
特集企画

トヨタ博物館で人気の高い1970年代の国産スポーツカーを中心に、
「見て」、「聴いて」、「触れる」ことで体感・実感しながら、クルマの魅力や楽しさを紹介した企画展です。
今回の展示では、漫画家の田中むねよしさんのイラストで展示を説明し、「走るクルマの魅力」を紹介しました。

企 画 展

期間：2003年7月18日（金）
～9月21日（日）

場所：本館2階特別展示室

クルマの性能や力を道具を使って体験。
トヨタ2000GTの性能値と人間の力くらべだよ。

エンジンが1分間で6600回転！！　
クルマのエンジンは扇風機と同じ様に軸（クランクシャフト）を回転させて、　
その力をタイヤに伝えるよ！　
トヨタ2000GTはエンジンが1分間に6600回転する時、一番大きな馬力を出すんだ。　
扇風機はだいたい1分間に約1000～2500回転だから、6000回転がどれだけ速い回転か　
想像つくかな？　

時速100km（100km/h）とは　
　1時間に100km移動できるスピードです　

　
こんなに‥一所懸命走ってるのに‥ぜいぜい‥時速15km！？　
クルマで時速15kmはあんなに‥楽そうなのに‥ぜいぜい‥　
　　　　　　　高速道路は時速100kmまでOK！？‥ぜいぜい‥　
　　　　　　　　　ぼくの6倍以上のスピードですか‥　
　　　　　　　　　しかも疲れ知らずで‥ぜいぜい　
　　　　　　　　　ずーっと走るんですね‥　
　　　　　　　　　クルマが人間だったら‥オリンピックでも　
　　　　　　　　　軽々金メダルですね‥ぜいぜい　　　

まわす力が　
　 トルクです　
この軸（クランクシャフト）を　
まわす力（ねじる力）を　
トルクって言うんだよ。　
前にあるトルクレンチで、　
君のトルクが解るからね。　

1馬力（1ps）とは‥　

75kgのオモリを1秒間に1mも持ち上げる力　
馬ってかなりの力持ちだね～。クルマの馬力って　
▲▲ps（▲▲馬力）って表示だよね‥　
ということは、馬▲▲頭分ですか！！　
2000GTは確か‥150馬力！！　
あの小さいボンネットの中に馬150頭分の力を出す　
エンジンが入っているんですね‥ヒョエ～　

トヨタ 2000GT
（1967）



スポーツカーエンジン音聴きくらべ

初代「パブリカ」と「トヨタスポーツ800」を乗りくらべ

「いすゞピアッツア」とショーカー
「アッソディフィオーリ」の見くらべ

同じ種類のエンジンでまったくデザインが
異なったクルマのデザインや設計の工夫を
乗りくらべて体験。

まだ売り出すまえのショーモデルは、　
デザイナーの「こうしたいな」という気持ちが　
いっぱいつまっています。だから実際に　
乗る人の使いやすさを重視して売りだす　
クルマとではびみょーにつくりが変わっています。　

あれっ、　
かおつきが　
なんか　
ちがうなぁ？　

うーむ、　
ドアをあける　
部分がけっこー　
ちがうような‥？　

フロントと　
リアの　
ガラスの　
かたむきが　
ちょっと　
ちがうかな？　

この2台は※同じエンジンをもつ　
兄弟みたいなクルマなんだけど、　
目的や使い方が違う　
乗用車とスポーツカーではこんなにも　
デザインが変わってくるんだよ！！　
※トヨタスポーツ800はキャブレターをふたつにするなど、　
　パワーアップされています　

いすゞピアッツア（1982）
“アッソ ディ フィオーリ”のデザイ
ンそのままに登場して話題をさらっ
たスペシャルティカー。強靭なシャ
シーによる走りの良さとあわせ人気
を博した。

▲トヨタスポーツ800 (1965)
パブリカをベースに開発された大衆ス
ポーツカー。2気筒790ccの小さなエン
ジンながら、優れた性能を発揮。

▲パブリカ UP20 (1967)
1955年、通産省の「国民車構想」に合
わせて登場した大衆向け乗用車の改良
型。車名は一般公募され「パブリック
とカー」の合成語。

いすゞ アッソディフィオーリ
（1979）

20世紀を代表するカーデザイナー、
ジウジアーロ設計の芸術作品的車両。
1979年ジュネーブ自動車ショーで発
表され、高い評価を受け、同年のロ
ーマの自動車ショーではペガソ賞を
受賞。（いすゞ自動車（株）より借用）

▲ニッサンスカイライン2000GT
（1971）

1957年に登場したスカイラインの3代目。
スタイルは3ボックスの典型的なセダン。
後輪部に「サーフィン・ライン」が付き、
通称「ハコスカ」と呼ばれ親しまれた。

▲ダットッサンフェアレディZ 432
（1970）

1969年にデビューしたフェアレディZ
のトップ・モデル。スカイラインGT-
R譲りのS20型エンジンを搭載、持ち前
の空力の良さを利して210km/hの最高
速度をマークした。

▼

▼



8月9日、10日に、新館1階大ホールで「田中むねよし漫画教室」を開催しました。
描くクルマはベンツ300SLガルウィング。
親子連れやクルマ好きの若者、田中さんのファンなど100名を超える参加者が集まりました。
回を重ねるごとに、調子がでてきた講師役の田中むねよし先生。参加者の間を回りながらアドバイス
していました。
参加者は、自分でマンガを描いた色紙に田中さんの直筆サインを入れてもらい、大喜びでした。

「田中むねよし漫画教室」を開催

レストラン・ショップ商品特別メニュー ミュージアムショップ田中むねよしのグッズ

クルマランド・スペシャル ¥1200
お皿の中にクルマが“かくれんぼ”しています。

マウスパッド ¥1500 ポストカード各¥150

キーホルダー ¥500 ステッカー　 ¥600

ランチョンマット

昭和39年12月17日生まれ。
佐賀県生まれで佐賀県在住。
大学時代に講談社週刊モーニング
「ちばてつや賞」準入選受賞。
2年間の小学校での教員生活の後、
本格的に漫画家デビュー。自動車
をテーマに作家活動を続ける。

田中むねよし

▲トヨタMR2 プロトタイプ（1983）
トヨタにとって従来の商品系列にな
い新しい車として登場したミッドシ
ップ・2シーター、MR2のプロトタイ
プ。

▲トヨタ4500GT（1989）
1989年ドイツの自動車ショーでデビュ
ー。総アルミ製のエンジンを搭載。コー
ダトロンカ（車体後部を垂直に切り落と
した）スタイルを採用。

ジグソーパズルを使って、クルマの構造を覚えよう。



このほか、トーマスフライヤー（1909）、ベントレー4／リットル（1930）、ダットサン富士号（1958）、ニッサンR380-Ⅰ（1966）、トヨタ7（1969）等を展示します。

●サンビームグランプリ（1922･イギリス）
1922年ストラスブールGPのために4台だけ製作
された内の1台、ツインカム機構、前輪ブレーキ
を備えている。

●トヨタセリカGT－FOUR（1993･日本）
1993年WRCで全13戦中7戦に優勝し､日本で初の
メーカー部門､ドライバー部門の両タイトルを獲
得した。

●ホンダRA300（1967･日本）
1967年イタリアGPに参戦。ホンダに2度目の優
勝をもたらした。（本田技研工業（株）より借用）

次 回 企 画 展 の お 知 ら せ

今回の展示では、モータースポーツの歴史や、世界三大レ
ースといわれるル・マン、モナコGP、インディ各レース
や、さまざまなモータースポーツをクルマとともに展示・
紹介しモータースポーツのおもしろさをご紹介します。

「疾走するマシンとその軌跡
～モータースポーツの世界～」

期間：10月7日（火）～12月7日（日）

恒例の夏のイベント「サマーメモリー」を開催しました。
今年は、7月19日から8月30日までの毎週土曜日に「夕べ
の試乗会」を開催したほか、お盆に「クイズラリー」「ア
イロンビーズ制作」「ペーパークラフト」を行いました。

なかでも普段乗ることのできない1950年代のアメリカ車
に乗車できる試乗会は大変好評で、楽しいひと時を過ご
していました。

新館クイズラリーの第2弾。正解者にはステッカーをプレゼントしました。

「キャデラック エルドラド」と「シボレー インパラ」のほかフィリピンの小
型バス「ジプニー」に乗っていただきました。

カラフルでかわいいビーズ制作は、子どもたちだけでなくお母さんも夢中に
なっていました。

館オリジナル　ペーパークラフト11作目の「スカイラインGT－B」を作り、
好きな色をぬって仕上げました。

キャデラックエルドラド シボレーインパラ

ジプニー乗車券を求める人々の列

1
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●長×幅×高：4388×1767×1761mm ●軸距離：2750mm ●エンジン：水冷直列6気筒 OHV 3179cm3 60hp {44kW} /3000min－1

1932年（昭和7年）
シボレーコンフィデレイトシリーズBA



シボレー コンフィデレイトは歴史家
やコレクターの間では“戦前のシボレー
の中で最も魅力的”と言われているモ
デルです。それが登場した1932年は
1929年に起きた世界大恐慌の影響が
最も大きかった年で、4世帯に1世帯は
年収が1929年時の半分にまで減少しま
した。自動車生産は1918年以来最少と
なり、1929年に比べて75パーセントも
落ち込んだのです。そんな年にシボレ
ーは花を咲かせました。
モデルTによって市場を独走していた
フォードは、市場が買い替え需要に変わ
ってくるとモデルTでは消費者の期待に
応えられなくなり、1927年には19年間も
続けたその生産に幕を下ろさざるを得
ませんでした。フォードはモデルTに代
わる新車種を出すまで6ヶ月間も生産
ラインを止めました。そしてその間にラ
イバルのシボレーに首位の座を奪われ
てしまいます。同年暮れに時流にのった
クルマとして登場したフォードの新車種
モデルAは消費者に大歓迎され、1929
年にフォードはトップに返り咲きます。か
くしてフォードとシボレーの販売競争は
激しさを増していきました。フォードとシ
ボレーの宿命の対決について、歴史を
さかのぼって紹介します。
シボレーがGMに5番目の部門として

加わったのは1918年でしたが、その3年
前の1915年からシボレーはモデルTに
挑戦し始めていました。それは490とい
うモデルで、その名前は安さが売りのモ
デルTと同じ価格にしようとしたことか
らつけられたものです。
しかし、フォードはすかさず値下げし
て、価格優位性をキープしました。やが
てシボレーは価格では勝ち目のないこ
とがわかり、モデルTとは違う商品戦略
に切り替えます。それは上級化戦略で
した。実用性一点張りで飾り気のない、
しかも黒だけの廉価なモデルTに対し
て、シボレーは走行性能、装備、スタイ
ル、ボディカラー、仕上げなどがライバ
ルを上回るスペリアを1923年に発表し
ました。車名のスペリア（Superior＝上
級の）はそのモデルのねらいをストレー
トに表しています。
この年モデルTは200万台を超える空
前の生産を記録しましたが、スペリアも
ねらいが当たり、販売は前年の24万台
から48万台へと倍増して、やがてライバ
ルを脅かす存在へと成長していきます。
さて、シボレーはフォード モデルAが
発表された1年後の1928年12月に、6気
筒エンジンを搭載したインターナショナ
ルを発売し、“4気筒のお値段で6気筒
を”と宣伝しました。4気筒エンジンが

常識だったアメリカの大衆車に6気筒エ
ンジンを採用したのです。シボレーは
1923年のスペリア以降毎年改良や変化
を加え、そのたびに車名も変えて新し
さをアピールしました。1931年に、翌年
コンフィデレイトに発展するインディペ
ンデンスになったとき、ホイールベース
が2インチ（51mm）延ばされて109イン
チ（2769mm）となり、“最も魅力的なシ
ボレー”誕生の条件が整います。シボレ
ーはコンフィデレイトに高級車キャデラ
ックの雰囲気を与えましたが、これはフ
ォード モデルAのやりかたに倣ったも
のでした。そしてシボレーはフォード以
上の効果を上げることに成功しました。
コンフィデレイトは“ベビーキャデラッ
ク”とも呼ばれて、大いに好評を博すの
です。
コンフィデレイトは、6気筒エンジンを
採用した1929年型モデルが発展して、
頂点に立ったモデルといえます。前年
型に対して117もの改良を施したそうで
すが、その中から主な内容を紹介しま
す。目立った変更は外観とエンジンに
集中しました。
①キャデラックと同様のドアタイプのエ
ンジンフードベンチレーター（エンジ
ンを覆っている横のパネルに設けら
れた熱気抜き）。前年まではスリット

シボレーコンフィデレイトシリーズBA

シボレー490
（1918）

シボレースペリア
（1925）

キャデラック
シリーズ452A
（1931）

カウルライト（A）はデラッ
クスモデルに標準。アウト
サイドミラー（B）、バンパ
ー（C）はオプション。ホー
ンは左右構えるのがこの
モデルの本来の姿。

B
A

C

①

②

③

④ ⑤
⑥

山田耕二（1932年・アメリカ）



タイプ。デラックス仕様車（以下デラ
ックス）はクロームメッキ、標準仕様
車（以下スタンダード）はボディ色。

②ビルトインラジエーターグリル。前年
にオプションとして用意された金網状
の別付けタイプグリルはキャデラック
のものとそっくり。
③全体がメッキされた砲弾形ヘッドラン
プ（前年型より前後に長い）。
④ダブルタイバー（左右フェンダーをつ
なぐアーチ状の棒が1本から2本に）。

⑤トランペット形ホーン。デラックスは
左右に、スタンダードは左側だけ。

⑥18インチワイヤホイール。前年型は
19インチ。タイヤ幅は4.75インチ
（12.1cm）から5.25インチ（13.3cm）
に。前年型同様、デラックスは左右フ
ロントフェンダー部にスペアタイヤを
マウント。

そのほか、セダンやクーペなどのクロ
ーズドボディのルーフ前端に付けられ
ていたサンバイザーは取り除かれて、室
内に現在も使われているタイプのサン
バイザーが採用されました。またフロン
トガラスは、外気導入のために、凝った
機構で全体がわずかに上にスライドで
きるようにされ、さらにカウルベンチレ
ーターも採用されました。前年型まで2

種類用意されていたバンパーは新デザ
インの1種類になったものの依然オプシ
ョンのままでした。
エンジンは吸気系やバルブ系を中心

に改良されて出力は20パーセントもアッ
プして60馬力になりましたが、それでも
フォードV8*には5馬力及びませんでし
た。馬力が上がったことで最高速は65－
70MPH（105－113km/h）を謳えるよう
になりました。また、エンジンゴムマウン
トが採用されてエンジンの振動が車体
に伝わるのが大幅に減らされました。
（*1932年3月登場。前号のトヨタ博物館だよりで紹介）

さらにシンクロメッシュトランスミッシ
ョンが採用されて、運転経験の浅いドラ
イバーでもスピードにかかわらずスムー
ズに、そしていやなガリガリ音を出さず
に変速できるようになりました。
コンフィデレイトには12ボディスタイ
ル、20モデルが用意されました。展示車
はコンフィデレイトシリーズBA スペシ
ャルセダンです。発売当時の価格は615
ドルでシリーズ中ランドーフェートンに
次いで高いモデルでしたが、2番目に多
く売れたモデルとなりました（52,446
台）。一番人気はコーチと呼ばれた2ド
アセダンスタンダードで132,109台。そ
の価格は495ドルで、31年型に対し50ド
ル値下げされていました。かつては主流

のボディタイプだった4ドアフェートン
（ツーリング）はスタンダードのみの設定
で、32年型の販売はわずか419台にと
どまり、シリーズ中最も人気のないモデ
ルとなりました。

1920年代半ばまではどうやってもフ
ォードに勝てないシボレーでしたが、モ
デルTの降板以降GMの戦略が当たって
勢力は入れ替わり、1930年代には1930
年と1935年を除いてシボレーが勝ちま
した。シボレーの攻勢で一番重要な役
割を果たしたのが1932年型のコンフィ
デレイトでした。なお、1932年の台数は
前年に対し半減しましたが、GMの中で
シボレーは唯一黒字を出した部門にな
りました。

トランク（D）、トランクラック（E）ともにオプション

Fはフリーホイーリング用ノブで、下り坂で惰性走行する
ためのもの。メリットはエンジンがアイドリング回転にま
で落ちることから静かになり、燃料を節約でき、エンジン
摩耗を減らせることだったが、当然エンジンブレーキがき
かなくなるので長い下り坂には危険だった。
Gはスタータースイッチ。Hは灰皿とライター。

コンフィデレイトのボディスタイル（「CHEVROLET CHRONI-
CLE - A PICTORIAL HISTORY FROM 1904」より）
左列トップがシリーズ中人気ナンバー1のコーチ。同列3段目が2
番人気のスペシャルセダン（展示車と同型車）。右列3段目が最下
位のフェートン。

①「CAST IRON WONDER‐CHEVROLET'S FABULOUS SIX」
Doug Bell 著 FLOYD CLYMER PUBLICATIONS 発行
1961年
②「SIXTY YEARS OF CHEVROLET」

George H. Dammann 著 Crestline Publishing 発行
1972年
③「Standard catalog of CHEVROLET 1912－1990」

Pat Chappell 著 Krause Publications Inc.
④「CHEVROLET CHRONICLE－A PICTORIAL HISTORY

FROM 1904」SMITHMARK 発行 1991年
⑤「A Pictorial History of Chevrolet 1929－1939」

John D. Robertson著 GM Media Archives 発行
1998年
⑥「Standad catalog of AMERICAN CARS 1805－1942

second edition」
Beverly Rae Kimes, Henry Austin Clark, Jr. 著
Krause Publications Inc.
⑦「アメリカ車の100年 1893－1993」ニック・ジョルガノ著
原紳介訳 二玄社発行 1996年

＜参考文献＞

展示車のヘッドライトにはオリジナルより径
の小さいものがはめ込まれている。オリジ
ナルは右のようにリム一杯の径を持つ。
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ポルシェとフェラーリを
乗り分ける楽しみ

稚園の時にタイのバンコクに住ん
でいました。ふつうの男の子のよ

うにミニカーで遊ぶのが大好きで、今も
全部その当時のものを持っています。ト
ラックでもスポーツカーでもクルマの形
をしたおもちゃなら、なんでも好きでした
が、やはり、スポーツカーに次第に興味
が出てきて、将来、赤いスポーツカーに
乗れたらいいなと夢見ていました。
日本に帰ってきてからのことですが、

父親が借りてきたダットサンの懐かしい
思い出があります。故障するたびに子供
達は後ろから押す役目をさせられていた
のですが、正月に出かけたときに、エン
ストしてしまい、姉が「振袖姿」で僕らと
一緒にクルマを押したのがすごくいい思
い出になっています。

学時代は父の仕事の関係でメキシ
コで過ごし、帰国後、クルマの免

許を取ったのが18歳で、その頃に家にあ
ったクルマが「ケンとメリーのスカイラ
イン」でした。結構、固い父親だったんで
すが、スポーティなクルマを選んでくれ
たのがすごくラッキーで、友達にもちょ
っとした自慢にもなりました。あれがGT-
Rだったら文句なしだったんですが（笑）。
だんだん自分で音楽活動をするよう

になって、もっと荷物が入り、おしゃれで
パワーのあるクルマがほしいと思い、ク
ラウンのステーションワゴンにしました。
それは本当にいろんな用途を満たしてく
れたし、ステーションワゴンなのに、あの
カタチがすごくおしゃれで気に入ってま
したね。
それから知り合いにベンツのSL280

を譲ってもらい、スポーツタイプのクル
マを初めて手にして、すごく嬉しかった。
スポーツ気分を味わう時にはベンツ、ゆ
ったり乗るにはクラウンという時期がず

幼

東儀秀樹（とうぎ・ひでき）
1959年東京生まれ。生家東儀家は雅楽を世襲してきた楽家。篳篥（ひちりき）な
どの雅楽の奏者。幼少期に過ごした海外で多彩な音楽にふれる。後に入った宮内
庁楽部で雅楽を学び、ピアノやシンセサイザーなどに雅楽の持ち味を生かす創作
に取り組む。96年、アルバム「東儀秀樹」でデビュー。それを機に宮内庁を退職し、
その後国内外で演奏・作曲活動を中心に活躍。今年も全国ツアーを展開している。
他方、趣味も多彩。中でもクルマに関しては一家言をもつクルマ通。

雅楽師

東儀秀樹さん

今は、結局、その355を最近360のス
パイダーに換えて、乗っています。

ルシェはすべてにおいて非の打ち
所がないぐらい突き詰めて作られ

ています。加速したいなと思った時に、
ちゃんと機械が読んでくれているような
…。誰が乗ってもスポーツカー気分、レ
ーサー気分になれる。しかも安全。高速
道路の急なカーブも心配なく、通り抜け
ていくことができるというのも大きな魅
力なんです。

ェラーリの方はドライバーの行動
がより、反映してしまう。だからち

ょっと間違えると、すぐにまずいという感
じになるんだけれど、ポルシェの場合は
少しくらいミスしてもクルマの方が誘導
してくれる（笑）。だから、別にどちらがい
いというわけではなくて、フェラーリの場
合は、一所懸命クルマと対話しながら操
る行為が僕にはすごく面白い。それに全
部の手足を使って運転しなければという
ことがあるけれども、ポルシェの場合は
ほんとに右手と右足だけで、別の事をし
ながらでも峠を攻めることができる（笑）
ぐらいのゆとりすら感じますね。

は、乗馬、クレー射撃、サーフィン、
ダイビング、陶芸、絵画、写真等い

ろんな趣味を持っていますが、そのすべ
ての共通項は結局、「遊び心」だと思いま
す。僕にとっては特別な目的のない、結
果的にはなんかのためになっているかも
しれないけれども、何となく楽しそうだか
らというのが、すべて起点になっていま
す。結局、好奇心のアンテナに引っかか
ってきたものがいろんなものだったとい
うことです。子供の時の気持が、きっと失
せていないのだろうなと思います。（談）

いぶん続きました。
1997年に、小さい頃憧れていた赤い

ポルシェをそろそろ自分に買ってあげた
いなという気になってきて、2年落ちくら
いの911カレラを手に入れました。小さ
な頃の夢をやっと、しかも自分自身で叶
えることが出来たという充実感と、男の
子の究極のおもちゃであるスポーツカー
をついに手に入れたという感じがしまし
たね。
実際運転してみて、びっくりしました。

その瞬発力やハンドルのレスポンスの
よさ、安全なクルマであることを自覚し
て、これがポルシェなんだというのを見
せつけられた気がしました。その後、993
モデルのターボに乗り換え、よりすごい
加速性能を体感して、年老いてもこのク
ルマに乗って行くんだろうなと思ってい
ました。

かし、クルマ好きな友人の影響で、
一回くらいはフェラーリに乗ってみ

たいと、目移りしてきましてね（笑）。ある
とき友人のクルマ選びに誘われて、ディ
ーラー巡りをしていた時、フェラーリ355
のエギゾーストノートを聞かされて、とり
こになってしまい、急に、フェラーリに買
い換えてしまったんです。
ところが、ポルシェの加速のすごさが
まだどこかに残っていて、でもフェラーリ
はスタイリングもすごく刺激的だし、一
度は乗ってみたかったので、フェラーリ
に乗りながらも、ずーっと悩み続けた。
その後、ポルシェ996ターボという新

しいのが出て、これしかないのかもしれ
ない（笑）。といってまた、今度は買い換
えたら、フェラーリに未練が残るだろう。
頑張って2台維持してみようとフェラーリ
355をそのまま残して、ポルシェターボを
新しく買ってしまった（笑）。

中

し

僕
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第3回ロールス・ロイス、デイムラー

シルバーゴースト（1910）

バッジの文字は
赤色

ファンタムⅢ（1937）

1933年から
黒色に

高級車として有名なイギリスのロールス・
ロイスは今年の1月1日からドイツのBMWが
商標権を持つことになり、すでにBMWが開
発した新型ファンタムが誕生しています。ロ
ールス・ロイスという名前は二人の人物の
姓をならべたものです。チャールズ・ロール
ス（Rolls 英語の発音はロウルズと濁る）
は、完璧主義者のエンジニアだったヘンリ
ー・ロイス（Royce）がつくった極めてすぐれ
た品質の自動車を気に入り、その販売を申
し出たことからロールス・ロイス社が1906
年に誕生しました。ごく初期には楕円形の
バッジも見られましたが、じきに現在まで続
いている縦長の長方形の中に二人の姓の
イニシャルRを少しずらして並べたシンプル
なデザインのものになりました。
トヨタ博物館には2台のロールス・ロイス
が展示されています。1台は同社最高の傑作
といわれるシルバーゴースト（1910年型）、
もう1台はファンタムⅢ（1937年型）です。両
車のバッジはRRの文字色が異なります。前
者は赤、後者は黒です。赤から黒に変更さ
れたのは1933年のことで、その理由は、赤

色は車体に塗られる色によっては調和しな
いことがあったためで、どんな色に対しても
しっくりする黒に変更されました。1933年は
ロイスが他界した年だったことからそれを悼
んで黒にされたという説がありますが、ロイ

スはバッジの色の変更を承認した1ヶ月後
に亡くなったそうです。

デイムラーのブランドロゴ

デイムラー
ロールス・ロイスは1950年から英国王室
の御料車として用いられていますが、それま
ではイギリス最古の自動車メーカーである
デイムラーの車両が輝かしい栄誉を担って
いました。デイムラーはドイツのダイムラー
（Daimler）を英語読みした名前です。1897
年から自動車をつくり始めたデイムラーで
すが、フロントバッジを採用したのは異例に
遅くて、ジャガーに吸収された後に登場した
同社製マークXベースのソヴリン（1966年）
が初めてでした。
デイムラーは1904年ごろからラジエータ
ーに独自のデザイン（アイデンティティ）を
採用し、やがてグリルに流用されて現在に
いたっています。それはラジエーターのアッ
パータンクに付けられたひだ状のデザイン
で、このデイムラーとひと目でわかる特徴
がバッジの代わりを果たしていたのかもしれ
ません。なお、1910年代初めにできたブラ
ンドマークはDaimlerとフルにつづられてい
ますが、バッジはイニシャルのDだけです。
デイムラーはつい最近まではフォードグ

ループの一員となったジャガーの上級モデ

ルとして存在していました。しかし、そのベー
スモデルだったXJのモデルチェンジに伴い
現在デイムラーバージョンは存在していま
せん。ただ、フォード社はすでにデイムラー
のバッジをつけた超高級車を近い将来この

「バッジも見てみよう」
山田耕二

「ロールス・ロイス」レオナード・セトライト著／
高齋正訳サンケイ新聞社出版局
「CAR BADGES OF THE WORLD」
T.R.Nicholson著 American Heritage Press
「世界の自動車21ロールス・ロイス戦前」ニ玄社
「Daimler Days」Brian E.Smith The Jaguar
Daimler Heritage Trust

●

●

●

●

＜参考文献＞

ロールス・ロイス

世に送り出すことを明言しており、それには
伝統のアイデンティティを持ったグリルも
再現されるものと思われます。

デイムラーの
グリルバッジ
（1977年の
カタログ）

デイムラー
タイプ45
（1920）

タイプ45の
ハブキャップ

ラジエーターグリル上部中央に付けられたバッジ
（1983年のカタログ）



宗沢清美

1．量産車
フランスで量産メーカーを代表するの
は現在まで続いているプジョー、シトロ
エン、ルノーなどでしょう。いずれの創始
者も研究熱心であり、技術の向上によっ
て大量生産を可能にして自動車の普及
に努めました。その一方で、街頭のポス
ター掲示などの宣伝販売にも力を入れ、
多くの人々にアピールしました。

写真①と②はプジョーのポスターで
す。プジョー家はもともと、鉄製品やバネ
製品などを製造していましたが、アルマ
ン・プジョーによって自転車製造を始め、
1889年に三輪車を製作した世界最古の
量産自動車メーカーです。ライオンがモ
チーフのエンブレムは製鉄業を営んでい
た1858年頃から使われており、写真①に
は、そのライオンが大きく描かれていま
す。早い時期からレース車の研究も行
い、1895年の正式なスピードレース「パ
リ～ボルドー～パリレース」では勝利し、
写真②が描かれた1919年にはアメリカ
のインディで優勝しました。20世紀前半
のプジョーポスターは、スピード感が表
現されたものが多く、ここでも風を切っ
て走っている様子が描かれています。ま
た、どちらも背景にフランス国旗の赤・
白・青が描かれ、フランスが象徴されて
いるようです。
シトロエンは、アンドレ・シトロエンが

山歯（やまば）歯車製造会社を設立した
後、自動車製造を始め、1919年に第1号
車「タイプA（10CV）」を発表しました。「フ
ランスのフォードでありたい」と掲げ、ヨ

ーロッパ初の大量生産車をつくったこと
で価格を下げ、自動車を普及させていき
ました。1920～30年代にはクーペやベ
ルリーヌ（セダン）、オープンボディなど
ボディ・バリエーションを豊富に揃え、乗
用車の他にも無限軌道（キャタピラ）シ
ステム装備がついたハーフ・トラック、デ
リバリー・トラック、救急車やタクシー仕
様などの商用車も生産しました。

写真③にも様々なタイプの車両が描か
れ、中央上部に階段を登るキャタピラ車
両も描かれています。この頃、シトロエン
は広大な砂漠や荒れた山岳地帯を走破
する探検旅行を行いました。これは単な
る走行試験に終わらず、アフリカやアジ
アの知られざる自然生態や遺跡を記録し
てヨーロッパの人々に紹介したり、内陸
交通路の開拓によって現地の人々に物資
や情報を送る経路を開いたのでした。

2．高級車・スポーツカー
20世紀前半のフランスにおいて、高級
車を代表するのはブガッティやヴォワザ
ン、イスパノスイザであり、スポーツカー
といえば、同じくブガッティやドラージュ、
ドライエ、サルムソンなどでしょう。
芸術家系に生まれ、自動車づくりの天

才といわれたエットーレ・ブガッティ、そし

てブガッティとならび称された鬼才ガブリ
エル・ヴォワザンらは、独自の美学に基づ
いて気品や洗練さを取り入れた高級車を
手がけ、貴族や社交界の名士など、上流
階級などの人々に好まれていました。
写真④はブガッティのポスターです。

ブガッティの車の右フロント下から見上
げた構図で、青・紫・灰色を基調に明暗
がつけられて気品やスピード感が表現さ
れています。写真⑤はヴォワザンのポス
ターで、黒・黄緑・白を基調に明確な線
でヴォワザン車とドレス・アップした男
女、運転手が描かれ、さらに背景の建築
物や床の格子模様がモダンさを表してい
ます。両ポスターとも、この時期に見られ
るアール・デコ調で描かれ、メーカーが
求める高級感をアピールしています。
写真⑥は、ポンプメーカーであり、軽

量スポーツカーなども生産していたサル
ムソンのポスターです。オートクチュー
ルの毛皮に身を包んだ美しい女性がサ
ルムソン車のボンネットにもたれている
様子が描かれています。1921年のサイ
クルカーGPで勝利したことを記念して、
生産を指揮したアンドレ・ロンバルトが
選んだ「聖アンドリューの十字架」がラ
ジエーターにつけられていることが特徴
です。また、画家ルネ・ヴァンサンは服飾
画家でしたが、自動車を大変好んでおり、
美しくエレガントな描写で多くのポスタ
ーを描いていました。

20世紀前半のフランス車ポスター
ガソリン自動車を誕生させたのはドイツですが、工業として発達させたの
はフランスだといわれます。また一方で、石版印刷の発達により、色とり
どりのポスターが発行され、ポスター芸術が高まりました。今回は、フラ
ンスの街並みを飾ったフランス車のポスターをご紹介します。

アラン・ヴェイユ、竹内次男訳『ポスターの歴史』
白水社（1994.8.5）
NICK GEORGANO編
『The BEAULIEU ENCYCLOPEDIA of the
AUTOMOBILE』The Stationery Office（2000.5）
『世界の自動車』二玄社（1972.10.20）

当館のギャラリーは、新館3階の無料ゾーンにあります。
10月13日（月・祝）まで「フランス車ポスター展」と題し、19世紀後半～20世紀初頭のフランスメーカーのポスターをご紹介しています。

●

●

●

＜参考文献＞

②「プジョー」
（1919/フランス）
ルネ・ヴァンサン

⑤「ヴォワザン」
（1925年頃 /フランス）
ルネ・ヴァンサン

⑥「サルムソン 10HP」
（1925年頃 /フランス）
ルネ・ヴァンサン

①「プジョー /ライオン」
（1925/フランス）
レオネット・カピエッルロ

③「シトロエンキャラバン」
　（1925/フランス）
　　ピエール・ルイス

④「ブガッティ」
（1932/フランス）
ジェラルド・ゾリコファー



（1）山陽道
1912（大正元）年の11月にJ.E.ラッフ

ィン氏一行が19日間掛けて鹿児島から
横浜までの約2900kmの自動車旅行を敢
行し、その間11月13日から15日の3日間
で下関から神戸の行程538kmを走破し
ている。
当時の山陽道の道路事情については

「決して立派とは言えないが一通りは自
動車で通行のできる程度のもの。」との
評価で、前号までの東海道、東北、九州
での一部ではあるが悪戦苦闘の記述は
少なく、当時としては比較的整備されて
いた状況が伺われる。

行程内の難所として挙げられているの
は3ヶ所である。一つは錦帯橋。当時は
現在と違って往来自由で、自動車で渡ろ
うとしたが、生憎の雨で橋が滑って通行
不可となり、回り道せざるを得なかった
こと。二つ目と三つ目は岩国からの急
坂。特に、車を滑らすしか手立ての無か
った下り坂と、岡山のすぐ手前の橋が狭
く車の通行が難しかったため浅い所を選
んで水中渡河を選択せざるを得なかった
点であった。自動車での錦帯橋通過の苦
難と岩国郊外の急坂については前年に
山陽山陰ドライブを行った山口勝蔵氏の
記録（日本自動車工業史稿1）でも指摘
されている個所である。
なお、この鹿児島・横浜間自動車旅行
で使用された自動車はフランダース20hp
（米）で、この間のガソリン使用量は105
ガロン（397 ）との記録が残っている。先
述の走行距離で計算すると7.2km/ 走
行となる。

（2）山陽・山陰横断旅行＜1＞
～小泉八雲氏の足跡～

かの有名な小泉八雲が推奨している
日本の西海岸を目指して、19１5（大正4）
年8月に神戸のM.ヤング以下4名が自動
自転車（motorcycle）と自動車で神戸－
姫路―津山－四十曲峠－米子－松江－
鳥取－智頭－平福－姫路－神戸の行程
を4泊5日で走行している。

現在では中国自動車道を背骨として、
浜田、米子、岡山、舞鶴各自動車道等で
容易に中国山地を横断することができる
が、少し前まで、横断は景色はいいが行
程としては大変であった。ましてや約90
年前ではより以上に大変であったと推察
される。途中「ある村では誰もが寝てい
る一方、次の村では誰も彼もが起きてい
る。」といった当時の電力事情に左右され
た村民の生活にも触れている。行きは四
十曲峠越え（ただし、頂上の峠の茶屋で
の一服は最高）や松江近辺の橋梁修復
による仮橋の渡橋梁断念（結果、電車に
て出雲大社へ）、帰りは“日本の中でも
最険阻な山越え”（志戸坂峠か？）といっ
た難所を克服して、姫路・神戸に無事帰
着した。

一行は小泉八雲に紹介された名所旧
跡と実態とのギャップ（例えば松江市街
地でのピカピカした電気広告等）に興ざ

めした内容を報告するとともに、通過し
た道路事情を次のように総評している。
「山陰道という街道は昔は立派な道であ
ったが、鉄道が敷設されて以来、だんだ
ん廃頽に帰した。もし列強入りが数十年
遅れたならば、鉄道の如きものは敷設す
ることを見合わせて、昔の道路を更に改
良拡張して、堂々たる自動車道路を蜂の
巣の如く東西南北に敷設したであろうも
のを。」

90年経った現在の状況はどうであろう
か。

（3）山陽・山陰横断旅行＜2＞
～雨中の山陰自動車小旅行～

M.ヤング一行の前年1914（大正3）年
11月に神戸・姫路から逆ルートで平福、
智頭経由で鳥取、松江に入り、三次から
広島へ旅程の大半を雨に祟られながら
M.Carew氏がシンガー（英）車を駆って
2泊3日で走破している。

M.ヤング一行と同じく、電燈の光が一
つもない夜の平福や、助けを借りて登っ
た志戸坂峠を走行。また道路工事で片側
が削られていて、ここでも人手を使って
約150ｍを進むのに3時間もかかった（労
賃は5人で1円）智頭郊外の難所をどうに
か突破して鳥取経由東郷温泉着。翌日
も、狭く雨で10センチも冠水した道路
や、今にも崩れ落ちそうな仮橋に苦労し
ながらも漸く松江に到達した。この2日間
の行程に比べて、後半の松江から三刀
屋、三次経由広島の行程は、宍道から約
16kmの間をのぞき、道幅は海抜640mの
赤名峠も含めて約6ｍの広さが確保さ
れ、大変スムーズな行程で1日で走破し
たと記述している。

～中国地方の様々なルート～

山本厚夫
中国地方の道路には山陽・山陰といった海岸沿いの主要道路のほか、日本海側と瀬戸内海側を結ぶ様々な横断ルー
トが昔からあった。大正の初期にも山陽道、姫路－鳥取－松江－米子－姫路、松江－三次－広島ルートといった各自
動車旅行紀行が雑誌「自動車」（第1巻第9号、第3巻第11・12号）に掲載されているので道路事情を中心に紹介する。

雨中の錦帯橋

米子鳥取
街道

工事中の
智頭周辺

最も険阻な
志戸坂峠



新館3階ギャラリー　
わくわくウイークエンド2003 開催　

7月～9月にかけて4回、当館学芸員による講座を
開講しました。　
参加者は事前に予約された方のほか、当日の来
館者も講座の輪に加わり、終始にぎやかでした。　
講座では、説明を聞きながら展示物を鑑賞するな
ど展示物に対する理解を深め、満足げでした。　

“なるほど”講座 開催　
8月30日より館内ミュージアムショップで「ボンネッ
トバス」（1/80模型）を販売しています。　
これは当館正面玄関横に展示している車両をモ
デルにしており、精巧なつくりとなっています。　
お問い合わせはミュージアムショップまで　
TEL：0561-63-5161　
メールアドレス：mus-shop@po.iijnet.or.jp

ボンネットバス ミニチュアカー　
10月7日より、館内インフォメーション役を務める
“TAMキャスト”の秋冬用ユニフォームを一新し
ます。今回は、当館のシンボルカラーである赤を
基調とし1960年代調の上品な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。　

TAMキャスト制服更新　
NEW予 告　

予 告　
予 告　

「懐かしのトヨタ・ポスター展」　
新館3階ギャラリーでは、10月28日（火）～2004
年3月28日（日）まで、トヨタ車のポスターを展示し
ます。1970年代のセリカやカリーナのポスターを
はじめ、1950年頃のイラストポスター、カタログ、カ
レンダー、模型もあわせてご紹介します。　
（期間中、一部展示替え有り）　

10月、11月、恒例の秋のイベントを開催します。皆様、お誘いあわせのうえ、ご来館ください。　
■ クラシックカー試乗会（有料）：10月4日～11月22日の各土曜日　
　  車両 ：フォード・モデルA（1929・米）、マーキュリー・クーガー（1973・米）、ジプニー（無料）も走ります。　
■ 工作教室 ：10月5日～11月23日の各日曜日　
    ●ウレタンクラフト（有料）：F1カー ●プラモデル（有料）：トヨタ2000GT ●ペーパークラフト（無料）：数車種（日替わり）　
■ スタンプラリー ：10月4日～11月24日の各土、日、祝日　
    6台のスポーツカーを探しながら、スタンプを押して回ろう！　

フォード モデルTの運転講習会 受講者募集の
お知らせです。（各コース3名、雨天中止）　
実施日：10/22、11/6、12/4　
時間：①9:30～12:00、②13:30～16:00　
受講資格：普通自動車以上の免許保有者で常時運転している方。　
受講費：5000円（当日徴収）　
申込み方法：はがきに①希望日と時間 ②郵便番号、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号 ③免許証の種類と取得日 ④運転歴と現在の
運転状況を明記の上、希望日の10日前必着で「T型フォード運転受講」
係まで。　
1枚のはがきにつき、1名1コースの申込み。応募多数の場合は抽選し、
受講決定者のみご連絡差し上げます。　

クラシックカー運転講習会のご案内　
7月、世界最大のヒストリック・モータースポーツ・
イベント「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピ
ード」に当館のトヨタ7ターボが参加、30年前の
勇姿を再び披露しました。10周年に当たる今年
は、世界中から250台の名車、有名ドライバーと
延べ15万人のファンがイギリスグッドウッド集ま
り、エキサイティングなイベントを楽しみました。　

トヨタ7ターボ グッドウッドを走る　
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、タッカーなど、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9/28、10/19、11/9（いずれも日曜日）の午後1
時30分から約45分間。（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）　

バックヤードツアー参加者募集　
募 集　 募 集　

試乗会　

マーキュリー・クーガー（1973・米）　

ウレタンクラフト　

フォード・モデルA（1929・米）　

トヨタ2000GTプラモデル　

スタンプラリー　

工作教室　



表紙イラスト　
レーターから　　

今年の夏はとても短い夏でした。お盆休みは雨
天ということもあり、昨年に比べ多くの方が足を運
ばれました。当館のオリジナルペーパークラフトも
11作目。これを目当てに来館する方もいらっしゃり、
企画担当者としてはうれしい限りです。10～11月
の週末にも楽しいイベントをご用意しております。
紅葉狩りのついでにお寄り下さい。　　　　　  　

（今堀里佳）　

今回描いたベントレー4／リットルは、ル・マンで（他
の排気量車を含め）5勝という偉業を成し遂げたスポ
ーツカーです。巨大なグリルとエンジンフードが創
り出す、迫力あるフォルムは、まるでトラックの様で
もあり、エンジンパワーや逞しさを感じさせ魅力的
に思いました。　

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「フォード モデル40」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：10月31日消印有効） 　
正解者の中から抽選で10名の方にp.3で紹介した田
中むねよしグッズをプレゼント。　

読者の声　 TAMクイズ　 編集後記　

（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）　

●クラシックカーの持つ“色遊び”には「粋」を感じ
させられます。車をもっと楽しむために、現代車にも
フォード･モデル40のような色使いを期待できない
ものでしょうか。　

　　愛知県豊川市　増田栄子さん　

●車をみるのはとても楽しいです。古い車でもきれい
に手入れしてあったりすると嬉しくなっちゃいます。
機会があれば博物館にもいってみたいと思います。　

　　長崎県佐世保市　成瀬恵子さん　

●小生の生年が1932年。フォード モデル40がV8の
3.6リッターだったことに驚いています。その頃の日
本のクルマなんて…　戦後間もなく米誌の「POST」
や「TIME」などに夢いっぱいのうらやましい広告で
のクルマに見入ったものでした。　　　静岡県静
岡市　矢田道夫さん　

●クラシックカーはカワイイ物が多いので、また試乗
会があったら是非乗ってみたいです。　

　　愛知県安城市　坂本久美子さん　
　

開催中
　

【訂正】No.56に誤記がございました。お詫びして訂正いたします。　p.2　ド・ディオン・ブートン（1899・フランス）　p.3　月面車ルナーローバ（1971・アメリカ）レプリカ　

日野自動車（株）デザイン部  　
佐藤照雄さん　

NEW

本館でご案内しています音声ガイドに9月から新館
2階常設展を追加しました。車両の詳しい内容や
おもしろいエピソードなどをご紹介しています。ぜ
ひご利用下さい。　
言語：日本語・英語・中国語・韓国語　
料金：200円/台（ペア・イヤホン有り）　

音声ガイド 新館導入　
速 報　

次々回の企画展「クルマとアート」展の内容をお
知らせします。ぜひご覧ください。　
「ペーパーアーティスト･太田隆司 　
　　　　　　～紙が織りなす原風景～」（仮）　
期間：12月16日（火）～2004年3月7日（日）　
詳細は次号にて。作品とともにご紹介します。　

「クルマとアート」出展者決定！　

中日新聞社より車両寄贈　
7月23日、中日新聞社よりパレード用車両が寄贈
されました。車種はマーキュリー・クーガー（1973
年式・アメリカ）。1976年以降の大相撲名古屋
場所の優勝力士や、1999年の中日ドラゴンズ優
勝時に星野監督をパレードで乗せたクルマです。　
10月4日からのイベント「わくわくウイークエンド2003」
で、試乗（同乗）車両として登場します。　

「ながくて国際シンポジウム」開催　
8月2日、当館大ホールで「愛・地球博600日前イ
ベント ながくて国際シンポジウム」が開催されま
した。「草の根国際交流の展開」をテーマに、長
久手町の姉妹都市ワーテルロー市(ベルギー)の
第一助役ベッテンドルフ氏らのパネルディスカッ
ションや、参加者による交流会が行われました。　

「博覧会と自動車」展を　
東京メガウェブで開催　

当館にて開催した特別企画展「博覧会と自動車」
展を、9月5日～10月31日にメガウェブで移動展示
しています。また、2005年開催の「愛・地球博」
紹介コーナーもありますので、ぜひご覧下さい。　
■メガウェヴ　
　東京都江東区青梅1丁目パレットタウン内　

本館3階にて「甦るクルマ レストレーション（修復）
について」をご紹介しています。　
当館の展示車両はほとんど新車同様にレストレ
ーション（修復）したものを展示していますが、今
回はボロボロの状態から新車同様に甦るレスト
アの過程を、ダットサン16型セダン、トヨペットマ
スターラインバン、トヨペットカスタムスポーツの
記録写真を中心にご紹介しています。　

ミューズコーナー展示替え　
開催中

　 予 告　

10月1日からシルバー料金（65歳以上）を設定い
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。　

※65歳以上の方は、年齢の証明できるものをご提示ください。　

シルバー料金設定のご案内　

現状（9月30日まで）　

シルバー　

1000円　

500円　

800円　

400円　

団体料金（20名以上）　一般料金　 2
1


