて病院に行き、眼が覚めたときは病院で長男と初対面でした。
二度目は長男の産後間もない頃で、母乳が出ないということで、また夜中に酒酔いのま
ま車を運転して病院に行きました。
その後は一度も飲酒運転はしていません。
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3． ホンダ ビガー 1,800cc （1988～1996 年 9 年間）
（1） ドアミラー
この車からドアミラーになりました。フェン
ダーミラーのときは頭や眼を少し動かすだ
けで後方を見ることができましたが、ドアミラ
ーではかなり動かさないと見えなく、当初は
かなり面食らいました。
ドアミラーの場合は手動の調節でも、運
転手側は運転手自ら調節できるメリットがあ
ります。
自動車登録番号「4317」は、語呂合わせ
で「夜店はいいな」です。
（2） スキーキャリヤー
家族でスキーをするようになって、スキーキャリヤーを車に取り付けました。関東ではス
キーキャリヤーを取り付けている車はほとんど見ませんが、新潟ではシーズンになると、多
くの車で装着していました。
新発田市の家から 30 分走ると「二王子スキー場」です。4 人乗りのリフトがあり、4 人で山
頂に到着すると一斉に滑り降りますが、直滑降の長男、妻、長女、私の順番でした。
（3） スタッドレスタイヤで横揺れ
1991 年の 2 月に、転勤で新潟から海老名に来ました。車も運んで来ましたが、新潟では
スタッドレスタイヤを装着していたので、海老名もスタッドレスタイヤのまま走っていました。
春先スタッドレスタイヤのまま東名高速道路を走ったときのことです。東名高速道路のカ
ーブは、新潟の高速道路に比べて急カーブになっています。急カーブの上に、幅 165mm の
スタッドレスタイヤはゴムが柔らかくて溝の深さが深いということで、カーブで車が横に揺れ
て危険を感じ、スピードを落として走りました。
次のセドリックのタイヤ幅は 215mm と広く、安定感は抜群で揺れる感じは一切しませんで
した。
セドリックの次のスカイラインのタイヤ幅は 225mm です。
（4） クラッチ盤が消耗
伊豆高原に行ったとき、登り坂でアクセルを吹かしてもスピードが上がらない経験をしま
した。クラッチ盤が磨り減って、エンジンの回転力がタイヤに伝わらない空回りの状況です。
買って 7 年目のときで初めての経験でした。次のセドリックからはオートマチック車で、クラッ
チ盤が消耗するということはありません。
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（5） 北海道旅行
家族で 5 泊 6 日の北海道旅行をしました。北
海道は真っ直ぐな道路がどこまでも続くというこ
とを聞いていたので、車で行きました。早朝家
を出て夕方に青森に到着、青函連絡船で短い
睡眠を取り、早朝函館到着のスケジュールでし
た。帰りも船に乗るのですが、違った航路でと
いうことで、苫小牧から仙台への太平洋フェリ
ーを利用しました。
ルートは次の通りです。☆は宿泊を示します。
海老名 → 首都高速道路 → 東北自動車道 → 青森 → 青函連絡船☆ → 函館
☆ → 洞爺湖 → 小樽・札幌☆ → 旭川 → 美瑛☆ → 苫小牧 → 太平洋フェ
リー☆ → 仙台 → 東北自動車道 → 首都高速道路 → 海老名
（6） 帰省
いつもは飛行機や新幹線、寝台電車で故郷大分に帰省するのですが、この車を使って
二度帰省しました。二度目は往路に 3 泊し、観光も楽しみました。
帰省ルートは次の通りです。☆は道中の宿泊を示します。
＜一度目＞
海老名 → 東名高速道路 → 名神高速道路 → 神戸 → ダイヤモンドフェリー☆
→ 大分 → ダイヤモンドフェリー☆ → 神戸 → 名神高速道路 → 東名高速道路
→ 海老名
＜二度目＞
海老名 → 東名高速道路 → 渥美半島 → 伊良湖 → 伊勢湾フェリー → 鳥羽
→ 伊勢・志摩☆ → 京都☆ → 山陽自動車道 → 瀬戸大橋 → 坂出☆ → 金
比羅 → 松山城 → 佐多岬半島 → 三崎 → 国道九四フェリー → 佐賀関 →
大分 → ダイヤモンドフェリー☆ → 神戸 → 名神高速道路 → 東名高速道路 →
海老名
（7） 通勤に使用
次のセドリックも同様ですが、通勤に使いました。自宅から国道 246 を都内方向に走り、
市ヶ尾から一般道に入り、川崎市都筑区にある勤務地に到着します。片道 24km ですが、
新潟のときも片道 20km を車通勤していたので、苦にはなりませんでした。朝はラッシュのた
め 1 時間 10 分ぐらいかかりました。帰りは 9 時ごろと遅いので、ラッシュは無く 30 分ぐらい
で帰宅できました。
現在新百合ヶ丘で開催されるダンスパーティーに車で行くのですが、片道 24km 所要時
間約１時間は苦にはなりません。
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4． スズキ アルト 360cc （1988～1990 年 3 年間）
（1） 新潟では 2 台は必要
工場に近接する社宅に住んでいたときは、自
転車で通勤していたので、妻は自由に車を使え
ました。妻の趣味や子どもの習い事に車を使っ
ていました。
工場から車で 30 分の場所に持ち家をしてか
らは、通勤で車を使うようになったので、妻用の
車が必要になり、中古でもう 1 台購入しました。
買い物、趣味などで重宝していました。自動車
登録番号は「・169」でした。
（2） スキー三昧
九州育ちの妻は、長女が保育園でスキーを始めたときからスキーを始め、スキーにのめ
り込みました。長男が小さい頃は近くのスキー場に車で出掛け、長男を帯紐で背負って滑り
降りるほどの熱心さでした。スキー場に行く途中、雪で車が蛇行を始め、田んぼに突っ込ん
だというエピソードもありました。
家族 4 人でスキーに行くときは、ビガーにスキーを 4 本積んで出掛けました。
5． 日産 セドリック 3,000cc （1996～2009 年 13 年間）
（1） 憧れの「3」ナンバー
車の買い替えの度に、エンジンの排気量
を 大 き く し ま し た （ 1,200cc → 1,500cc →
1,800cc）。46 才のとき「3」ナンバーに憧れて
この車を購入しました。
当時カーナビ、電子ロックは一般的では
ありませんでした。電子ロックはオプション
で、費用 5 万円ということで断念しました。
購入後数年経ってカーナビを装備し、高
速道路で ETC（Electronic Toll Collection
System、ノンストップ・自動料金収受システ
ム）が導入されてから ETC を装備しました。ETC を装備して上手く作動するか心配になり、
装備したその日に東名高速道路の厚木 IC から町田 IC まで走りました。人生色々なタイミン
グで感動を味わいますが、IC で入口のバーが開いて高速道路に入れたときは感動しました。
自動車登録番号「5329」は、語呂合わせで「ゴミ拭く」です。
（2） 初めてのオートマチック車
これまでの車は全てマニュアル車でした。オートマチック車はクラッチ操作が無いので運
転は楽ですが、マニュアルからオートマチックへの切り替え直後は、面食らうことがありまし
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た。
通常の運転ではなんら問題は無いのですが、ブレーキをかける際にどうしても左足が動
きます。急ブレーキの場合は、クラッチ盤がある位置に左足を踏み出し、力を入れて踏む込
む動作をよく行いました。
（3） トラック代わり
新車購入と同時に本格的なガーデニング
に取り組みました。本格的というのは、ウッ
ドデッキ、パーゴラ、レンガによるインターロ
ッキングと花壇造りなどです。資材を購入す
るため毎週末ホームセンターに通いました。
材木などは長すぎてセドリックに積めないた
め、貸し出し用の軽トラックで運びましたが、
レンガや砂利はセドリックで運びました。荷
物の積み下ろしなどで、車には小さな傷が
付きましたが、あまり気にはしませんでした。

セドリックで運んだレンガと砂利

（4） 大雪（1998 年）
1998 年関東地方に大雪が降りました。朝は雪が降っていなかったので車で出勤しました。
昼過ぎから雪が降り始め、帰宅時には路面に 5～10cm 積もる量になりました。マイカー通
勤の方が 50～60 名いましたが、車で帰宅する方もいました。私は新潟の経験から直ぐに無
理と判断し、公共機関で帰宅の途に付きました。最初はバスで会社がある加賀原から JR
中山に行きました。中山から町田までは JR で行きました。町田から海老名までは小田急で
すが、雪は降り止まず電車のダイヤはかなり乱れていました。いつもは急行に乗るのです
が、最初に来た普通に乗り海老名に向かいました。のろのろ運転のうえ、各停車駅で停車
時間が長くいつ海老名に着くかわからない状態でした。結局海老名の 2 つ前の駅の相武台
前で停車、いつ発車になるか分からないということで、歩いて帰ることにしました。
道がよく分からないので、分かっている道として、座間市役所の前を通り、国道 246 を帰
ることにしました。国道 246 に出て歩いて帰ったのですが、途中立ち往生している車を多く
見かけました。ずばり言って全部が停止している状況でした。折角チェーンを巻いても、チェ
ーンを巻いていない車が立ち往生して、道路を塞ぐ状況でした。会社は 5 時頃に出たので
すが、相武台からの徒歩 2～3 時間を含め、帰宅したのは 0 時過ぎでした。
（5） 「77777」
2009 年 8 月の初旬に走行距離「77777」になりま
した。国道 246 で「77777」になったら車を停めて写
真が撮れないわけで、どきどきしながら走っていま
した。幸いなことに、海老名市の国分寺台で
「77777」になりました。住宅街の道路に車を停めて、
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証拠の写真を撮りました。約 13 年間で 77,777km なので、一年の平均走行距離は約
6,000km です。
（6） 物損被害
新百合ヶ丘で開かれるダンスパーティーに車で行きます。車は、今はイオンの駐車場に
停めますが、前は麻生区役所の駐車場に停めていました。区役所の隣には図書館、ホー
ルなどがあり、これらの施設を利用すると 1 時間駐車が無料で行なえます。1 時間を超えて
も「1 時間を超えています。1 時間以内の駐車にご協力をお願いします。」というアナンスが
流れますがゲートは開きます。そのため 1 時間を超える駐車をなくすために、区役所の職
員が誘導と指導を行なっていました。友人からは、長時間駐車の警告張り紙をされたという
話を聞いていました。ダンスパーティーは 3 時間なので私は 3 時間強停めていたのですが、
幸いなことに一度も警告紙を張られたことはありませんでした。
あるとき、ダンスパーティーが終わって車に近づいていったら、ワイパーに紙が挟まれて
いるのが見えました。「あっ、警告紙だ！」と思って近づいたら、車を傷つけたことのお知ら
せでした。車を見ると、バンパーの右にかなりの擦り傷が付いていました。お知らせによると、
警察を呼んで処理をしましたが、私が帰って来ないので、後で警察署に行って欲しいという
ものでした。麻生警察署に行って言われるがままに手続きを行ないました。結局、ぶっつけ
た方の保険で修理をしましたが、その方とは 2 度電話でお話をしただけで、お会いすること
はありませんでした。
（7） 経済対策で買い替え
旧車の廃車を伴う新車の購入に対して、10 万円（旧車 13 年未満）、もしくは 25 万円（旧
車 13 年以上）の購入補助金が出る経済対策が、2010 年 3 月までの期限立法として施行さ
れました。
トランクルームに雨水が入る不具合以外には、塗装もきれいで問題は無かったのですが、
車検年でもあるし 25 万円の魅力も捨てがたいものだったので、13 年乗り続けたセドリックの
買い替えを決断しました。
6． 三菱 eK ワゴン 660cc （2006～2013 年 7 年間）
長男が大学在学中に、車が欲しいという
ことで購入した中古車です。車の保険を安く
するために、私の二台目の車で登録してい
ました。なお購入費は最初私が立替ました
が、今は長男が就職して完済しています。
自動車登録番号「5617」は、語呂合わせで
「語呂いいな」です。
長男は 2013 年にホンダ フリード（22 ペー
ジ参照）に乗り換えました
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7． 日産 スカイライン 250GT 2,500cc （2009～2017 年 8 年間）
（1） 何故スカイライン？
これまで日産（2 台）とホンダ（2 台）の車
に乗ってきたので、今回はトヨタに乗ってみ
たいという気持ちがありました。セダンで「3」
ナンバーは絶対条件だったので、トヨタでは
マーク X、クラウン、レクサスなどが候補でし
た。予算的にはマーク X だったのですが、
友人が乗っている、走っていて多く見かける
という理由で、日産の車も検討することにし
ました。
ティアナ、スカイライン、フーガが候補でし
たが、予算面、スタイルの良さ、あまり走っていないという理由でスカイラインに決めました。
（2） スカイラインでスカイライン
スカイラインのカタログに、各地のスカイ
ライン（道路）を走るスカイライン（車）の写
真が載っています。折角だからそれを体験
してみたく、納車当日に実行しました。
午前の納車の後東名高速道路を走り、
御殿場 IC で下りて「芦ノ湖スカイライン」と
「箱根スカイライン」を走りました。カタログ
に載っていた場所に車を停め、同じような
写真を撮りました。良い記念です。
箱根スカイライン（芦ノ湖を望む）
なお自動車登録番号「・620」は、私の誕生日です。嫌な番号が払い出されるのを避ける
ため、1999 年から開始された希望番号制度でこの番号をもらいました。
（3） 音楽プレーヤー
今回のカーナビはハードディスクを内蔵し
ていて、ナビゲーションに必要な地図情報を
格納しています。ハードディスクは 30GB と
容量が大きく、地図情報の他、音楽ファイル
も格納できるようになっています。音楽ファ
イルは MP3（MPEG-1 Audio Layer-3）という
圧縮形式で格納されるので、約 3,000 曲が
格納できます。CD を入れ替えなくても多くの
音楽が聴けるのでとても便利です。
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CD をかけると、MP3 の形式でハードディスクに音楽を録音しています。MP3 は容量が少
ないため、CD の再生時間より早くハードディスクに録音できます。（CD をかけて聴いている
とき、実は MP3 で録音された音楽を聴いています。）
このカーナビ内蔵の音楽プレーヤーは、アルバム名や曲名を表示できます。今まで、曲
名は CD のジャケットを見ないと分からず、結局運転中は曲名を意識しないで音楽を聴いて
いました。今回は、良い曲のときは曲名を確認するので、曲名を覚えられるようになりまし
た。
（4） 車の用途
スカイラインの前のセドリックまでは、車は週末の旅行・ドライブ、買い物に、また一時期
は会社への通勤に使っていました。スカイラインは退職後に買ったので、表 1 のように用途
がこれまでとは異なってきました。
表 1 スカイラインの用途
用途

内 容

ダンス関係

ダンスの練習会場（社家コミュニティーセンター）の往復や、ダンスパー
ティー会場（新百合 21、大和保健福祉センター、）などの往復に使います。

花巡り、他

花巡り、公園散策、mini 観光で、現地までの往復に使います。mini 観光
では、千葉県、東京都、静岡県、などに出かけます。一番距離を要する用
途です。
2014 年に圏央道の海老名-八王子間が開通したので、圏央道を使って
山梨県、埼玉県、群馬県の観光地に出掛けるようになり、走行距離が格
段に伸びました。
＜余談＞
ナビゲーションの地図情報更新は費用がかかるので、購入時のままで
更新しませんでした。そのため圏央道の海老名-八王子間では、ナビゲー
ションが迷子状態になります。）

ハナアオイ（南足柄市）

あじさいの里（開成町）
買い物

食品店（イオン、COOP、など）、ホームセンターなどの往復に使います。
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（5） 2014 年の大雪
関東も雪は降りますが、交通障害が生じる
ような大雪は滅多にありません。在職中の
1998 年に大雪があり、電車が止まったので
歩いて帰宅したことがあります。（10 ページ
参照）
2014 年に、1998 年並みの大雪がありまし
た。お隣さんは自動車で通勤するので、タイ
ヤをスタッドレスタイヤに交換したり、雪かき
をしたりしましたが、私は退職後であり外出
の必要が無いので、自宅で雪が解けるのを待
雪に埋まったスカイライン
ちました。都会の方は雪が降ると歩行のため
の雪かきを行いますが、私は新潟在住の経験から、雪とは格闘せず自然に解けるのを待
つようにしています。
我が家は国道 246 号のすぐ近くにあります。国道 246 号は静岡県沼津市と東京都千代田
区を結ぶ片側 2 車線の道路で、都心への荷物輸送に重要な役割を果たしています。我が
家に近い地点は東京方向で上り傾斜になっていて、大雪の際は必ず交通障害が生じます。
下の写真は大雪の翌日の状況です。写真①は上り傾斜で、チェーンを持っていなかった車
が上りきれず放置車になった状況です。写真②は下り傾斜です。チェーンを持っていなかっ
た右の車は、ブレーキが利かなくなるのを恐れ、放置車になっています。その横を通過しよ
うとした車は、ブレーキが利かなくなることに気が付き、あわててチェーンを巻いています。
国道 246 号は雪捨て場所が無いので、除雪車は運行されず、雪解けを待つしかありませ
ん。時間が経つとともに交通障害が解消されていきましたが、チェーンがタイヤハウスに接
触してカラカラ音を出している車、外れたチェーンを引きずって走っている車、タイヤから外
れ路上に残されているチェーンを散見しました。

写真①（上り傾斜）

写真②（下り傾斜）

（6） ドライブ旅行① （2015 年）
このスカイラインで、2015 年 4 月に 4 泊 5 日のドライブ旅行に出掛けました。15 年間住ん
だ「第二の故郷」の新潟を訪ねる旅行で、往路に福島県、復路に長野県の観光を含めまし
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た。旧自宅を訪ねるとともに、観光で 5 つの城にも行きました。
図 2 にドライブ旅行の行程図を示します。総距離 1,288km で、高速道路を多く走ったので、
10.4km/ℓという高燃費でした。タイヤ幅は 225mm で、安定した走行性能を持ち、かつ乗り心
地の良い車なので、運転の疲れは全くありませんでした。
●は宿泊地を示します。
村上市 ●

佐渡

胎内市 ●
新発田市 ●

村上城址
鶴ヶ城

● 新潟市
新発田城

●弥彦神社
●寺泊

●鶴ヶ城、飯盛山
●大内宿
●塔のへつり
福島県

新潟県

●野尻湖
●善光寺
●懐古園
● 松本城
長野県

懐古園(小諸城址)

山梨県
● 昇仙峡
松本城

海老名市 ●
神奈川県

図 2 行程図

図 2 行程図

＜余談＞
私はコーヒーを飲みながら運転をするのが好きです。コーヒーはマクドナルドのドライブス
ルーで調達しますが、市街地以外でマクドナルドを見つけるのはなかなか困難です。したが
って長距離ドライブの時は、コーヒーを入れた魔法瓶を持参していました。
最近はどのコンビニでもコーヒーを売っているので、魔法瓶を持参する必要が無くとても
便利になりました。
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（7） ドライブ旅行② （2016 年）
2015 年のドライブ旅行に続き、2016 年春に「お城めぐり」をテーマとして近畿・中部地方
のドライブ旅行を行いました。3 泊 4 日の走行距離 1,326km のドライブ旅行で、図 3 に行程
図と表 2 に訪問地/観光地を示します。

金沢城・兼六園

●●

● 五箇山
●
東尋坊
● 白川郷

●
●
永平寺
丸岡城 ●
● 越前
大野城
大垣城

長浜城
●
●
彦根城

奈良井宿
高遠城址公園
●
●
郡上
● 八幡城

● 妻籠
●

清州城
●

●
●

名古屋城

● 寝覚の床

●
犬山城
岡崎城
●

●
自宅

馬籠

浜松城
●
●

掛川城

● ： お城

● ： その他

図 3 行程図
表 2 訪問地/観光地
区分

訪問地/観光地

お城

掛川城、浜松城、岡崎城、名古屋城、清州城、大垣城、彦根城、
城、越前大野城、丸岡城、金沢城、郡上八幡城、犬山城、高遠城址

合掌造り集落

五箇山・相倉集落、五箇山・菅沼集落、白川郷

宿場

馬籠宿、妻籠宿、奈良井宿

奇岩

東尋坊、寝覚の床

寺社、庭園、公園

永平寺、玉泉院丸庭園、兼六園、高遠城址公園
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（8） 走行距離 77,777km
セドリックに続き、2017 年 6 月 20 日に走行
距離 77,777km を達成しました。7 年 10 ヶ月で
の達成でした。
＜余談＞
車なのに何故か「航続可能距離」になって
います。10 月に乗り換えたマツダ アクセラは、
「走行可能距離」になっています。

（9） メンテナンス
車を安全に乗りこなすには、色々なメンテナンスが必要になります。表 3 に、車検以外に
私が行う/行ったスカイラインのメンテナンスの状況を示します。
表 3 メンテナンス状況
交換項目

メンテナンス状況

エンジンオイル

走行距離 5,000km、もしくは 6 ヶ月ごとに交換

フィルター

オイル交換の 2 回に 1 回の頻度で交換

バッテリー

エンジンのかかりが悪くなった時や、パワーウインドウの動きが悪くなっ
た時に交換
（2 年半で一度交換しました。その後の交換はありません。）

ワイパーゴム

雨の拭き漏れを生じたり、使用時に異音を生じたりするようになったと
きに交換
（2 年半ごとに二度交換しました。）

ブレーキパット

車検時にブレーキパットの厚みをチェックし、必要により交換
（スカイラインは後輪駆動なので後輪のブレーキパットの消耗が早く、4
年目で交換、前輪のブレーキパットは 5 年目に交換しました。）

タイヤ

車検時にタイヤの溝とゴムの亀裂の状態を調べてもらい、必要により
交換
（走行距離約 35,300km と 74,367km で 2 度交換しました。）

ファンベルト
エアコンベルト

車検時にゴムの亀裂の状態を調べてもらい、必要により交換
（5 年目の 2 回目の車検で交換しました。）

車検は法律で決まっていて、初回は 3 年目以後 2 年ごとに行います。十数年前に車検専
門店の「コバック」を知ってからは、車検はいつもコバックで行っていますが、これまで何の
問題も生じていません。コバックでは車検時に色々なサービスが受けられ、エンジンオイル
交換、フィルター交換、タイヤローテーションを無償で行ってもらっています。車検の費用で
は、コバックの方がディーラーより 2、3 万円安価です。
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8 年 1 ヶ月 約 79,000km の走行で、バックモニターの映像不良、ヘッドランプのガラスくも
り、ハンドルの塗装剥がれなどの不具合が生じたので車を買い替えることにしました。しか
しさすがスカイライン、走行性能には何ら問題はありませんでした。
8． マツダ アクセラ 22XD PROACTIVE 2,200cc クリーンディーゼル （2017 年～）
これが生涯で最後の車という位置付けで購入しました。表 4 に希望仕様とアクセラの仕
様を示します。クリーンディーゼルなので税制優遇（自動車取得税、重量税なし、購入補助
金あり）があり、ガソリン車に比べ大きな価格メリットがありました。
自動車登録番号はスカイラインと同じ「・620」です。

表 4 希望仕様とアクセラの仕様
希望仕様

アクセラの仕様

これまでと異なる
自動車メーカー

マツダ
（これまでに日産、ホンダ、三菱、スズキの車を購入）

綺麗なボディーカラー

ソウルレッドクリスタルメタリック

日産 スカイライン
並みの走行性能

2.2L クリーンディーゼルエンジン
エンジン最高出力：129 kW/4,500 rpm
エンジン最大トルク：420N・m/2,000 rpm
（スカイラインの最大トルク：263 N・m /4,800 rpm）

セーフティー

360°ビューモニター
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アドバンストスマートシティブレーキサポート（前進時、後退時）
ナビゲーション

ナビゲーション用 SD カード PLUS

ETC

スマートイン ETC2.0（DSRC）ナビゲーション連動タイプ

AV システム

CD、DVD、TV（フルセグ） 音楽は MP3（USB メモリー）

納車の日（10 月 13 日）に箱根観光（箱根ガラスの森美術館、箱根ドールハウス美術館、
箱根神社）に出掛けました。往路は東名高速道路を、復路は小田原厚木道路を通り、アク
セラの走行性能の良さを満喫しました。

箱根神社

箱根ガラスの森美術館

その後、11 月中旬に日光へ往復 450km の日帰りドライブ旅行に出掛け、12 月初旬に 1
泊 2 日で往復 923km の近畿観光（伊勢神宮、なばなの里、など）に出掛けました。
9． スカイラインとアクセラの比較
退職後は長距離ドライブを含め頻繁に車に乗っています。そのため、車に対する愛着が
高まり、車の走行性能、機能、乗り心地などに対し色々感じるようになりました。スカイライ
ンからアクセラに替え 2 ヶ月経ち、約 3,000km 走行しました。現時点ではスカイラインの感触
も残っていることより、以下私が感じる両者の比較を、表 5～8 で述べたいと思います。朱記
は比較のポイントとなる内容です。
表 5 外観、等
仕様

スカイライン 250GT

外観
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アクセラ 22XD PROACTIVE

エンジン

2.49L ハイオクガソリン

2.2L 軽油

寸法

L475 W177 H145

L458 W179 H145

重量

重量：1570kg 総重量：1845kg

重量：1440kg 総重量：1715kg

タイヤサイズ

225/55R17

215/45R18

評価

アクセラはスカイラインより長さ方向で 17cm 小さくなっています。小さく
なっている部分は後部座席部分とトランク部分です。17cm 小さくなって
いるだけで重量は 130kg（大人 2 人分）軽くなっています。かなりの軽量
化が図られています。軽量化の中身は、本体素材の軽量化、シートの軽
量化、スペアタイヤの廃止（パンクの応急措置具で対応）などと思われま
す。スカイラインのシートはアクセラに比べ重厚感があり、その分乗り心
地も良かったです。軽量化はエンジンサイズの小型（2.49L→2.2L）と合
わせ、燃費の向上（約 1.5 倍）につながっています。油種（ハイオク→軽
油）単価の効果を合わせると、アクセラの燃料費はスカイラインの約半
分になったと思います。
8.5（km/L）/12.5（km/L）×100（\/L 軽油）/140（\/L ハイオク）＝0.49
表 6 価格、等

仕様

スカイライン 250GT

アクセラ 22XD PROACTIVE

本体価格

\2,898,000
（サイド・バックモニター付き）

\2,791,800 色オプション：\64,800
360°ビューモニター：\54,000
計 \2,910,600

オプション

ナビ・ETC：\ 332,850
VICS：\38,010

ナビ：\48,600
ETC・VICS：\56,785
CD・DVD・TV：\32,400
バイザー：\22,629
カーペット：\25,714

\370,860

バイザー：\26,150
カーペット：\34,805
計 \431,815
評価

\137,785

計 \186,128

本体価格はほぼ同一です。オプション価格でスカイラインが約 25 万円
高くなっています。理由はナビシステムにあり、スカイラインはハードディ
スクシステムで、アクセラは SD カードシステムです。ハードディスシステ
ムはナビ機能が充実しており、使い勝手がとても良かったです。またこの
ハードディスクは音楽格納にも使用されており、CD を聴いている時 CD
の WAV 音楽を MP3 の音楽に変換してハードディスクに格納します。MP3
は約 1/10 に容量が圧縮されるため、約 3,000 曲の音楽を格納できまし
た。アクセラの音楽は CD、DVD と MP3 音楽を格納した USB 2 本に対応
しています。スカイラインのハードディスクシステムは機能が充実してい
るとともに、即座に応答しますが、アクセラはナビの立ち上げ、音楽の始
動に数秒かかります。この違いが価格に表れていると思います。
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表 7 税金、等
項目

スカイライン 250GT

アクセラ 22XD PROACTIVE

自動車税

\45,000

登録の翌年度￥45,000→\11,500

重量税

\75,600

\22,500 円→\0

取得税

\140,100

\69,700 円→\0

自賠責

\31,600

\36,780

補助金

▲\18,000

合計

\292,300

\30,280

買換え
奨励金

購入後 13 年の場合の買換え
▲\250,000

評価

スカイラインに比べアクセラの税金が約 26 万円安価になっています。
これは大きなメリットです。スカイライン購入時は景気対策のために買換
え奨励金制度が実施され、これを利用しました。
表 8 安全性、乗り心地
項目

モニター
センサー
アラーム

スカイライン 250GT
サイド・バックモニター

アクセラ 22XD PROACTIVE
360°ビューモニター

―

前後・左右接近センサーアラーム
車線はみ出し警告アラーム

座席位置調整

運転席・助手席電動位置調整
運転席は座席角度調整可能

運転席・助手席手動位置調整

トランクスルー

リアシートの中央部のみスルー

6：4 分割可倒式リアシート

評価

安全性：
アクセラは、安全確保のためのモニター、センサー、アラームが充実
しています。360°ビューモニターは駐車場に停車する場合に大変便利
な機能でフルに活用しています。センサーとアラームは安全性確保の
ためですが、センサーとアラームが働かない運転に努めたいと思いま
す。スカイラインのサイドモニターは対向車とのすれ違い時の左方への
幅寄せに活用しました。アクセラは上り傾斜の発進時の、後退防止機
能が付いており、これは便利です。スカイラインの場合はサイドブレー
キを緩めながらアクセルを踏んで発進する操作が必要でした。
乗り心地：
スカイラインのシートの、座席角度調整機能を持った位置調整機能
や、シートの重厚感はアクセラには無く、乗り心地はスカイラインが勝っ
ています。スカイラインは長時間運転していても疲れたという感覚はあ
まりありませんでした。かといってアクセラがダメということではなく、並
み以上の乗り心地感はあります。
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10． ホンダ フリード （長男の車、2013 年～）
長男が車を買い替えるというので、暇な私が見積もりを取って回りました。ホンダのフリー
ド（7 人乗り）が長男の指定だったので、ホンダの 2 店のディーラーで仕様の説明を受け、見
積もりをもらいました。仕様に関しては、電動スライドドア―、カーナビ、リアカメラ、サイドバ
イザー、マッドガード、フロアマットを付けることにしました。見積もりでは、車庫証明は自分
で取得する、納車費用無し、下取り車査定費用無し、など経費をできるだけ削減した見積
書をもらいました。
長男に見積書を渡し購入ディーラーと指値を伝えましたが、結局 3 つめのディーラーで私
が示した指値より安い価格で購入しました。（私が取った見積もりが、参考になったそうで
す。）

自動車登録番号「5617」は、前の車の「eK ワゴン」と同じです。前の車で何も事故が無か
ったということで、これにしたとのことです。語呂合わせで「語呂いいな」です。
11． 付録
（1） 免許取得
自動車運転免許は 1975 年 2 月に取得しました。4 月から西ドイツに 1 年間の長期出張
があり、現地で運転するかも知れないということで、勤務の合間に自動車学校に通いました。
出勤前、退勤後、また休日に通い何とか取得しました。休日は 2 時間まで練習できるという
ことで、早朝からキャンセル待ちをして 2 時間乗るようにしました。
免許取得後、国際免許証を取得し西ドイツのデュセルドルフに赴任しました。しかし、左
ハンドルで慣れない環境での運転は危険で、事故でも起こそうなら大問題ということで、結
局 1 年間運転をすることはありませんでした。国際免許証は記念として持っています。
（2） 事故歴/違反歴
これまでの事故歴は、対人/対物無し、車両保険を使った自損は 3 回、物損被害は 3 回
です。幸いなことに、自損、物損被害とも怪我はありませんでした。
違反歴は、一旦停止違反 1 回、追い越し違反 1 回、スピード違反 5 回、一方通行違反 1
回、シートベルト未装着 1 回です。
追い越し違反は長距離ドライブのときで、川沿いのくねくねした道を走っていました。前方
に制限速度通りの車が走っていてイライラし、つい見通しの良い所で黄色車線にも拘らず
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追い抜きました。すると、さっと警官が車の前に歩いて現れ、追い越し違反で捕まってしま
いました。警官は小山の上から見張っていたらしく、この道を始めて通る人は、この場所で
前方の車を追い抜くようです。
スピード違反の 2 回は「ネズミ捕り」です。ネズミ捕りは警察の隠語でよく知られています。
捕まったとき、「ネズミ捕りは汚いなぁ」と言うと、警官から「お前はネズミか？」と言われ、返
す言葉がありませんでした。
スピード違反の 1 回は東京湾岸高速道路を走っていたときで、パトカーに捕まりました。
140km/時の速度で走っていたため、前方視界のみに集中し、後ろに付いたパトカーには全
く気が付きませんでした。29km オーバーの速度違反で、18,000 円の罰金を支払いました。
（3） 「5」ナンバーと「3」ナンバー
5 ナンバーの基準はエンジンの排気量 2,000cc 以下、車の長さ 4.7m 以下、幅 1.7m 以下、
高さ 2.0m 以下です。これ以上になると 3 ナンバーとなります。ちなみに、これら基準のうちど
れかひとつでも上回ると 3 ナンバーとなります。
最近はスバルのインプレッサなど、居住性を重視して幅を広くし、排気量は 1,500cc であ
りながら 3 ナンバーになっている車があります。
重量税、自動車税の諸経費は、5 ナンバーと 3 ナンバーには関係ありません。重量税は
クルマの重さに課税される税金で、自動車税は排気量によって課税される税金です。
（4） 自動車登録番号
スカイラインを購入して、自動車登録番号について考えるようになりました。自動車登録
番号については 1999 年から「希望登録番号制度」が開始されましたが、希望する理由には
表 9 があると思います。
表 9 希望する自動車登録番号
項目

説 明

誕生日

「1104」は 11 月 4 日生まれ、「・225」は 2 月 25 日生まれ

名前

「・141」は石井さん、「2784」は船橋さん

一桁

「・・・1」、「･･･3」など

連番

「1111」、「8888」など、「・111」や「・888」の 3 桁もあります

続番

「・123」、「5678」など

ゴロ合わせ

「1123」は「いい日産」、「1192」は「いい国」

掛け算

「2918」は「2×9＝18」

AABB

「3344」や「7788」など

ABBA

「3443」や「7887」など

ABAB

「3434」や「7878」など
「2525」は「ニコニコ」、「1717」は「いいないいな」と読めます

希望番号制度以外では、基本的にすべての番号が順番に払い出されますが、下 2 桁が
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「42」、「49」はそれぞれ「死に」、「死苦」、「始終苦（しじゅうく）」などを連想させて縁起が悪い
とされるため、払い出されません。しかし、「42-19」（死に行く）や「・427」（死にな）、「96-41」
（苦しい）、「96-46」（苦しむ）などは、欠番でなく実際に存在するそうです。
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