
今回は、皆さんから募集した昔懐しいクルマの写真430点余を紹介した企画展です。対象となる年代を昭和30年代から40
年代としたところ、家のアルバムから抜き出たような家族写真・記録写真などが数多く寄せられました。それぞれの
写真は個人のものではありますが、全体を俯瞰すると共通の生活史、世代史が展開されます。写真のタイトルや説明は
応募していただいた方のものを用いて、皆さんの視点から当時のクルマと人々の関わりを紹介しました。

パブリカ UP10-D型（1963･トヨタ）
700ccエンジンで実用性・経
済性を第一に考えられたベー
シックな初代（1961）のデラ
ックス版。今回の写真公募で
応募数がいちばん多かった車
種。

良く見てね！
50年前の思いで写真
妹13歳の昭和30年、自宅前の写真です。50
年前の幸せを残した兄のアルバムを見て、
今とても懐かしさを感じました。兄は運送
会社に勤めていたのでクルマを撮った写
真が多くありました。クルマとともに一枚
の写真におさまった人の写真を見ている
と、一瞬過去に舞い戻った錯覚を感じまし
た。まだクルマの少ない時代でした。

目を見張る様な古き車のルーツ
（トヨエース、トヨペットコロナ）
（企画者より：撮影年は両車発売年から昭和34年と推測）
岡山市後楽園公園で新車ショーが開かれ、多くの人が出掛けたものです。
丁度桜の咲く時期と記憶しています。私は写真館を営んでおり撮影しました。

三菱コルト 1000 A20型（1965･三菱）
機能主義的であり、当時流行
しはじめたフラットデッキを
採り入れた三菱初の4ドア・セ
ダン。

企
画
展

特集企画



東山公園「キンダーフェアー」会場
（トヨペットクラウン RS41）
昭和42年5月5日、東山公園「キンダーフェアー」会場ですが、た
だの広場で、今は場所も推定できない。車は社用車で、当時は
鷹場だったのか、遊びで使用しています。家の隣の女の子は、当
時流行した「おそ松君」の“シェー”をしています。

お菓子屋さんの前
（初代パブリカデラックス）
昭和40年の写真です。我が家は菓子店を営
んでおり、その店先で7歳の私と弟が立って
います。撮影中にその脇を通り過ぎた自動
車が写っています。場所は名古屋市中川区の
商店街で、「本通り」と呼ばれた通りは、当時
多くの買物客で賑わいました。自転車が皆
の足で、まだ珍しかった自家用車は商店街を
申し訳なさそうに通りすぎていきます。

実家近くの海岸での我が一家
（マツダキャロル）
背景となっているのは兄の車だが、残念ながら車種が判別
できない（企画者より：キャロル2ドア）。車の前にいるのが
我が一家である。場所は豊橋市の前芝海岸で昭和40年、私
たちは大阪在住であったが、豊橋の実家に来た折の写真で、
撮影は兄である。都会生活の私にはまだマイカーは縁がな
かった。兄も無趣味であったが、運転が好きで大阪にもパ
ブリカで来た事があった。

昭和35年の結婚式（トヨペットコロナ）
私の母親の結婚式当日に、コロナのタクシーが迎えに来た写真
です。

サイクリングの父・息子
（トヨペットコロナRT40）
昭和40年8月、夏休み恒例となったサイク
リングでの写真です。父・兄・私の三人で、
池袋の自宅から諏訪湖を目指し“えっちら
おっちら”笹子峠を越え3日目の昼過ぎ、昼
食を摂る食堂が見当たらずお腹を空かし
ての上り坂です。その坂で、姉の運転する
ピカピカのコロナに追い付かれ、一緒に乗
ってきた母が、途中で買ってきたブドウに
喉の渇きを癒した、そんな状況でパチリ！
の写真です。

父のネガフィルムから（ダットサン）
父がカメラ好きだったため、私の高校2年生の頃
に撮ってくれた一枚。保管されていたネガを初め
て焼き付けました。後ろの車は他人様のものです。

昭和28年の桜名所（ボンネットバス）
岐阜県美濃の小倉公園は、戦前より桜の名所として、
名古屋方面まで広く知られ、開花時には大勢の人が
来られました。戦後はバスツアーが主流になり、ボン
ネット・バスが毎日10台くらい来るようになりました。
この写真は昭和28年ですが、その数年前フジフィル
ムがリバーサルを初めて発売しましたので使用した
ものです。ナンバー・プレートもカーキ色でなかなか
ユニークです。

期間：1月4日～3月26日
会場：本館2階特別展示室

スバル1000スーパーデラックス（1967・富士重工）
FFの駆動方式や国内初の水
平対向4気筒など先進的なメ
カニズムを採用した富士重工
初の小型車。

いすゞヒルマンミンクス PH300型（1960･いすゞ）
1953年英国ルーツ社と技術
提携し生産、1957年からの完
全国産化とともにエンジンの
パワーアップと足回りも強
化。



今回は昨年9月から今年1月まで投稿されたほぼ
全数を展示しました。写真を「人・街・クルマ」
と分け、見る方々に時代が鮮やかに蘇ればと願
っています。投稿者の中には、大切な写真をアル
バムからはがしてくださった方や、アルバムを何
冊もお持ちいただいた方などがいらっしゃいま
した。この企画にご協力いただいた応募者すべ
ての方に感謝申し上げます。 杉浦孝彦

投稿された写真やコメントは、当館「一枚の写真賞」ホームページでもご覧いただけます。http://www.tam-web.net/omoide/

展示企画者より

2000GTのCM撮影（トヨタ2000GT）
昭和42、43年頃、私が22、23歳で、名神高速道路がまだ小牧～栗東間
しか出来ていない頃です。小牧インター入口付近で、トヨタ2000GT
のCM撮影をしていました。この後、小牧～栗東間で赤いクラウンの
オープンカーで、2000GTの撮影に出掛けるとのことでした。

車の大好きな息子
（おもちゃの車）
今から35年程前の昭和45年頃の写真で
す。車の大好きな息子が、主人の実家
（岐阜市）の近くの広っぱで、欲しかった
“ドアが開く”車のオモチャを祖母に買っ
てもらい大喜びでした。大切な大切な宝
物を見るような息子の姿を、なつかしく
思いました。

第1回日本グランプリレース
（トライアンフTR４他）
昭和38年5月鈴鹿サーキットで開催された、第1回日本
グランプリレースの写真です。（企画者より：初めて実施
された貴重な記録です。マスコミの取材も少なく写真自
体珍しい。）

車の上で「ハイ!! ポーズ」（日産スカイライン）
「一枚の写真賞」の写真募集の広告を見てアルバムを捜しま
した。長い間、開かなかったアルバムに懐かしい写真があり
ました。娘が１歳になった頃の写真（昭和48年頃）で、女の子
ですが車が好きで、よく車の上にのせては喜ぶ姿を両親と一
緒に見ていた頃の写真。自宅前で車の上ではしゃいでいる娘
の姿をスナップ！！



トヨタF1カー

フォードモデルT デポヘック（1914）

スイフト 9HP（1905）

１月4日～9日、今年初めの館内イベント「ウインターメモリー2006」を行いました。「なりきり写真館」「思い出スタンプ」
共に、開館初日から家族連れを中心に大勢の参加者で賑わいました。

今年の干支にちなみ大きなスヌーピーもお
目見えした「なりきり写真館」では、クラシカ
ルな衣装を着てクラシックカーに乗り、照れ
ながらも楽しんで撮影していました。
また、Ｆ１カー横では子供から大人までレー
シングスーツを身にまとい、それぞれ思い思
いのポーズをかっこよくきめていました。

企画展「一枚の写真思い出のクルマ」会場
にて開催した「思い出スタンプ」は、日付ス
タンプとクルマ5台のスタンプを見学しなが
ら押せるとあって、列ができるほどの人気を
集めました。

なりきり写真館 思い出スタンプ

次回企画展のお知らせ

1980年代の日本車若者に愛されたデートカー
期間：4月11日～6月25日　　会場：本館2階特別展示室

次回の企画展では1980年代前半の日本車にスポットをあて、若者に愛され
たデートカーなどを中心に9台のクルマを展示します。またクルマととも
に当時のデートシーンやファッション、カタログやポスター、雑誌などを展
示、当時の若者の生活スタイルとクルマの関係を紹介します。

ウインターメモリー2006

マツダファミリア
（1980年）
＜マツダミュージアム蔵＞

トヨタソアラ
（1981年）
＜当館蔵＞

三菱パジェロ　
（1982年）

＜三菱オートギャラリー蔵＞

ホンダプレリュード
（1984年）

＜ホンダコレクションホール蔵＞



●長×幅×高：4270×1675×1850mm ●軸距離：2500mm ●エンジン：水冷直列4気筒SV 995cm3 30hp {22kW} / 4000min－1

トヨエース
1959年（昭和34年）



昨年2005年（平成17）は、東京モータ
ーショーが、50周年の節目の年を迎えた
記念すべき年であった。第1回の「全日
本自動車ショウ」が、東京・日比谷公園で
開催されたのは、1954年（昭和29）4月
20日～29日のこと。驚くべきことに、全展
示車両267台のうち、乗用車はわずか17
台にすぎず、大半の展示車はトラックや
オートバイなどであった。当時、自動車（つ
まりトラック）は、物流を支え、現実の生活
に直結する、いわば「はたらくくるま」とも
呼ぶべき貴重な存在だったのだ。
同じ年1954年の9月、今回ご紹介する
トヨエースの前身であるトヨペット・ライト・
トラックSKB型が誕生した。

SKB型誕生の経緯について『トヨタ自動
車30年史』では、次のように述べている。
「わが社の技術陣が、戦後のヨーロッ
パの自動車市場の動きを調べたところ、
特にわが国と同じように戦争による損害
の大きかったドイツにおいて、戦後直後
は三輪車が急速に伸びたが、やがて復
興が進むにつれて、三輪車がしだいにキ
ャブオーバータイプの小型トラックや、コ
マーシャル・トラックに置きかえられつつ
あることを知った。そして、こうした傾向が、
遠からずわが国においても現れるであ
ろうことを推察し、ここにライト・トラック
SKB型を登場させたのである。」
トヨタにはそれまで1ｔ積のトラックとし

て「SK型トラック」があった。新しいSKB
型は、ボディをセミ・キャブオーバー型に
することによって、運転台をエンジンの上
に持ってきたので、リヤデッキがSK型よ
り500mm長くなり、使いやすくなった。ま
た、SK型とは、対照的にクロームメッキ部
品などを極力少なくし、価格を安くするこ
とに努めたという。
具体的に車両の特徴について、初期

のカタログを見ると「一番手頃な小型
トラック」というキャッチフレーズのもと、ト
ヨペット・ライト・トラックは　①強力で経
済的な995cc30馬力のエンジン ②堅
牢なシャシー ③乗り心地のよくなった
運転室　④広 と々した荷台　―などの
点を写真で説明している。例えば荷台に
ついては「荷台の長さは8 .2尺（約
2.48m）、面積にして3.8平方米あり、トヨペ
ット標準トラックを100とすれば、126の大
きさがある」と説明を加えている。

SKB型は東京店頭渡し価格62万5000
円で発売された。しかし、期待に反して、
SKB型の売れ行きは伸びなかった。
1955年（昭和30）末頃まで、月産200台
前後と低迷を続けた。
低迷の主な原因は「価格」であった。

つまり同じクラスの三輪トラックと比べて
約10万円程、SKB型は高かった。さらに、
おりからの不況の影響なども加わり、売
れ行き不振を続けていたのだ。

こうした事態を打開すべく、数度にわ

たるSKB型の値下げが断行され、三輪ト
ラックの価格に近づける施策がとられ
た。まず、1956年（昭和31）1月1日、一挙
に7万2000円の大幅値下げを実施した。
これにより東京店頭渡し価格は、55万
3000円となり、三輪トラックの価格に接近
した。
さらに、同年5月1万5000円、翌1957年

2月にも4万3000円と、再三にわたる値
下げを行った結果、ついにSKB型は50
万円の大台を割り、49万5000円となり、
三輪トラックとほぼ同じレベルの価格と
なったのである。
一方、SKB型をより広く知ってもらうた

め、新しく親しみやすい「車名」をつけよう
と車名募集キャンペーンが行われた。一
般から寄せられた新しい車名は、20万
7169通におよんだ。そして、1956年7月18
日に車名を決める審査会が開催された。
審査員は、トヨタ関係者の他、堀内

敬三氏、西条八十氏、林房雄氏ら当時一
流の文化人、詩人、小説家などで構成さ
れていた。
最終選考に残った車名が残されてい
る。それらを列記してみよう。現代の
目でみてもなかなか優れた車名が見ら
れる。
「トヨライト トヨトラック トヨキッド
キャピタル エポック ライトスター
ダンディ ブーム ランドマスター
トヨモンド トヨエース チェリー グローリー
ジェム キャディ トヨラーク キャリースター
キャリーペット キャリーマスター タウンペット
トヨマスター」。

トヨペット・ライト・トラックSKB型の
カタログ表紙

同　見開き

同　室内と荷台のイラスト

「トヨペットSKBのバライアテイ」 車名審査会の様子

「普及されて来た
キャブオーバー
タイプ」

三輪から四輪トラックへの転換を促した「トラックの国民車」

トヨエース
はじめに1

誕生の経緯と評判2

カンフル剤は「値下げ」と
「車名募集」

3

西川　稔1959年（昭和34）



これらの中から審査員は、「トヨモンド」
と「トヨエース」の2点を選び出し、10名に
よる最終投票を行った。その結果、トヨエ
ース6票、トヨモンド4票となり、車名は「ト
ヨエース」と決定された。惜しくも2票差
に泣いたトヨモンドの「モンド」とはフラン
ス語で「世界」の意味であるという。SKB
型は、ひょっとすると、トヨモンドと名付け
られたかもしれない。歴史の裏面を垣間
見るおもしろいエピソードといえるだろう。
なお、車名当選者には、当時としては破
格の賞金20万円が贈られたという。
審査員のひとり、詩人・西条八十氏は
次のようにコメントしている。「エースは所
謂ナンバーワンの意味であって、語感も
よく、広く世界に愛されるトラックを表徴
する点で素晴らしい名前だと思う。（トヨ
エースは）恐らく幸運の車となろう。」

西条八十氏の言葉は、まさに射るが如
き炯眼と言うべきであろう。以上のような
販売施策などが効を奏し、「トヨエース」は
1956年（昭和31）8月に月産1000台を
突破、さらに1957年4月には月産2000台
のラインに乗り、1957年には年間2万台
に達し、全トヨタ車の販売台数の約3分の
1を占めるところとなった。
これにはトヨエースの本格的販売を機
に1956年4月から全国にトヨペット店を新
設したことが大いに寄与している。トヨタ
は日本初の複数販売店制を導入し、大
量販売体制の基盤を築いた。

トヨエースの成功は、四輪トラック界に
新たな動きをもたらした。従来の小型四
輪トラックは、ボンネットタイプの貨客兼用
車であったが、積載を本位とするキャブ
オーバータイプのトラックにとって代わら
れるようになったのである。
『モーターマガジン』1956年9月号で
は、こうした動きを踏まえて、「普及されて
来たキャブオーバータイプ」と題する特
集記事を組んでいる。
記事ではまず最近の動向について述
べている。
「所謂コマーシャルカーの形成として
キャブオーバー、もしくはセミキャブオー
バー型は近時非常に普及し、日本に於
てもプリンスを始めとして同様のスタイル
が多く見られる様になった。キャブオー
バー型の利点としては、荷物の積込みの
スペースが増大すること、又前輪駆動、リ
アエンジンと組み合わせた場合には低
床にし得る点等あげられる…」。
そして、代表的なキャブオーバー型の

車両を紹介している。
①プリンス AKTGⅢ型キャブオーバ
ートラック

②トヨエース
③オオタＦＵ型トラック
この他、外国車としてDKW、フォード、

VW、シトロエン、フィアットなどのキャブオ
ーバー車を紹介している。
こうした四輪車業界の積載本位車の
発売によって、三輪トラック市場が急激に
減少し、小型三輪トラックは1957年をピ
ークとして下降に向っていくこととなるの

である。トヨエースはまさに四輪トラックの
代表車として、トラックの国民車という名
に相応しい地歩を固めていったのであ
る。

1959年（昭和34）トヨエースは、わが国
初のチルトキャブ方式を採用。乗り心地
もアップし、新時代に相応しい乗用車感
覚のトラックへと変身（SK20型）。この2
代目トヨエースは、おりからの岩戸景気に
も乗って、順調に販売台数を伸ばした。
その後のモデルチェンジは以下のと

おり。
1971年（昭和46）3代目登場　
1979年（昭和54）4代目登場　
1985年（昭和60）5代目登場
そして、1986年1月23日、トヨエースは

ついに登録累計100万台を達成した。ま
さにトヨエースが名実ともに「トラックのエ
ース」となったのである。
トヨエースは「おそらく幸運の名となろ
う」と看破した西条八十氏の言はまさに
立証された訳である。そして現在は「7代
目」が活躍中である。

図-１「ＳＫＢ型の登録台数と価格の変遷」 図-2「三輪および小型四輪トラック市場の推移」

ハンドル周り

エンジンルーム

「トヨタ自動車30年史」（1967年）
「モータリゼーションとともに」（1970年）
「懐旧のオート三輪史」（㈱グランプリ出版 2000年）
「モーターマガジン」（1956年9月号）
「流線型」（1956年6月号）
「流線型」（1956年8月号）
「トヨタトラック50年の歩み」（1985年）
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積載本位のキャブオーバー型
トラックが流行
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さい頃の思い出のクルマというな
ら小学生の時に乗った「いすゞ

ジェミニ」だったかな。いすゞ自動車に勤
めていた父親のクルマでした。初めて買
ったのもジェミニ。中古で25万円でした。
免許は大学1年の19歳の時に取りました
が、運転するようになったのは4年生にな
ってからです。野球部の規則で運転は禁
止されているんですが、大学の寮が辺鄙
なところにあり寮生だけは4年生になった
らクルマを運転することが許されたから
です。それまではどこに行くのも原付でし
たので、クルマで通学できるようになって
嬉しかったですね。
大学の4年間は野球づけの毎日。そん

な中で休みの日に彼女と京都をドライブ
した時に、狭い田舎道の曲がり角で溝に
片側の車輪を落としてしまったことがあり
ました。しまったと思いましたが、そこは火
事場のバカ力で何とかクルマを持ち上
げ、その後もドライブを続けることができま
した。
ジェミニの後はトヨタのカリーナED。社
会人野球の有力チームだったトヨタ自動
車に就職してまもなくローンを組んで買い
ました。このクルマはカッコよくてお気に
入りでした。だから2年後の1990年にヤ
クルトへ入団した後も1年ほど乗ってまし
た。その後はソアラ、アリストとスポーティ
ーなクルマに乗って今はセルシオと、ず
っとトヨタ車を乗り継いでいます。セルシ
オは静かだし乗り易くて文句をつける所
が見つかりません。アリストも好きなクル
マの一台です。パワーがあってアクセルを
ポンと踏むとグンと加速する感触がとて
もいい感じでした。

の愛車は3代目のセルシオですが
とても満足しています。静かさに加

えて、走りが良く安全性が高いこと、内装
もいいですし、そしてサイズがちょうど良く
自在に操れるところが気に入っています。
いつもピカピカに磨くようなバリバリのクル
マ好きではありませんが、将来技術が進
歩して自動運転ができるようになったとし
ても、メカに頼らず運転すること自体は楽
しみたいですね。

しれませんね。
それと「かもしれない運転」の励行。社
会人になった時、よく教育されました。交
差点など影になって見えないところは危
険が潜んでいるので必ず安全を確認し
ていることも無事故・無違反につながっ
ていると思います。交通安全については
選手たちにも自分たちは社会的責任があ
るのでよく自覚するよう最初のミーティン
グでも話しました。
もう一つ安全でゆったりとした運転に
欠かせないのが音楽。今はクルマの中で
はジャンルを問わずいろんな曲を聴いて
います。セルシオは走る止まるの基本性
能には満足していますが、音響機器がも
う少し良くなるといいですね。とくに思う
のはオーディオ。CDオートチェンジャーが
6枚では物足りません。ナビは便利で初
めて行くところなどで助かりますが、待っ
ている時などビデオやDVDを見ることが
できればさらに快適になると思います。

年から選手兼監督になりました。人
からは「重責ですね」と言われます

がそんなに気負いはありません。選手一
人ひとりはプロですし、みんな実績も実
力も兼ね備えています。だから自分のや
り方を一方的に押しつけることはせず、
選手が持てる力を十分に発揮できるよう
サポートしたいと思っています。戦術も特
別なことは考えていません。出来るだけ
奇をてらわず基本に忠実にやる、言い換
えれば基本をしっかりマスターして、成功
する確率の高いことを一つずつ確実に実
行していこうと思っています。
今年のスローガンは「Make it hap-

pen」。優勝しようぜって意味です。戦いを
制した心地良い疲れを癒してくれる、そん
な快適空間に包まれていつも球場を後
にできれば最高ですね。

ラグジュアリーカーが好みなので、次は
レクサスにしようと思っています。日本は
左側通行なので右ハンドルのクルマが便
利ですよね。だから僕は外車には興味が
ありません。スーパーカーなども都内のク
ルマが多い中で運転するとストレスが溜
まりそうで乗りたいとは思いません。だい
たい僕はクルマに限らず特定のブランド
にはこだわらない方なんです。たとえば洋
服などもまず自分に合うサイズがあるか
どうかから入っていきます。どうしても種類
が偏ってしまいますが…
いずれにしてもラグジュアリーカーは、

ゆったりと落ち着いて運転できるのが良
い所です。だから都内での移動はクルマ
を使いますし、神宮球場はもちろん横浜
スタジアムにも自分で運転して行きます。
オフに家内と楽しんでいるゴルフの足と
しても重宝していますよ。

は、無事故・無違反のゴールド免許
を持っています。もともとスピードは

出す方ではありませんが、今のクルマに
乗るようになってその傾向がより強くなり
ましたね。いつも流れに乗ってゆったりと
運転しています。また止める時は必ず駐
車場に入れます。だから駐車違反もあり
ません。以前に路上に止めていてクルマ
に傷をつけられたことが何度かあり、それ
以来必ず駐車場に入れるようにしていま
す。案外これがゴールド免許の秘訣かも

求めるのは高い性能と快適空間
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古田敦也（ふるた・あつや）
1965年兵庫県生まれ。立命館大学、トヨタ自動車をへて
1990年にヤクルトスワローズに入団。1年目より正捕手
となる。攻守に渡り活躍し、2005年4月には通算2000本
安打を達成。昨シーズンまでにMVP2度、首位打者1度、
正力松太郎賞受賞などのほか日本シリーズでも2度MVP
に輝く。今シーズンからは選手兼監督としてますます活
躍が期待されている。

古田敦也さん
東京ヤクルトスワローズ選手兼監督

実
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今回はスタンレースチーマー（1909年・米）の運転方法についてご紹介します。
スタンレー社は、1897年に蒸気自動車をつくりはじめ、年々改良を加え大成功を収めました。2気筒エンジ
ンは車両中央の床下にあり、ギヤボックスはなく、平歯車（スパーギヤ）で直接リヤの車軸を駆動します。
静かで振動も少なく運転しやすい上、高速で走ることができるなど利点も多く、1927年までつくられまし
た。しかし、ガソリン自動車の発達とともに蒸気自動車は衰退していきました。

①パーキングブレーキがかかっていることを確認する
注）パーキングブレーキレバーを手前に引いてブレーキをかける

②シフト位置が停止位置にない場合には、停止位置にする
注）右側のペダルを少し踏んで両方のシフトペダルが接触した状
態
③燃料（ガソリン）パイロットバーナーバルブを開き、パイ
ロットバーナーに点火口から点火する
注）各バルブ類は左回しで開き、右回しで閉じる
注）燃料のガソリンは現在のものに比べ、揮発しにくい成分と推定

④水タンクバルブを開き、ボイラーに水を入れる

⑤燃料メインバーナーバルブを開き、メインバーナーに
点火口から点火する

⑥ハンドポンプレバーを前後に動かし、燃料ポンプを加圧
してメインバーナーの火力を強くする　
注）蒸気圧力が3.5～5.0kg/cm2以上になれば走行が可能

⑦シリンダースチーム抜きバルブを開き、シリンダード
レーンから水抜きをする。ドレーンから蒸気のみが出る
状態になったらバルブを閉める

⑧パーキングブレーキを前方に倒してブレーキを解除する
⑨シフト用ペダルの左側ペダルを少し踏んで前進位置にする
注）シフト用ペダルの両方が少し離れた状態

⑩スロットルレバーを上下に動かして速度を調節し、フット
ブレーキ、ハンドル操作による走行をする
⑪後退は、シフトペダルの両方のペダルをいっぱいに踏み込
んだまま、スロットルレバーを上下に動かして速度を調
節する

⑫停車する時は、スロットルレバーを戻し、右側のシフト
ペダルを少し踏んで、シフトを停止位置にする
注）両方のシフトペダルが接触した状態
次に、パーキングブレーキレバーを手前に引いてブレーキを
かける

⑬燃料メインバーナーバルブ、水タンクバルブ、燃料パイ
ロットバーナーバルブ、シリンダースチーム抜きバルブ
を閉める

クラシックカーの運転方法（4）

スタンレースチーマーモデルE2の運転方法

始　動 走行～停止

バルブ及びペダル部

パーキングブレーキレバー部

燃料タンク（容量約60 ・リアシート下） エンジンシリンダー及びシリンダードレーン（中央の床下）水タンク（容量約60 ・フロントシート下） ボイラー

塚田光雄

メインバーナー等

スロットルレバー

燃料・蒸気圧力計 燃料パイロット
バーナーバルブ

③⑬

燃料メイン
バーナーバルブ

⑤⑬ シフトペダル
②⑨⑪⑫

フット
ブレーキ
⑩

ハンドポンプ
レバー⑥

水タンク
バルブ④⑬

シリンダー
スチーム
抜きバルブ
⑦⑬

シリンダードレーン
⑦

メインバーナー
⑤

パイロットバーナー
③

スロットルレバー
⑩⑪⑫

加速

停止

パーキング
ブレーキレバー
①⑧⑫⑬

水位計

水抜き
バルブ



その他の部品

ボディ関係

シャシー関係

エンジン関係

ニッサン70型フェートンのレストレーション
沖野嘉幸1920年代、フォードやＧＭが相次いで日本での車両組み立て生産を開始し国内市場の大半を占めるまでにな

りました。このため政府は国産自動車工業の保護、育成を図る目的で1936年（昭和11）自動車製造事業法を
施行しました。該当する車種がなかった日産自動車は急遽米国グラハム・ページ社からクルセーダーという
車種の設計と生産設備一式を買い取り、ニッサン70型として1937年から製造・販売しました。最初はセダン
のみの生産でしたが、フェートンタイプも陸軍への納入をめざし日産が独自に設計生産をしました。両方合
わせて約5500台つくられました。（展示車両は1938年製）

レストア前 レストア完成後 （全長4750mm 全幅1720mm 全高1750mm 軸距離2794mm）

シリンダー内部、ピストン等には錆が発生 キャブレター、エアクリーナーを分解整備 スターターモーター、デストリビューターを
分解整備

エンジン組み付け後、車両に搭載

トランスミッション、クラッチを分解整備 デフ、アクスルシャフト、ブレーキ等を分解整備 シャシーフレームは溶接しハガレ個所を補修 車体組み付け用の木骨は手造り製作

ボディ部品をバラバラに分解 ドア下部の腐食穴あき状況、ボディパネルは
ほとんどこの様な状態

腐食して穴あき状態になった部分は鋼板を切り
継ぎ、板金にて成形

ヨット用の帆布をカーキ色に染めて幌を製作
木骨は手造り製作

スピードメーター等の計器類を分解整備 排気マフラー　　
ボロボロに腐食しているため現物合わせで鋼板
から製作

燃料タンク　　
腐食してボロボロ、穴あき状態

現物合わせにより、鋼板から板金製作

車両入手時、前所有者がエンジン、トランスミッション等ほとんどの部品を取り外し、ボディと部品を分離して保管していました。ボディは木
骨構造で、木材、鋼板とも予想以上に腐食がひどく、欠品部品等もあり大工作業から板金作業など工数のかかる手作業が多く、完成までに1年
8ヶ月の長期間を要しました。

フロント
マスコット

テールランプ



３．50年前の自動車雑誌
『スピードライフ』1956年1月号
現在も出版活動を続ける東京・神
田の誠文堂新光社が出していた自動
車雑誌。その1 9 5 6年（昭和3 1）
1月号の表紙は、美しいカラー写真で
「オペル・オリンピア・レコード」を鎌倉
の近代美術館前に持ち込み、美女と
ともに撮影している。
たった10年の違いで、表紙がこの

ように美しいカラー写真になるとは、
もちろん雑誌社の違いもあるだろう
が、昭和20年～30年代の大きな変化
がしのばれる。同誌でオペル・オリンピア・レコードについて「米
国のジェネラルモーターズの支配下にあるだけに、車体内外のデ
ザインは、大分派手でアメリカの影響がそれだけ強く出ているこ
とがわかる」と表紙車両の解説欄で短くコメントしている。
なお、『スピードライフ』は、かなり自動車マニア向けの雑誌らし
く、1956年ロンドン・モーターショーの展示車両を詳しく解説して
いるほか、「時代の花形トルクコンバーター」（内山吉春氏執筆）、
「パワーステアリングとはどんなものか」（隈部一雄氏執筆）など
の記事がみられる。
『スピードライフ』1956年3月号
この表紙も美しいカラー写真で、オ
ースチン・ケンブリッジとダットサン
112型を配し、二人の美女とともに撮
影している。ロケーションの場所は、神
奈川県の迎賓館とのことで「小高い
丘の上に立つ英国風の落ちついた
建物」と説明がついている。
この号で注目記事は「透視図でみ
る今年の車」という特集記事。ジャガ
ー2.4リッター、サンビーム・レイピアー、
アームストロングシデレー・サファイヤ、
モーリス・アイシス、スタンダード・ヴァンガードⅢ、ボルクワード・イ
ザベア、BMW・イセッタ・モートクーペの計7台が、精密な透視図
に描かれ、解説が付されている。
当時の若き自動車マニアたちは、この透視図を何度も何度も
見ては、まだ見ぬ欧州車（当時、ヨーロッパ車は業界用語で「欧州
物」と呼ばれていたらしい）に思いをはせたことだろう。

今回は、少し「みちくさ」して
50～60年前の自動車雑誌に注
目してみた。ほんの50～60年
程前の雑誌の表紙を見ても、時
代の変化は大きく、隔世の感は
否めない。この間の大きな変化
にただ驚くばかりである。

１.はじめに
このコーナーでは、2回にわたり昭和30～40年代の自動車雑

誌から、映画紹介記事を紹介してきた。ところで「散策」には、いわ
ゆる「みちくさ」がつきもの。みちくさの方がかえって楽しくて、思わ
ず時を忘れてしまった、などというようなことがあってもいいかも
知れない。
そこで、2006年最初の「古書散策」は、当館所蔵の50年～60

年前のさまざまな自動車雑誌から、その表紙や記事の内容を「み
ちくさ」してみよう。（なお、車両の名称はすべて掲載誌の表記に
従った）

２．60年前の自動車雑誌
『自動車青年』1946年4月号
東京・丸の内にあった自動車交通弘

報社という出版社が出していた雑誌で
「自動車青年」という和名タイトルの下
に、Motor Mechanicsという英文名を
つけている。内容は、技術解説や法令集
などが多く、かなりおカタい印象のわず
か34ページの雑誌である。
表紙は何と「タッカー」。写真ではなく
グリーンと黒の二色刷イラストで、タッカ
ーの特徴あるフロントグリルをほぼ正面
からとらえている。そして、トップ記事で自
動車界の先達、宮本晃男氏が「（タッカ
ー）トアピード 超新型自動車の生誕～
一九四六年型のトップを切る」と題する
5ページにわたる解説を書いている。宮
本氏は、前文で次のように語る。「短期
間に余りの変化を体験して居る現代人
に呼掛ける資格があり、又明日の自動
車が進むべき道を示すものとして、最近
発表されたものに、米国の青年技術家、プレストン・タッカー氏が
設計せる（タッカー）トアピード車がある。」
タッカーは、当館でも所蔵しており、企画展などで展示したこと
もあるので、ご承知の方も多いと思う。衝突時の安全性を考え、
運転席まわりにパッドを厚くしたバーを採用したことや、前席の
前方に避難できるスペースを設けたリ、ステアリング連動のコー
ナリングヘッドランプを採用するなど、安全性を重視した設計で
あったという。

そのタッカーをこの『自動車青年』
では、まさにリアルタイムで「画期的な
理想車」として紹介している。もちろ
ん、その後のタッカー車とプレストン・
タッカー氏のあわれな末路について
この時、解説の宮本氏はじめ関係者
は、知る由もないのである。

西川　稔50～60年前の自動車雑誌表紙を見る

『自動車青年』表紙（1946年4
月号）タッカーの紹介記事

タッカー（1948年　当館蔵） ジャガー2.4リッター透視図
（『スピードライフ』1956年3月号より）

『スピードライフ』表紙
（1956年1月号）

『スピードライフ』表紙
（1956年3月号）



新館3階ギャラリーでは、4月11日(火)～7月2
日(日)まで、6名のプロ、アマチュアの方々に
よるクルマをモチーフにしたアート作品を展
示。ペーパーアート、ワイヤーアート、絵本イ
ラスト、切り絵、モデルカーなど、様々なアー
ト作品が一堂に集合します。

1月29日、東京･お台場にて、日本クラシック
カー協会主催の「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」が開催され
約400台のクラシックカーと12,000人のファ
ンが集いました。今年のコンクールデレガン
スのテーマ「ドイツ車・フランス車」にちなみ
当館からはブガッティ57C(1938･仏)を出展。
多くの来場者の注目を浴びていました。

1980年代前半の日本車と、当時の若者の生活スタイルの関係を
9台のクルマと資料などで紹介します。

（詳細は本誌5ページに記載）

新館ギャラリー
「クルマのアート大集合！」

グリーンのお供に2000GTのゴルフマーカ
ーはいかがでしょうか。プレゼントにも好
評です。（2個組1，500円）
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

トヨタ2000GTエンブレムの
ゴルフマーカー

企画展
「1980年代の日本車

～若者に愛されたデートカー」
◆親子工作教室
9:30～16:00
場所 : 新館1階大ホール
●木のクルマ（参加料200円）先着50個/日
●ペーパークラフト

◆IMTS車内見学
9:30～16:00
場所 : バス駐車場

◆i-unit記念撮影会
第1回/11:00～ 第2回/13:00～
第3回/15:00～
場所 : 新館1階エントランス
※各回50名
※開始の1時間前より整理券を配布
※運転はできません

ニューイヤーミーティングに出展
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4月1日
より一新します。今回は、白色と紺色を基
調に、主役の展示車両がより引き立つよう
にすっきり落ち着いたデザインです。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

「スプリングイベント」開催予　告

期間：4月11日（火）～6月25日（日）
場所：本館2階特別展示室

期間：3月18（土）、19（日）、25（土）、26（日）、
4月1（土）、2（日）

3／18（土）～4／2（日）小学生入館無料

トヨタソアラ（当館蔵）

ペーパークラフト

木のクルマ

ホンダプレリュード（ホンダコレクションホール蔵）

T型フォード運転講習会の受講者募集のお知
らせです。（各コース3名、雨天中止）
実 施 日：4/20(木)、7/6(木)
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：5,000円（当日徴収）
申込み方法：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20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コースの申込みでお願いします。

T型フォード運転講習会のご案内
予　告

実施日は5/14、6/18、6/25（いずれも日曜日）
午後1時30分から45分程度（要入館料）
お申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）

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ができな
いクルマをこの機会にぜひご覧ください。

バックヤードツアー参加者募集
募　集

NEW

募　集

NEW



●車について、構造などの専門的な視点のみ
ではなく、文化的な視点からも記事が書か
れており、興味深く読んでおります。今回
は、自動車雑誌の映画記事に関する文章が、
車への関心の変化が垣間見られ、楽しく読
ませていただきました。

東京都台東区　敷田弘子さん

●「トヨタ博物館だより」に他社の自動車につ
いて多く掲載されていることに驚きました。

愛知県豊橋市　小久保恵司さん

●展示車紹介の写真は開くたびにワクワクし
ます。ランチアの5ｍという長さに、外車を見
ると「4畳半が走ってる」と友と話した若い頃
を思い出します。

愛知県豊川市　増田栄子さん

読者の声
昨年の“万博効果”の余韻が残り今年
も海外から多くのお客様が来館されま
す。そこで軽い気持ちで中国語会話の
講座に通うことにしました。まだまだ
カタコトの段階ですが、無謀にも先日
台湾からのお客様に自己紹介のあいさ
つをしてみました。結果オーライで大
きな拍手をいただき、挫折しかけた勉
強も何とか続けています。（後藤健治）

読者の方からの「館だより」へのメー
ルやハガキを読むのがたいへん楽しみ
です。「あ、久しぶり！」「この前のイベ
ント、来てくれたんだ…」とか、まるで
友人と会っているかのようなひととき
を過ごすことができ「感謝」しており
ます。皆さんからのご意見・ご感想、
これからもどしどしお寄せください。

（今堀里佳）

編集後記

第17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。
皆さまお誘い合わせのうえ、お越しください。
日時：5月28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）

クラシックカー・フェスティバル
のお知らせ

5月3日、4日、「長野ノスタルジックカーフェス
ティバル2006」（長野市･エムウェーヴ）に当館
収蔵車両2台を出展いたします。
お問い合わせ先：
ノスタルジックカーショー実行委員会事務局
TEL＆FAX：0120-750-043
http://www.nostalgic.co.jp

ながのノスタルジックカー
フェスティバルに出展

＜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：2006年4月30日消印有効）
抽選で10名の方にP14で紹介したゴルフマーカーを
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「ランチア・アストゥーラ・ティーポ

233C」でした

TAMクイズ

トヨタ博物館は1989年4月16日に開館し、今年
は17周年にあたります。日頃のご愛顧を感謝
して、4月16日(日)は入場料金を無料といたし
ます。ご来館をお待ちしています。

開館17周年感謝デー

トヨタ自動車㈱デザイン本部
松田義裕さん

今回は英国のオースチンＡ7と言うことで、伝
統的なイングリッシュガーデンで待ち合わせ
る二人の姿と共に描いてみました。
スポーツカーとは違い、市民の一般の生活に
溶け込んだ車のイメージを表現してみました。

表紙イラスト
レーターから

『トヨタ博物館紀要』No.12(非売品)を2006年
3月未に発行します。
今回は「古川ロッパ昭和日記」より自動車履
歴の紹介や、企画展「クルマとモード」の詳細
解説など全5点のテーマを取り上げています。

4月16日(日)、交通安全イベント「みんなで体
験！交通安全」を開催します。
●シートベルトやABSなど安全装備の体験
●子ども向け交通安全教室
●チャイルドシート教室
ご家族で楽しく交通安全を学ぶ催しが満載で
す。ぜひ体験してください。

紀要No.12を発行します 交通安全イベントの
お知らせ

今から45年程前の写真です。私は郵便物を運搬する日本郵
便逓運に勤めておりました。道路は国道1号線が舗装されて
いる程度で、一日かかりで田舎道を走るルートもありまし
た。運搬車は西日本はトヨタ車、東日本は日産車が多かっ
たと記憶しています。写真は夏の制服を着て、岡崎支社の
駐車場で撮りました。
係より：6枚の組写真で投稿された写真の1枚と当時の状況
コメントです。郵便物輸送に使われたトヨタ・スタウトや
道路状況がわかります。
写真募集継続中：トヨタ博物館ホームページ「思い出写真館」

http://www.tam-web.net/omoide/

「思い出写真館」より

このクルマは 
なんでしょう？ 
（本誌に登場し
たクルマです） 

予　告予　告

トヨタ2000GT
スピードトライアル

メルセデスベンツ
300SL

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210円分）を添えて「紀要係」までお申
込みください。

予　告


