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Toward the next 25 years

巻頭言

次の25 年に向けて

トヨタ博物館館長

布垣 直昭

本年より館長に就任いたしました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
人が歴史にロマンを感じたり歴史を必要とするのは、人の一生が短すぎるからなのでしょうか。時空を
超えて俯瞰する目を持つ事で見えてくるものがあります。
トヨタ博物館も今年で１／４世紀の区切りを迎える
事ができました。
ご来館者は累計で550万人にのぼります。
この場を借りてすべてのお客様をはじめ、
これ
まで当博物館を支えてこられた全ての皆様に深く感謝申し上げます。
さて、
開館後の25年でも自動車業界は大きく変動し続けてきております。
日本車に目を向けると海外生産は1990年に300万台程だったものが、
2012年には1500万台以上と約5倍
にもなっているといわれ、
グローバル化が進展。
またその過程で様々な車型がクロスオーバーしながら新たな
ジャンルを築いてきました。さらに環境・エネルギー問題への対応により、たった十数年前までは市場で
ほとんどみられかったハイブリッド車が2012年には世界販売の2〜3％を占めるまでに急伸したといいます。
様々な難題を乗り越えながら世界の中での日本車の位置づけも変化してきましたが、新興国メーカーも
台頭してしのぎを削る中、品質や技術での一日の長に加えてブランドの背景となる歴史に裏付けられた
文化をも問われる時代にさしかかっているのではないでしょうか。
トヨタ博物館は25周年を機に“モノ語る博物館へ”をモットーに、
貴重な車を展示するだけでなく、
その
背景にある創造への情熱や、
取り巻く文化を語り、
伝えていけるよう取り組んでいきたいと考えています。
時代を動かしてきた独創的な技術やデザイン、
生産やマーケティング手法などには時を経るからこそ見えて
くる価値もあります。
“モノ語る”ことを通じて創造性を重んじる文化を育て、
社会に貢献することを重要な
使命と信じ、
次の25年に向けて心新たに取り組んでいく所存です。

AA型乗用車とトヨタ博物館スタッフ
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巻頭言

次の25年に向けて

トヨタ博物館 25周年に寄せて
世 一の
世界
世界一

自動車

博物館へ

トヨタ博物館への

期待

自動車史研究家
高島 鎮雄 氏

もう40年も前のことだが、当時の西ドイツで「ヨーロッパの
100の自動車博物館」という本が出版された。個人が自宅

国立科学博物館
鈴木一義 氏

開館25周年を心よりお祝い申し上げます。
これまでトヨタ博物館は様々なご活動を展開されてきました。

ガレージで数台のクルマを展示しているのも含めれば、
自動車

中でも私が最も思い出深いのは、国立科学博物館とトヨタ

博物館はそんなに沢山あるのだ。
アメリカでもそれに近いだろう。

博物館の共同事業として行った国産自動車のパイオニア

私はその中で20館ほどしか訪れていないが、
各館それぞれの

「オートモ号」
の車両復元です。
その際には、
故五十嵐平達氏

特色と個性を持っている。

や故小林彰太郎氏をはじめとする多くの有識者の方々にご指

私の乏しい体験から言っても、
トヨタ博物館は世界の自動車

導頂きましたが、
実際の復元作業の多くは故日置直也館長を

博物館のベスト5に入り、そればかりかトップを争う位置に

はじめとするトヨタ博物館の方々のご協力が無ければ、
まったく

居ると思う。
一企業の所有、
運営するものでありながら、
自社の

不可能でありました。

製品に限ることなく、
国内のライバル車を含めて広く全世界の

オートモ号の時代から幾星霜、今や日本の自動車産業は

自動車の130年になんなんとする歴史を概観できるよう、
多角的

世界をリードする存在です。
かつて私は開館当時の印象として

かつ立体的な展示が行われているからだ。
また自動車博物館は、
ともすれば古い車を次から次へと単に
並べただけのものになりがちで、
もはや走れない車も少なくない。
いわば自動車の抜け殻の展示場である。
せいぜいその車に同
時代のモードを着せたマネキン人形を傍らに立たせ雰囲気を
出している程度である。

「見学の後には、美しさの中に自動車が歩んできた時代の
変遷を、
鮮やかに浮かび上がらせることができた」
と申し上げ
ましたが、
それに加え今後は、
過去を知り、
そして将来のモビリ
ティや未来の人間社会にまで思いを馳せることのできる博物館
を目指して頂ければと願っております。

それに対してトヨタ博物館は労力と費用を惜しまず、
収蔵車
を次々と走れる当時の新車に近い状態にレストアしている。
そればかりか自らしばしば走行会を開催し、
それらの車を走らせ、
また各地で行われるイベントにも積極的に派遣している。
実際に
便乗して音と振動と匂いを体験できるのは、
特に幼い世代に
大いなる教育的効果を持つ。
これは世界中でもトヨタ博物館
だけが行っている社会貢献活動である。
願わくば、この態勢を維持しつつ、
子どもからエンスージャ
ストまでが楽しめる自動車博物館としてますます充実し、
未だ
揺籃期にあるわが国の自動車文化の発展に寄与していただき
たいと思う。
トヨタ博物館25周年に寄せて 02

企画
企
企画展
画展

パブリカスポーツ
復元の軌跡

後援：愛知県教育委員会・長久手市教育委員会

2014/01/18[SAT ]-04/06 [SUN]

１９６２
（昭和３７）年、東京（晴海）で開催された第９回全日本自動車ショーに出展された幻のライトウェイトスポーツカー「パブリカスポーツ」
５０年の時を経て甦らせた人々の復元の軌跡を、写真やスケールモデル、復元された実走車などで再現しました。

プロローグ
自動車ショーに展示されたパブリカスポーツは多くの人々の心を揺らした。
このクルマを見てトヨタ自動車に入社を決め、
後に復元プロジェクトのリーダーとなった諸星和夫氏もその一人である。

ショー会場でのパブリカスポーツ。独創的なスタイルに注目が集まった。
2台作られた実車はショー出展後に実験に供され、のちに廃却され現存しない。

本来このクルマはショーモデルというより「実験車」として企画された。空力を追求した
大胆なスタイリング、間にウレタンを充てんした二重フロアなど、航空機技術の転用が
試みられており、元々は航空機エンジニアであった長谷川龍雄主査の想いが感じられる。

1/5モデル製作過程（外形特定）
種々の手法で4台のスケールモデルが製作され、比較検討の上で基準スケールモデルが決められた。
この頃、当時の全体計画図が発見され、外形だけでなく二重フロアの詳細も判明した。
企画展では全体計画図、スケールモデルとその比較図、モデル製作過程のＶＴＲなどを展示。

元トヨタ自動車デザイン部のモデラーが当時の方法で
製作中のクレーモデル。この他に3台のモデルがそれ
ぞれの方法で製作された。
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今回製作したモデルたちと当時関東自動車で製作された
スケールモデルを並べて比較検討、基準スケールモデルが
決められた。

展示用に細部まで精巧に再現した内外一体モデルが
製作され、企画展にも展示された。奥には比較検討時の
モデルが並ぶ。

実物大モデルから実走車製作へ
１/１拡大スケールモデルの製作から、実走車製作時の各種部品の作りこみや
手たたきによる鈑金作業などの様子を、写真やドキュメンタリー映像で紹介。

硬質ウレタンフォームで実寸大モデルを製作、
フルサイズでの検討を実施。

検討結果に基づき、実寸大モデルに修正を
加える。

実車と見まがうほど精巧につくられた1/1フルスケールモデル。
格子の向こうに実走車が見える。

【写真左】
インテリア模型も製作、
ドライビングポジ
ション等の検討を行う。
【写真中央】
インナーシャシー製作には高い技能と経験が
不可欠だった。
【写真右】
完成に近づくボディ外板。全て手作業で
製作された。

甦ったパブリカスポーツ
完成した復元車両、走行映像、空力試験の様子などを展示。
当時の空力試験の映像等も併せて展示。

飛行機を思わせるスライディングキャノピー。
長谷川氏は立川飛行機(株)で主務設計者として戦闘機キ９４を
開発、完成直前に終戦を迎えた。

ハンドル、インパネ、計器類など細部まで再現された室内が
よく見えるよう、スライディングキャノピーを開いた状態で
展示。

「完成」の印として、関東自動車の設計者
としてパブリカスポーツを担当した満沢氏
がフロントノーズにマークを取り付けた。

完成したパブリカスポーツの風洞実験をトヨタ自動車にて実施。
計測されたCD値0.31（グリルシャッター閉状態で0.30）は開発
当時の予測値を実証、現在の車と比較しても遜色は無い。

今回の企画展では、モノ造りに懸けた開発者の夢・想いと、

企画展担当者より

５０年の時を経て復元した人たちの夢・想い・こだわりを感じていただけたと思います。

斎藤武邦

企画展「パブリカスポーツ復元の軌跡 〜夢を繋ぐ〜」 04

トヨタ パブリカスポーツ［ レプリカ］ 1962/日本
エピローグ
復元プロジェクトは2007年に始動、5年を経た2012年に完成。
途中、さまざまな人との出会い、つながりがこのプロジェクトを成就させた。
諸星氏は何度も長谷川氏を訪ねて話を聞いた。
惜しくも長谷川氏はプロジェクトの完成を見ずして他界されたが、
のちに続く者たちへのメッセージを求められ、次の言葉を記した。

「過去、現在、未来、夢は何処にでもある」
諸星氏は語る「いつまでたっても夢を持ち続けること、
その夢はきっと実現するということを、
私たちをはじめ、これからの若い人たちにも伝えたかったのだと思います」
［ 復元プロジェクトメンバー］ 諸星和夫 満沢 誠 安藤純一 小森康弘 上田俊昭

車両諸元（復元車）
全長：３５７０ｍｍ、全幅：１４６５ｍｍ、全高：１１７１ｍｍ
ホイールベース：２０００ｍｍ、車両重量：５６６ｋｇ
エンジン型式：Ｕ型（空冷水平対向２気筒ＯＨＶ） 排気量：６９７ｃｃ、駆動方式：
ＦＲ

企画展

小林彰太郎フォトアーカイヴ展

昭和の日本 自 動 車 見 聞 録
期 間

2013 年 10月5日
［土］- 12月26日
［木］

会 場

本館2階特別展示室

自動車雑誌
「CAR GRAPHIC」生みの親で、世界的に著名な自動車ジャーナリスト小林彰太郎氏が60数年にわたって収集、および
自ら撮影した写真約450点を同氏による解説とともに展示しました。
当時の自動車だけでなく、
背景の風景や建造物など、
昭和初期の
日本の生活環境や風俗などを見られたことも好評でした。

展示会場の様子

入口では、
愛車ブガッティT23ブレシアの横に立つ小林氏の等身大パネルが見学者
を迎えた。
その背後は、
1962年の創刊号から小林氏が編集長を退任した1989年まで
のCAR GRAPHICがずらりと並ぶ書棚をイメージした立体。

展示会場は、
「御料車、宮家と上流階級の車」をはじめとした4つのゾーンで構成
され、各ゾーンには、展示写真に関連した実車を展示。

「御料車、宮家と上流階級の車」
日本の皇室で自動車が初めて公式に用いられたのは
大正2年（1913年）のこと。日本での個人所有の自動車は、
皇室、華族や財閥の間から広まっていった。

展示車は、
車愛好家だった鍋島直泰侯爵
が自らデザインされた車体が架装された
イスパノスイザ K6（ 1935・フランス）その
隣には現役時代の本車両が写った写真
パネルを展示。

「戦前、街角で観たアメリカ車」
アメリカ車は欧州車に比べて運転が楽で、整備や修理が比較的簡単
だったことが、
劣悪な日本の道路事情に適していた。
そのため戦前の日本はあらゆるブランドのアメリカ車で溢れていた。
展示車はコード810
（1936・アメリカ）。
派生型の812を、トヨタ自動車が参考用に
戦前入手した記録がある。
オーバーン852スピードスター
（1935・アメリカ）
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「戦前、街角で観たヨーロッパ車」
戦前の日本で少数派だった欧州車。
上流階級の子弟たちが英国に留学し、
持ち帰ったものもあった。
そのため、ドクターズカーとして多用されたオースチン・セブンや
モーリスを除き、日本における欧州車は
趣味の対象として普及していった。

展示車は、
シトロエン11B
（1937・仏）
、
モーリスエイト
（1937・英、
10月27日まで）、
タトラ11
（1923・チェコ、
10月29から）

タトラ１１
その昔、 カーウォッチャー 小林少年が目撃し、青年時代の
小林氏がレストアを志すも断念したタトラ11が、後にレストア
された良好なコンディションで展示された。

「戦前の日本 国産車、自動車レース、
車のある風景」
路上をアメリカ車や欧州車が我が物顔に行き来する中、
オオタや日産、
トヨタによって国産自家用車の生産も始まった。
第二次大戦直前には
レースでさえ盛んに行われていた様子が多くの写真に撮られていた。
多摩川スピードウェイでの第1回レース
（1936年6月7日）
手前から、
オオタ、ブガッティT35A、
その隣は不明。
展示車は、ダットサンセダン（1937・日本）

関連イベント

小林彰太郎氏のトークショーとサイン会
小林 彰太郎

日時：2013 年10月27日［日］

Shotaro Kobayashi

有志2名と自動車専門誌「CAR GRAPHIC」を
創刊。初代編集長をつとめ、常に中立的視点を
持ち、海外にもネットワークをつくるなどして、
日本を代表する自動車専門誌に育てあげた。

定員を大幅に上回る聴講者が集まり、会場外からの
立ち見も発生するほど。
また、午前と午後の2回、高島鎮雄氏の解説による
バックヤードツアーを開催。
抽選で参加権を得た見学者
は高島氏の話に熱心に耳を傾けていた。

写真集
「昭和の日本 自動車見聞録」
を発売

小林彰太郎氏は写真展の開催期間中、
トークショーで多くのファンと交流を持たれたイベントの翌日、
10月28日にお亡くなりになりました。
小林氏のご冥福をお祈りすると同時に、
小林氏の、
昭和の自動車史を語る貴重なフォトアーカイヴの集大成としての展示会を開催できたこと、
そして写真集を発行できたことをトヨタ博物館の誇りとさせていただきます。

山田耕二

川島信行

小林彰太郎フォトアーカイヴ展「昭和の日本 自動車見聞録」は、MEGA WEB History Garage（東京 お台場）にて、2014.4.26(土)
から8.31(日)まで、アンコール開催。写真集も増刷。

企画展 小林彰太郎フォトアーカイヴ展「昭和の日本 自動車見聞録」 08
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クラシックカーパレード＆展示

1

2

3

トヨタ博物館

クラシックカーフェスタin 神宮外苑
日時

2013年11月30（土）10:00〜15: 30

会場

明治神宮外苑聖徳記念絵画館前

素晴らしい秋晴れの中、昨年を上回る来場者数22,000人となり、1日開催としては過去最高の来場者数となりました。
「50年前のモーターショーとクルマたち」をテーマとし、特に今回は国内他社メーカー様の直接協力を得て、
日産自動車株式会社様よりスカイラインスポーツ、日野自動車株式会社様よりコンテッサ900スプリントを出展、
イベントを盛り上げて頂きました。
ご参加いただいたオーナーの方々、
ご来場いただいた多くのお客様、
ありがとうございました。
（山中 由美）
特別出展トークショー

交通安全体験コーナー

企画展示「50年前のモーターショーとその頃のクルマたち」

5

6

4

小林彰太郎フォトアーカイヴ展紹介コーナー

1.銀座を優雅に走行 ／ 2.いちょう並木を颯爽と走行 ／ 3.国産車・輸入車の共演 ／ 4.トヨタ博物館から、
当時のクルマたち6台を走らせ、
当時の様子や、
モーターショーのことなど紹介
5.反射材効果体験 ／ 6.なりきりおまわりさんで白バイ試乗

09 クラシックカーフェスタ in 神宮外苑

各 種 活 動

2013秋〜2014冬

リニモ沿線ミュージアムウィーク
2013年10月12日〜11月4日、リニモ沿線の博物館・美術館施設を中心とした７つの文化施設合同でリニモ沿線ミュージアムウィークを
開催しました。トヨタ博物館では、
「 ハロウィン・ナイトツアー」(10月19日) 、ワークショップ「作って乗ろう！ダンボールカー工作教室」

(10月27日)、記念文化フォーラム(10月27日@愛知県陶磁美術館 )での館長トークなどを実施しました。

ハロウィン・ナイトツアー

作って乗ろう！ダンボールカー工作教室

リニモ合同大学祭実行委員会
との合同企画で開催しました。

17:0 0 の通常閉館後、17:30 頃
から事前応募したお客様が集合。
多くは親子連れで、皆さん思い
思いの仮装を凝らしています 。
館内ツアーでは「トリック・オア・
トリート」の掛け声で子 供さん
たちにお菓子が配られ、その後
チームに分かれてクイズ大 会 、
大盛り上がりの一夜でした。

４名の小学校高学年と助っ人の愛知教育大学工芸研究室
の皆さんが、ソープボックスカーをベースにオリジナルボディの
クルマづくりに挑戦。最初に展示中のクラシックカーを見学
してから製作を開始、約４時間かけて独創的な２台が完成。
そして実際に乗車して駐車場の下り坂を駆け抜けました。子供
も大人も大満足、思い出に残る一日となりました。

2000GTボンドカー 豪州へ

秋の走行披露

約 100 年前、50 年前のスポーツカー、スポーティーカーの
走行披露を実施しました。(10月26日・11月2日・11月9日)

豪 州メルボルン・ミュージアムからの要 請を受け 、映 画
「 007 」50周年記念企画展「 Designing 007 - Fifty Years of

Bond Style 」にトヨタ2000GTボンドカーを出展しました。
(2013年12月17日〜2014年2月23日)

走行車両は、
モーガンエアロ(1922)、
スチュードベーカー アバンティ
(1963)、
ジャガーＥタイプ(1965)の3台。最初に走行したモーガン
エアロは、スタッフ3 名による押しがけで、エンジンが始動した
瞬間、お客様から拍手があがりました。走行披露のあとには
車両観察会、みなさんスタッフの説明を聞きながら、
熱心に車両
をのぞきこんでおみえでした。
2013秋〜2014冬 各種活動
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特 別 展 企 画 展 を振り返って
トヨタ博物館では常設展以外にテーマを立てた特別展/企画展を開催して来ました。
今号では、
「トヨタ博物館10年の歩み」(2000年3月発行)でまとめた以降の、最近15年間53件の企画展を振り返ってみました。
ご記憶の企画展、また見てみたいと思う展示はありますか？

2000

2001

1999.12.14-2000.4.9

2000.12.5-2001.1.21

企画展「リアエンジン車のいろいろ」

企画展「カー・オブ・ザ・センチュリー
-選ばれたクルマたち-」

10.16-12.2

特別企画展「トヨタ車 進化の軌跡」

世界32カ国、約130名の自動車専門家たちによって選ばれた
「カー・オブ・ザ・センチュリー」のベスト１に選ばれたフォード・
モデルTをはじめ、ベスト５までのクルマを展示。

1.30-4.8

企画展「1950〜'60年代のオープンカー」

トヨタ創業者の豊田喜一郎没後50周年の「21世紀の飛躍を
目指す記念事業」の一環。トヨタの原点から現在への発展の
過程を、実車/模型/カタログ/資料等で紹介。

かつて欧州や日本で小型大衆車や軽自動車によく用いられた

2002

リアエンジン車を、９台の実車と模型や写真などで紹介。

4.25-7.30

第19回特別展「自動車をつくり育てたひとたち」

2001.12.4-2002.2.11

第22回特別展「日本映画の中のクルマたち」

誰にも楽しいドライブを思い浮かべさせるオープンカーを、
大衆車から高性能スポーツカーまで１０台展示。
自動車をつくり育てた人たち50名程を常設展示の車両との
関連で取り上げ、紹介。

4.24-7.8

第21回特別展「クルマのしくみ探検」
8.8-9.24

企画展「クルマのカタチ･･･いろいろ展」

自動車専門誌「CAR and DRIVER」表紙イラストでおなじみ

実際にクルマや模型などを見たり、動かしたりしながら、

の岡本三紀夫氏の世界を、原画のほか、書籍カバー・模型

クルマの動くしくみなどクルマの構造や機構を楽しく学ぶ

10.3-11.26

の姿を追った。

2.19-4.7

企画展「岡本三紀夫の世界」

パッケージ・実車展示などにより紹介。

日本映画10本を取り上げ、その中に登場し、活躍するクルマ

7.17-9.16

企画展・クルマとアート「佐原輝夫の世界」

第20回特別展「夢のクルマ大集合」

高さの「低いクルマ」「大きなクルマ／小さな・軽いクルマ」
「ドアの多い／少ないクルマ」等をテーマに、当館所蔵の
戦後の乗用車から チャンピオン車 を選んで展示。

4.23-7.7

第23回特別展「アメリカン・カー・グラフティー
50s-60s」

日本の自動車史に焦点をあて、親子三世代それぞれが子供の

迫力あるモータースポーツシーンを数多く描く氏のイラスト

1950年代から60年代の大型車全盛期のアメリカでのコン

頃に憧れた 夢のクルマ を実車や玩具で紹介。

約80点を実車と共に展示。

パクトカー市場の形成を実車、カタログ、資料などで紹介。
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7.16-9.23

7.18-9.21

企画展「ブリティッシュスポーツカー
MG＆ジャガー」

企画展「親子で楽しむクルマランド」

2005
2004.11.2-2005.2.27

企画展「大阪万博と日本車
〜21世紀が未来だった時代」

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。
世界にスポーツカーの楽しさを広めた代表車MG-Tシリーズと
ジャガーを展示し、 魅惑的なスタイリング に迫る。

10.8-12.8

10.7-12.7

企画展「疾走するマシンとその軌跡
-モータースポーツの世界-」

世界三大レースと言われるインディ500、ル・マン24時間、
モナコグランプリを始めとする様々なモータースポーツと
その歴史を実車や映像、ポスター、模型などで紹介。

カー約2000台を展示

2003

3.15-9.25

企画展「人がクルマに恋した世紀」

第24回特別展「ミニチュアカー展」

ブリキ玩具からダイキャスト模型まで、当館所蔵のミニチュア

1970年に開催された大阪万博を振り返りながら、'70年代
に活躍した国産車を11台展示、紹介。

2004
2003.12.16-2004.3.7

ガソリン自動車が走り始めた頃からのクルマの歴史を広く
眺めながら人とクルマの関わりを紹介。

10.6-12.11

企画展「クルマとモード
〜ベル・エポックからモダニズムへ〜」

企画展 クルマとアート「瞬間を刻むペーパー
アート〜太田隆司の技の世界〜」

2002.12.17-2003.3.9

企画展 クルマとアート「松本秀美の世界
〜クラシックカーの情景〜」
自動車誕生の19世紀末から発展期の20世紀中頃までの
欧米諸国の「モータリゼーション」と「人々の装いや生活」の
関係を、車両や服飾の変遷を軸に概観。
カー・アート界の新鋭・太田隆司氏制作の立体的ペーパー
アート作品を実車とともに展 示。オリジナル 作品を含む
過去最大出展数60点、中部地区での大規模な展示は初。

3.30-7.4
19 60〜9 0 年代にかけてカー・イラストレーション界を

企画展 トヨタ博物館開館15周年記念
「国産車誕生100年 日本くるま意外史」

2006
2006.1.4-3.26

企画展「一枚の写真 思い出のクルマ」

リードし、若手イラストレーターの目標とされてきた氏の
作品を、実車とともに91点紹介。

2.8-3.23

企画展「幻の秘蔵車初公開」
日本初のカスタムカーといわれるトヨペットカスタムスポーツ、現
存する最古のダットサン、そしてWRC参戦用モンスターマシン
のトヨタMR2ラリー仕様車を公開。

3.25〜7.6

企画展「博覧会と自動車」

最初の国産自動車といわれる山羽式蒸気自動車が誕生して
100年にあたり、貴重な国産車を展示。

7.16-10.17

万国博覧会および国内で開催された主な博覧会の歴史を
振り返り、「博覧会と自動車」の関わりを紹介。

一般から公募した昭和30年代から40年代にかけての写真と、
当時を象徴するクルマにより、人とクルマの関わりや生活、
世代史などを伝えた。

4.11-6.25

企画展「おもちゃとのりものこども博覧会」

企画展「1980年代の日本車
〜若者に愛されたデートカー〜」

20世紀前半に開催された「こども博覧会」のコーナーを
起点とし、昭和から平成に至るこどもの世界をおもちゃ等で
紹介。アイデアカー等、夢を与えられる車も展示。

1980年代は、若者たちが「おシャレな」クルマをライフ
スタイルに取り入れ出した時代。人気のあった「デートカー」
を当時の若者文化や世相を織り交ぜて紹介。
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7.11-9.10

9.14-11.25

4.12-6.28

企画展「はたらくクルマ大集合」

企画展「歌謡曲に登場したクルマたち」

企画展「クルマは時代を越える
〜オイルショックからエコ・環境まで〜」

消防車やパトカーといった緊急車両をはじめ、タクシーや
トラックなど街で活躍するクルマなど、子どもたちの大好き
な はたらくクルマ を展示。

9.20-11.26

企画展「夢をえがいたアメリカ車広告アート」

クルマが登場する歌謡曲は正に「歌い継がれた自動車史」
であり、貴重な文化史とも言える。おなじみのクルマが登場
する歌謡曲を、
実車8台とともに紹介。

最近の30年間を振り返り、
「クルマは時代をどのように乗り越え、

2008

歩みを紹介、
未来のクルマ社会を探った。

今後どのように乗り越えていくか」を焦点に、自動車産業の

2007.12.8-2008.3.23

7.18-9.27

企画展「はたらくクルマ大集合」

企画展「初公開収蔵車展」

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。
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、実車と共に紹介。

2007
2006.12.19-2007.3.25

企画展「プラモデルとスロットカー」

３回目となる今回は、
クルマの装備や設備に加え、
実際にはた
トヨタ博物館の収蔵車から初公開＆稀少公開の8台が登場。

らく人にインタビューを行い、
仕事内容だけでなく、
取り組む

デザイン、
性能、
そしてクルマの生まれた国や時代･･･さまざまな

姿勢や仕事に対する想いなども伝えた。

角度から、
その魅力を探った。

4.8-9.28

企画展「世界の名車展」

2010
2009.10.10-2010.3.7

企画展「マンガとクルマ」
子供から大人まで楽しめるプラモデルカーを、1950〜70年代の
欧米車を中心に約2千点展示し、その多様さと作る楽しさを
紹介。懐かしいスロットカーもあわせて展示。

4.10-6.24

企画展「ヘンリー・フォードとＴ型フォード
〜大衆車はじめて物語〜」

圧倒的な存在感で人々の憧れとなったクルマ。
庶民の足として
大活躍したクルマ。
運転することの楽しさを教え若者を魅了
したクルマを紹介。

2009
来年生誕100周年を迎える
「Ｔ型フォード」
。
当時の工場ジオ

マンガやアニメの中でのクルマの扱われ方を、
「サーキットの
オオカミ」のような自動車マンガから「ちびまるこちゃん」の
ようなファミリーマンガまで、
広くとりあげた。

3.19-6.27

ラマ、
実車等で、
ヘンリーと彼のブレーン達が企画・設計・生産・

2008.10.15-2009.3.29

販売の各分野に注いだ情熱・工夫を紹介。

企画展「団塊世代のブームとクルマ」

企画展「スモールカー大集合！」

7.14-9.2

企画展「はたらくクルマ大集合パート２」

団塊世代の価値観や生活スタイルがどのようにクルマやクルマ

地球環境が注目される中「スモールカー」が注目を集めて

そこではたらく人たちにスポットを当てて紹介。
小学生には

文化に影響を与えたかを、車両・実物資料・ポスター・文献・

いる。戦前のモデルから、日本の代表的なスモールカーを

小冊子
「はたらくクルマ大発見」
を進呈。

映像等により紹介。

展示。スタイルや技術革新の変遷なども紹介。

暮らしの中ではたらくクルマ をテーマに、
はたらくクルマと、
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7.17-9.26

7.16-9.25

4.27-6.30

企画展「はたらく自動車」

企画展「はたらく自動車」

企画展「流線型の時代とクルマたち」

5回目。
ワークブック、
パネル、
クイズ、
スタンプラリー、
簡易制服
着用など、
「体験」をしながら学ぶ子どもたち多数。車両実演
は震災の影響で中止。
4回目のはたらく自動車展。その車の役割や活躍、実際に
働いている人を調査隊が報告するスタイル。
期間中の土曜日
に7回の実演イベントを開催。

2011

2012

流線型様式は、
1930年代初期にアメリカ車で始まり、
30年代
後半に大流行した。
流線型デザインがクルマ以外の乗り物や
電化製品にまで広がった様子も紹介。

2011.10.8-2012.1.9

企画展 大正１００年記念「大正自動車ものがたり」

7.13-9.23

企画展「はたらく自動車」

2010.10.9-2011.1.10

企画展「甦れ！クルマたち
-博物館のレストア活動-」

大正時代の車など計７台を展示。
多くの博物館および個人の
協力を得て、日本の一般大衆が初めて自動車に乗り、その
利便性や楽しさを知った時代を紹介。

4.21-7.1

企画展 浅井貞彦写真展
「６０年代街角で見たクルマたち」

7回目。
はたらく車とそれを使ってはたらく人について、
ワーク
ブック使用、実際に乗れる車両を増やしたり、簡易制服着用
など、
理解をより深められる展示。

10.5-12.26

当館では古いクルマを当時の姿に修復して展示している。

企画展 小林彰太郎フォトアーカイヴ展
「昭和の日本 自動車見聞録」

それは当時の技術や社会の調査研究の宝箱でもある。その
「研究成果」
「モノづくりのこだわり」
「情熱」を紹介。

1.25-4.3

企画展 収蔵車＆資料でたどる
「自動車１２５年の歴史」

60年以上もクルマの写真を撮り続けた浅井氏の写真コレ
クションから、1959〜69年の写真の一部350点を選び、
懐かしい昭和の時代へタイムトリップする展示。

7.14-9.23

企画展「はたらく自動車」

自動車ジャーナリスト小林彰太郎氏が６０数年にわたって収集・
撮影した中から、
戦前の東京路上で撮影された写真約450点を
展示。
(詳細は本誌記事へ)

ガソリン自動車誕生から125年を記念し、10〜15年ごとに
10コーナーに分け、
その年代の車両や資料とともに展示。
毎週
日曜には学芸スタッフによる展示解説を実施。

4.21-7.3

企画展「未来の交通社会とクルマ」

6回目。新登場の車両は、私 たちの身近な「宅配 車」
「 郵便
車」
。
乗込める展示車を増やし、
昨年度のワークシートを改善。
車両イベントも7回実施。

2013

2014
2014.1.18-4.6

企画展「パブリカスポーツ 復元の軌跡
〜夢を繋ぐ〜」

2012.10.20-2013.5.6

特別企画展「ＴＯＹＯＴＡ 75」

交通社会とクルマのあるべき姿を考える企画展。
都市計画と
新交通システム、
ネットワークでつなぐ交通社会、
エコカーの
普及などを分りやすく展示。

トヨタ自動車創立75周年を迎え、日本の自動車産業とモー
タリゼーションの変遷を、
実車51台とスケールモデル48台で
紹介。高島鎮雄氏や車両開発者の講演会も実施。

1962年の自動車ショーに出品された幻のスポーツカー。
当時の開発者の
「モノづくり」
に思いを馳せ、
現代に甦らせた
人々の復元の軌跡を紹介。(詳細は本誌記事へ)

特別展・企画展を振り返って 14

開館 周年 今日のトヨタ 博物館

開館25周年

今日のトヨタ博物館

常設展や企画展の裏側には、歴代の館スタッフが25年の間に築きあげてきた様々な活動が存在します。ここから先はその中
でも代表的な活動を「収蔵車」
「クルマ文化関連資料の収集『保存と公開』」
「トヨタ博物館のライブラリー活動」
「アウトリーチ
活動」と題してご紹介します。

25

Car Collection of utomobile Museum
Toyota A

収蔵車

するのを収集の基本としていますが、
実際には予備の展示車両
（本当は皆さん
にお見せしたいのですが、スペースの

動態保存

車両の
収集・保管

展示方針に則り必要な車両を入手

小清水 潔

関係で展示できない車両も多くあります）
や将来の展示候補車両、イベントや館外
へ
への貸出しに使用する車両などを含め、
現在

は展示台数の3倍以上となる約500台を所蔵しています。
また当館
での展示とは直接結び付きませんが、手遅れにならないうちに
との想いから、
歴代トヨタ車の収集にも最近は力を入れています。

整備場内部

当館の特長の一つである「動態保存」のためには、収蔵車両の
適切な整備が欠かせません。
そのため当館には同時に4、
5台の整備
が可能なスペースにリフトや点検ピットを備えた本格的な整備場が
あり、
現在7名の経験豊かなスタッフが整備業務を行っています。
現在の車と違って整備要領書やパーツリストもない古い車両が
多く、
整備には構造の理解と推理力、
そして絶妙な力加減が求め
られますが、
開館時から丹念に蓄積してきた車両毎の整備記録が
館外の車両収蔵庫内部

収集に伴って必要となるのが車両の保管スペースですが、開館
当時は纏まった保管場所の確保に大変苦労しました。
トヨタ自動車
の工場建屋の借用、テント式簡易倉庫の建設、他社の倉庫の借用

今では大いに役立っています。
勿論、
整備が必要なのは展示車だけではなく、
重要度に差はあり
ますが収蔵車全てが整備の対象となります。
そのため整備内容を
大きく４つに分類して幅広く効率的な作業を心掛けています。

など、
車両にとって厳しい環境下での保管を経て、
2008年、
トヨタ
自動車の部品センター内に新築した倉庫を専用収蔵庫として
使用できる事になり、現在は自動湿度管理機能を有した良好な
環境下で収蔵車を保管しています。
残念ながらその収蔵庫は公開
していませんが、
博物館
の新館4Ｆにも80台程
度を置ける収蔵庫があ
ヤード・ツアー」などの

④そ の 他
イベントや車両貸出しに伴う、
事前・事後整備

イベント時に特別公開
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②定期整備
展示車両を対象として、
年間整備計画に基づいて順次行う詳細な点検・整備
（エンジン、
冷却系、
駆動系、
制動系など全てを点検・整備し、
不具合箇所の
補修と消耗品の交換を行い、
最後に走行テストを実施）
③特別整備
非展示車両も対象として、
年度毎にテーマを決めて行う点検整備
（長期未整備車のエンジン・燃料系点検、
経年劣化部位の重点補修 など）

り 、こちらは「 バック

しています。

①日常点検
展示車両を対象に、
毎朝、
開館前に行う埃払いを兼ねた全車点検
（車体の傷、
オイルや冷却水漏れ、
タイヤのエア漏れ、
などを点検）

新館4Fの車両収蔵庫内部

なお、定期整備後の走行テストは貴重な車両の走行シーンが

当館のレストレーションは「自動車史を正しく後世に伝える」を

見られるまたとない機会ですが、
偶然居合わせたお客さん以外は

基本方針としているため、単に外観を綺麗に再現するだけとか

なかなか目にする事がありませんでした。そこで、動態保存の

動けば良いといった修復ではなく、
極力当時の技術
（製法・材質）
に

実態を皆さんにご覧に入れる機会として、2010年から春と秋に

忠実に発売当時の状態に修復する事を心掛けています。その

整備済車両の「走行披露」を当館駐車場で定期開催して好評を

ため、文献、カタログによる検証はもとより、当時の車両を知る

いただいています。

方や有識者の方々から貴重なご意見を頂戴するとともに、実際に
作業に加わっていただいて修復を進め、実施記録をしっかりと
残しています。
最近は本格的なレストレーションを行っていませんでしたが、
昨年から1918年製のフランクリン（米）のレストアに取り組んでい
ます。2007年に入手したこの車は、アメリカ車としては珍しい空冷
エンジンを搭載しているばかりか、この時代としては世界的にも
余り例のないアルミを多用したボディを採用して軽量化を図る
など、
ユニークで先進的な機構が特徴です。
完成は2015年夏頃の
予定ですが、レストア途中の姿を企画展などで皆さんに披露する
事も計画しています。
「走行披露」実施風景

レスト
レーション

︵修復︶

開館後暫くの期間は、入手したベース
車両を基にレストレーションを数多く行
いました。
これは修復技術の蓄積とともに
展示車両や予備車両の充実が目的でした
が、一方で、貴重な文化遺産としての自動
車
車を後世に残すためのレストレーションに
も取り組んできました。
も
も取

先ず、唯一現存する国産初期の前輪駆動車「筑波号」
（1935年）
の修復を、1990年から2年間かけて行いました。その後1996年

フランクリンのレストア作業（木製シャーシの製作）

には国産乗用車のパイオニアでありながら車両が現存していな
国立科学博物館と共同で僅かな保存部品を活かしつつ当時の
図面や資料を元に3年をかけて修復を行いました。

動画映像 の
制作

かった「オートモ号」
（生産期間1924〜1928年）を甦らせるべく、

収蔵車の走行シーン、特徴的な動き
や操作を動画で撮影し、完成後は資料
映像として活用するとともに館内で公開
しています。展示場の各所に設置した
モニターで展示車の走る姿や室内の様子
な
などを放映する一方、本館1階の「情報
コーナー」では、来館者がいつでも好きな車
コ

をデータベースから検索して走行シーンを見る事ができます。
館のデータベース担当者と車両担当者が協力して2005年から
始めたこの取組みは、
現在も継続しており、
既に90台の動画制作を
終えています。なお、その中の代表的な車両を生産国（地域）別に
収録したオリジナルDVDを館内のミュージアムショップで販売
フランクリンのレストア作業（シャーシとボディの分離）

しています。

収蔵車 16

開館 周年 今日のトヨタ 博物館

Car Collection of Toyota Automobile Museum

25

開館 周年 今日のトヨタ 博物館

クルマ文化関連資料の収集

25

保存と
公開

藤井 麻希

当館では車両そのものにとどまらず、人とクルマ というテーマでの調査/研究をしています。
そのためクルマ文化関連資料として、
クルマの玩具や雑貨、クルマが描かれたポスターや錦絵なども所蔵対象としています。
各所蔵品にはID番号を付与し、
文字/画像情報を蓄積したデーターベース管理をしています。

収集と保 管
1895年のパリ自動車ショーをはじめとする
ポスターや絵画、江戸時代の多色摺り木版画
である錦絵など貴重な資料は、温湿度管理
されている特別収蔵庫で保管しています。
（注：撮影のために引き出しています。
）

また別の収蔵庫では、1950年代を中心に
製作されたブリキで作られたティントイをはじめ
とするモデルカー、
カーバッジ、
カーマスコット
などを保 管しています 。(注 : 撮 影 のために
キャビネットのドアを取り外しています｡)

公開
所蔵資料については、常設展示や
企画展など での副 展 示物としての
活用のほか、
本館１階の情報コーナー
において検索用パソコンによる情報
公開
（日/英）
をしています。
情報コーナーの状況
（社会科見学の小学生）

17 クルマ文化関連資料の収集「保存と公開」

常設展示の例；ルネ・ラリック カーマスコット展示室

Libra

「五十嵐写真」
とは、
トヨタ博物館開館時
の展 示監修 者である自動車史研究 家、
故五十嵐平達氏が残した自動車に関する

清水 道明

写真コレクションです。
古くは１９世紀末の

はじめに
トヨタ博物館ライブラリーは、
１９８９年

トヨタ博物館ライブラリーの
ＢＹ
（バックヤード）
活動

のトヨタ博物館の開館時に
「資料室」
として

トヨタ博物館ライブラリーでは、
年々増加

開設され、
１９９９年の新館増設時に
「図書

する所蔵資料数に対応し、２００７年頃

閲覧室」
として移設、
２０１２年に館内表記

より、
閉架書庫などのＢＹ
（バックヤード）
での

に合せて「ライブラリー」と呼称変更し、

資料整理活動を受付業務とは切り離した

現在に至っています。現在、館外にある

新体制とし、
ウェイト移行を行ってきました。

二つの倉庫を含めて、
約３６万５千点に及ぶ

以下、
３例をご紹介します。

資料を所蔵しています。
その膨大な資料を
「活用」していただくために整理、システム

25

2.五十嵐写真整理

TOYOTA AUTOMOBILE MUSEUM
中村 由以

開館 周年 今日のトヨタ 博物館

トヨタ博物館の
ライブラリー活動ry

ものから、
その数は約８０００枚にものぼります。
トヨタ博物館ライブラリーでは、これらの
整理、
車種や年代の特定作業、
デジタルデータ
化を進め、トヨタ博物館ブログ「クルマ研
究★宝箱」
シリーズとして公開しました。

3.篠原倉庫資料整理
かつては社外の「篠原倉庫」に雑然と
放置されていた書籍や雑誌、
カタログなど

1.カタログ整理

登録を進め、
「開かれた研究室」
を目指すと

自動車カタログは、雑誌とともにトヨタ

ともに、
「教育普及」
にも力を入れた活動を

博物館ライブラリーの所蔵品の特徴の一つ

行っています。

ですが、
寄贈や社内移管で量が増え続け、
整理が課題となっていました。現在では、
国内のトヨタ、
レクサスモデルについては、

の資料を２００９年に約３ヶ月かけて集中的に
分類整理、
その量は段ボール箱約１８００個
にも及びました。

現在とこれから
一旦は整理された閉架書庫でしたが、

トヨタ初の生産車、ＧＡ型トラック以降、

現在は昨年 社内より大量に移管された

マイナーチェンジ以上の改良をほぼすべて

カタログでいっぱいで、その分類整理を

網羅して整理、システム登録しています。

推進中です。
今後とも資料整理、
システム登録

そして、トヨタ自動車７５年史資料編の

を推進し、
資料を
「活用」
していただける体制

「車両系統図」
として結実しています。

を創っていきたいと考えています。

現在の
「トヨタ博物館ライブラリー」
開架の様子。
新館
３Ｆに位置し、書籍、雑誌合わせて約一万五千点を
所蔵、
無料で一般公開している

9

ライブラリーシステムの刷新
２００３年、
この膨大な資料のうち、
図書
システムに登 録されていたのはわずか
約１万点のみでしたが、老朽化等のため

整理完成された状態のトヨタ車、
レクサス車カタログ。
その数現状約2万点

閉架書庫いっぱいの社内移管カタログ。
その数は約
一万五千点に及ぶ。現在鋭意整理、
システム登録推進中

不具合が頻発していました。
資料活用が急務
と考えた担当者は、
４年かけてライブラリー
システムを刷新しました。
立上げ後は、
後述の
新体制により登録スピードが格段に向上
して、
今では約１６万点の資料をライブラリー
で検索できるようになりました。

検索システムの入口画面

公開された五十嵐写真の一例。
国産初の量産車だった
「オートモ号」
数台を導入した大津のタクシー会社
「大津遊覧自動車」
（１９２５年頃）

トヨタ博物館のライブラリー活動

18

開館 周年 今日のトヨタ 博物館

アウトリーチ活動

25

杉浦 孝彦
藤井 麻希

一般的に博物館のアウトリーチ活動とは、
館外での教育普及事業のひとつの形をさしますが、
本館はもう少し広くとらえ、
クラシックカーイベントや他館との交流、地域との連携などを通じて、
自動車文化の魅力を伝える活動をしています。

館外でのクラシックカーイベント
当館開館の翌年19 9 0 年５月から毎年

雰囲気ある展 示や銀 座を往復する公 道
パレードなど、
参加百余名のクラシックカー

「クラシックカー・フェスティバル」を開始。

オーナーの方々、約２万人の一般来場者の

当初は愛知青少年公園(長久手市)、
愛・地球博

方々に好評を頂いています。毎年テーマを

( 2 0 0 5 年 )の前後 2 0 0 2 年から2 0 0 6 年は

もたせた企画としており、
昨年は
「50年前の

フォレスタヒルズ(豊田市)、2007年からは

モーターショーとクルマたち」
をテーマとし、

「愛・地球博記念公園（モリコロパーク）」

国内他社メーカー様(＊１)のご協力を得た

(旧称：愛知青少年公園)にて開催しています。

展示を行いました。
今後も、
当館の知名度向上

また、
2007年から東京にて
「クラシックカー・

にとどまらず、
同業他社様はじめ各界のご協力

フェスタ」も開催。初年度はMEGAWEB

を仰ぎながら自動車界全体の盛り上げを

(お台場)、
翌年からは明治神宮外苑・聖徳記念
念

図っていきたいと考えています。

絵画館前にて毎年11月末
「いちょう祭り」
の

(＊１；日産自動車(株)様／日野自動車(株)様)

時期に開催しています。

ベンツ３輪の走行披露を前に館員からの説明を聞く

リニモ沿線ミュージアムウィーク
リニ
リニモ
（東部丘陵線）
沿線は、
美術館や博物館、
資料館、
大学、
史跡公園などが集中した一大
資料
文化ゾーンとなっています。
しかし、
この地域
文化

ル
春の長久手市でのクラシックカー・フェスティバル

の文化施設利用状況は、
愛知万博終了以降
の文

は 街のお祭り として、
面白さ楽しさに重き
き

は減少傾向にあり、
文化ゾーンとしての認知度
は減

を置き、
毎年約百台以上のクラシックカーが
が

や活用度はまだ充分とは言えない状況でした。
や活

参加する公道パレードなど、今では地域の
の

本事業は、
文化庁の事業(＊２)の一環として
本

年間行事として定着、
最近では約2万人弱の
の

申請し、
申請
請 2011年から3年間の事業として認め

、
一般来場者を数えています。この2年は、

られま
文化庁からの助成金を基金とし、
られ
れ した。

大村愛知県知事や吉田長久手市長もお迎えし、
、
園内パレードにもご参加いただきました。

お台場で開催された第１回
「クラシックカー・フェスタ」

教育普及活動

博物館
博物
物 ・美術館施設を中心としたこの地域
の各文化施設が連携、
10月中旬から11月初め
の各
各
にかけて
にか
か 「リニモ沿線ミュージアムウィーク」
各施設が魅力ある
として共同イベントを開催、
展覧会や各種イベントを集中して来訪者を
展覧
誘致することにより、
多くの人々にリニモ沿線
誘致
文化ゾーンの魅力を知ってもらい地域全体
文化
の活性化と観光の振興を図ってきました。
の活
（＊２；文化遺産を活かした観光振興・地域
（＊
活性化事業
活性
性化事業
「ミュージアム活性化支援事業」
）

若年層のクルマへの興味を喚起するため
め
に、
2006年から毎年夏休みにはこども向け
け
の展覧会を開催しています。年間を通じた
た
学校受入では、2008年より小学校向けには
は
ベンツ三輪車の走行披露と解説を組み合わ
わ
第１回
「クラシックカー・フェスティバル」
、
展示車両による
会場内パレード

せたプログラムを、
整備学校向けには
「技術者
者
の仕事」
など、
より専門的内容の講義も行って
います。他の博物館や文化施設、学校など
ど

秋の東京でのクラシックカー・フェスタは、

からの要望の高い学芸スタッフによる外部
部

当館の首都圏での認知度向上を当初の目的

での講演会、
ワークショップなども実施して
て

とし、絵画館の歴史的建造物を背景とした

います。

19 アウトリーチ活動

共同イベントの一つ、
リレーコンサートの様子

天木 直司

収集/保管/展示/研究といった仕事だけではトヨタ博物館は成り立ちません。
毎日の博物館運営は約７０名強の各種業務スタッフに支えられています。
ある一日を例にとって彼ら彼女らの仕事をご紹介します。
6：30

敷地ゲート開 警備グループ(以降、グループ→G)が博物館敷地ゲートを開ける。

7：00

環境G始業 玄関周りや事務所から清掃を開始。開館時刻までに巡回清掃、車両目視チェック。

8：15

施設G始業 空調スイッチオン、エレベータ等の機器作動確認。

8：30

レストランG始業 まずは博物館従業員のまかない昼食の準備から。

8：45

事務所詰の各Gと整備室が始業 整備室メンバーは展示車への羽ボウキがけへ。

9：00

案内G (TAMキャスト)始業 朝礼・ラジオ体操・発声練習・予定確認、
受付班とフロア班に分かれて準備開始。

ショップG始業 レジあけ・商品補充など開店準備。
カフェG始業 開店準備。
警備G 国旗・社旗・博物館旗の掲揚、外周見回り。

9：15

図書G始業 ミーティングで前日の引継ぎ等。

9：25

各持場準備完了

9：30

本館・新館のドアオープン レストラン、ショップ、カフェ、営業開始。ライブラリー開室。

開館後の様子を見てみましょう

最初にお客様をお迎えするのはTAMキャストの笑顔
です。入館料のご案内、各展示フロア入口でのご案内、
様々なご質問等、親身に的確に対応しています。

環境Gは、館内の美観維持に開館中も常時努めて
います。警 備 G は 、各フロア警 備 、通 用口受 付、
防犯カメラ等により館の安全を保障しています。

図書Gは、P18で紹介のBY活動とカウンター業務を
担当。書籍や資料に関するお客様からのお尋ねにも
迅速にお答えしています。

ショップのミニカーの品揃えには自信あり。探していた
ミニカーを見つけてお喜びの方、昔ご家族で乗って
いた車種を懐かしそうにお話しされるお客様も。

昼食時、レストランは大忙し。でも気配りは忘れません。
お子様メニューはとにかく早くお出しするなど、厨房
と接客係が息を合わせてサービスに努めます。

防災倉庫の増築をしていたかと思うと燃料配送の
タンクローリー立ち合いに呼ばれたり、1時間毎の館内
気温チェックもしたり忙しい毎日の施設Gです。

16：30

入館終了時刻 レストランもオーダーストップ。繁忙期のレストランスタッフの昼食はこの時刻までずれこんだりします。

17：00

全てのお客様の退場を確認して施錠 後片付けなどの後、各G順次終業時刻を迎えます。
清掃アルバイトの学生さん達が出勤 展示車に直接触れるワックスがけ担当は大人気ですが経験が問われる狭き門です。

21：30

敷地ゲート閉 この後、防犯カメラや赤外線センサーも用いて、宿直警備が終夜続きます。
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TAMからの告知・お知らせ

開館 25周年記念 企画展

トヨタ博物館 裏
2014 /4.19（土）- 7.6（日）

展

会場：本館 2階 特別展示室
後援：愛知県教育委員会 長久手市教育委員会

25 年間の博物館活動の総括として、普段お見せしていない舞台裏に保管
されていた収蔵車と、収蔵品約3万点から選抜し、その魅力を紹介します。
また、
博物館を支えている裏方の活動にもスポットをあて、
本格レストア活動の
紹介としてフランクリン復元をはじめ、
整備活動や学芸作業なども解説します。
活きた博物館活動を紹介する モノ語る博物館へ のスタートとできればと、
企画しました。

レストア／古いクルマの
「復元」
「フランクリン」
。
今回は1918年製アメリカ車
4/19
（土）
の走行披露&講演会イベントでベアシャシー走行披露の予定。

展示車
ランチェスター （1904年・イギリス）
サンビーム グランプリ（1922年・イギリス）
トヨペット カスタムスポーツ（1960年・日本）
ビュイック木炭車（1937年・アメリカ）
ランドクルーザーFJ25（1957年・日本）
21 開館25周年記念 企画展 トヨタ博物館「裏」展

整備／ライブラリー
動態保存を基本活動とする車両整備室、
膨大な
資料を整理分類、
データベースするライブラリー
作業紹介

副展示物
貴重な車のティントイ、
戦前のポスター、
錦絵などを展示

トヨタ博物館 裏 案内ツアー
開催日
時

間

参加方法

参加資格
内

容

5月11日（日）〜7月6日（日）の毎週水・日曜日（5/25（日）を除く）
11：45〜（45分間）
開催当日9：30〜11：30に、本館受付にて先着20 名様に整理券配布
※安全等の理由で、開催日変更や人数制限の場合もございます。
上記整理券をお持ちの方
普段見る事のできない舞台裏を、学芸スタッフが案内するツアー。

TAMからの告知・お知らせ

Classic Car Festival
第25回 トヨタ博物館

クラシックカー・フェスティバル
開催日
場 所
入場料

2014 年5月25日（日）9：00〜16：00
愛・地球博記念公園
（モリコロパーク）
無料

レストラン＆ショップ情報
ミュージアム レストラン
「AVIEW」
25周年記念カレー サラダ付 980円（税込）
トヨタ博物館開館25周年を祝して、
おめでたい紅白

Information

ミュージアム カフェ

ミュージアム ショップ

ふんわりパンケーキ ドリンク付 300円（税込）

トヨタ博物館25周年記念 クリアファイル

380円（税込）

ふわふわとした生地にメイプルシロップがしみこみ

をイメージして作りました。
新感覚のマイルドカレー。

しっとりとした甘みを引き出します。
幸せなひとときを

是非お試しください。

味わいください。

トヨタ博物館開館25周年を記念して、
オリジナルクリア
ファイルが登場。
今しか手に入らない期間限定商品。

※写真はイメージです。

みなさまのご利用をお待ちしております！

編集後記

From Editor

今回は開館25周年を記念し、
表紙のイラストをはじめ、ページ数も増やした特別編集でお届けしました。
トヨタ博物館をもっとよく知って頂くきっかけとなれば幸いです。
（天木）

クラシックカー・フェスティバル／レストラン＆ショップ情報
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モノ語る博物館へ

館だより NO.92
01. 巻頭言「次の25年に向けて」
02. トヨタ博物館25周年に寄せて
03. 企画展「パブリカスポーツ復元の軌跡 〜夢を繋ぐ〜」
07. 企画展 小林彰太郎フォトアーカイヴ展

「昭和の日本 自動車見聞録」
09. クラシックカーフェスタ in 神宮外苑
10. 2013秋〜2014冬 各種活動
11. 特別展・企画展を振り返って
開館25周年 今日のトヨタ博物館

15. 収蔵車

「保存と公開」
17. クルマ文化関連資料の収集
18. トヨタ博物館のライブラリー活動
19. アウトリーチ活動
20. ある日のトヨタ博物館

TAMからの告知・お知らせ
「裏」展
21. 開館25周年記念 企画展 トヨタ博物館
22. クラシックカー・フェスティバル

レストラン＆ショップ情報
表紙 イラスト／まつやま たかし
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