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「だから時間がかかってしまって大変

皆に
「ガソリンスタンドから見る世の中の移り変わり」
を知ってほしい、
と
いうムゼオ・フィゾーニを主宰するグイド氏（写真右）。19世紀の半ば、
化学者たちは粘度の高い黒い原油を蒸留して“軽い”成分を作り出した。
当初の販売形態は液体のままだったが、1885年にアメリカ人のシルヴァ
ヌ・ボウサーがポンプ式システムを開発。
その後、灯油、
その他の石油製
品の需要は広がり、石油製品販売会社が誕生。
当時のガス燃料を使う内
燃機関は自動車には使用されなかったが、後に液体のガソリンが使える
キャブレターの発明により、
自動車にも使用されるようになった。
このシス
テムを用いることにより、
カール・ベンツの3輪車はその後のモータリゼー
ション、
そして石油産業発展に貢献した。
クルマの数が増えるに従い灯油
販売店以外に、
ドラッグストア、薬局、大規模商店、公共計量所、鉄道機関
庫などでガソリンも売られるようになった。19世紀末にはアメリカでは既
に約30もの自動車製造会社と8000台以上の自動車が行き交っていた。
その約10年後にヘンリー・フォードは歴史に残るT型フォードを生産し、
アメリカでは自動車が庶民の移動手段となって行った。国土が大きく移
動距離が長いアメリカでは燃料供給体制の改革もされ、19世紀の終わり
頃からガソリンスタンドの重要性が増して行き、20世紀中盤に入ると技
術革新による自動化された安全な燃料供給システムの採用が進んで行っ
た。今ではガソリンスタンドは日常生活の重要な基盤要素となっている。
アメリカに続き、
ヨーロッパ、
イタリアでもガソリンスタンドは日常の必要
アイテムとなった。時代と共に小さいスタンドは合併、吸収され、規模が大
きいスタンドがメインとなっていったが、
モビリティを支えるインフラや街
の顔としての重要性は変わっていない。
その間に、
ガソリンポンプ、看板、
オイル缶、
スタンドのデザインは速いスピードで変化して行った。
その変
遷がここムゼオ・フィゾーニで見られる。
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ガソリンスタンドに人生をかけ
情熱を持って作り上げたミュージアム

は外国の名前を使用することはできな

MUSEO FISOGNI

レーボ）から始まり１９９０年までの

［ムゼオ・フィゾーニ］

なんだ」と語るグイド氏は、一見物静

なんと結婚式のパーティーにも利用さ

れるとのこと。

味を持つようになった。ここに来ると

「皆、少し変わった歴史ある空間に興
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てほしい。詳細はオフィシャルサイト

をご覧頂きたい。
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ガソリンスタンドの歴史や進化が伺える、貴重な
コレクションを集めた世界最大のミュージアム

