特集企画

企 画 展

「おもちゃとのりもの こども博覧会」
2004年 7月16日〜10月17日

2005年3月開幕の「愛・地球博」に合わせて、
「家族みんなでいっしょに楽しめる」
をテーマに今回の展示を企画しました。

昔のこども博覧会
こどもに夢と感動をあたえた博覧会
明治以降、いろいろな博覧会が開催された中で、
「こども」を対象とした博覧会について紹介。また
昔の遊びも紹介し、体験コーナーも設置。

ペダルカー

昔の遊びを体験 ビー玉

「こども博覧会」ポスター

コマまわし

メンコ

おもちゃランド
遊んで楽しいおもちゃ！
戦後の日本経済の復興に一役かった日本のおもちゃ
の発展や、おもちゃの特色について紹介。触って遊
べるおもちゃやプレイコーナーも併設。

Qi乗車風景

男の子のおもちゃ、女の子のおもちゃ

チョロQ実車版「Qi（キューノ）」
「街をドライブできるチョロQ」をコンセプトに開発さ
れた一人乗りの電気自動車

トミカワールド

レゴワールド
野球盤ゲーム

テレビゲーム

レゴワールド（レゴブロックで作ったトヨタ博物館）

のりものランド
おもしろいのりものがいっぱい！
未来をイメージしたもの、世の中に役立つものなど
珍しくて変わったのりものを展示。

i-ウェーバー
2003年トヨタ・アイデアオリンピック「金賞」

新電動車椅子「Patra Four」

ジェネオボール

コムス「タイプS」

2001年トヨタグループ・アイデアオリンピック
人に環境にやさしいクルマづくりをめざし、小さなボ
「会長賞」
（
（株）豊田自動織機より借用） ディの中に、斬新なテクノロジーと使いやすい装備を
そろえてる
（アラコ（株）より借用）

セグウェイ

燃料電池ミニ自動車（スカイライン タイプ）
こども用の乗用自動車
（大同メタル工業（株）より借用）

特殊構造の前輪と、ベルトを使った四輪駆動式を採用 ブレーキもアクセルもな
（関東自動車工業（株）より借用） い未来感覚ののりもの

愛・地球博
21世紀最初の国際博覧会
2005年3月開幕の「愛・地球博」の概要を紹介。

和紙の車
「ランタンカー 蛍 」
2000年ハノーバー国際博覧
会の日本館に、愛知万博の
コンセプトカーとして出展
（日本国際博覧会協会より借用）

展示企画者より
社会環境が変化するにともなって、こどもの遊びやおもちゃも大きく変わってきました。
おもちゃも時代の社会状況と当時のこども文化を色濃く表していたことに気づきます。
ここであらためて、現代のこどもの遊び方がこのままで良いのか、見つめ直してみるの
も大切なことかもしれません。
「のりものランド」では、不思議なのりものを展示しました。エンジニア達の熱い思いや
夢を感じ取ってもらい、
「自分ならこうする」
「こんなのりものをつくりたい」と、こどもが
自らの創造力に目覚めるきっかけとなってくれればうれしく思います。

杉浦孝彦

藤井麻希

沖野嘉幸

8月7日〜15日まで、
恒例の館内イベントを行ないました。
「プラモデル製作」
「ペーパークラフト」
「新館クイズ」の各イベントには、
朝早くから大勢の参加者で賑わ
いました。参加された皆さんは、
クイズを解きながら展示場を見学したり、
家族で工作をしたりと夏の楽
しい思い出をつくっていました。

トヨタ2000GTをつくろう！
トヨタ2000GT スピードトライアル車のプラモデ
ル。最後にステッカーを貼って完成です。夢中に
なって遊んでいる子どもたちもいました。

オリジナル ペーパークラフトを
つくろう！
MG−TCとトヨタミュージアムライナー（バス）
のペーパークラフト。
MGは、
かなり難しい上級者向け。お父さんたち
が真剣な表情で作っていました。

TAMキャスト

博物館のお仕事 第1回
今回から博物館で働くスタッフの仕事を紹介します。
第1回目に取り上げるのは、館内の受付・案内役のTAM
キャストです。
（＊「TAM」とはToyota Automobile Museumの略）

新館クイズに挑戦！
新館の展示車に関するクイズを出題。
全問正解者へは、
オリジナルうちわを
プレゼントしました。

TAMキャストは20名ほど在籍。14あるポスト
（持ち場）
を、30〜60分単位で交代しま
す。ポストは各階ごとの受付や展示場の案内、館内ウォッチング、チケット改札、見
学予約の電話応対などがあります。制服は春夏用と秋冬用の2タイプあります。

TAMキャストの1日
9：00 朝礼、ミーティング
9：30 音声ガイド受付
10：15 定刻ガイドツアー
11：30 昼食
12：00 トヨダAA型ポスト
13：10 本館3階受付

ガイドツアー
朝礼

小学生の案内

13：45 チケット改札
14：00 トヨダAA型ポスト
14：30 チケット改札
15：15 休憩

チケット改札

15：30 音声ガイド受付

昼食

16：00 業務
17：00 閉館後研修、ミーティング
17：30 退社

トヨダAA型ポスト

ミーティング

・・・おつかれさまでした。
その他にこんな仕事もしています。
●館内放送 ●団体見学の下見対応
●入場者・料金集計 ●リーフレット整理
●車両の勉強やガイドツアーの研修

TAMキャスト

佐竹瑠美さん

トヨタ博物館の顔として好印象をもっていただくよう、
ひとりひとりのお客様に常に
100％の気持ちをこめて対応することを心がけています。
ご案内したお客様とコミュ
ニケーションが取れて、
心が通い合うと大変うれしいですね。愛知万博をひかえVIP
のお客様も多くいらっしゃるので責任も重くなりますが、
その分やりがいもあります。
皆さまのご来館をお待ちしています。

ニッサン セドリック 30型
1960年（昭和35）
● 長×幅×高：4410×1680×1520mm ● 軸距：2530mm ● エンジン：水冷直列4気筒

OHV 1488cm3 71ps { 52kW } / 5000min−1

ニッサン セドリック 30型
1960年（昭和35）

山田 耕二

日産の高級セダンの車名として長年

を真剣に必要としていました。
そして日産

ように横に並べたのに対し、
セドリックは

親しまれてきた
『セドリック／グロリア』が

はBMC社との生産契約が1960年3月31

2灯ずつ縦に並べたのがユニークでし

この秋で消滅します。
それは『フーガ』が

日をもって終了することになっていたこ

た。外観のもうひとつの大きな特徴はサ

セドリック／グロリアの後継車として発売

ともあり、
その後継車として1500ccクラス

イドまで大きくまわりこんだパノラマウィ

されるからです。ニッサンセドリックが誕

の新型車を独自に開発しました。
それが

ンドウです。
これもアメリカで流行し始め

生したのは1960（昭和35）年、
その前年

戦後の ニッサン ブランド初の乗用車セ

ていたもので、
運転席から広い視界を得

の国産乗用車生産台数は約78,600台。

ドリックでした。
〔なおトヨタは初代コロナ

られるメリットがありました。

それが1960年には約165,000台へと倍

に代わる新型コロナをセドリックと同じ3

増しました。
この背景には、
昭和33年半

月に発表しました
（前号で紹介）
〕セドリ

ばから始まった岩戸景気と呼ばれた好

ックはオースチンA50の国産化＊を通じ

況が続いていたこと、
市場の需要増が続

て得られた技術や知識、
経験がもとにな

モーターマガジン誌1960年8月号に

くなか新型車が次々と投入され、
既存車

っていましたが、
オースチンから引き継い

掲載された「国産車を比較する」
という

種の商品改良も行われていたことなど

だのはトランスミッションだけで、
それ以外

記事によると、
室内広さには誇張するほ

がありました。そんなときにセドリックは

のすべてが新設計されてオースチンを

どの優位性はみられません。
これは各

誕生したのです。

凌ぐクルマになりました。
（＊輸入部品を国

車とも当時の小型車枠一杯で設計され

内製に切り替えること）

ていたからだと思われます。

当時の乗用車は、
大雑把に1500ccク
ラス、
1000ccクラス、
軽自動車クラスの3
つに分けられましたが、
1500ccクラスは
トヨペットクラウンが、
1000ccクラスは日
産のダットサンが圧倒的な優勢を誇って
いました。日産は1500ccクラスにイギリ
スBMC社との技術提携による 国産外
車 オースチンA50を生産していたもの

「セドリック」の由来は日産自動車の
社史に次のように書かれています。
（イギリス人作家バーネット著）
「セドリック」は、
『小公子』

の主人公として全世界の人々に親しまれているが、
当社のセドリックも、多くの人々から愛され、親しま

②ルーミーなムード、広い室内と
ゆきとどいたアクセサリー

アクセサリーについては新型車だけ
あって初採用のものがいくつかあります。
主なものは、
明暗調節式ルームランプ、
ステップランプ（リアドア）
、
ポータブル兼

れることを願うとともに、オースチン社の母国である

用ラジオ、
トリップメーターなどです。ステ

英国への感謝の意をこめて命名されたものである。
」

ップランプとはリアドアについた足元を

それでは当時のカタログをもとにセド

照らすもので、
現在ではドアカーテシー

の、
提携により台数が制約されていて、

リックの特長を紹介します。
（各項目は原

ランプと呼ばれていますが、
これは当時

その生産台数はクラウンとは比較になら

文のまま）

としては珍しいものでした。ポータブル

ないくらい少ないものでした。一方トヨタ
は1000ccクラスにトヨペットコロナ（初

兼用ラジオはダッシュボードから取り出
①デュアルランプの豪華なスタイル

代）
がありましたが、
十分な時間をかけず

デュアルランプとは片側2灯（左右で

に開発されたことから、
ダットサンに対抗

4灯）ヘッドランプのことです。それはア

できる商品ではありませんでした。すな

メリカで急激に普及し始めていました

して持ち運んで使うことのできるラジオ
で、
アンテナ、
バッテリー、
スピーカーを内
蔵していました。
③軽くてしっとりしたハンドル、

わち日産はクラウンに対抗できるモデル

が、
日本ではプリンススカイライン／グロ

を、
トヨタはダットサン
（1959年に発売さ

リアがセドリック登場の直前に初めて採

高度なライフガード

れたブルーバード）
に対抗できるモデル

用しました。プリンスはアメリカ車と同じ

ライフガードとは安全対策のことで、
内

カタログには Nマークエ
ンブレム と説明されてい
るのでニッサンのイニシャ
縦型4灯式ヘッドランプ。上は走行（ハイ）/すれ違い（ロー）、 ルNを図案化したものだ。
下は走行用。フォグランプはデラックスモデルに標準装備。 （写真はカタログより）

セドリックはオースチンA50（左）の国産化による経験をもとに開発された。

容としては、
ユニットボデー、
コーンタイプ

サスペンションがうまく吸収してボデーの

ークを附ける事もしばしばであった。
」
と

のステアリングホィール、
ダッシュボード

上下動がよく押さえられてあたかも平坦

書かれています。当時の国産車には前

上面のクラッシュパッド
（セイフティパッ

な道路を走行しているような乗り心地の

後ともドラムブレーキしかありませんで

ド）、
踏力の軽いブレーキ、
パノラマウィ

ことです。サスペンションは当時このクラ

したが、
セドリックが採用したユニ/デュ

ンドウ、
デュアルランプ、
強化ガラスなど

スに一般的だった前がダブルウィッシュ

オ・サーヴォ式というのはとくに自己倍

が挙げられています。

ボーンとコイルスプリング、
後がリジッド

力性能にすぐれた方式で、
フェザータッ

一体構造のユニットボデー
（モノコック

アクスルとリーフスプリングの組み合わ

チブレーキとも呼ばれ、
軽く踏むだけで

ボデー）採用は1500ccの国産車として

せで、
リーフスプリングはトヨペットクラウ

よく効いたため女性ドライバーの多いア

は初めてで、
サイドシル（ドア下方）
を頑

ンが先行して採用していたのと同様の、

メリカで一時もてはやされました。現在

丈な設計にしたことや車高を低くできた

リーフスプリング３枚の乗り心地を重視

はディスクブレーキが主流で、
ドラムブレ

ことを強調していますが、
最も大きな効

したものでした。

ーキは一般乗用車の後輪に使われてい
ます。

果は車重で、
空車重量1170kgはフレー
ム付きのクラウンより80kgも軽くできて

⑥大きくて使いやすいリヤートランク

いました。セイフティパッドの採用もこの

トランクはまず開口部が広く低いこと

海外メーカーと技術提携し提携先の

が特徴です。スペアタイヤは左側に立て

車種を部品で輸入して組み立てる、
いわ

て置かれているため、
タイヤを出し入れ

ゆるノックダウン方式の生産をしたのは

クラスではセドリックが最初でした。

するときに荷物をどける必要がありませ

日産・いすゞ・日野の3社でしたが(乗用

71馬力高性能エンジン

ん。
（クラウンはトランクフロア面に寝かせ

車)、国産化を3年半という短期間で果

エンジンは、
シリンダー内径がピストン

てあった） 現在と違いパンクが多かっ

たし、
独自の車種をいち早く開発したの

の行程（上下移動距離）
より大きい、
いわ

た当時としては実用的な設計だと言え

は日産でした。セドリックには当時日産

ゆるオーバースクエアの高回転型で71

ます。
カタログでは紹介されていません

が新型乗用車にかけた並々ならぬ意気
込みを見ることができます。

④すばらしい加速・静粛・経済・耐久の

馬力というクラストップの出力を誇りまし

が、
トランクリッドを楽に開けられるように

た。車重が軽いこともあって加速性能は

トーションバーによるバランススプリング

モーターマガジン誌の試乗記によると、

が付いていたことも特筆されます。

●1500ccクラスのエンジン性能と車両価格
内径×行程
（mm）

「
（スタートから）80km/h（に達する）
まで
13.7秒の加速は国産車の同クラス中ず

⑦丈夫な足回り、堅牢なユニットボデー

ば抜けて良く、
大体世界の1.5リッター級

⑧軽いタッチで確実に効く

の実用車の水準を抜いている。
」
（ ）
は筆者追加

ニッサンセドリック

80×74

1488

71/5000 11.5/3200

1170

101.5

オースチンA50（＊）

73×89

1489

57/4400 11.0/2400

1085

105.0

トヨペットクラウン

77×78

1453

62/4500 11.2/3000

1250

103.0

マジックブレーキ

プリンススカイライン

75×84

1484

70/4800 11.5/3600

1315

108.0

前述のモーターマガジン誌の試乗記

ヒルマンミンクス

79×76.2

1494

62/4600 11.2/2600

1050

105.0

には「フロントはユニ・サーヴォ、
リアはデ

（＊）ニッサンセドリックの登場により消えたが比較のために紹介

ュオ・サーヴォ式のブレーキは、
軽い踏

⑤長途のドライブが楽しめる

排気量 最大出力 最大トルク 空車重量 価格
（cc） （ps/rpm） （kgm/rpm） （kg） （万円）

フラットライディング

力で全くびっくりする位効く。最初馴れ

フラットライディングとは路面の凹凸を

ない中は効きすぎて道路にブラック・マ

＜参考文献＞
「モーターマガジン」1960年5、6、7、8、9月号
「モーターファン」1960年5、6月号
「日産自動車30年史」1965年
●
「日産自動車50年史」1973年
●
「自動車年鑑」昭和35年、36年、37年度版
●
●
●

着脱式ラジオ（カタログより）

実用性を考えてスペアタイヤは左側に立てて置かれた。

ドアカーテシーランプ
当時は珍しかった親切なアクセサリー。

クルマが私に与えてくれた楽しみ
ク

ルマ好きの父の影響で、子供の

オリジナルのデザインの魅力をそのま

ころからクルマが大好きでした。

まずっと生かしたいと思っているんで

初めてクルマを動かしたのは、7歳く

す。自分ではいろんなものを付加した

らいでしたか。家の庭に広いガレージ

くないですね。イタリア人は毎年、クル

があって、そこにほとんど使わなくな

マを買うのではなく、少なくとも10年

った父のフィアット・チンクェチェン

間は乗るんです。私は、大きいエンジ

トが置いてありました。いたずらでち

ンに慣れてるから、やはり余裕、パワー

ょっと動かして、壁にぶつけてしまい

ある方が好きです。でも、マニュアルだ

ました。父は大変なクルマ好きで、い

とそんなにパワーがなくてもクルマを生

ろんなクルマを見せてくれたり、私た

かすことは出来るんです。例えば1000cc

ちを乗せてくれました。フィアットが

のクルマでも、マニュアルとそうでない

多かったですね。12歳頃の一番の思い

クルマとでは全然違う。マニュアルだと

出のクルマはフィアット130。大きく

エッセイスト

て、政治家が乗るようなクルマで、当

パンツェッタ ジローラモさん

時としては珍しく、パワーウィンドウ

1000ccでもすごく面白いですよ。
日本のクルマは丈夫で故障が少ない
から、日本の技術とイタリアのデザイ

が付いていました。まるで飛行機に乗

アルファロメオ6やルノー5ターボにも

ンがジョイントすれば、すごくいいク

ってるように静かでどっしりとしたク

乗りました。昔からイタリアの高速道路

ルマが出来ると思います。私は料理も

ルマでした。母はいつも「お姫様」で

にはスピード制限があったんですが、

やりますが、日本の食材を使ってイタ

したから、自分で運転するよりは、父

ほとんど守られていなくて、180キロ

リア料理を作るとすごくおいしいもの
が出来ますし、逆もあります。

に運転してもらうことが多かった
（笑）
。

くらいで走っていました。最近は取り

でも、父はクルマにクレージーになるこ

締まりが厳しくなりましたが、制限速

とはなく、クルマを楽しみながら、大

度130キロのところを170キロで走って

イ

タリアのクラシックカーレース
ミッレミリアにも興味がありま

切に扱っていました。クルマが恋人だ

いたら、隣の人に「ジロー、すごく遅

す。昨年は参加しようと思っていまし

と、自分で言ってたくらいです。

いね」といわれたことがあります（笑）
。

た。世界に8台しかない昔のチンクェ

が運転免許を取ったのは18歳。

他のクルマは200キロくらいだった。

チェントを持っている友人がいたんで

初めてのクルマは中古のチンク

日本だと140キロくらいでもちょっと

すが、壊れたらもったいないという話

ェチェントでした。最初に運転した時、

怖い。相手の気持ち読めないからね。

で中止。でも、見るのも面白い。参加

信号の前の坂道で発進が出来なくて、

追い越し車線を低速で走っていて、パス

できれば一番ですが。F1も好きです。

後の人に頼んで動かしてもらったこと

させてくれない人がいる。ヨーロッパだ

F1のテレビの仕事も何回かやったこと

があります（笑）。マニュアルトラン

ったら、すぐ退いてくれるし、相手の気持

があります。私はフェラーリファンで

スミッションでシンクロが付いていな

ちを読めるから大丈夫なんですが。

すけれど、やはりイタリア人に運転し

私

かったので、ダブルクラッチが必要で
した。今でもイタリアでは、マニュア

日

本に来てからは、1970年代のク

てもらいたいですね（笑）。ラリーは

ラウン、オートマチックの中古

ナビゲーターとドライバーの気持ちが

ルがほとんどです。イタリアがサッカ

車が最初。その後、シティターボ、い

繋がっていないと出来ませんね。今度

ーのワールドカップで優勝した時は、

すゞのミュー、ビッグホーン、アルフ

北海道で日本で初めての世界ラリー選

友達を10人（！）くらい屋根の上まで

ァロメオ、マセラティと乗り継ぎ、今

手権が行われるので、見に行こうと思

乗せて、乗り回しました。警察も優勝

はマセラティ・スパイダーと四駆のデ

っています。

を喜んでいましたので、大丈夫でした

ィフェンダーに乗っています。オート

というわけで、私はいろんなところ

（笑）
。その後は、ルノー5やBMW、ルノ

マチックは渋滞時にはいいけれど、や

でクルマのある生活をエンジョイして

ー・エスパスも乗りました。エスパス

はりダイレクトフィーリングを感じら

います。（談）

は楽しいクルマでした。この種のクル

れるマニュアルの方が好きです。

マで大きなエンジンを載せたのは、エ

クルマを選ぶ基準はまずデザイン、

スパスが初めてだったのです。今のモ

それにエンジンパワーですね。クルマ

デルより昔のデザインの方がきれいだ

は長期間乗りたいから、デザイン的に

ったし、すごく便利でした。よく週末

疲れたくない。ずっと見ていても飽き

に友達とあちこちに行ったものです。

ない、美しいデザインであってほしい。

パンツェッタ ジローラモ
1962年生まれ。出身地イタリアのナポリ建築大学在学
中にイタリア政府所管の中央アッベンニーノ地方の歴史
的建造物の修復作業に携わった異色の人物。
1988年来日。明海大学などを卒業後、もっぱら祖国イタ
リアの身近な生活を紹介。造詣の深いイタリア家庭料理
の味付けのコツなどをテレビや講演で披露、人気を呼ん
でいる。また「イタリア的○○生活」
（成甲書房）のほか
著書も多数。趣味はサッカーとクルマ。

「バッジも見てみよう」第7回 ヨーロッパのスポーツカー（1）
山田 耕二
ブガッティ（フランス）
ブガッティは、イタリア生まれのエットーレ・ブガッティが1909年に
フランスで興したメーカーで、天才的な芸術家肌の彼が生み出した自動
車は芸術作品とも評されます。ブガッティの1号車から採用されたバッ

バッジはラジエーター上部に付く。
車体のブルーはフランスのレーシ
ングカラー。

ジは、赤地の楕円の中に白いBUGATTIの浮き出し表現文字と、その上
にエットーレ・ブガッティのイニシャルEBを図案化したロゴ（モノグラ
ム）が置かれ、楕円の周囲は赤いドットを並べた白い帯で囲まれていま
す。ブガッティの本拠地は、第一次世界大戦後フランスに併合されたア
ルザス・ロレーヌ地方でしたが、エットーレ・ブガッティは生涯イタリア
国籍を捨てませんでした。バッジの赤色はイタリアのナショナルレーシ
ングカラーにちなんでいるのかもしれません。まもなく市販されるスー
パースポーツカー ヴェイロン （1998年にフォルクスワーゲンが商標
権を買い取ったあとで開発されたモデル）には往年のブガッティ車に付
けられていたのと同じデザインのバッジが付いています。

ブガッティタイプ35B
（1926、フランス）

ブガッティタイプ57C
（1938、フランス、収蔵車）

アルファロメオ（イタリア）
アルファロメオの歴史は、フランス車の組み立てを行っていたミラノ
のイタリアダラック社を数人のイタリア人企業家が買収し、アルファ
（A.L.F.A.）社を設立したことに始まります。1910年のことでした。1915
年に事業家のニコラ・ロメオが経営権を握り、やがて社長になると車名
はアルファロメオになりました。アルファ社の最初のバッジについて、
アルファロメオの日本語公式ウェブサイトには次のように説明されてい
ます（一部省略）
『
。アルファ ロメオのエンブレムは、本拠地であるミラノ
の象徴的な２つのシンボルを組み合わせたものである。ひとつは、薄い
ブルーを地にしたヴィスコンティ家の紋章「人を喰う四つ巻きの大蛇」
であり、そして、ミラノ市の紋章である白地を背景とした赤い十字架で
ある。エンブレムの周りをメタリックな円が囲み、2つのサヴォイ家の

図柄はミラノの象徴的な2つの
シンボルの組み合わせ。
MILANOの文字は1972年に消
えた。

飾り結びをはさんで「ALFA」と「MILANO」という2つの言葉が刻印され
ている。
』

アルファロメオ6C1750
（1930、イタリア）

ベントレー（イギリス）
羽根つきB（Winged B）
バッジ。

ベントレーのバッジは、尖ったラジエーターとともに自動車画家とし
て有名なゴードン・クロスビーがデザインしたもので、一見数字の8に
見える中央のBはもちろんBentleyの頭文字です。そのBの両側に羽根を
広げていることからWinged B（羽根つきB）バッジと呼ばれています。
1919年に会社を創立したベントレーの最初の製品は 3リッター でし
た。3リッター にはホィールベースやエンジンの仕様により3種類の基
本タイプがあり、それぞれバッジ中央部の色で識別され、 ブルーラベ
ル 、レッドラベル 、グリーンラベル と呼ばれました。ただ、オーナ
ーの希望で好きな色を選ぶこともできたため現実にはメーカーのルー
ルとは違う組み合わせや他の色もありました。当館の展示車は1930年
製4.5リッター／ホィールベース117インチ（2980mm）モデルでグリー
ンのバッジを付けています。なおイギリスではスピードを表すのに鳥が
用いられることから、ベントレー以外でもアストンマーチン、モーガン、
ミニ、オースチンなどが翼をデザインしたバッジを採用しています。

現在のバッジは羽根の枚数が
少ない。

ベントレー4 1／2 リットル
（1930、イギリス）

＜参考文献＞
「The BEAULIEU ENCYCLOPAEDIA of the AUTOMOBILE Volume 1 A-L」
NICK GEORGANO 著 The Stationery Office
●
「Bentley Specials & Special Bentleys」Ray Roberts 著 Haynes Publishing Group
●

「CAR BADGES OF THE WORLD」T. R. Nicholson 著 American Heritage Press
「ワールド・カー・ガイド9 アルファロメオ」株式会社ネコ・パブリッシング

●
●

ダットサン16型セダンのレストレーション
沖野 嘉幸

1932年にダット自動車製造株式会社から発売された「ダットサン」という車名の小型車は、その後 日産自
動車株式会社の横浜工場にて1935年4月より国内初のベルトコンベアラインによる大量生産が始められ
ました。
ダットサン16型セダン（1937）は、小型タクシーや開業医などにも多く使用され、極めて合理的な設計
と愛らしいスタイルで一世を風靡しました。

レストア前（寄贈者

神吉 清 氏）

レストア完成後（全長3129mm 全幅1190mm 全高1600mm 軸距離2005mm）

エンジン
完全オーバーホールを行い、ピ
ストン、ピストンリング等不良品
は部品交換等の整備
（水冷直列4気筒SV 722cc）

エアークリーナーなどが最近の
車両の部品に改造されている

シリンダーヘッドを分解
シリンダー内に錆はない

ピストン、ピストンリングに磨耗、
ガタがみられる

部品交換、調整、整備して組み付け
塗装完了

ボデーを降ろし、裸シャシーの状態

フロントとリヤアクスルに分離

ウォームギヤータイプのデフも
オーバーホール

調整、整備して組み付けたリヤアクスル

ドアトリムは何度か張り替え
られている

下地の木材は家屋の廃材等を
使用して補修されている

シートもビニールレザーに
張り替えられている

当時のオリジナルに近い状態に
内装を張り替え

腐食による変形、破損箇所
がめだつ

現物と照合しながら製作

格子の隙間を一本々調整し
ながらの作業

完成品

天井の木材は破損、変形している

大工作業で完成

メーター類とハンドルはホンダ
シビックの部品に改造されている

当時のオリジナルパーツに交換

シャシー
ボデーとシャシーを分離し完全
分解整備を行い、破損部品は再
生して組み付け

内

装

シート、
ドアトリム等の内装部分
は汚れ、破損がひどいため、当
時のオリジナルに近い状態に張
り替え

フロントグリル
ラジエターグリルは腐食による
破損がひどく、現物あわせで手
づくり製作

その他の部品
ルーフの木骨は損傷がひどいた
め、現物合わせで製作、スピード
メーター、ステアリングハンド
ル等もオリジナルパーツに交換

西川

稔

朝の庭園を散歩する安田善次郎
（『グラヒック』1911年 5月15日号）

1. はじめに
「銀行王」
と呼ばれた安田善

使用される様になった。最初に私の友達の三井高保氏が、
それ

次郎は、
安田財閥の祖にして、

を買って乗ってゐた。私にも試みに乗って見よと勧めてくれた

一代で巨万の富を得た、
まさに

ので、
乗って見たが、
案外乗心地が良くて、
そして機械であるか

立志伝中の人物である。彼の

ら、
馬の苦しむのを見ないのが、
何より心嬉しい。
」

所有車は英国車ハンバーであ

4. しかし、安田は稀代の倹約家―。

った。白髭をたたえた特長ある

安田の述懐は続く「さていよいよ自動車を買ふ事になると、
。

風貌の安田翁が、洋館の前で

更に考ふる處は其の費用である。私は元来倹約を主とするもの

正装して立つ横にハンバーの

であるから自動車を買ふに就ても、
十分に計算した。計算をし

雄姿が見える。安田翁同様、

て見ると、
自動車の代価が高い上に、
其の修繕にも少なからざ

堂々とした立派なクルマであ

る費用を要する。けれども、
たとへ失費は多いにしても、
馬の可

る。なぜ、
安田翁は自動車に乗
るようになったのか−これが今
回のテーマである。

憐さうなのを見ると、
此の乗心地のよい自動車を措いて再び馬
ハンバーの横に立つ安田善次郎
（
『グラヒック』1911年 6月1日号）

2. 安田善次郎の生涯
本題に入る前に、
ごく簡単に安田の略歴について述べておこ
う。彼は1838年（天保9年）
、
富山藩の下級士族の家に生まれた。
貧しい家で少年時代を過ごした善次郎は、
商業で身を立てる
志を抱いて江戸へ出、
銭両替商に奉公。1864年（元治元年）銭
両替商安田屋として独立する。2年後には安田商店と改称。古
金銀、
太政官札、
公債の売買によって巨利を得て、
以降の安田
銀行（のちの富士銀行）、
第三国立銀行などの設立へとつなが
っていく。
この間、
多くの公職を歴任したほか、
晩年には東京帝国大学

車に乗る気になれない。
そこで遂に自動車に乗る事になったと
いふ様な訳である。
」

5. 自動車の使い方は？
「私は以前から時々野外に運動する事が好きで、
以前はよく馬
に乗って、
野外に出たものであったが、
年を老っては馬にも乗れ
ないので、
今日では自動車で時々地方に出掛ける。東は千葉あ
たりから、
南は鎌倉、
大磯、
北は越が谷辺へ掛けて、
野外の運動
に出掛けるのである。野外の趣は実に何ともいへないもので、
心が活き返った様である。
」

6. 倹約家の面目躍如たる話―。
「私は又、自動車に乗る様に

講堂（安田講堂）の寄付

なってから、
毎日運転手に命じ

や東京市政調査会の後

て、
今日は何處々々へ行って、

援など公共的事業も行っ

何哩乗り廻はしたと云ふ様な

たという。1921年（大正

「表」を造らしてゐる。すると月

10年）9月、
大磯の別荘に

に何哩乗って、油が何れ程要

おいて暴漢に刺殺され、

ったと云ふ事も自然明白にな

波乱の人生を閉じた。享
年83歳であった。

マイル

安田が寄贈したことで知られる
東京大学安田講堂

3. 自動車に乗るようになった理由は？
安田は次のように語っている。
「私が自動車に乗る様になった
に付ては、
少し他の人々と事異った理由がある。私は自動車に
乗る前は馬車に乗ってゐたのであるが、
馬車に乗ると、
如何にも
馬が泡を吹き、
汗を流して苦労するを見るのが心苦しい。新宿
とか青山とか品川とか少し遠方へ馬車を走らす時は、
途中で一

るのである。
」
馬にまつわる美談は、誠に
意外の感を禁じえなかったが、
「燃費表」づくりは、
まさに大実
業家にして倹約家・安田善次
郎の面目躍如たる話と言える
であろう。
＜参考文献＞
「写真画報 グラヒック」1911年5月15日号 6月1日号 1912年3月20日号
「安田善次郎伝」矢野龍渓著 中公文庫
「日本史大辞典」1994年平凡社
●
「日本大百科全集」1995年小学館
●

度は必ず馬を休ませる。
といふ様にしてゐたのであった。
」
「然るに自動車と云ふものが発明されて、
それが追々日本でも

同じ頃のビール会社の広告。安田のよ
うに自動車を駆って「春の遠乗」に出た
様子が描かれている
（『グラヒック』1912年 3月20日号）

●
●

クラシックカー試乗会

工作教室

ウレタンクラフト

ペーパークラフト

木のクルマ

予告

予告

企画展「大阪万博と日本車
−21世紀が未来だった時代」
期間：11月2日（火）〜2005年2月27日（日）
1970年に開催されたわが国初の万博は日本社会に様々な影響を与えました。
次回の企画展では、大阪万博をふり返りながら、
自動車性能も大きく様変わりし
た70年代前半の自動車事情をご紹介します。

わくわくウイークエンド2004開催！
10月、11月の週末に恒例の秋のイベントを開催します。皆さま、お誘い合せの
上 ご来館ください。
■クラシックカー試乗会（有料） 10月9､16､23､30日（各土曜日）
車両：パッカード・ツインシックス
（1920・米）、
シボレー・インパラ
（1959・米）、ボンネットバス
（無料）
も走ります。

■工作教室

10月3､10､17､24､31日、11月7､14､21日（各日曜日）
と10月11日（月・祝）

･ウレタンクラフト
（有料）ト
: ヨペットSA ･木のクルマ（有料）･ペーパークラフト
（無料）初代カローラなど

■記念スタンプ

10月3日〜11月21日の期間中

当館の展示車のスタンプをオリジナル台紙に押そう！

NEW

募集

予告

「スピード、スピード、スピード〜爆走するレースカー展」

バックヤードツアー参加者募集

ITS世界会議に出展します

新館3階ギャラリーでは、9月14日（火）〜2005年3
月6日
（日）
まで「ル・マン 24時間レース」を中心に、
スピード感あふれるレースカーが描かれたポスター
などを展示します。
19世紀末の黎明期のレースから、世界3大レース
に数えられるル・マン 24時間レース、
モナコ・グラ
ンプリなど、模型も含めてご紹介します。

参加者から好評の「トヨタ博物館バックヤード
（車
両収蔵庫）見学会」を再開します。タッカーやホ
ルヒなど普段なかなか見ることのできないクルマを
この機会に是非ご覧ください。

10月19〜24日、ポートメッセなごや（名古屋市国
際展示場）にて「ITS世界会議 愛知・名古屋
2004」が開催されます。企業展示ホール（仮）の
中央通路「メッセージウェイ」に、
キャデラック・エ
ルドラドやデロリアン、
トヨタ2000GTボンドカーな
どの常設展示をしていない収蔵車両5台を展示し
ます。

実施日：9/26（日）、10/16（土）、11/14（日）、
午後1時30分から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、
同伴者数を明記の上、バックヤードツアー係へ
（毎回先着10組まで）

NEW

募集

T型フォード運転講習会のご案内

モリゾー＆キッコロ 登場！

T型フォード運転講習会の受講者募集のお知ら
せです。
（各回3名、雨天中止）

2005年3月から開催される「愛･地球博」のマスコ
ットキャラクター モリゾーとキッコロが8月13〜15
日に新館に登場、来館のお客様に愛知万博の
PRを行いました。子どもたちに大変な人気で、モ
リゾーとキッコロの写真撮影には長蛇の列ができ
ていました。

実 施 日：10/14、11/11（いずれも木曜日）
時
間：①9:30〜12:00、②13:30〜16:00
受講資格：マニュアルトランスミッションの普通自動車以上の
免許を取得後、3年以上経過し常時運転している方
受 講 費：5000円（当日徴収）
申し込み方法：往復はがきに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 を明記のうえ希望日の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回の申し込みでお願いします。

ITS（Intelligent Transport Systems 高度道路交通システム）

ボンネットバスのマグカップ
8月よりオリジナルグッズ、ボンネットバスのマグカッ
プを販売しています。本館横に展示しているトヨタ
ボンネットバスが立体レリーフ状になっています。
色は白、黒、青磁、白にバスを彩色したものの4種
類（各1500円･税込）
お問い合わせはミュージアムショップまで
TEL＆FAX：0561-63-5161
e-mail：museum-shop@toyota-ep.co.jp

セリカGT−FOUR グッドウッドを走る
6月25〜27日、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」がロンドン郊外で開催され、6台のトヨタ
車が参加。当館からは世界ラリー選手権のチャン
ピオン車、
セリカGT-FOUR（1993）がドライバー
チャンピオン ユハ・カンクネンの運転で登場し、
12万人の大観衆の歓呼に応えました。

「プロジェクトX」展に出展
7月25日〜8月25日、東京ドームシティで開催され
た特別展「プロジェクトX〜挑戦者たち〜」に、当
館所蔵のトヨペット･クラウン･デラックス（1956）
を出展しました。開催期間は夏休みとも重なり、家
族連れやグループなど多くの方々が見学され、
ク
ラウンの前で足を止め車両を見て当時を懐かしん
でいました。

CGクラブ ミーティング開催
7月25日、CGクラブ･ミーティングが走行コースで
開催されました。今回は「万博とクルマ〜1970年
to2005年〜」をテーマに、車両展示やトークショ
ーが行われました。天気もよく、多くの参加者がカ
メラ片手に会場内を回られ、
あちこちでクルマ談義
に花が咲いてました。

お知らせ
9月1日より、西崎元治に代わりま
して加納哲夫が館長に就任いた
しました。今後ともよろしくお願い
いたします。

表紙イラスト
レーターから
「コルモラーニ2004」に出展

「江戸川乱歩展」に出展

9月11、12日、岐阜から全国へ発信する クルマ
の魅力 あふれる一大イベント「コルモラーニ2004」
が岐阜メモリアルセンターで開催。当館からホル
ヒ853A（1939・独）、
ランチェスター12HP（1907・
英）、
トヨタ7（1969）
を出展しました。
トヨタ7は細
谷四方洋氏がエンジン始動を行うパフォーマンス
もあり、来場者の熱い視線を浴びていました。

8月19〜24日、池袋･東武百貨店で開催された立
教学院創立130周年記念事業「江戸川乱歩と
大衆の20世紀展」にフォード･モデルA（1929・米）
を出展しました。フォード･モデルAは昭和初期の
モダンさを表す事物として展示され、乱歩ファンを
はじめ多くの来場者が足を止めていました。

読者の声

TAMクイズ

●寄贈された車がよみがえる様は、車が一番喜ん
でいるように見えるのは私だけでしょうか？ほとん
どの部品は入手困難でしょうから手作りされる
のでしょう。博物館の面目躍如ということです。
愛知県日進市 松代直衛さん

●楽しく読ませてもらいました。
特に古くなった車をよみがえらせる技術には驚
きました。これからも、普段私たちが見られない
ような技術を特集して欲しいです。
島根県松江市 村井徹也さん

●車に対する夢やあこがれが今よりも大きかった
時代のコロナRT20型が、今見ても古く感じさ
せず、
なんかカッコイイと思いました。
愛知県豊田市 河原崎 正俊さん

このクルマは
なんでしょう？
（ 本 誌 に登 場し
たクルマです）

＜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：2004年10月31日消印有効）
正解者の中から抽選で10名の方にP14で紹介したマ
グカップをプレゼント。
（希望色をお書き添えください。）
＜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「日野コンテッサPC10型」でした。

トヨタ自動車（株）第2トヨタデザイン部

大島

誠さん

ジャガーはスタイリングのお手本として長
年注目しているメーカーです。SS-100は優
雅なスタイリングで初めてジャガーと名乗
った車で続くXK-120、Cタイプ、Dタイプ、
Eタイプに繋がるスタイルへのこだわりを感
じます。クラッシックジャガーの持つ工芸
品を作るような意匠に対する姿勢を更に研
究していきたく思います。

編集後記
今号より紙面をリニューアルしました。読者の方
からいただくお便りに、思い出深い車や憧れてい
た車などが書き添えられていらっしゃいます。
トヨタ
博物館の展示場で再会されてはいかがでしょうか。
お出かけには絶好の季節となりました。ご来館を
お待ちしております。
（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）

