特集企画

企画展 クルマとアート

松本秀実の世界

クラシックカーの情景
12月17日（火）から3月9日（日）
まで、企画展・クルマとアート「松本秀実の世界
クラシックカーの情景」
を本館2階特別展示室および常設展示場にて開催し、作品
91点を展示しました。趣きのある作品を所蔵車両とともにご紹介します。

ド ディオン ブートン 1３４HP（1899年・フランス）

シトロエン 5CV タイプC3（1925年・フランス）

前席パッセンジャー、後席ドライバー・シートを持つ
縦列2シーターのユニークな形態。

大型車の機能と構造をスケールダウンした、大衆車
メーカー シトロエンのヒット作。

スチュードベーカー アバンティ（1963年・アメリカ）

コード フロントドライブ モデル812（1937年・アメリカ）

レイモンド・ローウィが手がけた優美なデザインの
スポーツクーペ。

リトラクタブルヘッドライトを装備したスタイリッシュな
高級スポーツカー。

モーガン エアロ（1922年・イギリス）

プジョー ベベ（1913年・フランス）

ボディ先端にむき出しになったV型2気筒エンジンが
特徴の、三輪の大衆スポーツカー。

エットーレ・ブガッティ設計による、
ミニマムな2シー
ターの大衆車。

ショップ商品

ミュージアム・レストラン
特別メニュー
「器の中の世界」

1200円

ランチョンマット

ポストカード

1枚80円

図録（B5版・40ページ） 600円

「博覧会と自動車」を開催

特別企画展

「愛・地球博」は2005年3月25日から9月25日まで開催されます。
当館では3月25日から7月6日まで、
「博覧会と自動車−限りない夢と感動の
軌跡−愛・地球博まであと2年」と題する特別企画展を開催します。
今回の特別企画展では、万国博覧会の歴史を概観するとともに、博覧会と自
動車のかかわりについて、そのエポックとなった車両を展示。同時に博覧会が
日本の自動車づくりや普及に大きく寄与してきた歴史を紹介します。

■ ガソリン自動車の誕生と万博への出展

シュトールラート・ヴァーゲン
（1889年 ドイツ）

ベンツ・パテント・モトールヴァーゲン

●パリ万博（1889年）
初めてガソリン自動車が展示された万国博覧会。しかし2
台とも、来場者の注目を浴びることはなかったと当時の記
録は伝えています。

（1886年 ドイツ）

カール・ベンツが1886年に完成させた世界最初の
ガソリン自動車。

ゴットリ−プ・ダイムラーがダイムラー・モ
トールヴァーゲン（1886年）に改良を加え
たガソリン自動車。

■ 博覧会で花ひらいた黎明期の国産車

山羽式蒸気自動車（1904年 日本・模型）

●第五回内国勧業博覧会（1903年・明治36年）
大阪・天王寺公園で開催。海外18カ国からも参加がありま
した。アメリカの輸入会社3社が8台の自動車を展示。国内
の博覧会における自動車展示のはじめとなりました。

■ モータリゼーションへの道
●パナマ太平洋万博（1915年）
当時アメリカ最大の自動車メーカーであった
フォード社が、モデルTの組み立てラインを
万博会場に持ち込み、車両の組み付け実演
をするという画期的な展示が行われました。

森房造は自動車の利便性に着目、乗合自
動車の事業化を思い立ちます。山羽虎夫に
米国ロコモビル社が4台の蒸気自動車を展示しまし
製作を依頼し、山羽式蒸気自動車が完成。
た。また会場内でデモンストレーション走行を行い、 「国産車第一号」といわれています。
自動車の走る姿を来場者の前で見せたのです。

ロコモビル（1899年 アメリカ）

■ 万博の隆盛と自動車社会の進展
●シカゴ万博
（1933〜34年）
公式テーマ
（
「進歩の
1世紀」）
を冠した最
初の万博。流線型デ
ザインの試作車の出
品や各メーカーの新
型車の展示など、自
動車社会が形づくら
れていくなか未来へ
の提言がされていき
ます。

デ・ソート・エアフロー（1934年 アメリカ）
「流線型」をいち早く取り入れたクルマ。シカゴ万博
にも出展されましたが、スタイルが進歩的すぎたた
め市場にはあまり受け入れられませんでした。

フォード・モデルT（1914年 アメリカ）

■ 日本で開催された万国博覧会
大阪万博（1970年）
は日本で開催された初めての万国博覧会。入場者数は万博史上最多の6421万
8770人を数えました。自動車が普及するとともに、車両は展示物というより、来館者の交通手段や、構
内の運営に供するなどの役割を担うようになりました。
そして2005年の「愛・地球博」
。環境をテーマにした博覧会で、近未来の新しいシステムのクルマや交
通手段が、どのように登場してくるか期待されます。
このほかにも、
ド・ディオン・ブートン（1899年 フランス）、
トヨダAA型乗用車、スズキ軽四輪電気自動車（1970年）
、月面車ルナーローバ＜レプリカ＞などを展示します。

トヨタ博物館 2003年度行事予定表
■ 企画展【本館2階 特別展示室】
3/25（火）
〜7/ 6（日）

「博覧会と自動車
限りない夢と感動の軌跡
〜愛・地球博まであと2年〜」

2年後に「愛・地球博」を控え、博覧会の果たして
きた役割と、自動車がどのように関わってきたか
を紹介。

7/18（金）
〜9/21（日）

夏休みクルマ教室
「クルマはおもしろい」

学校の夏休みに合わせ、クルマのおもしろさを紹
介。夏休みの自由研究にもおすすめ。
企画展

10/7（火）
〜12/7（日） 「モータースポーツの世界」

自動車が誕生するとやがて競争が始まった。
黎明期から今日のレースまで、エキサイティング
なモータースポーツの世界を紹介。

12/16（火）
〜
2004年3月上旬

自動車を題材にしたアート作品展。

クルマとアート

予告なく展示内容や時期を変更する場合もあります。7月以降の題は仮です。

■ イベント

試乗会

3/21（金）
〜4/26（土） スプリングイベント2003

試乗会、ペーパークラフト など

5/ 3（土）
〜5/ 5（月） ゴールデンウィークイベント2003

クイズラリー、ペーパークラフト など

第14回クラシックカー・フェスティバル

5/25（日）

（愛知県豊田市「フォレスタヒルズ」にて）

全国から集まる1972年以前の国産車と当館所蔵
の欧米クラシックカーによるパレード、試乗会 など

8/13（水）
〜8/17（日） サマーメモリー2003

ぬりえ、クイズラリー など

10月〜11月

わくわくウィークエンド2003

試乗会、ウレタンクラフト など

2004年1月上旬

ウインターメモリー2004

スタンプラリー など

工作教室

上記は都合により、変更することがあります。事前にお問い合わせ下さい。

ペーパークラフト

1月4日から2月2日まで、新春イベント「ウインターメモリー2003」を開催。
「F1展示撮影会」
「F1グッ
ズ抽選会」
「スタンプラリー」を行ないました。中でもトヨタF1カーの展示は来館者の注目を集め、
好評のうちに終了しました。

◆新春F1展示撮影会

F1カーをバックに記念撮影。
ハイ、チーズ！！

「トヨタTF102」
（2002年）と「トヨタ7」
（1969
年）を展示。新旧レーシングカーを並べ自由に
撮影していただきました。
F1カーは、特に若い男性に人気。みなさん
じっくりとご覧になっていました。

子どもたちはミニカーに夢中でした。

「F1キャップが当たったよ！」
良かったですね。
おめでとう！！

◆F1グッズ抽選会

ウインドブレーカーやキャップなどが当たる
抽選会を行ないました。

マツダ コスモスポーツ L10B型
1969年（昭和44年）
●長×幅×高：4130×1590×1165mm ●軸距離：2350mm ●エンジン：水冷ロータリー

ツインローター 491cm3×2

ロータリーエンジンを日本に根付かせ、大きく育てる さきがけとなった名車

マツダ コスモスポーツ L10B型 1969年（昭和44年）
黒田 純男

ご紹介するのは日本初のロータリーエ

はコンパクトなボディをイメージの上で大

ツが遜色ない性能だったことがわかる。

ンジン搭載のスポーツカー マツダ コス

きく見せる効果があるようだ。
この車が出

モスポーツ。東洋工業（現 マツダ 以降

た当時、
スタイルがコスモ
（宇宙）
という名

2．ロータリーエンジン

マツダと表記）
が7年の歳月を掛けて研

にふさわしくSF映画の宇宙船のようだと

究開発を進め、
1967年（昭和42）5月30

思った記憶がある。
『帰って来たウルトラ

燃焼圧力を受けて回転する。断面構造

日に販売開始した同社最初のスポーツ

マン』で活躍するMAT車を覚えておられ

は2つの円がくっついたマユ型のケース

カーである。1963年型ダットサン フェア

る読者も多いことと思う。

に三角形のおむすび型ローターが収ま

レディ、
1968年型トヨタ2000GT等と並ん
で当館で展示されている。

レシプロエンジンと異なりローターが

バケットシートに座ってみるとボンネッ

った形をしている。
ケースとローターの隙

トが低いため意外にフロントの視界は良

間が燃焼室で、
燃焼ガスは隙間を拡大す

い。
ワイパーには高速走行時の浮き上が

る方向にローターを押し回す。
ローターは

西ドイツのNSU社が開発に成功、
世界の

り防止フィンがついている。室内はコン

ケースに動きを規制されて出力軸歯車

各社がライセンスを受け研究を進めた

パクトだが広い足元、
大きな曲面ガラス

外周を公転する。同時に自転しつつクラ

が、
NSUのスパイダー以外にはコスモス

のリヤウインドウが開放感をもたらし息苦

ンクシャフト無しで直接出力軸に回転力

ロータリーエンジンは1959年
（昭和34）

ポーツ発売まで成功例はなく、
今日世に

しさが無い。
シートの荒目の千鳥格子模

を伝える。往復運動部分やバルブ機構

あるロータリー車はマツダ車のみである。

様は当時かなりハイカラな印象を与えた

も無いため、
機械効率が高く軽量コンパ

コスモスポーツは高性能、
スタイルの斬

と思われる。

クト、
振動が小さく部品点数が少ない等

新さで、
日本の自動車産業のレベルを強

車の後部裏側をのぞくとデフギヤはボ

くアピールしたといわれる。1972年（昭

ディに固定された状態で車輪を駆動して

この回転型エンジンは第2次世界大戦

和47）
の生産終了までに1176台が生産

いるのが見える。両車輪をつなぐのは湾

前から研究を続けてきたドイツ人フェリッ

された。

曲したド・ディオンアクスルで、
車高を下

クス・バンケル博士（1902〜1988）
によ

1．スタイル・性能

げやすくし、
プロペラシャフト・デフギヤ分

って発明された。戦後、
四輪車への進出

を含まない小さいばね下重量は操縦性、

を狙っていた西ドイツの有名なオートバ

モノコックのボディはコンパクトさとい

乗り心地を良くする。
こうした技術の採

イメーカーNSU社がバンケル博士の研究

うロータリーエンジンの特長を最大限に

用によりハイウェイのドライブは静かでク

に着目し、
両者は技術提携して1959年

生かした精悍なスタイルである。
フロント

ールなフィーリングだったといわれてい

にNSU−バンケル型ロータリーエンジン

ミッドシップの低いノーズはオーバーハ

る。

を完成させた。自動車以外の会社も含

が挙げられる。

ングが短いため安定感がある。思い切り

性能は車両重量960kgで最高速度

め多くの企業が注目し、
ライセンスを受け

強調されたレリーフラインはフロントの細

200km／h、
0〜400m加速15.8秒をマー

て開発に取り組んだ。
シトロエンがGSビ

いバンパーとつながりボンネット先端を

クした。1968年のポルシェ911Lが2リッ

ロトールを850台程造ったが、
設備投資・

引き締めている。
ラインはリヤバンパーへ

ター水平対向6気筒エンジン搭載、
車両

オイルショック対応等参入障壁が高く

流れ、
さらにバンパーがテールランプ中央

重量1095kg、
最高速度210km／h、
0〜

1970年代後半にはロータリー車市場は

を貫きボディを一周している。
このライン

400m加速16.5秒なので、
コスモスポー

マツダの一人舞台となってゆく。

エンブレムはローターを形どった
おむすび型

10A型ロータリーエンジン（1970）
＜当館展示＞

宇宙船を思わせる
外観

発売を伝える新聞記事
（日刊自動車新聞 1967年5月30日）

3．マツダの取り組みの経緯

4．
ロータリー車の実用化

③排ガス対策・燃費改善の取り組み
ユーザー要求の変化と内外の規制強

機械等の製造を行っていた東洋工業

コスモスポーツ誕生までの道のりは平

化に対して自動車各社とも命運をかけ

が1930年（昭和5）
に三輪車の試作に成

坦ではなかった。NSUのスパイダーは

て取り組んだ。
ロータリーエンジンは燃焼

功。1960年（昭和35）
にR360クーペ、

1964年から1967年まで2375台生産、
同

室温が低いので排気中のNOxは低いが

1962年（昭和37）
にキャロル360を出し

年に後継車のRo80を発表し37000台余

HCが高いという特性がある。HC除去に

軽乗用車でも大きな成功を収めた。
さら

り生産するがNSUはアウディ社との合

は排ガス再燃焼装置を開発して克服し

に総合自動車メーカーへの脱皮を目指

併、
レシプロ併産の道を歩む。多くの問

た。1973年末に起こったオイルショック

して市場投入したファミリア
（バン 昭和

題はマツダ技術陣が改めて解決に取り

を引き金に、
省エネルギーへの動きが強

38、
セダン 昭 和 39）
も好 評を 博した。

組まざるをえず、
幾多の困難に遭遇する

まり、
燃費改善は至上命題だった。技術

1959年12月（昭和34）
に遡るが、
NSU社

ことになる。

陣は低速時に燃費を犠牲にすることな

①チャターマークの克服

くHC浄化機能を維持するため排ガス再

のロータリーエンジンの開発成功を知っ
たマツダはその将来性を見越し、
新型エ

ケース内面にびびりマークが発生しロ

燃焼用空気を加温する装置を開発、
排

ーターシールが短期間に破損してしまう。

ガス対策・燃費改善というトレードオフ関

1960年10月 ロータリーエンジンの技

あらゆる材質の金属シールのテスト、
さら

係をなんとか切り抜けた。

術導入契約をNSU社／

にはカーボンシールに取り組みようやく

ンジンへの取り組みを決める。

高強度カーボンを確保した。

バンケル社と仮調印
1961年 2 月 正式調印 国産化スタート
11月

試作第1号エンジン完成

1963年10月 第10回東京モーターショ
ーにエンジン単体を出品

排ガス浄化・燃費改善は全ての内燃
機関にとって永遠の課題であるが、
ロー
タリーエンジンは常にレシプロエンジンの

②オイル消費・白煙対策と振動防止
ロータリーの特徴とも言われたオイル

トップランナーと比較されながら厳しい
目標への挑戦が求められている。

多消費・白煙発生にはサイドシールを改
善しオイルが燃焼室に入りにくくした。1

2003年1月8日の新聞に、
デトロイトで

ローターだったバンケル型オリジナルを

開催された北米国際自動車ショーの記

2ローターにして回転を円滑化、
摺動外周

事『マツダ、
2003年4月に新型スポーツ

面の吸気孔をケースの側面に変更し不

カーRX−8をRX−7（2002年夏に生産

均一燃焼・異常振動原因の吸排気混合

中止）の後継車として発売予定』
とある。

防止を図った。1燃焼室に2本の点火プ

ロータリー式1.3リッター、
4人乗りクーペ、

スポーツカーとしてはコスモスポーツが

ラグとして着火性も向上させた。1965年

コスモスポーツの系譜である。

出て10年余を経た1978年3月にサバン

6月に当時東洋一の三次自動車試験場

ナRX7が登場。1993年6月のル・マン24

が完成し連続耐久テストにも拍車が掛か

時間レースではロータリーエンジンのマ

った。

1964年 9 月

第11回モーターショーに
ロータリーエンジン搭載
コスモスポーツを出品

1967年 5 月 コスモスポーツを発売
その後ロータリー車を相次いで投入。

み よ し

ツダ787Bが総合優勝。

【参考文献】
「東洋工業50年史」東洋工業株式会社（1972年）
マツダ技術技能の発掘ボランティアチーム「マツダ技術技能史」
マツダ株式会社（2000年）
●「マツダ ロータリー スポーツ」Neko
（1979年）
●「ニュー コスモスポーツ セールスカタログ」東洋工業株式会社
● 大関 博
「ロータリーエンジンの20年」グランプリ出版（1982年）
●「A−Z OF CARS 1945−1970」 BAY VIEW BOOKS
（1989年）
●
●

新型スポーツカー RX-8
ロータリー車の系譜
1965

ロータリーエンジン断面

1970

1975

ロータリーエンジン作動説明図
NSU
スパイダー

NSU
Ro80

三次自動車試験場

クルマの窓から
世界が見える
異文化コミュニケーター

マリ・クリスティーヌさん
豊富な海外生活経験で学んだ広い視野に立ち、環境・教育・人権・ボランティアなど日
本でも直面している諸問題に関してグローバルな講演活動などを展開している異文化コ
ミュニケーター。国連ハビタット親善大使、AWC（アジアの女性と子どもネットワーク）
代表。2002年に2005年日本国際博覧会（愛・地球博）広報プロデューサーに任命される。
上智大学卒業、東京工業大学大学院修士課程修了。いまなお都市工学を学ぶ。他方パリ−
ダカールラリーや国内レースにも参戦経験をもつ行動派。

ポルシェとともに（富士スピードウェイにて）

生

まれた時からクルマのある生活で

んです、ちょうど私の目の前で。あの時は

したから、クルマに対する違和感

すごいショックで立ち上がれませんでし

いますね。

ク

ルマというのは、ある意味ではラ

はあまりなく育ちました。最初のクルマ

た。全然サーキットにも行かなくなって。

の思い出は、戦後、東京に住んでいた

しばらくして、たまたまレースをやってい

あり、自分の夢でもあると思うんですね。

頃、よく母がビートルで葉山まで連れて

る友人に誘われて、チームオーナーとし

エンジンやスタイルに対するこだわりを

行ってくれたことです。当時は、40分ぐら

て「マリ・クリスティーヌ・インターナシ

エンジョイするためのクルマと、自分の

いで行けたんです。昼間、海で遊んで、

ョナル・レーシング・チーム」というのを

ライフスタイルを支えてくれるためのク

夕方、父が帰るまでに戻れました。1960

つくりました。

ルマと両方あることが私は一番理想だと

年代初め、4歳からの4年間、
ドイツで過

1990年、長野県がオリンピックを誘致

ごしました。週末にはロマンチック街道

しようとしていて、
「パリダカールラリーに

イフスタイルを反映するものでも

思うんですよ。
たとえば、私がポルシェのボクスター

やメルヘン街道、ライン川のほとりを走

長野県号で走りませんか」
と提案したら、

に乗りたかったのは、すごくジェームス・

ったり、周りの国々に行ったりと、いろん

長野トヨタがスポンサーになってくれて、

ディーンへの憧れがあったからです。

な思い出があります。クルマに乗ると私
はいつも、風景を後ろの座席から見てい
ました。
クルマから世界を見るという感覚の中
でずっと育ったんです。
先進国だけでなく、発展途上国にも住

「長野県号」で走ったんです。

でも、彼が乗っていた当時のポルシェ

1台は完走して、1台はリタイヤ。その1

なんて買ったら大変でしょうね、メンテナ

台は、立松和平さんが私たちクルマの目

ンスも維持費も含めて…ああいう古い

の前でスタックして出られないものだか

クルマに乗るのは大変なんですよ、疲れ

ら、降りて手伝ってるうちに時間切れで

るの（笑）。

リタイヤになってしまって…うちのチー

だけど、欲しいと思うクルマを手に入

んでいましたから、その頃見た国の貧困

ムはみんなやさしいものだから
（笑）…。

れるというのは、自分に対するご褒美だ

な生活の中にも破壊されていない美し

それでも、けっこう長野県をアピールで

と思うんですね（笑）。一所懸命お仕事

い自然の風景が、記憶の中に残っている

きて、誘致できたからよかった、というこ

して、このクルマには自分のこだわりを

んですね。今、国連の親善大使としての

とになりましたが（笑）。

持って乗っているという。

活動の他に、ボランティアとしてタイで
山 岳 民 族 へ の 支 援 や 学 校 建 設 など、

私

はサーキットレースよりはラリーの
方が好きなんですよ。ラリーの方

私

たちは今、時代の変わり目に生き
ていると思います。2005年日本国

2500人の子供たちのお世話をする仕事

が周りの風景が変りますから。ジムカー

際博覧会「愛・地球博」のメインテーマ

に携わっているのは、当時の体験に基づ

ナに出たこともありますが、グルグル同

は「自然の叡智」です。21世紀における

くものだと思います。小さい時に世界と

じところを走るのは目が回りましたし

人間と自然の関係を再考することを目

関わるのはたいへん大事なことですね。

（笑）。ラインがないでしょ、不安になる

指しています。燃料電池車やハイブリッ

はクルマがすごく好きで、生活の

んですよね（笑）
。音がおなかに響く時の

ドカーも含めて、21世紀というものが、

一部でもあるんですが、レースも

感覚って楽しいですね。特にフォーミュ

私たちにとって、こういう未来なんだとい

好きです。二十歳の時だったかな、F1が

ラレースで、目の前を軍団がウワーッと

うヒントを、そこで汲み取ってもらえたら

日本で最初に開催された頃、ピットレポ

行く時。

いいなと思います。おそらく今回の博覧

私

ーターの仕事でずっとF1を追いかけて

それと、レーサーたちがクルマから降

会で見た燃料電池車が50年後には、普

いたんです。もう、魅せられましてね、F1

りる時にヘルメットを外す瞬間の目つき。

通の乗用車になっているということを思

私たちには見えないものを見てきた目

いながら博覧会を見てくれたら嬉しいで

富士スピードウェイで大きなクラッシュ

つきなんですよ。降りてきた時の目つき

すね。いつの時代も博覧会はその時代

があって、
ドライバーの方が亡くなられた

が違うんです。あれは、
ドキドキしてしま

の最先端だったのですから。
（談）

大好きになってしまって。ところが2年後、

「バッジも見てみよう」第1回 ベンツとメルセデスベンツ
山田 耕二

今後数回にわたりトヨタ博物館の展示車を中心にそのバッジを紹介します。
クルマのボンネットまたはグリルには製造会社やブランド、モデ
ル（車種）
を表すバッジが付いています。それは自社のクルマを
他社のものと区別するために用いられ、そのブランドのシンボル
でもあります。バッジはイギリスでの呼び方で、アメリカではエン
ブレムと呼ばれます。ラベル状のものはラベルとも呼ばれます。
ややこしいのは、後述のマスコット／オーナメントを含めこれら
を総称してエンブレムということです。日本ではバッジ／エンブ
レムよりマークという呼び方が一般的です。アメリカではそれが
紋章のようなデザインのものはクレストとも呼ばれます。バッジ

はそれが付いている場所によりボンネットバッジとかグリルバッ
ジなどと呼ばれます。ボンネット先端に付けられるさまざまな形
をした立体の部品はマスコットといいます。なお、ボンネット、マ
スコットはイギリスでの呼び方で、アメリカではそれぞれフード、
オーナメントと呼ぶのが一般的です。
カール・ベンツとゴットリープ・ダイムラーはほぼ同時期に世界
で初めてガソリンエンジンを積んだ自動車を造りました。車名は
それぞれベンツとダイムラー
（1902年からメルセデス）でしたが、
1926年に両社が合併した時からメルセデスベンツとなりました。

ベンツ
当館のベンツはパテントモトールヴ
ァーゲン（1886、レプリカ）、ヴェロ
（1894）
、14/30HP（1912）
で、ベンツ
のバッジが付いているのは14/30HP
です。資料によれば1910年頃から付
け始めたようです。そのバッジのデ
ザインはBENZの文字を月桂冠で囲

ベンツ 14/30HP
（1912）

んだものです。

ベンツのバッジ

メルセデス
ダイムラーが作るメルセデス車にも
1910年頃から スリーポインテッドス
ベンツのハブキャップ

ター が付けられました。
「それはゴッ
トリープ・ダイムラーの思想の象徴
といえる存在で、三本の光芒は陸・
海・空を指し、それぞれの世界での
モビリティーの発展を意味している
のです。
」
（ウエブサイト メルセデス
ベンツマガジン より引用）
メルセデスのバッジ

メルセデスベンツ
両社が合併したときからバッジも両者
を組み合わせたものになり、現在も
使われています。当館に展示されて
いるメルセデスベンツ500K（1936）
にはそのバッジが付いています。

メルセデス ベンツ 500K（1936）

メルセデス ベンツのバッジ

博覧会は、まさに国産自動車の歴史
「博覧会と自動車」最終回は、国内における博覧会の歴史と自動車についてみていきたい。

西川
1．
はじめに

稔

モビル、
オールズモビル、
トレド、
ウェバリー

動車）のT.G.E.トラック、
白楊社のアレス

など合計8台のアメリカ車が展示された。

号などが展示された。博覧会は、
さながら

事情』で以下のように博覧会を紹介して

横浜の貿易商社が出品し、展示だけでな

モーターショーの様相を呈したのである。

いる。
「西洋の大都会には、
数年毎に産物

く会場内でデモンストレーション走行も行

の大会を設け、
世界に布告して各其国の

われた。
これが日本で、
自動車が展示され

名産便利の器械古物奇物を集め、
万国の

たはじめての博覧会と思われる。

福沢諭吉は1866年（慶応2）刊の『西洋

人に示すことあり、
之を博覧会（エッキス

4．愛知県開催の博覧会では
愛知県内で開催された博覧会では、
1937年（昭和12）開催の名古屋汎太平洋
平和博覧会を取り上げたい。同博覧会で

ヒビション、
又はフェーヤ）
と称す」

は、
誕生間もないトヨダAA型乗用車、
トヨ

（注）福沢諭吉が実際に見た万国博覧会は、
1862

ダGA型トラックなどがトヨタ特設館に展示

年のロンドン万国博覧会で彼はこの時、
遣欧使節

され、
注目を集めたという。地元でつくら

団の一員であった。

れた国産自動車に大いに期待が集まり、

同書は、
当時のベストセラーであり、
博

来場者の人気を得たことであろう。

覧会の名を広く日本人に知らしめたとい
われている。

2．内国勧業博覧会
第一回内国勧業博覧会が開催された
のは、
1877年（明治10）8月のことである。
展示品は、
鉱業冶金、
製造物、
美術、
機械、
農業、
園芸の六分野で、
出品点数は8万点
余りであった。内国勧業博覧会は、
政府
の勧業政策の促進が主目的であったが、
一般の来場者にとっては知識を得る場で
あると同時に、
はじめて見る西洋のさまざ
まな文明に直接、
触れる楽しみの場でも
あったであろう。

ロコモビル

来場者の自動車に対する関心は高く、
岡山の資産家、森房造は、
この展示に触
発され、
国産車をつくろうと思い立つ。旧
やま ば とら お

知の技師山羽虎夫に依頼、
山羽は苦労の

トヨダAA型乗用車の展示風景

末、
1904年（明治37）山羽式蒸気自動車
を完成する。同車はタイヤ、
足回りなどが

5．国内で開催された万国博覧会

未完成で、
実用に供される技術レベルで

日本初開催の万国博覧会は、
1970年

はなかったが、
「最初の国産車」
と言われ

（昭和45）の大阪万博（EXPO 70）
であっ

ている。

た。来場者6,400万人を超える一大イベ

1890年（明治23）
の第三回内国勧業博

ントであった。自動車館にも連日多数の

覧会では若き日の豊田佐吉が、
諸外国の

来場者が訪れたという。昨年、
同博覧会

繊維機械に大いに触発を受け、
国産繊維

の会場内の施設管理パトロールに使用さ

機械発明の契機となったことで知られて

れた軽四輪電気自動車が、
スズキ自動車

いる。

の手で復元され、
新聞紙上に取り上げら
れた。
その後、沖縄国際海洋博覧会（1975
山羽式蒸気自動車（模型）

年）、国際科学技術博覧会（つくば万博

1914年（大正3）
に開催された東京大

1985年）、国際花と緑の博覧会（花の万

正博覧会では、
新しい時代を予感させる

博 1990年）
とたて続けに万国博覧会が

展示物が多く出品された。自動車はその

開催され、
モータリゼーションの進展の中

代表例で、
宮田製作所の旭号
（銀賞受賞）
、

で自動車は、
展示物というよりもむしろ、

快進社のダット号（銅牌受賞）
が注目を集

会場内外の交通手段などに活躍してき

めた。

た。

1922年（大正11）
に開催の平和記念東

そして、
2005年の「愛・地球博」
まであ

京博覧会では、
自動車は産業として確立

と2年と迫っている。同博は21世紀最初

しつつあり、
新しい時代を代表する工業

の、
かつはじめて環境をテーマとした国

製品として時代の花であった。石川島造

際博覧会として、
期待は盛り上がってい

1903年（明治36）大阪天王寺公園で開

船所深川分工場（現いす 自動車）のウ

る。自動車の歴史の上でもエポックメー

催された第五回内国勧業博覧会で、
ロコ

ーズレー、
東京瓦斯電気工業（現日野自

第5回内国勧
業博覧会会場

3．自動車が展示物として登場

ガ

ス

キングな博覧会となるであろう。

【訂正】先号の参考文献の記載に間違いがありました。おわびして、右のように訂正いたします。● 長澤均著「パスト・フューチュラマ」フィルムアート社 2000年

〜2度にわたった東北自動車旅行〜
日本自動車倶楽部常務委員であったA.P.スコット氏が商用をかねて、1912（明治45）年と1914（大正3）年の2度に
わたって、同一ルートで東北地方の自動車旅行を行い、雑誌「自動車」の第1巻第2号および第2巻第7号にそれぞれ
旅行記を寄稿している。今号ではその1度目の旅行を主に、当時の東北地方の道路事情について紹介する。

旅行記の前段で当時の道路事情とそ

（筆者注 鬼怒川？）
が渡河できないとの

れに適した自動車について記述してい

情報で白川（河）
までは鉄道を利用。
その

山本 厚夫

るので、
その内容についてまず紹介した

後、
白川、
郡山、
東山温泉経由若松までの

い。
「道路の所々に不整備の個所あると

行程は道路事情もよく快適に進行。特に、

橋梁の堅固ならずして自動車を渡すに危

郡山−若松間の70〜80kmは、景色も路

険なる事。然れども日本のある道路にあ

面も佳良なり。
この度の旅行で最も美し

りて他国のそれに比して遥かに優れるも

き景色である。と旅行記の最後に記述し

の無しにあらず。殊に道路の修理におい

ている。ただし、
2年後の訪問時には一転

て小さく割られた小石を使用せず、
自然

して最悪の道路状況であると報告してい

からず。、横手−院内間 比較的良好 と

のままなる丸い小石を使用せるを以って

る。当時の道路整備の不備が推察され

いうように、良く整備された道路状況を報

る。

告している。

『タイヤ』の破損少なく、
修繕に多額の費

山地の橋の通過

用を要せざるは幸福なり。」と道路事情

一度目は野曽木から列車にて帰路に

については一部予想外の非常に粗悪な

ついているが、2度目には山形経由新

道路を除いて、
比較的好意的な記述をし

庄−米沢まで自動車旅行を続けている。

ている。また、
凸凹の多い道や、
脆弱な橋

その旅行記では山形県内の道路につい

梁の存在のため、
使用に適した自動車の

て the roads are quite excellent and

特性として腰高で軽量の車両を推奨。

the scenery very delightful と褒 め称

1912（明治45）年、
腰高・軽量の14−

えている。

16hpウーズレー−シドレー車（英）
で東京

この太平洋側に対して日本海側の当

の ぞ き

から羽前野曾木（現 山形県乃位）
まで9

時の道路事情が大変良かった事例とし

日間の行程。途中、
今まで自動車を見た

て、
1876（明治9）年に山形県令となった

ことがない地方で「一老人が 此れは脱
線したる汽車又は電車の疾走せるものな

栗橋での利根川の渡河

三島通庸の道路整備に対する熱意と実
行を挙げることができる。三島県令は当

らん と呼び合えるを見たり。
」、
また「一

以降、福島以西の道路は比較的良好

時、農産物を馬車で運べる道路整備の

婦人の自動車を見て、
驚きのあまり電柱

なるが、
其の以東は行進甚だ困難なり。

重要性を中央に意見具申し、
実行に移し

を抱えたまま助けを呼べるを見たり。
」
と

と報告しているが、
実際、
若松−仙台間を

ていった。
こうした新しい道造りは秋田や

いった光景に合いながら約1200kmを走

12回の停止と12時間の運転で走破。次

青森でも展開されていた。

破していった。

の日は朝7：30に仙台をスタートし、
途中、

1878（明治11）年に英国婦人のイザベ

黒澤尻あたりの数kmの間の 実に名状

ラ・バードが東北と北海道を籠や人力車、

すること能わざる険阻なり。車上恰も荒

馬等を利用し数ヶ月に渡って旅行してい

浪に翻弄せらるる船舶の如し。といった

るが、
途中、
山形で「素晴らしい道を3日

難関をどうにか突破し、
夜の10：00によ

間旅して、
60マイル
（約100km）近くやっ

うやく盛岡に到着した。翌日、
三戸までは

てきた。
・・・翌日も立派な道路を進む旅

山中通行不可とのことで再び鉄道を利用

であった。
・・・立派な並木道で新庄で終

し、
浅虫、
青森、
弘前まで2日間かかって

わる」
、秋田と青森の県境でも
「私たちは

いる。青森−弘前間は現在の国道7号線

新しい道路に出た。馬車も通れる広い道

はなく、
五所川原木作（造）経由で、
途中、

路で、
立派な橋を渡って・・・。」
と旅行記

言語に絶する悪路、
完全にして風光明媚、

に三島県令等先人が整備した大変素晴

そして、
再び険悪といった変化に富んだ

らしい道路状況を伝えている。

行程を走行していった。
旅行に使用したウーズレー−シドレー車

その後の弘前以降、
日本海側の道路状
況は一転して良くなり、
弘前−能代間は

初日、
横浜−宇都宮間は途中の栗橋で

日和の愛すべき余りの愉快 、
能代−秋

の20分、
2円50銭の利根川の渡船の他は

田間は 比較的良好 秋田−横田間 極

順調に進んでいったが、翌日は木の川

めて完全、
何人もこれ以上は到底望むべ

＜参考文献＞
雑誌「自動車（第1巻第2号）
」1913年
雑誌「自動車（第2巻第7号）
」1914年
木下良著「道と駅」1998年 大巧社
イザベラ・バード著、高梨健吉訳注「日本奥地紀行」
2000年 平凡社
●
●
●
●

TAM INFORMATION

幻のクルマ初公開
（最古のダットサン、
トヨペットカスタムスポーツ、MR2ラリー仕様車）

座れるクルマ
（デロリアン、
タッカー）

予告

開館5000日達成
記念イベント

博覧会とポスターデザイン

1989年4月の開館以来、5000日を達成したのを
記念し、2、3月にお客様感謝イベントを開催。特
別展示の初公開車両と室内に座れる車両を多
くのお客様が興味深そうにご覧になっていました。
お楽しみ抽選会や3月に行われた試乗会も大盛
況でした。

新館3階ギャラリーでは、3月25日〜7月6日まで、特
別企画展「博覧会と自動車」の連動企画として、
19世紀末から20世紀前半に開催された国際博
覧会やモーターショー関連のポスターを展示します。
アール・ヌーヴォーが起こり、アール・デコ様式が
形作られた時期のポスターデザイン史を、当館所
蔵の作品でたどります。

予告

アール・ヌーヴォーからアール・デコ様式へ

試乗会
（初代クラウン）

予告

クラシックカー運転講習会のご案内

バックヤードツアー参加者募集

「トヨタ2000GTを語る会」

「クラシックカーを自分で運転してみたい・
・
・」
そんなあなたに当館がチャンスを提供します!!
大量生産の幕を開けた車、
フォードモデルTを運
転していただけます。ただし、
ブレーキがアクセル
の位置にあったりするので自信のある方限定です。

トヨタ博物館のバックヤード（車両収蔵庫）へご
案内します。ホルヒや紅旗、ベンツ300SLなど、
普段はなかなか見ることのできないクルマをこの
機会にぜひご覧ください。
実施日は3/30、4/27、5/18、6/29（いずれも日曜日）の
午後1時から45分程度。
（要入館料）
お申し込みは往復はがきに、希望日と住所、氏名、電話
番号、同伴者数を明記のうえ、バックヤードツアー係へ（毎
回先着10組まで）

2月15日、ヤマハ発動機の袋井テストコース（静
岡県）において「トヨタ2000GTを語る会」が開
かれ、開発スタッフや当時のレーシングドライバー、
オーナーが集い、交流が行われました。当館所
蔵のスピードトライアルカー（レプリカ）
とボンドカ
ーも参加し、それぞれ当時のドライバーがハンド
ルを握ってデモンストレーション走行を行い、熱
い視線を浴びました。

NEW

NEW

予約制で5月から月1回の開催予定（有料）。
詳細は4月上旬ホームページにて。
お問い合わせはTEL0561-63-5151まで。

ニューイヤーミーティングに出展

TAMキャスト制服更新

1月26日、東京・青海にて「クラシックカーフェステ
ィバル・ニューイヤーミーティング」
（日本クラシック
カー協会主催）が開催され、当館からはジャガー
XK120（1951・英）
を出展。会場には1万2千人
のクラシックカーファンで賑わいました。イベントの
目玉となるコンクールのテーマ車がイギリス車とい
うこともあり、多くの来場者の注目を浴びてました。

4月1日より、
館内インフォメーション役を務める TAM
キャスト の春夏用ユニフォームを一新しました。
今回は、当館のイメージカラーであるブルーを基調
に、主役の展示車両がより引き立つように淡く落
ち着いたデザインにしました。新たな気持ちで皆さ
まのご来館をお待ちしております。

タムタムくんのグッズ
当館のキャラクター「タムタムくん」
のグッズを館内ミュージアムショップ
で販売しています。
・定規
・スタンプ

380円
1個 300円

試乗会
（ベントレー）

予告

ジェトロショールームに出展
1月7日〜2月16日、
ジェトロ名古屋輸入車ショール
ームにて当館所蔵車両ポルシェ356と松本秀実
氏の作品9点を展示しました。期間中ジェトロでは
「ニューモデルフェア」が開催されており、新ポル
シェボクスターとともに新旧ポルシェが街行く人々
の目を喜ばせていました。

クラシックカー・フェスティバル
のお知らせ
第14回トヨタ博物館クラシックカー・フェスティバ
ルを開催します。これまで以上に、楽しんでいただ
けるイベントを企画しています。皆さまお誘い合わ
せのうえ、
お越しください。
日時：5月25日（日）10：15〜15：30（雨天決行）
場所：フォレスタヒルズ
（愛知県豊田市岩倉町一本松1番地１）

NEW

団体扱い人数変更

4月1日から団体割引（800円／お一人様）の取
り扱い人数を、30名以上から20名以上へ変更い
たします。これからも引き続きご来館をお待ちして
おります。

紀要No.9を発行

〒480-1131 愛知県長久手町 トヨタ博物館 紀要係
（TEL 0561-63-5151）

読者の声
●トヨタ博物館で、昔なつかしい車と対面。車が
欲しく「どんな車でもいい」と思いながらも買え
なかった若い頃を思い出しました。
北海道苫小牧市 加藤 実さん
●貴誌はクルマとそれに関わる事全般において
紹介されていて感心しています。カー・ウォッチ
ングで紹介されたメーターなどは思いの外、外
観と一致しない所かと思います。
茨城県西茨城郡岩瀬町 岡村正治さん
●モーガン・エアロはV型2気筒。私の初代マイカ
ーは水平2気筒エンジンのパブリカ。もちろん
空冷ですからヒーターはほとんど効かず冬場は
寒いドライブでした。雨天に弱かった以外は素
敵な車でした。
静岡県磐田郡豊田町 斉藤勝己さん

ペーパークラフト

館内イベントのお知らせ
■ スプリングイベント2003
【工作教室】
・3月21日〜4月6日の土日祝日
・ウレタンクラフト
（有料）、ペーパークラフト
【試乗会】
（有料）
・3月29日〜4月26日までの各土曜日
・車両：ベントレー、
トヨタセンチュリー、
ボンネットバス
■ ゴールデンウィークイベント2003
・5月3日（土・祝）、4日（日）、5日（月・祝）
・工作教室（オリジナルペーパークラフト）、
クイズラリーなど
詳細はお問い合わせください。

表紙イラスト
レーターから

NEW

『トヨタ博物館紀要』No.9（非売品）
を発行しまし
た。珍しい機構のレシプロガソリンエンジン搭載
車両を解説した「珍しエンジン考」をはじめ、全7テ
ーマを取り上げています。ご希望の方は、住所、氏
名、電話番号をご記入の上、郵送料（切手240円
分）
を添えて紀要係までお送りください。

予告

ミュージアムライナー期間延長

松本秀実さん

毎週土日にトヨタの文化施設を回る無料のシャ
トルバスを運行しておりますが、2004年3月まで
運行することになりました。
詳細はTEL0561-63-5155、
または当館のホー
ムページをご覧ください。

スチーマーといえば、戦後最悪の交通事情の頃、
山陰線の蒸気機関車の石炭の上から機関手が
働くのを眺めながら中学校に通ったことがあります。
イギリスのスチームトラクターたちも牧歌的で好き
なのですが、
このスタンレーは何と軽快で、
スマート
なことでしょう。

TAMクイズ

編集後記

このクルマはなんでしょう？
（本誌に登場したクルマです）

＜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：4月30日消印有効）
正解者の中から抽選で10名の方に「タムタムくんグ
ッズ」と「松本秀実ポストカード」をセットにしてプレゼ
ント。
＜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
●先号の答えは「モーガン・エアロ」でした。

トヨタ博物館は平成元年4月16日にオープン、開
館5000日を迎えることができました。ありがたいこ
とです。これも私たちの活動を「観覧」という形で
支えてくださる皆さまのおかげです。今後もより親
しまれる博物館になるよう頑張りますので、
ご指導
よろしくお願いいたします！
（今堀里佳）

（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）

