
フォードサンダーバード（1955年）
1952年に描かれた「デザインアート」と「実車」、「広告アート」を見くらべました。

「THE SATURDAY EVENING
POST」
ユーモラスな表紙イラスト
や、温かみのある折込み広
告が掲載されています。

カタログ

クライスラーバリアント（1960年）
3パターンの背景で、クルマの印象の違いを体験。

1950～60年代のアメリカ車には人々の「夢」が託されていま
した。自動車の宣伝物にはイラストが用いられて新車の魅力
を強調するとともに、アメリカが憧れたライフスタイルも描
かれ、当時の人々に夢を与えたのです。今回の企画展では、

広告イラストには、「クルマを背景とと
もに描く場合」と、「クルマはクルマだ
け描き、別に描いた背景と重ねて、１
つのイラストにする方法」があります。
季節やターゲットによって背景を変え、
広告を効果的に制作していました。
実際に展示車両の背景に3パターンのス
ライドをご用意し、お客様がご自身の
目で、背景の違いによって変わるクル
マの印象を体験していただきました。

「広告アート制作現場」
の雰囲気をご紹介。イラ
ストレーターはそのクル
マが最も魅力的に見える

アングルを探して描いています。みなさ
んも展示のクルマを見る時、正面や真横、
時には、しゃがんだりして目線をずらし、
「どこから見ると美しいのか」などを想像
しながら見てみると、クルマの印象も変
わるでしょう。

ボストン美術館理事、フレデリック・シャーフ氏所蔵作品の
中から、これら「アメリカの夢」が描かれた広告アート作品
やデザイン画を中心にご紹介します。

カタログや雑誌広告に使われていたイラストをご紹介。商品であるクルマが見ばえ良く描かれ、背景に
は「夢のある生活シーン」や「楽しいレジャーシーン」など、当時の人々が憧れていた世界が描かれて
います。BGMでは、当時のラジオCMを流し、臨場感を出しました。



皆さん、無心になって描かれていました。
クルマを描くことが好きな小4の男の子
は特別イベント計6回参加の皆勤賞！と
っても上手になりました！

●共　催：ボストン美術館
●協　力：名古屋ボストン美術館

有限会社ケンクラフト
太田隆司
田中宗義

●特別協力：ボストン美術館理事
フレデリック・シャーフ

●後　援：アメリカ合衆国大使館
アメリカ合衆国領事館
名古屋アメリカン・センター
愛知県教育委員会
長久手町教育委員会
（敬称略）

今回の企画展では、「実車」を、あまり見る機会の無いデザイン画とともに展
示したり、実車の特徴に合わせて演出するなど、「デザイン」「夢」をキーワー
ドに企画しました。また、体験として、企画展では3種類のお絵かき、イベン
トでもクルマを描いたり、ペーパーアート工作などをご用意しました。ご満足
していただけるか不安でしたが、時間を忘れて体験されているお客様のご様子
がほほえましく、「楽しかった」の一言は担当者の心に染みる言葉でした！
企画展開催にあたり、右記の皆様には多大なるご協力、ご支援を頂きました。
ここに謹んで御礼申し上げます。 （宗沢清美）

カイザーフレーザーヘンリーJ
（1951年）
1950年に描かれたデザイン画と見くら
べます！

キャデラックエルドラドビアリッツ
（1959年）
巨大なテールフィン！1959年にその
頂点を極めました。

フォードマスタングハードトップ
（1967年）
デザイン画には飛行機が描かれ、スピー
ド感や格好良さが表現されています。

展示車両の
走行シーンを
上映

広告アートを
スタンプで
体験！

「Fisher Body Craftsman's Guild」
1930～68年まで開催された、10代の
青少年が自作の模型で自動車デザイン
を競うコンテストです。
ここでは当時の出展模型を展示しました。

資料と
スライドで
紹介

展示企画者より

漫画家田中むねよし氏と
「シボレー・インパラ」を描こう！

9/23（土・祝）、11/5（日）
（2回ずつ/日）

わくわくウイークエンド期間中、特別イベントを開催しました。

カーデザイナーが、新しいアイデアをプレゼンテーションする時のデザイン画をご紹介。
新しいアイデアの特徴を強調したユニークな表現が描かれています。

カーデザイナーの自由な発想による未来的なクルマのアイデア画をご紹介。
「夢」を追い求めるデザイナー達の想像力溢れる理想郷が描かれています。

ちびっこから大人まで、みんな楽しんで
ました！

ペーパークラフトアーティスト
太田隆司氏と
「シボレー・コルベット」を作ろう！

10/8（日）（2回/日）

図録（B5版48ページ）600円



1930年後半にイギリスで誕生したプラスチック製の組立模型玩具は、その後アメ
リカで普及しました。日本では商品名であった「プラモデル（＝プラスチック・モ
デル）」という言い方が一般化し、1960年代に全盛を迎えます。今回、子どもから
大人まで楽しめるプラモデルの世界を、1950～70年代の欧米車を中心に完成車
とパッケージあわせて約2000点展示し、その多用さと作る楽しさをご紹介します。
また、かつて一大ブームとなった懐かしいスロットカーも併せて展示します。



9月23日（土・祝）～11月5日（日）の週末に恒例の館内イベント｢わくわく
ウイークエンド2006｣を開催しました。試乗会をはじめ各イベントは多く
の参加者で賑わい、皆さんそれぞれのイベントを楽しんでいました。ま
た、9月23日（土・祝）、11月5日（日）には漫画家の田中むねよし氏、10月
8日（日）にはペーパークラフトアーティストの太田隆司氏を講師に招いた
特別イベントも行いました。

シボレーインパラとジープニーの同乗試乗会は天気にも恵
まれ､参加者はめったに乗ることの出来ないクラシックカ
ーの乗り心地を楽しんでいました。

世界初のガソリン自動車ベンツパテントモトー
ルバーゲンに座り、思い出に記念撮影をしてい
ました。

工作教室では木のクルマ、ぬりえ、飛び出すペーパー
アートをしました。
木のクルマではダンプカーやパトカーなど5種類のクル
マを組み立て、思い思いの色を塗って楽しみました。



●長×幅×高：3543×1422×1030mm ●軸距離：2388mm ●エンジン：水冷直列4気筒OHV 50hp { 37kW } / 4500min－1

MGミジェットタイプTA
1937年（イギリス）



当館にMGミジェットの戦前モデル
（1937年生産）があります。隣のSSジャ
ガー100（同年生産）がしなやかで優美
な白豹とすれば、MGミジェットタイプTA
は小型ながら整ったバランスで、ダンデ
ィな容姿の英国テリア犬のようです。

4年前に企画展「ブリティッシュ スポ
ーツカー－MG＆ジャガー」展を担当しま
した。展示に先立って、当館収蔵の6台
のMGミジェット車を集めて見て、あらた
めて変化の無さに驚きました。タイプM
（1929年）はさすが小さく簡素ですが、タ
イプTA（1937年）、タイプTC（1947年）、
タイプT D（1952年）、タイプT F（1953
年）、特にタイプTAからタイプTDまでの
15年間の外観の差はほとんどありませ
ん。常に新しいものを求める我々日本人
と違った価値観に興味を持ちました。
今回はそれらミジェット5台も含め紹介
します。

多くの英国スポーツカーのはじまりが
そうであるように、MGもセシル・キンバ
ー（MGの実質的な創始者）のアマチュ
ア・モータースポーツ愛好家の夢と情熱
から生れました。

1922年キンバーはウイリアム・モーリ
ス・ガレージ社（モーリス自動車販売業）
の総支配人として迎えられます。当館に
もモーリス社のオックスフォード（1913
年）が常設展示されています。個性的な
「ブルノーズ（牛の鼻）」と呼ばれて広く親
しまれ、安価で1913年から23年までに
15万台生産された車両です。そのモーリ

ス車を販売するモーリス・ガレージ社は
サイドビジネスとしてモーリス車の特製ボ
ディを架装することを行っていました。
キンバーは、仕事の合間にエンジン・
シャシーにも手を加えてスポーティ・タイ
プの車両を作りレースに出場し好成績を
上げます。さらに1924年にアルミ製４座
ボディの１台が各地のレースで好成績を
上げ、少量シリーズ生産を始めました。
モーリス・ガレージ社の製品（モーリス
改装のスポーティ車）は次第に人気を集
め、1929年ＭＧ社と改名しました。MGと
はモーリス・ガレージの頭文字です。同
年、ベースがモーリスの847ccエンジン
のタイプMが発売されました。

ミジェットとは小人の意味です。
タイプMはモーリス・マイナーの部品を利
用し、エンジンはチューンアップされてい
ます。後方が絞り込まれたボート・テール
型のボディは、木骨にベニヤ板を張り、
さらに布地をかぶせた初期の軽飛行機
のような構造でした（後期型は金属外
板）。車重は軽く、500kg足らずなので最
高スピード60mph（96km/h）以上で走り、
曲がりくねった英国の道路で高い走行

性能を発揮しました。最大の魅力は価格
で、175ポンドでスポーツカーが買える点
でした。タイプMは平均時速を争うタイ
ム・トライヤルレースで好成績を上げ、
MGの名を上げます。

1936年に誕生したTAから始まったミ
ジェット タイプTシリーズは20年の歴史
を持ちました。小型で安価ながら高性能
な“身近なスポーツカー”というコンセプ
トは、戦後のヒット作のMG-A、MG-Bに
も生き続けました。こうした意味からもTA
からTFにいたるTシリーズこそ、スポーツ
カーの代名詞とまで言われたMGの原点
と言うことが言えるでしょう。

果敢なレース活動を行ってきたMGも、
1935年にモーリス社の傘下に入り、モー
リス車の部品を多く流用し安価なスポー
ツカーTAを作りました。価格は222ポン
ドで、同じエンジンを使ったモーリス・サ
ルーンが215ポンドしていたことから考え
ると、いかに低価格のスポーツカーであ
ったかがわかります。次ページの見開き
の写真でもわかりますが、すでに完成さ
れたバランスを持っています。

戦後すぐ発売されたTCは基本的には
戦前モデルTBと同じモデルでした。この
TCの歴史的な意味は、それがアメリカ、

杉浦　孝彦

写真の説明には「1936年アビング
ドン組立工場のミジェットTA型ラ
イン、後方が大型の中級スポーツ
サルーンSA 2リットルサルーン」
とある。
シャシーに少しずつ部品を組付け、
人が次の組立場へ押していく原始
的な流れ作業をしている。

「THE T-SERIES MGs」
by GRAHAM ROBSON MOTER RACING
PUBULICATIONS Ltdより

「The Motor」1935年8月の広告（ミジ
ェットタイプP＝TA以前のモデル）
ルマンで3台のミジェットが平均速度
50mtpで完走、150マイルロードレース
を平均時速62mphで優勝などを報じて
いる広告。
一番下には、「このレースカーと同じよ
うなミジェットが£222で買えます」と
ある。

「ADVERTISING MG 1929-1955」
DANIER YOUNG編 1989年刊より

1937年
イギリスMGミジェットタイプTA

MGの生い立ち2

ミジェットタイプM
（1929～32）

3

ミジェット
タイプTシリーズ誕生

4

ミジェットタイプTA
（1936～39）[ ]

[ ]ミジェットタイプTC
（1945～49）
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カナダ（それまでスポーツカーが普及し
ていない北米）へ輸出され、彼らにスポ
ーツカーの楽しさを初めて目覚めさせた
ことです。約1万台生産されたTCの多く
がアメリカへ輸出されました。

外観は前モデルTCとあまり変わって
いませんが、中身は新設計で、操縦性と
乗り心地が大幅に改善されました。3万
台近い生産台数の大半がアメリカを主
とした全世界に輸出され、当時の英国に
貴重な外貨をもたらしました。為替レート
が変動したことで価格も前モデルTCが
2395ドルに対し、TDは1850ドルで販売
され、北米でMG人気が爆発的に高まり
ました。

TFが大きく変わったのはボディスタイ
ル（ボディ骨格はなお木骨）で、エンジ
ン・シャシーはTDと同じです。TFのスタ
イリングはクラシカルとモダーンの中間
で、ボディの幅は広くなりました。ラジエ
ターの傾斜を強め（ラジエターキャップは
ダミー！）、ボンネットは低くなり、ヘッドラ
ンプはフェンダーに埋め込まれました。左
右ハンドルに共用できるように中央にレ
イアウトされた計器板のメーターはMGの
伝統が復活して八角形となりました。

第2次世界大戦後の英国車の輸出事
情を当館図録より紹介します。
第二次世界大戦によるイギリス自動

車産業の被害は他のヨーロッパ諸国と
比べ比較的軽く、戦時体制から平時体制
への移行はスムーズに行われました。
しかしながら、当時のイギリスはこの大戦
により、30億ポンドもの外債をかかえ、国
際収支の均衡と国民生活水準の回復に
は、大幅な輸出の増大による外貨の獲
得が最優先とされていました。

自動車産業も、例外ではなく当時の
“Export or Die”の言葉に示されるように、
まず輸出を最優先とし、生産された車両
のほとんどは輸出に向けられ、イギリス国
民の手には渡らないという特殊な状況下
にありました。
多くの小型スポーツカーが、アメリカへ
輸出されました。MG、トライアンフ、オー
スチン・ヒーレーなどです。
これら小型スポーツカーが、アメリカを
中心に受け入れられた背景には、商品の
持つ魅力以外にその価格設定の要素が
あります。たとえば1950年に発売された
MG-TDの価格は＄1,850で、代表的な
大衆車シボレー・セダンは＄1,329～
1,993、大衆車の価格で小型スポーツカ
ーが買える魅力で爆発的な人気を呼び
ました。ちなみに当時のアメリカの乗用
車保有率は3.7人に1台であり、＄2,000
を切る小型スポーツを受け入れる市場
として十分成熟していたと言えましょう。
「戦後ヨーロッパ車の復興」図録より抜粋

大衆車の共用部分を多用し、大きなモ
デルチェンジを減らすことで、価格を低く
押さえたMGタイプTシリーズ。戦前モデ
ルですでに完成された魅力を持ち、大衆
にモータースポーツの楽しさを与えた功
績は大きいと思います。

「MGマーク」
オクタゴン（八角形）のMGマークは
1927年から付けられ、今日まで続く。
八角形を採用したのはキンバー自身で、
八角形に対する執着は強く、戦前のMG
には計器版のリムが八角形のものも多
く、スイッチノブやボンエット・キャ
ッチなども八角形でした。

「運転席から前方を見る」
意外に低い着座位置です。ボンネットが視界の下部を塞ぎ、側面を見ると路面
が近い。ハンドルを回すと日本人の私でも肘がドアに当りそうで、ドア上部の
えぐりは必須。

「ボディ構造」
ドアを開き、ボディの端部
を見ると、木骨に外板の鉄
板を張っているのが、わか
ります。（矢印部）

世界の自動車18「MG」ニ玄社
「THE T-SERIES MGs」by GRAHAM ROBSON

MOTER RACING PUBULICATIONS Ltd
「ADVERTISING MG 1929-1955」

DANIER YOUNG編　1989年刊
「戦後ヨーロッパ車の復興」当館図録
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●
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ミジェットタイプTD
（1950～53）

ミジェットタイプTF
（1953～55）

戦後の英国車事情5
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ルマは大好きです。だから移動はもっ
ぱらクルマ。日帰りで行けるところな

ら自分で運転して行きます。車内ではいつ
も好きな音楽を聴いています。お気に入り
は1960年代にエレキブームを巻き起こした
ベンチャーズや加山雄三さんなどの湘南サ
ウンド。僕の最高のリラックスタイムです。
僕たち団塊の世代にとって、クルマに乗

るのは小さい頃の憧れ、夢でした。そして僕
が成人の仲間入りを果たした昭和40年代
は、誰でも頑張ればクルマを買える時代に
なっていました。どのクルマも個性的でカッ
コよく、見るだけでときめきを感じました。実
家は東京の京橋でスポーツ用品店と喫茶
店をやっていましたが、ある時歌手のフラン
ク永井さんが「ジャガーEタイプ」でふらっ
と立ち寄ってくれたこともありました。それ
はもうカッコよく、今でも瞼にしっかりと焼き
付いています。
僕のクルマ好きは家系かもしれません。

父はバイク好きでしたし、兄は「クラウンS」
というオーバードライブ付きのスポーツタ
イプに乗っていました。そんな家族だったの
で話題は自然とクルマの話になりました。
自動車雑誌を見ながらコレがほしい、もしも
らえるならこのクルマがいいなどと熱く語り
あったものです。ともかく昭和30年代から
40年代にかけてはクルマに夢があって楽し
い時代でした。

許は18歳になってすぐ取りました。最
初に乗ったクルマは「コロナハードト

ップ」。自分で買ったわけではありませんが、
センターピラーのない流れるようなスタイ
ルが美しく、大学の友人たちに羨ましがら
れました。
好きなことばかりしていた学生時代でし

たが、20歳の時に家業を継ぐための勉強に
行ったヨーロッパでの体験がその後の人生
を方向づけることになりました。いろいろな
家庭を訪れましたが、どこの家庭も先祖
代々伝わる物を大事にしていて、それを自
慢しながら見せてくれるのです。この時、ヨ
ーロッパの人々の古い物を大事にし、永く
受け継ぐ暮らし方に心打たれました。帰国
後、早速古いポスターなどを集め始めまし
たが、ある時知人の家で目にしたブリキの
おもちゃに強く惹かれたのがきっかけで、そ
れ以降、遊ばれなくなったら捨てられ、骨董
品としての評価も低かったおもちゃの収集

ワゴン」、ちょっと変わったところではアメ車
の「トランザム」にも乗りました。どうしても
欲しくてやっと手に入れたのが1956年式の
「フォード・サンダーバード」で50歳の時で
した。今の愛車は「メルセデスベンツ
SL55AMG」。パワー溢れる加速感、カーブ
での安定性が抜群です。バン、セダン、スポ
ーツカーなどタイプこそ違いますが僕にと
ってはどれもそれぞれ愛着や思い出がある
大切なクルマばかりです。

は「関心」「感動」「感謝」の三つを大
事にする“三カン王”です。もうすぐ

還暦を迎えますが、いつも夢を描き、いろん
なことに関心を持ち、常にポジティブに行
動しています。おもちゃのコレクションも100
の苦しみがありますが、101の楽しみや喜び
感動があります。だから熱く楽しい毎日で
す。何よりおもちゃを通じていろいろな人と
出会えることに感謝しています。
夢は叶えるもの、努力すれば必ず叶うも
のです。必ず実現できると信じ努力するこ
と、そして目標を立てたらその具体的なイメ
ージを考えることが大事です。また夢は熱
く語れば語るほど実現性が高くなるもので
す。僕は今、62歳になったら1962年式の白
いメルセデスベンツ300SLロードスターに
乗ることを夢みています。あと数年ですが
これに乗る日を心待ちにしています。すで
にこの300SLと過ごす具体的なイメージも
立てています。三浦半島を南北に走る国道
134号線を海岸沿いに葉山に向かい、そこ
から江ノ島に行く。波静かな湘南の海を前
にクルマを止める。人が集まってきたら何も
言わず静かに去る。そんな情景を思い描い
ています。
おかげさまで60歳の夢は何とか叶いそ

うなので、次の目標は70歳。これからもコ
レクションをはじめ好きなことを見つけなが
ら80、90歳とその時々の夢のクルマと過ご
す日に向かって努力し続けたいと思いま
す。

を本格的に始めました。

の時大活躍したのが「ミニエース」で
す。初代「パブリカ」の空冷エンジン

を積んだ今で言うワンボックスカーで、ボ
ディは小さいながらダンボール箱が12個も
積めて大助かりしました。このミニエースに
乗っておもちゃをはじめ広告ポスター、パン
フレット、看板、宣伝マスコットなどを求めて
全国各地を十数万キロも走りまわりました。
だから、僕にとっての青春の思い出のクル
マを挙げるとしたらこの「ミニエース」と言え
るかもしれません。少し後になりますが、同
じようにコレクションを探し求めて全国を走
り回ったのが「マスターエース」です。バン
タイプなので後部座席にテレビをつけ、地
方に行った時に子供とテレビを見たり星空
を眺めながら寝泊りしたのも楽しい思い出
です。
その後もコレクションはどんどん増え続
けたので、クルマも荷物をたくさん積めるバ
ンタイプに多く乗りました。ざっと挙げると
「VWタイプ3」、「シトロエンHバン」、「ボルボ

クルマは憧れ・感動・ときめき

ク

免

北原　照久（きたはら・てるひさ）
1948年東京生まれ。青山学院大学卒業。ブリキのおもち
ゃコレクターの第一人者として世界的に知られている。
1986年4月、横浜山手に「ブリキのおもちゃ博物館」を開
設。2003年11月よりフロリダディズニーワールドで「Tin
Toy Stories Made in Japan」のイベントを開催中。2006年
4月より、横浜人形の家プロデューサーに就任。2006年12
月、羽田空港に「北原コレクションエアポートギャラリー」
を開設。現在はテレビ東京「開運！なんでも鑑定団」にレ
ギュラー出演の他、ラジオ、講演会でも活躍中。著書「夢
の実現ツキの10カ条」など多数。

北原　照久さん
株式会社トーイズ代表取締役

そ

僕

特別に見せていただいたコレクション



クラシックカーの運転方法（7）

フォードモデルAとシボレーコンフィデレイトの運転方法
塚田光雄

バ
ッ
ク

走
　
行

停
　
車

今回はフォードモデルA（1928年・米）とシボレーコンフィデレイト（1932年・米）の運転方法に
ついてご紹介します。
今までご紹介した6台の車両は、現在の運転方法とはかなり異なりましたが、この展示車2台は現
在のマニュアルトランスミッション車とほぼ同じ操作方法にて運転できるようになりました。

【フォードモデルA】（1928年・米）
モデルAの登場は、1927年の10大ニュースにランクされるほどの一
大センセーションを巻き起こしました。モデルAも実用車という観点
においてはフォードの姿勢をつらぬいていますが、すべてがまったく
新設計のモデルだったのです。

※赤字部品：車両により位置が異なる※赤字部品：車両により位置が異なる

【シボレーコンフィデレイトシリーズBA】（1932年・米）
フォードのモデルAの発表に対して、シボレーも1929年から主力車種に6気
筒をつみ込んで対抗し、フォードとの闘いは激化しました。こうした実用
車のハイグレード化のなかにあって1932年のシボレーは､キャデラックV16
をスケールダウンしたような豪華なスタイリングを特徴としていました。

始
　
動

●パーキングブレーキがかかっていて､シフトレバーがニュートラル位置にあることを確認する
●スロットルレバー（ノブ）を中間位置にし、次にタイミングレバー（ノブ）を操作して点火時期を遅らせる
●イグニッションスイッチを入れ、次にスタータスイッチ（足踏み式）を踏んでエンジンをかける
●タイミングレバー（ノブ）を操作して点火時期を進め、スロットルレバー（ノブ）でエンジン回転を安定させる

※タイミングレバー

※スロットルレバー

※ライトスイッチ

※パーキングレバー

スタータスイッチ
（足踏み式）

イグニッションスイッチ

クラッチペダル
ブレーキペダル

アクセルペダル
スタータスイッチ
（足踏み式）

クラッチペダル
ブレーキペダル

アクセルペダル

ホーン

※タイミングノブ

※スロットルノブ

※ライトスイッチ イグニッションスイッチ

ホーン

シフトレバー
R

2N1

3 シフトレバーR
2

N
1

3

※パーキングレバー

＜現在のマニュアルトランスミッション車とほぼ同じ操作方法＞
●クラッチペダルを踏み込み､シフトレバーを操作して1速ギヤに入れ､パーキングブレーキを解除する
●アクセルペダルを少し踏み込み、クラッチペダルをゆっくりと離しながら発進する
●少しスピードが出たら、クラッチペダルとシフトレバーを操作して2速、3速ギヤへと順次変速し､アクセルペダルで速度調節をして走行する
●減速する時は、アクセルペダルを緩めてスピードを落とし、ブレーキペダルを踏んで減速する

●クラッチペダルを踏み込み、シフトレバーを操作してリバースギヤに入れる
●アクセルペダルを少し踏み込み､クラッチペダルをゆっくりと離しながらバックする

●アクセルペダルから足を離してブレーキペダルを踏み込み､クラッチペダルを踏み込んで停車する
●シフトレバーをニュートラル位置にし､パーキングブレーキをかける
●イグニッションスイッチを切る

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10

11
12
13



その他の部品

ボディ関係

エンジン・シャシー関係

コニーグッピースポーツ（1962年）のレストレーション
沖野嘉幸1962年、愛知機械工業（株）は軽自動車よりさらに小型の100kg積み超軽量小型トラック“コニーグッピ

ー”を発売し、商用車仕様でありながら四輪独立懸架やトルクコンバーター装着によるノークラッチなど
で注目されました。当時販売店であった愛知ヂャイアント（株）がこの車両をベースにオープンボディ乗用
車に改装して販売したのがコニーグッピースポーツです。

レストア前 レストア完成後 （全長2625mm 全幅1265ｍｍ　全高1265ｍｍ　ホイールベース1670ｍｍ　車両重量275kg
エンジン型式：空冷単気筒2サイクル 199cc）

エンジンを車両から降し分解整備を実施 トルクコンバーター、トランスミッションも
分解整備を行う

フロントサスペンションも分解整備 ブレーキ、アクスル関連部品等も
全て分解整備

ボディパネルと一体型のリヤーバンパー部分
は腐蝕がひどい

腐蝕部分を切断し鋼板から現物合わせで
板金製作して継ぎ合わせる

溶接で継ぎ合わせた後、
ハンマー作業による板金微調整

ボディサイドのロッカーパネル部分も
腐蝕して穴があいている

ロッカーパネルの腐蝕箇所を切断、
現物合わせで板金製作して継ぎ合わせる

リヤフェンダーの腐蝕部分を一枚の鋼板か
ら現物合わせで成形製作する為の採寸

現物合わせ作業を繰り返しながら
徐々に板金成形を進める

ようやくフェンダーの板金成形作業も完成に
近づき、溶接継ぎ合わせ前の調整確認

スピードメーターも分解整備する ランプ類も分解整備、
メッキ部品は全て再メッキを行う

コニーグッピーのマスコットも分解整備、
塗装補修、化粧直し

排気マフラーも腐蝕がひどいため、
現物合わせで手作り製作

前の所有者が過去にレストアを実施した形跡があり、外観はそれほど悪くなかったが塗装を剥がすと予想以上にボディ各部の腐蝕が激し
く、手作業の板金補修作業等に時間がかかり完成までに約6ヶ月を要しました。



■ドライブ・グローブ…「鹿皮で手の甲に四つの穴があり、内側
に波型ステッチのある手袋。色は白と茶で値段は2,000円」

■バーベキュー…「火鍋に焼網や丸焼用の槍がついていて牛肉
類の野外料理用のもの。値段は１組 4,000円位」
思えばこの頃、ドライブ・グローブやバーベキュー・セットは、最

先端のおしゃれな用品だったようである。そういえば、筆者幼少の
頃、近所のお兄ちゃんが、ドライブ・グローブをして、さっそうと運転
していた姿を思い出す。幼心に「かっこいい」と思ったものである。

２．乙羽信子
1959年（昭和34）9月号
乙羽信子は、1950年（昭和25）宝塚少
女歌劇から映画界入りし、「処女峰」でデ
ビュー。この頃、「狼」「愛妻物語」「太夫
さん」など50数本の映画に出演。同誌に
よれば「演技派女優としての地位を確保
している」という。
彼女は、1958年型トヨペット・クラウ

ン・デラックスを愛用している。そのトヨ
ペット評を聞いてみよう。
「トヨペットは私の期待通りに一度も故障
したことがないし、本当に手のかからない車
です」
「トヨペットを手に入れるまでは、月平
均3～4万円のタクシー代がかかっていま
したが、現在では撮影所や放送局などの
仕事も増えて、一ヵ月2,400キロ位も走っ
ています。でも、経費は約半分でまかなっ
ています」
なお、9月号のグラビアでは、ミス・ユニ
バースに選ばれた児島明子さんにトヨペ
ット・クラウン・デラックスが贈られたニュ
ースを紹介している。児島嬢は、大喜びで
「さっそく、中部日本自動車学校を訪ねて、運転練習の手ほどきを受
けた」と、インタビューに答えている。
女性ドライバーやオーナーが急増するのは、1970年代中頃以降
のことで、この時代は、むしろ珍しい存在であったと思う。それだけ
に大きく取り上げられ、話題となった訳だ。また、この頃から楽しい
ドライブを演出する小物やファッション・グッズに少しずつ関心が
高まってきたことも
わかった。
今回紹介した記

事は、自動車が庶
民にとっては高嶺の
花だった頃、映画女
優とクルマというま
さに憧れの存在を
組み合わせた夢の
ような記事だったと
言えよう。

＜はじめに＞
今回は、映画紹介記事シリーズの最終回として、「映画女優と自
動車」と題して、華やかな映画女優のカーライフにスポットをあて
た記事を紹介しよう。いずれの記事も1959年（昭和34）発刊の雑
誌『モーターエイジ』に連載されたもので、トヨペット・クラウン
のユーザー訪問という主旨で書かれたものである。
なお、雑誌『モーターエイジ』は、それまでの『流線型』から1957
年（昭和32）に名称を変更している。

１．団　令子
1959年（昭和34）5月号
団令子は京都生まれ。1957年（昭和

32）「家の女房」でデビュー。この記事が
出た1959年には、「大学のお姐ちゃん」「女
ごころ」「孫悟空」「狐と狸」と立て続けに
映画出演し、大活躍中であったという。
クルマはトヨペット・クラウン・デラッ
クス（1956年型）を愛用。普段は「自らハ
ンドルを握ることもあるが、自宅と東宝
撮影所との往復には、弟の武司君（18）
が運転を担当している」という。
運転手・武司君の話「忙しい姉にとっ
て車の中でのわずかの時間だけが休息
になるし、僕たちにとっても姉弟、水入ら
ずの楽しいひとときです-----。」
記事では「何と言っても室内の装飾が
素晴らしい」と述べている。少し引用し
てみよう。
「色とりどりの刺しゅうをあしらったクッシ
ョンや可愛らしい白犬の玩具がおいて
あるほか、花立には白いバラ、フロントに
は二組の仲のいい人形と女性らしい室
内になっている」
可愛らしい室内が目に浮ぶようだ。現代でも駐車中のクルマを
垣間見ると、数多くの花や人形を配したクルマを見かけることがあ
る。女性らしい可愛らしい室内装飾は、女性ドライバーにとって夢
の世界なのかも知れない。
なお、同号では「おしゃれ教室」と題したグラビア特集がある。「ド
ライブを楽しむために、いろいろなアクセサリーが入用になってき
た。この注文に応じて、自動車メーカーや部品商はもちろんのこ
と、デパートなどの売場にも“これは有難い”と思われるような製
品が姿をみせてい
る」と述べ、商品を
紹介している。

西川　稔

愛車について語る
乙羽信子さん

ミス・ユニバースの児島明子さんへ贈られたクラウン

「モーターエイジ」
1959年5月号表紙

「モーターエイジ」
1959年9月号表紙

インタビューに答える
団令子

おしゃれ用品を特集したグラビア



「成人式の日に」
昭和48年1月成人式に出ず、友人4人と友人
の愛車カローラ1400SR5速ツインキャブで
山陰山陽の旅を楽しんだ時、大山をバックに
して撮った写真です。懐かしく当時の事を思
い出します。
※詳しくは当館ホームページをご覧ください。

「思い出写真館」より

10月8日（日）F1グランプリ鈴鹿にて、当館
所蔵のトヨタ2000GTボンドカーとトヨタス
ポーツ800がF1ドライバーのラルフ・シュー
マッハー選手とヤルノ・トゥルーリ選手を乗
せてパレード走行しました。両選手は大勢の
観客の声援に手を振って応えていました。

F1日本GPでパレード走行

10月14日（土）、15日（日）に岐阜メモリアル
センターで開催されたモーターフェスティバ
ル コルモラーニ2006に当館所蔵のトヨタ
2000GTとトヨタ7を出展しました。トヨタ7
のエンジン始動ではその迫力あるサウンドに
大勢の人が魅了されました。

コルモラーニ2006に
出展

2007年年間行事予定予　告

新館3階ギャラリーでは、12月19日（火）～
2007年3月25日（日）まで、当館所蔵のクル
マの切手を初公開します。「地域別（ヨーロ
ッパ、中近東、アジア、オセアニア、アメリ
カ）」の他、カテゴリー別に「スポーツカー」
「はたらくクルマ」、「イラスト付き切手」の
切手を展示します。併せて切手の歴史やなる
ほど話などもご紹介します。

世界の自動車切手展

●期　間 2007年1月4日（木）～ 8日（月・祝）

今年もお正月恒例行事『ウインターメモリー2007』を開催します。
皆さん家族や友達を誘ってぜひご来館ください。

お正月イベント
ウインターメモリー2007開催！予　告

中部国際空港との共同企画としてセントレア
1階ギャラリーで「トヨタのル・マン参戦マシ
ン＆往年のスポーツカー展」を開催しました。
10月3日（火）～15日（日）までの間、トヨタ
TS020、トヨタ2000GT、ジャガーEタイプ、ベン
ツ300SLクーペを展示しました。また、土日
に行った当館スタッフによる解説では、大勢
の人が熱心に耳を傾けてくださいました。

セントレアで車両展示 イルミネーション実施中
お客様サービスの一環として11月26日（日）
～2007年1月28日（日）までの間、当館南側
の県道沿いの木や建物に電飾やライトアップ
を実施しています。点灯時間は16時から24
時。とてもきれいなのでぜひ見に来てくださ
い。

■企画展 （本館2階特別展示室）　

■イベント　
1/4（木）～ 1/8（月・祝）　
3月下旬～4月上旬　
5月上旬　
　
5/27（日）　

8月中旬　
10月～11月中旬　
2008年1月上旬　

ウインターメモリー2007　
スプリングイベント2007　
ゴールデンウイークイベント2007　

第18回クラシックカー・フェスティバル　
（愛知県長久手町「愛・地球博記念公園」にて）　

サマーメモリー2007　
わくわくウィークエンド2007　
ウインターメモリー2008

4月以降のタイトルは仮題です。　
予告なく展示内容や時期を変更する場合もあります。　

｢プラモデルとスロットカー　
  ～新しい組立模型自動車の世界～」　

12/19（火）　
　

3/25（日）　

～
　

｢ヘンリー・フォードとT型FORD｣　
4/10（火）　

　
6/24（日）　

～
　

｢はたらくクルマ パート　｣　
7/10（火）　

　
9月上旬　

～
　

｢歌謡曲に登場したクルマたち｣　
9月下旬　
　

12月初旬　

～
　

2006/07　
冬　

2007　
春　

2007　
夏　

2007　
秋　

　
走る絵馬プレート　
エンジョイ合体コマ　
わくわくプラモ　
スロットカー体験　

　　　　　　内　　容　
自動車の形をした絵馬づくり　
合体すると自動車になるコマづくり　
ミニ4駆などのプラモデルづくり　
スロットカーの走行体験　

予定数　
100個/日　
   50個/日　
100個/日　
希望者　

参加費　
100円/個　
200円/個　
500円/個　
無　料　

走る絵馬
プレート

エンジョイ
合体コマ

スロットカー
体験

わくわくプラモ



読者の声

＜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：2007年1月31日消印有効）
抽選で10名の方にトヨタキーホルダーをプレゼント。
＜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「日野コンテッサPC10型」でした

TAMクイズ

12月23日（土・祝）～07年1月8日（月・祝）まで
の冬休み期間中、小学生の方の入館料を無料
にします。新年4日（木）から8日（月・祝）まで
は子供向けイベントも開催しますので、ぜひ
ご家族そろってお越しください。

冬休み
小学生の入館無料

このクルマは　
なんでしょう？　
（本誌に登場し
たクルマです）　

編集後記

11月11日（土）、12日（日）、25日（土）、26日（日）に
「科学のびっくり箱！なぜなにレクチャー」を開
催しました。このイベントはトヨタ自動車が社会
貢献活動の一つとして、全国の小学校高学年を対
象に｢モノづくりの大切さ｣や｢科学の楽しさ｣を伝
えるために開催している工作教室です。トヨタ博

物館で初めて開催した今回は、4日間にわたり二
足歩行型ロボットやホバークラフトなど全7コー
スを行ないました。参加者はただ自分で工作をす
るだけではなく、講師の方にモノの仕組みや原理
を学び工夫しながら楽しく作っていました。

なぜなにレクチャーを実施　

トヨタ博物館ミュージアムショップにトヨタ
のロゴ入りキーホルダーが新商品として登場
しました。
丸型（緑、ピンク、シルバー） 各1,470円（税込）
ハート型（赤、青、オレンジ、シルバー） 各1,365円（税込）

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：museum-shop@toyota-ep.or.jp

トヨタキーホルダー

館内で受付やご案内役を務める“TAMキャス
ト”の秋冬用ユニフォームを10月1日（日）より
一新しました。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

●コンテッサの補修に1年間要され、写真
付の説明は興味深く読みました。次の時
代にも古い車を残していく記録は大切で
すね。 愛知県　三石友美さん

●ダットサンフェアレディ1500は小生が小
学校１年の時、オヤジが手土産で買って
くれたプラモデルと全く同一です。手の
込んだ部分はオヤジが手伝ってくれてよ
うやく完成したリモコン付きのモデルで
した。 北海道　丸山健一さん

●何時も｢甦るクルマ｣を感心して読んでい
ます。時間と技術そして考証をしっかり
やれば、どんな車でも息を吹き返すこと
ができるその過程を写真通して興味深く
見ています。 東京都　鹿野　敏さん

年内は12月29日（金）まで開館し30日（土）から
休館します。年始は1月4日（木）から開館しま
す。開館時間は9：30～17:00です。

年末年始の休館情報

当館の休館日に当たる毎週月曜日（除、祝日）
は留守番電話での応答となります。
お問い合わせ等は月曜日以外にお電話くださ
るよう、よろしくお願いします。

休館日の対応

トヨタ自動車（株）レクサスデザイン部
宮野正国さん

「初代カローラ」には決して派手さは無い。自
慢したい形でもない。しかし何処となく安心
感がある。この絵を描きながら、何か包まれ
る様な家族の一員の様な存在感を感じた。き
っとこのカローラは多くの人と初めての思い
出を沢山創ったに違いないと思った。

表紙イラスト
レーターから

2006年も終わりに近づいてきました。私は
今年、いろいろな体験ができた年になりまし
た。何よりも大きかったのは社会人となった
ことです。あっという間の1年でしたが充実
した日々を送ることができ、一回り大きく成
長した気がします。来年も、仕事はもちろん
お休みしていたピアノを再開したり、ゴルフ
を始めたりといろんなことにチャレンジした
いと思います。
皆さんにとって来年もよい年になりますよう
に♪♪　　　　　　　　　　　（加藤千晴）


