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エアコン、パワーウインドー等が標準装備された50年代のア
メリカを代表する豪華車。1948年型キャデラックに初めて採
用されたテールフィンは、この1959年型で頂点を極めた後、
60年代なかばには姿を消した。

戦後、アメリカでは自動車ブームが巻き起こり、GM、
フォード、クライスラーのビッグ3による寡占体制が確立
され、黄金期を築いていきました。
ビッグ3は、消費者のニーズに応え、より大きくパワフ
ルで、きらびやかなクロムメッキを多用したテールフィン
の大型車をマーケットに投入しました。

自動車ブームの到来

キャデラック・エルドラド・ビアリッツ（1959年）

フォードが総力をあげて開発した本格的な中級車。斬新なデ
ザインが市場に受け入れられず、品質面でのトラブルや、ア
メリカの景気の減速という悪条件が重なり、わずか3年間で
生産打ち切りとなってしまった。

エドセル・サイテーション（1958年）

当時のアメリカでは、シボレーのような大衆車でさえ、全長が
5ｍを超え、エンジン排気量も5リットルを超えるという、世界
でも類を見ない独特の市場が形成されていた。

シボレー・インパラ（1959年）

〈メガウェブより借用〉

キャデラックのテールフィン

模型コーナー

特 別 展



コンパクトカー登場！

●アメリカ市場における輸入車販売の推移（1949－60年）

出典：「Automotive Facts and Figures」

1949年に、アメリカに初めて輸入されたフォルクス
ワーゲンは、優れた商品性と低価格、そして整ったサ
ービス体制に支えられ、たちまち人気を博しました。
その後、輸入車の販売は増え続け、1949年の1万台か
ら、1956年には9万台にも達しました。

フォルクスワーゲンがやって来た

1950年代後半になると、輸入車の販売は急増し、
1959年には販売台数は61万台、シェアは10％を超え
ました。このような市場の大きな変化に対し、1959
年秋、ビッグ3は一斉にコンパクトカーを発表。 当
時の新聞は、「T型フォードの登場以来の革命的な出
来事」とセンセーショナルに報じ、コンパクトカー
は著しい普及を示しました。

アメリカン・コンパクトカーの登場！

クライスラーの回答は、テールフィンのイメージを残した大
型車をスケールダウンした、モノコックボディの平凡なFR車
だった。バリアントをベースに、スタイリッシュなバラクーダ
（1965年）が開発された。

バリアント（1960年）

ヒトラーの国民車構想に応じて、1938年にフェルディナント・
ポルシェが設計。戦後のドイツ復興の原動力となった。
“ビートル(かぶと虫)”の愛称で人気を博し、アメリカで受け
入れられた最初の輸入車となった。

フォルクスワーゲン・エクスポート（1951年）

コンパクトカーに対するフォードの回答は、安くて、丈夫で、運
転しやすい、というフォードの伝統が再現されたオーソドック
スなもの。ファルコンをベースに、スポーティなマスタング
（1964年）が開発された。

フォード・ファルコン（1960年）

大型車全盛時代に、アメリカン・モーターズが投入したコン
パクトカー。必要最小限の装備を備えたベーシックカーとし
て人気を博し、ビッグ3のコンパクトカー投入を早めさせる要
因の一つとなった。

ランブラー・アメリカン（1958年）

GMの回答は、新設計の空冷エンジンを搭載した斬新なリ
ア・エンジン車。多彩なラインアップで人気を博したが、安
全性問題についてのラルフ・ネーダーによる告発キャンペ
ーンの影響を受け、生産停止に追いこまれた。

シボレー・コルベア（1960年）

ジューク
ボックス

コンパクトカーの代表コルベアと大型車の代表インパラ
に座って、大きさを体感！

体 験 展 示 コ ー ナ ー

ガソリンポンプ



コンパクトカー市場の出現という市場の大きな変化
は、それまで小型車には目もくれなかったビッグ3を
コンパクトカーに向けさせ、日本製小型車のアメリカ市
場への参入という大きな副産物をもたらしました。
その後、アメリカの市場はさらに多様化し、インター
ミディエイト、サブ・コンパクト市場等が形成されていき
ました。そして、1970年代に入ると、再び、石油不足、
ガソリン価格の高騰による市場の大きな変化が起き
る事になるのです。

国産乗用車として初めてアメリカ本土へ輸出されたが、パワ
ー不足や連続高速運転に対する耐久性の乏しさ等から、様々
な試練に直面した。

トヨペット・クラウンRS－L（1958年）

特別展期間中の毎週土曜日、アメリカン･カー試乗会
（有料）を開催。当時のアメリカ車の乗り心地を体験し
ていただけます。

アメリカン・カー試乗会

特別メニュー＆
ランチョンマット

クラウンでの経験を基に、性能、品質とも国際レベルの「ア
メリカのハイウェイで通用するクルマ」として開発されたモ
デル。アメリカで高い評価を得て、トヨタの同市場での牽引
車となった。

トヨタ・コロナRT43－L（1966年）

本格的な輸出車を狙って開発されたモデル。1960年に発表
されると好評を博し、特にハワイではフォルクスワーゲンに
次いで第2位の販売を記録し、ダットサン・ブランドのアメリ
カでの浸透に大きく貢献した。

ダットサン・ブルーバード P312－L（1961年）

ビッグ3がコンパクトカーを投入する直前の1957年に
トヨタが、翌年に日産がアメリカ市場へ進出しましたが、
性能、品質ともアメリカ市場に適合できるレベルには達
しておらず、様々な試練に直面しました。
やがて、そこで得た経験を商品開発に反映し、コロ

ナ、ブルーバードという国際的に通用する商品を投入
し、アメリカにおける日本車の地位を確固たるものにし
ていったのです。

ジャパニーズ・コンパクトカー上陸す

＜日本自動車博物館より借用＞

＜米国トヨタ自動車販売（株）より借用＞

ベイクドスプリングチキンニューヨークスタイル ￥1,200

ウェスタンホットドッグ　　　　　　　　　　　　 ￥750

エピローグ



ベンツヴェロ（1894・ドイツ） デューセンバーグモデルJ（1929・アメリカ） メルセデスベンツ 500K（1935・ドイツ）

パレード

トヨタ博物館の所蔵車両6台と愛好家
の車両87台が来場者の熱い視線を受け
ながら周辺道路を走行しました。

試乗会

フォード モデルTや
パッカードなど5台。
乗車券販売所には、
お目当てのクルマに
乗ろうとする人々の
列ができていました。

ステージイベント 室内会場

郷土芸能「松平わ太鼓」や地元
豊田市の「おいでん踊り」など
の披露、「世界のパフォーマン
ス」で盛り上がりました。

第13回トヨタ博物館クラシックカー・フェスティバル開催
5月12日（日）に豊田市のフォレスタヒルズにおいて、恒例の「クラシックカー･フェスティ
バル」を開催しました。昨年まで会場としていた愛知青少年公園が2005年の万博会場工事着
工のため使用できなくなり、新しい会場での開催となりました。全国各地から自慢の愛車に
乗って参加された国産クラシックカーの愛好家や、珍しいクルマ、懐かしいクルマを一目見
ようと見学に訪れた家族連れなど約12,000名の来場者で終日賑わいました。

クラシックカー展示撮影会

大迫力の和太鼓演奏

楽しいジャグリングショー

工作教室ペダルカーで遊ぼう

とよた・かも地区銘菓販売コーナートヨタの森PRコーナー屋台村 愛知万博のPRブース レストア部品販売コーナー



●長×幅×高：2235×1498×1576mm  ●軸距離：1473mm  ●エンジン：蒸気式2気筒ボア×ストローク 63.5mm×88.9mm 3.5hp〔2.6kW〕at 10.5kgf/cm2（1030kPa）

1899年（明治32年）
ロコモビルスチームカー



現在、日本の自動車保有台数はおよ
そ7,264万台（日本自動車工業会調べ）
で、この数字は世界全体の保有台数の
10％にあたり、アメリカ（30％）についで
第2位となっています。このような自動車
大国となった日本ですが、日本へ自動車
が初めてやってきたのは1898年のこと
で、パナール・ルヴァッソールが日本初
渡来の自動車とされています。
当館新館2階の日本の自動車前史ゾ

ーンには、パナールの模型とともに、黎明
期の日本の自動車普及に貢献したクル
マとして、1899年型のロコモビル・スタ
ンダードNo.2が展示してあります。今回
は日本の自動車史で忘れられつつある
ロコモビルについて、当時の日本の自
動車事情とともに紹介します。

ロコモビル社のルーツを辿ると、1898
年にスタンレー兄弟が設立したスタンレ
ー社に行き着きます。同兄弟がスタンレ
ー車の製造権を二人の資本家ウォーカ
ーとバーバーに売却し、1899年6月、マ
サチューセッツ州にロコモビル社を設立
しました。ところが二人はすぐに袂

たもと
を分

かち、ウォーカーはニューヨーク州にモー
ビル社を設立し、バーバーはロコモビル
社をそのまま引き継ぎ、それぞれ生産を
続けました。そして、ロコモビル社は1901
年7月よりコネチカット州ヘ移転し、大規

模な生産を開始しました。同時にスタン
レー兄弟も同社の旧工場と製造権を買
い戻し、蒸気自動車の生産を再開した
のです。こうして、一時はスタンレー、ロコ
モビル、モービルという似通った設計の
3社のクルマがアメリカの街を走ってい
たのですが、中でもロコモビルが圧倒的
な販売台数を誇っていました。
ロコモビル社の創業からの生産台数

を見ると、1899年に600台であったのが
1900年には1,600台に急増、翌1901年
には1,400台に落ち込みました。この3年
間で3,600台という数字は、当時のアメ
リカで第1位を誇っただけでなく、ヨーロ
ッパで第1位メーカーであったド・ディオ
ン・ブートンの生産台数をも凌

しの
いでいた

と思われます。その後、同社はガソリン
自動車が主流になっている全世界の流
れに沿って、1902年には電気自動車と
ガソリン自動車の生産で実績のあるライ
カー社の創業者ライカーを引き抜き、ガ
ソリン自動車を主力とした高級車の生
産にシフトしていきます。しかしながら、再
び往年の栄華を極めることはなく、1929
年に工場の閉鎖を余儀なくされ、ロコモ
ビル社は30年に渡る歴史に幕を閉じる
ことになります。
全米トップメーカーの突然のガソリン

自動車への生産シフトが他社へ与えた
影響は大きく、多くのメーカーがそれに倣

なら

いガソリン自動車の生産へ転換していき
ました。こうして、一時は“ニューヨーク
州で登録されている車のうちおよそ半

分が蒸気自動車である”といわれたア
メリカの蒸気自動車の時代は終わりを
告げ、最終的にはスタンレー社、ホワイト
社などの少数のメーカーが、細 と々蒸気
自動車の生産を続けることとなったので
す。
アメリカの自動車史研究家ジェーム

ス・M・ロックスは、アメリカ自動車史にお
けるロコモビルを次のように位置づけ
ています。ここに同氏の論文より引用し、
紹介いたします。
「20世紀初頭に生産されたロコモビ
ル蒸気自動車は、アメリカで大規模に生
産された最初の自動車でした。小型で
軽量なロコモビルの成功例は、小型車の
大規模な生産や販売の大いなる可能性
を示しました。これはオールズ、フォー
ド、リーランドなどのデトロイトの企業家
や中西部の企業家たちに大きな影響を
与えたと思われます。（中略）ロコモビ
ル社の自動車産業における重要性とい
うのは、1899年から1903年にかけて、
廉価な小型車の市場を開拓し、およそ
5,200台もの蒸気自動車を市場に送り
こんだ事にあります。やがて、1903年以
降、中西部の多くの中小メーカーがロコ
モビル社と同じ夢を見ようとして、ガソ
リン自動車の生産に乗り出す事になる
のです。」

このロコモビルが日本へ渡来したの
は、ロコモビル社では蒸気自動車の販
売に陰りが出て、ガソリン自動車への生
産シフトを開始し始めた矢先で、ちょう
ど今から100年前の1902年の事でした。

1902年4月、アメリカ汽船アセニアン
号で8台のロコモビルが横浜港へ到着
したのです。それまで日本にやってきた
自動車としては、1898年のパナールの
初渡来以降、1900年のウッズ、1901年の

鈴木忠道
ロコモビルスチームカー
日本自動車史の黎明期で自動車普及に貢献したクルマ

1 はじめに

2 アメリカ自動車史におけ
るロコモビルの位置づけ
について

ロコモビル社外観（1901年頃）
（コネチカット州ブリッジボード）

ロコモビル社工場内部車両点検風景（1901年頃）

3 ロコモビルの日本への
渡来時期について

1899年（明治32）



ナイアガラ、オリエント、オールズモビル
などが挙げられますが、いずれもブルウ
ル兄弟商会やアンドリュース・アンド・ジ
ョージ商会などの貿易商等が、見本もし
くはスポット的な販売として1～2台程度
持ち込んだだけでした。したがって、こ
の8台という数字は、韓国、中国など極東
での販売を視野に入れた数字であった
にしろ、明らかに本格的な販売を狙って
輸入されたものと思われます。
それを裏付けるように、1902年4月

頃、トンプソンを代表者として米国ロコ
モビル会社日本代理店横浜本店が、6月

には東京・芝口店が次々と開設されま
した。これらは日本における最初の自動
車専門販売店でした。ロコモビルが日本
へ到着すると、トンプソンはスタンダー
ド・スタイルNo.2を運転してデモンスト
レーション走行を行いました。その時に
撮影された写真には、ロコモビルを見て
驚く人々の様子が写されています。その
後、ロコモビル3台（スタンダード・スタイ
ルNo.2が2台、ロコサリーNo.5が1台）で、

横浜各地で記念撮影を行った様子も写
真に残されていました。

それでは、ロコモビルはいったい日本
で何台ぐらい販売されたのでしょうか。
当時、日本で米国ロコモビル会社日本
代理店に勤めていた宮崎峰太郎氏によ
ると、最初の1台は“男爵薯

いも
の父”として

知られる川田龍吉男爵に購入されまし
た。1902年、当時横浜ドックの社長を勤
めていた男爵が、米国ロコモビル社芝口
陳列所でロコモビル・スタンダードNo.2
を1台購入しました。男爵はこの車を通
勤に使用し、日本人最初のオーナードラ
イバーとされています。次に購入したの
は浅野セメントの創業者浅野総一郎で、
どちらも裕福な名士によるものでした。
その後、ロコモビルは1903年に大阪

で開催された第5回内国勧業博覧会に
4台展示されました。この博覧会で初め
て自動車を目の当たりにし、乗合馬車を
時代遅れと悟った人々が乗合自動車事
業を起こそうとしていきます。当時の資
料によると、宇治山田、名古屋、岐阜、東

京、京都、城崎、有馬などで、乗合自動車
事業に乗り出すための許可申請が次々
と出されました。その中で最初に営業
にこぎつけたのは、1903年9月20日、京
都の二井

じせ い
商会で、車は博覧会に出展さ

れたトレド蒸気自動車でした。一方、ロコ
モビルはというと、鹿児島の実業家緒方
壮吉、伊勢の山本伊兵衛が、それぞれ乗
合自動車用に購入したのですが、実際
に営業にこぎつけたかどうかは、現時点
では確認できていません。

日本におけるロコモビルの最終的な
販売台数はわかっておらず、事業として
は必ずしも成功したとはいえなかったよ
うです。しかしながら自動車黎明期の日
本における自動車の普及という面で、ロ
コモビルが果たした役割は大変、大きな
ものがあったといえます。
当館へお越しになる機会がございま

したら、是非、このロコモビルをご覧いた
だき、当時の日本の自動車事情に思い
を馳せていただければ幸いです。

米国ロコモビル会社日本代理店横浜本店（1902年）

日本でロコモビルに乗るトンプソン（1902年）

ロコモビル・オン・ザ・ジャパニーズ・ストリート（1902年）

4 おわりに

新館展示風景

横浜増徳院前のロコモビル（1902年）

大須賀和美「現存する日本最古の自動車“Locomobile”の輸入時
期についての考察」（「中日本自動車短大論叢」第23号、1993年）
佐々木烈「ロコモビル蒸気自動車の輸入と関税問題」
（「日刊自動車新聞」1994年8月13日号）
伊丹政太郎「蒸気自動車ロコモビルS2－日本最初の自動車－」
（「自動車工業」日本自動車工業会 1980年6月－1981年5月号）
「日本自動車工業史稿（1）」（自動車工業会 1967年）
James M.Laux「Locomobile Company of America」
（「The Automobile Industry, 1896-1920」George S. May編, 1990）
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●
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クルマを自分の
生活パターンの中で使いこなす

京の下町で育ちましたから、クル
マは高嶺の花でしたね。乗って

みたいと思っても、タクシーしかない
わけですよ。当時、乗り物といえば都
電、トロリーバス。地下鉄も銀座の方
に行く以外使わなかった。あとはオー
ト三輪と自転車にエンジンが付いた自
転車オートバイ。タクシーに乗ってみ
たいなあという思いはありました。
子供心に自動車に興味持ったのは

「多摩テック」です。そこに初めて行
った時に、クルマって面白いなと思い
ました。自分で動かすのが楽しかった。
その後、クルマにはずーっと縁がなく
てね。噺家になったら、忙しくて免許
を取る暇がなかったんですが、三遊亭
小遊三さんが40過ぎて免許を取ったん
で「小遊三さんが40過ぎて免許取った
のなら、自分も」というわけで、今か
ら10年前、42歳で免許を取ったんで
す。そんな時に桂歌丸師匠の後援会の
クルマ屋さんから「楽ちゃん、免許取
るんだったら、何か安いクルマ買いな
よ。中古車を儲けなしで売ってやるよ」
といわれましてね。70万のBMWの中
古車を半額で売ってもらって（笑）。
それで、免許を取る前にクルマを持っ
てたんです。それ以来、現在まで左ハ
ンドル。左ハンドルは幅寄せや、対向
車が来た時なんか楽ですよ。

本は、やっぱりクルマ好きなんで
しょうね。免許を取ってから、ほ

んとうにクルマに乗るのがうれしかっ
た。毎日のように洗車してたら、クル
マ屋のおやじがね、「楽ちゃん、クル
マなくなっちゃうぞー」って（笑）。
それぐらいよく洗ってました。それか

東

三遊亭楽太郎（さんゆうてい・らくたろう）
青山大学在学中に三遊亭円楽にスカウトされ落語界に。前座修業の後、昭和56
年真打昇進。伝統芸の良さの中に斬新な演出を加味した構成力・演出法を確立、
若手落語家の指標に。現在社会における笑いの大切さ、健康のありがたさ、コ
ミュニケーションの必要性を説く。永年培ってきた笑いとストレス、健康法等
をテーマにアメリカンM&N大学より哲学・理学博士号も取得。日本テレビ「笑
点」のレギュラー。昭和25年、東京・両国生まれ。

落語家

三遊亭楽太郎さん

て来て風呂に入って、友達と改めて飲
むと、そりゃあうまさは格別ですよ。
ということで、クルマは自分の生活パ
ターンの中で使って行くという感じで
すかね。
私は運転してる時は運転の方が楽し
いから、音楽も眠気覚ましも要らない
んです。周りを見てる方が面白い。長
距離運転でも疲れないですよ。カーナビ
としゃべってますからね。カーナビとしゃ
べるのも面白いですよ。「コノ先渋滞シ
テオリマス」「分かってますよ。見えてま
すよ。今、巻き込まれてますよ」（笑）。
カーナビが黙ったら、まだ載ってない
新しい道路に入ったんだな。「何、黙
ってんだよ、案内しろよ」（笑）。「オー
トリルートイタシマス」「道知らねえ
んだな、こっちが近いんだよ」（笑）こ
んなこと言いながら運転しています。

れからの私の芸は「面白さ」か
ら「うまさ」を追求してく時代

に入ってくると思います。だから、も
う一回練り直して、面白くもあり、う
まいなあという部分を出さないと、成
り立っていかないでしょう。60歳くら
いになって体力的に落ちてきた時に、
一所懸命、今みたいな落語をやってた
ら息が上がってしまいますよ。だから
多少聞かせて、お客さんを引き込むよ
うな人間性と作品のよさを出せるよう
な話をしたいですね。車だって年代と
ともに趣向が変わってくるだろうし、
芸もそうですよ。のべつ飛ばしてたら
疲れてしまうし、エネルギーも使う（笑）。
これからは「省資源型」の「環境にやさし
いハイブリッド落語」を目指して行こ
うと思っています（笑）。（談）

ら、古いクルマにも興味を持つようにな
り、知り合いのクルマ屋から65年のマス
タングのコンバーチブルを60万で買い
ました。中古、中古で来てますよね（笑）。
でも…冬場は寒かったなあ。ジャンパ
ー着て粋がって走ってたら、隣に止ま
ったトラックの運転手が「あんちゃん、
寒くねえか」っていうんですよ（笑）。
面白いなあと思って乗ってたんです
が、金がかかってしょうがなかった。
メンテナンスで300万位かかったかな。
60万から始まって、300万円超えたら、
新車買えるんじゃないかと（笑）。
機能としては、日本のクルマは最高
ですよ。だけどね、ちょっと遊び心っ
ていう部分でいうと、今一つ…。結局、
今乗ってるのはベンツのゲレンデワーゲ
ンです。クルマは小さい頃乗りたいと思
ったものが、自分のクルマを選ぶきっ
かけにはなってます。スポーツカータイ
プに行ってみて、結局はゲレンデワーゲ
ンみたいなものになって、もう一回変わ
るでしょうね。結局、ふつうの乗用車
に。クルマには、自分の生活をどうし
たいかというシンボリックな部分があ
るんでしょうね。家族とどこかに行き
たいとすると、ステーションワゴンが
いいし、自分の使い勝手ですよね。

のクルマの使い方は基本的には
「時間」です。「時間」で間に合

うかどうかですね。その日、その仕事
しかない、帰りも時間があるときはク
ルマで行きますが、次の日、仕事があ
ると、電車の方が確実ですから。ただ、
クルマでゴルフに行って、プレイの後
にお酒が飲めなくなった辛さ、それは
ありますねえ（笑）。でも、家に帰っ

根

私

こ

マスタングが納車された日



「デ
・
ザ
・
イ
・
ン
・
された最初のクルマ」
リンカーンゼファ

杉浦孝彦

いかにも“デザイナーの作りあげたクルマ”と感じさせるゼファ。その形のすべてに意図があり、計算し尽くされたスタイルです。
本館2階に展示してある隣のデソートエアフローと比較して紹介します。
ゼファのオリジナルテーマ（＊1）を生み出したジョン・ジャーダが手こずる中、それを手際良くまとめ製品化し「アメリカで最初に成
功した流線型の車」（ニューヨーク近代美術館）として大ヒットさせたデザイナーがボブ・グレゴリー。その後の、フォードデザインを
確立しリードしていく逸材です。

魂が宿る一本のライン

（＊1）イギリスで流体力学を学んだジョン・ジャーダ作のリアエンジン車で、経営者エドセルが気に入りスポンサーとなる。
エドセル（ヘンリー・フォードの長男）は芸術的感覚に秀で、優れた審美眼を持ってグレゴリーの良き理解者となった。

（＊2）1920～30年代の工業社会化「マシン・エイジ」を背景に“未来”をイメージし“流線形”を取入れたデザインは「アメリカン・デコ」とも呼ばれる
（前号の「こだわりの逸品」を参照）。

リンカーンゼファ 1937年 デソートエアフロー 1934年

エアフローの“曖昧で自信に欠けた”ライン
と比較してください （写真は左右反転）

他車より随分モダンなエアフローさえも、キ
ャビンにフェンダーを付け加えたのみで素っ
気無い印象に見えます

流線型を表わす横からの「円弧的な傾
斜」と、前面視からの「先端が尖った立
体」を一本ラインで結んだ名人技。
フェンダーにビルトインされたヘッドラン
プの構成はジャーダの案ですが、グレゴ
リーはさらに、ガラス・クロム・板金部の
“構成美”にまで昇華しています。

後端へ細くなるキャビンに左右フェンダ
ーが溶け込んでいく後部のスタイルは、
フォルクスワーゲンに強く影響を与えて
います。

トランク開口形状は、ボディの曲面を美
しく切り取る斬新なデザイン処理。
（integrate＝部分を結合し一つの完全体とする）

室内まですべてデ
・
ザ
・
イ
・
ン
・
さ
・
れ
・
ま
・
し
・
た
・
。

特に計器板はアメリカン・デコ（＊2）をテ
ーマに造形され、メーター配置が整理さ
れて、文字盤のグラフィック等もすべてが
創意に溢れています。

グレゴリーのデザインしたゼファは彼の
強い“美への意志”、それを実現させる
“名人芸”を感じさせます。

インテグレートし、
一つの美とする

全身洗練

魂が宿るライン

トランク
開口線



今堀里佳

本館は三層吹き抜けのアトリウム空間
となっています。導入部である1階シンボ
ルゾーンには、トヨダAA型乗用車（1936）
を「創造限りなく」と刻み込まれた花崗岩
のステージに展示しています。背景は建
築フロアと連続する花崗岩の曲壁で、AA
型を創造した時代と文化を伝えるレリー
フ造形が2枚はめ込まれています。向か
って右が「汽車と競争するAA型」、左が
「創業時の挙母

ころ も
工場」で、トヨタの原点を

象徴的に示しています。

AA型と競争している汽車は特急「つば
め」です。1930年（昭和5年）10月1日、列
車時刻大改正の一環として運転を開始し
ました。運転初日は元首相の清浦奎吾

けいご
を

はじめ242名が乗っていました。特急「つ
ばめ」は、最高時速95キロ、平均時速67.5
キロ、東京―神戸間を9時間で走りまし
た。それまでの特急「富士」「さくら」に比
べて2時間20分も速い快走。「富士」「さ
くら」は最高時速60キロ、平均時速45キ
ロでしたので、「つばめ」は日本で平均時
速60キロを超えた初めての列車となりま
した。重レールの採用、自動連結器、自動
信号機、空気ブレーキなどの国鉄の技術
水準の向上がこの速度を可能にしまし
た。「つばめ」の名は鉄道省が行った特
急列車の愛称名公募から決まりました。1

位「富士」、2位「燕」、3位「桜」・・・。「富士」
と「桜」は1929年（昭和4年）9月15日、東
京―下関間の特急に採用されましたが、
速度感のある「燕」の使用は先を見越し
て保留されていたのです。
「つばめ」と対するAA型ですが、最高時
速は110キロと当時のカタログにあります。
自動車と汽車との競争は速さの象徴とし
て、各車が行い宣伝に使っていました。

挙母
ころも
工場（現トヨタ自動車本社工場）は

1938年（昭和13年）11月3日に竣工しまし
た。国内初の一貫製造工場で、40数種類
の工程ごとの工場と付属施設が建設さ
れました。敷地約20万坪、建坪約6万坪、
総工費4500万円。従業員約5000人。月
産能力は1500台で、創業者・豊田喜一郎
は乗用車の製造を考えていましたが、現
実はその99％がトラックでした。

本館2階「ステイタスをのせた豪華な
車」ゾーンは2層吹き抜けのダイナミック
な展示空間で、1910年代から30年代の
欧米の豪華車を展示しています。そして
楕円形の大型レリーフがこのゾーンのシ
ンボルとして掲げてあります。
図柄の題材は、1935年キング・ジョー

ジ5世の在位25年の祝典「シルバー・ジ
ュビリー」のパレードの模様です。（ちなみ

に今年は彼の孫にあたるエリザベス2世
のゴールデン・ジュビリーです。）バッキン
ガム宮殿を背景に、このパレードのため
に用意された特別製新型ディムラーが描
かれています。ダブルシックスと呼ばれ
るV－12気筒140馬力 排気量6511ccの
王室専用リムジンです。ディムラーは1899
年英国王室御用達車となりましたが、
1960年ジャガーに吸収されました。
偏見のない公正な態度が人々からの

敬愛を受けた王・ジョージ5世。1917年に
王室の名称をウィンザー家と改称したの
も、今では恒例となった国王のクリスマス
のスピーチ放送を1932年に始めたのも
彼です。また父王エドワード7世と同じく
自動車愛好家の彼は、ディムラーを、リム
ジンをはじめランドー、ステーションワゴン
などに架装していました。

レリーフ下の1920～40年代のニュー
ヨークをイメージしたレンガの壁体を囲む
ように、スチール角パイプの空間フレーム
が2本伸びています。向かって右側は
1910年から20年の「近代アバンギャルド
の大衆化」といわれる初期アール・デコ
様式をテーマにしたもの、左側は1920年
代末から30年代にかけて潮流となった、
幾何学的表現や水平線の強調によるア
ール・デコのデザインをテーマとしたもの
となっています。空間フレームは、自動車
の技術が文化の様式や時代の感性をと
もなって発展してきたことを表象してお
り、時代と文化のイメージを包みながら
“展示体系”を区分するサイン機能を果た
しているのです。

レリーフ ―展示車を引き立てる時代背景

当館本館展示場は背景グラフィックや空間フレームなどで時代や文化の構造を示し、
見る人の想像力をかきたてる展示空間を創っています。
今回は展示物ではなく、その展示物を印象づける造形物をご紹介します。

参考文献・1989年「昭和 2 」講談社

シンボルゾーン

「汽車と競争するAA型」 豪華車コーナー全体

「創業時の挙母工場」

ジョージ5世「シ
ルバー・ジュビ
リー」のパレード



出島のオランダ商館長の江戸参府随行医師や英国公使オールコック（J.R.Alcock）等の旅行記では、
当時の東海道をはじめとした主要街道について清潔さも含めて、大変高い評価をしている。しかし、それ
は主として徒歩、駕籠

か ご
、馬のための道の評価であった。明治末期に登場した自動車からみた道路事情で

はどうであったか。1908（明治41）年のニューヨーク－パリレースに参加した冒険野郎の内2台の車が横
浜から東海道経由敦賀まで日本を縦断している。この記録を手始めに日本の自動車黎明期の道路事情
についてシリーズを開始する。なお、今回はニコルソン（Nicholson）著「Adventurer’s Road」（1958）、
シャスター（G.Schuster）著「The Longest Auto Race」（1966）と大須賀和美収集資料集（当館収蔵）内の
NY Timesや報知新聞および雑誌「自動車」を中核とした情報をもとに紹介する。

1908（明治41）年4月30日、同年の2月
12日にニューヨークをスタートし、大雪や
山岳地帯を苦労してアメリカ大陸を横断
してきた2台の車、フランスのド ディオン
（4気筒、80馬力、2.5t）とイタリアのザスト
（4気筒、40馬力、1.3t）が横浜に入港。日
本縦断のための諸手続きや在日の同国
人等の歓迎を受けながら、5月8日に2台
は480km先の敦賀に向かって出発した。

ちなみに、当レースの最終的勝利車とな
ったアメリカのトーマスフライヤー（4気筒、
60馬力、1.3t）は2台に遅れること10日後
に横浜入港。遅れ挽回と諸手続きのため
海路神戸に向かい、13日に神戸から敦賀
へ向けて出立している。

200km毎に燃料補給基地を準備し、ス
タートした一行は西欧化された横浜市街
地を抜けると、途端に道は険しく、狭く、脆
い橋に行く手をさえぎられながらも、 一

方、新緑や桜の花に囲まれた色とりどり
の日本の山野やカラフルな女性の着物
姿を満喫しながら熱海まで順調に進み、
その夜は熱海で宿泊した。

この間の行程は、比較的早く開港され
た横浜－東京間や保養の中心となった箱
根の宮の下までは早くから道が整備され
ており、その後の多くの旅行記においても
外国人を含めた利用者から道路整備状
況について比較的高い評価を得ている。

4年後の1912（明治45）年初に来日し
た米国商人のベントレー（Ｗ.Bentley）夫
妻一行が、横浜を起点に本国から持ち
込んだ自家用車ローチェ（6気筒、60馬
力、2t）で東京、鎌倉、宮の下を各往復し
た体験から“･･･日本の道路は･･･米国加
州における道路よりも甚だ好良なりと予

は断言するを憚らず”（雑誌「自動車」
1912年12月号）と寄稿文で感想を述べ
ている。
一方、直後の大阪行きにおいては箱根
以西は自動車旅行に適しないと聞き、国
府津－名古屋間は自動車を列車にて輸
送している。（前述誌）この間の箱根（伊
豆半島）の山越え、橋梁がない河川、あっ
ても脆い橋等自動車旅行には全く適さな
い行く手を暗示している内容である。こ
のベントレー氏の4年前に伊豆半島越え
に挑戦したドディオン等一行の前途も多
難であった。

熱海宿泊後の9日朝、大場峠経由三島
までの13kmの山越えに一行がチャレン
ジスタート。前日とは一転し、“牧歌は終わ
り、行く道が消えてしまった。”熱くなった
エキゾーストを冷やし、ラジエーターの水
を補給するために2－300m毎に止まら
ざるをえなかった。運転手以外のクルー
は車からおりて、荷を軽くするとともに、車
を後ろから押した。そうやって、正午まで
に漸く13kmの内の5kmを進んだだけだ
った。
クルー全員疲れきった中、気力を絞り
出し、夕刻になって峠の頂上にたどり着
いた。下りに入っても、道は依然として良
くなかったが、気分的には楽になって、勇
躍三島に到着した。

次号は三島から名古屋・米原まで比較
的勾配がゆるい、一方、大きな河川が集
中して渡河するに大変な区間の行程を
紹介したい。

「日本を縦断した冒険野郎 東海道～北陸道」（上）

山本厚夫

ドディオン車とクルー

ザスト車とクルー

東海道を走るローチェ

ニューヨーク－パリレースの行程



開館時間の延長（期間限定）　

英国から世界に輸出され、スポーツカーの楽しさを広めた代表車MG-Tシリーズとジャガーを
とりあげます。特にその魅力のひとつである“魅惑的なスタイリング”をじっくり味わってい
ただきます。　

新館3階ギャラリーでは4月16日～6月16日、「サ
ヴィニャック ポスター展」を開催し作品19点を
展示しました。　
7月9日（火）～10月14日（月・祝）に開催の「オ
イル・ガソリン展 ～ポスターを中心に～」では「You 
can be sure of shell.」シリーズなどの当館所蔵
ポスターを紹介します。　

「クルマ社会の未来が見える－Eカー・フェステ
ィバル2002」が3月30、31の両日、当館で開催
されました。EV（電気自動車）、ソーラーカーと
いった環境に配慮したクルマや、誰にでも使い
やすい福祉車両などの展示のほか、講演会、
子ども用ソーラーカー体験試乗会などが行われ
ました。　

今から100年前、50年前のクルマの広告はどう
だったのでしょうか。　
本館3階ミューズコーナーでは4月23日から7月
28日まで「クルマの新聞広告 いま、むかし」と
題して100年前－明治35年と50年前－昭和
27年、および現代の新聞広告11点などを展示
しています。　

企画展に合わせて、夏休みのイベント「サマー
メモリー2002」を開催します。　
■「夕べの試乗会」（有料）　
 ・ 7月20、27日、8月3、10、17、24、31日　
　（各土曜日）　
　17:00～18:30。イギリス車2台。　
■工作教室（オリジナルペーパークラフト）　
 ・ 8月10日(土)、11日(日)、12日(月) 先着500名様　
 ・ イギリスの名車 MG-TCを作ります。　
■クイズラリー（イギリス車関連）　
 ・ 8月13日(火)、14日(水)、15日(木) 先着500名様　
 ・ 正解者に抽選でミニチュアカー他の景品　
■ぬりえ　
 ・ 企画展会期中：7月16日～9月23日　
 ・ MGとジャガーのぬりえ。作品は展示します。　

本館・新館の連絡通路前の展示ケースに、チ
ョロQが大集合！　
館内ミュージアムショップで販売しているセリカ、
2000GT、シトロエン2CV、フォルクスワーゲン、ミ
ニなどのチョロQ43台が勢ぞろいしています。　

「ブリティッシュ・スポーツカー“MG＆ジャガー”展」　
開催期間：7月16日（火）～ 9月23日（月）秋分の日　

企画展　

ギャラリー　ポスター展　 ミューズコーナー展示替え　

夏のイベント開催　

Eカー・フェスティバル2002開催　
“企業ミュージアムの協会”主催のコンテスト
に応募した当館のオリジナルグッズ「ぷるぷる
ボンネットバス」が、ベスト10に入賞しました。8
月に同協会より、賞状・賞楯などが贈られます。
「ぷるぷるボンネットバス」は、リングを引くと凸
凹道を走るようにぷるぷると揺れて走ります。　
（￥600）　

人気コンテストに入賞！　 チョロQ商品　

MG-TC

ジャガーEタイプ　

ジャガーXK120

7月20日から8月31日の毎週土曜日と、8月
13、14、15日の開館時間を延長し、19:00が閉
館となります。（入館受付は18:30まで）　
8月12日（月）は開館します。　

ミュージアムライナーは8月10～18日は日曜ダ
イヤで特別運行。　
最終便は当館発17:05です。　
詳細は0561-63-5155まで。　
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3月21、23、24日と4月7日に「スプリングイベント2002」、また5月3日から6日は「ゴールデン
ウイークイベント2002」を開催しました。　
期間中は、博物館オリジナルのペーパークラフト製作やクラシックカーへの同乗試乗会、ま
た新館クイズラリーなどの様々なイベントを行い、家族連れを中心に多くの来館者が参加し
ていました。　
館内では、親子で協力しながら工作やクイズに挑戦する姿があちこちで見られました。　

表紙イラスト　
レーターから　

館内イベント開催　

現在、トヨタ博物館前の県道では、2005年開
催の愛知万博に向けて、リニアモーターカーの
工事が急ピッチで行われています。完成の暁
には、徒歩で5分の所に停車駅も設けられます
ので、一般交通機関でのご来館が大変便利に
なります。つつじ、さつきの季節が終わり、もう
梅雨です。   （松本秀夫）　

日本の伝統建築とクルマの対比が何とも面白
いと思い、描きました。　
初代シルビアは今でこそクラシックですが、当
時は先進的で、町並みとの対比は今以上にコ
ントラストがあったのではないでしょうか。　

トヨタ自動車  第3デザイン部  
西濱豊和さん　

このクルマはなんでしょう？　
（本誌に登場したクルマです）　

●先号の答えは「キャデラック・エルドラド・ビアリッツ」でした。　

＜送り先>　
〒480-1131　
愛知県長久手町 トヨタ博物館クイズ係　
＜メールアドレス＞　
XK-kandayori@mail.toyota.co.jp

＜応募方法＞　
ハガキまたはEメールに　
クイズの答え、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、
意見・感想、本誌をどこでご覧になったかをご記入の
上、ご応募ください。　
（締切り：7月31日消印有効） 　
正解者の中から抽選で10名の方に「ぷるぷるボン
ネットバス」をプレゼント。　

読者の声　 TAMクイズ　 編集後記　

ペーパー　
クラフト　

試乗会　 クイズ　
ラリー　

（この原画をご希望の方に差し上げます。TAMクイ
ズと同じ要領で「原画希望」と記入のうえ、ご応募く
ださい）　

昨年4月から今年3月までに車両や資料を寄贈
していただいた方 を々紹介し、お礼を申し上げ
ます。（敬称略50音順）　

2001年度 寄贈者のご紹介　

6月2日から新館1階エントランス横に、いすゞ 自
動車（株）より借用の アッソ ディ フィオーリを
展示しました。ジウジアーロが設計し、1979年
ジュネーブモーターショーに出展されました。ア
ッソ ディ フィオーリとは“クラブのエース”とい
う意味です。いすゞ はジウジアーロの意図を生
かしながら2年後にピアッツァを発売しました。　
6月2日に来館のピアッツァ・オーナーズクラブ
の方 を々はじめ多くの来館者が足を止めていま
した。　

いすゞ  アッソ ディ フィオーリを展示　

●開館日数：306日（前年同数）　
●年間来館者数：171,024人（前年比111％）　

2001年度の来館状況　

アラコ（株）　
（社）石川県自動車整備振興会　
内山 勇　
海老原 美宜男　
小田柿 哲　
（株）京三製作所　
京三電機（株）　
（株）交文社　
佐久間 貴也　
佐藤 健司　
澤 弘康　
（社）自動車工業振興会　

（財）シマノ・サイクル開発センター　
下山 肇治　
（株）集英社 　
菅原 大輔　
田中 進　
谷口 豊　
辻 達治　
東京堂出版　
（株）トミー　
（株）豊田中央研究所　
豊田紡織（株）　
中和会自治区　

名古屋市市政資料館　
（社）日本自動車工業会　　
坂野 正則　
フェラーリ美術館　　
マツダ（株）　
間渕 元一　
（株）モーターマガジン社 　
森嶋 正博　
山下 正継　
山本 克典　
山本 康夫　

●車両を寄贈していただいた方々　

●書籍・資料等を寄贈していただいた方々　

稲生 真一   愛知県   スバルR-2 K12型（1969年）　
加治 優子   愛知県   トヨペット クラウンRS21型（1960年）　

珍客到来　

●往年の車は個性があり、美しいものです。毎
号知らない車が多く、個性の感じられない昨
今の車より観ていて楽しく、感心しています。
　　　　　　　　　京都市  中村 聡太郎さん　

●カー・ウォッチングの外形意匠の表現方法が
参考になりました。次回が楽しみです。　
N360特集で学生時代を思い出しました。　

愛知県岡崎市  家塚 勇さん　

●なかなかトヨタ博物館まで行ける機会がない
のでとても興味深く見てマス　
車の事に興味がなかったのですが、昔の車
って味わい深くてやっぱり良いですね。　

京都府向日市  奥澤 敦子さん　

●5回の特別展・企画展、7回の企画イベントの
開催により、昨年度より16,000人を上回る来
館者増。　
●開館以降の累計来館者数は2,918,000人。　


