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本展示では、歴史、産業、生活、デザイン、次世代技術といった観点から、
自動車に関する資料約 80点をご紹介します。
自動車の駆け抜けてきた道のりと行く末に、思いをはせてみませんか？
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凡例
・展示の順番にしたがって資料の情報を掲載しています。

・書誌情報は「タイトル / 編著者名等, 出版者, 出版年」の順に記載しています。

【】内は資料の請求記号です。

・★印は、デジタル化が済んだ資料の原本であることを示します。デジタル化資料

は全ページ、国立国会図書館デジタルコレクションでご覧いただけます。公開範

囲は資料により異なりますが、館内の端末からはすべて閲覧可能です。

＜デジタル化資料を閲覧するには＞

・国立国会図書館オンライン（ https://ndlonline.ndl.go.jp/ ）で、ご覧になりた

い資料の請求記号やタイトル等により資料検索を行い、検索結果の画面で「デジ

タル」のボタンをクリックしてください。

・または、国立国会図書館デジタルコレクション（ https://dl.ndl.go.jp/  ）で、ご

覧になりたい資料の請求記号やタイトル等により資料検索を行ってください。

・各資料の公開範囲については、書誌事項の後ろに付した以下の表示をご確認くだ

さい。

インターネット上で見ることができる資料です。

ご自宅の PC等でも閲覧可能です

国立国会図書館の館内、および図書館向けデジタ

ル化資料送信サービス1に参加している図書館で閲

覧が可能な資料です。

国立国会図書館の館内でのみ閲覧が可能な資料で

す。

                                                  
1 詳細については当館ホームページをご参照ください。
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital̲transmission/index.html
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始まりと歩み
自動車が登場した当時、馬なし馬車とも呼ばれた機械に対して
人々はどのような思いを抱き、影響を受けてきたのでしょうか。
その始まりや発展の過程を覗いてみましょう。

★1. 学生  3(2)/富山房, 1912‑02 【雑 52‑20】

展示箇所は洋画家、橋本邦助の絵「自動車と馬車」が掲載されている頁。自動車と
馬車が並んで描かれている光景から都市交通に変化が訪れている過渡期であるこ
とが伝わってくる。自動車が発明される以前は、馬車が都市交通・公共交通の原形
であり要だった。一方、馬の飼料や育てる手間、馬車が走る際の騒音等の問題もあ
り、徐々に自動車が普及していった。馬車の部品や車体は自動車においても活用さ
れ、その技術・デザインは後世まで大きな影響を与えたといわれる。

★2. 自動車発明史  (販売員新常識講座)/日本ゼネラル・モータース, 昭和
14【特 233‑746】

自動車の発達史を自動車販売員に向けて解説した本。世界初の自動車は、フランス
陸軍の技師であったキュニョーが 1769 年に発明したといわれている。蒸気の力で
時速約 3.6km で動いたが、ブレーキがなく、ハンドルも原始的なものだった。世
界で最初に自力走行した自動車だが、同時に世界で最初の交通事故を起こしたとも
記録されている。その後、ダイムラーとベンツが、同じ年の 1885 年にドイツにお
いて、実用に足るガソリン自動車を初めて開発した。これが現在の乗用自動車の原
型である。

★3.  東京パック  1(5)/東京パック社, 1905‑08  【雑 13‑3】

『東京パック』は明治後半期～大正初期の代表的漫画雑誌。展示箇所には通り過ぎ
る自動車に驚いて飛び上がる男たちと、そのおかげで思いがけず獲物を得た漁師の
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様子がユーモラスに描かれている。当時は時速 10kmの馬車ですら慌てふためく対
象であったことから、自動車のスピードと騒音がいかに人々を驚かせたかは想像に
難くない。

★4.  最新フオード自動車図解/巽清治 著.  徳文堂書店,  大正15 【547‑223】

現在も続く自動車メーカー、フォードの乗用自動車の構造や取扱方法が書かれてい
る。フォードはこれまで一品注文生産だった自動車を大量生産することに成功し、
自動車普及を大きく進展させた。中でもＴ型は、1972 年にフォルクスワーゲン・
ビートルに抜かれるまで、生産台数の世界記録を保持しており、1920 年時点では、
アメリカの自動車の 3分の 2、世界の自動車の半分を占めたといわれている。

★5.  自動車大観 昭和 12年版/オートモビル社, 昭和 12  【特 268‑155】

自動車の発達史や生活風景の一場面を映し出している写真を豊富に収録した資料。
“自動車の利用は単に形だけに尽きるのではない それぞれ面白くこれを活用する
ところにも興味がある”という言葉は、現代でも通用する言葉でとても興味深い。
この言葉を表すかのように、令和元(2019)年 10月～11 月に開催された東京モータ
ーショーでは自動車にとどまらず、“生活者にとって本当に価値があり、ワクワク
する「くらしの未来」”にまでショー領域を拡張した結果、直近 10年で最多の入場
者数となった。

6. New Yorker 29(35):1953.10.17/F‑R Pub. Corp 【Z55‑A182】
展示箇所はクライスラーの車、1954 年式プリムス（Plymouth）の広告。1950 年
代～60年代はアメリカの自動車会社ビッグ３（ゼネラル・モーターズ、フォード、
クライスラー）の黄金期で、車体が大型かつ巨大なエンジンを搭載したアメリカ車
が市場を席巻した。車体が豪華になるにつれてエアコン、パワーウインドウ、パワ
ーステアリングなどの付属装備も充実していき、燃費効率は低下。当時のアメリカ
車は平均 5.5km/L、実際は 3～4km程度しか走らなかったといわれている。それで
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もなお、デラックスな装備をともなうこれらの自動車に当時の人々は魅了された。

7.  内燃機関用噴射弁の研究/博士論文 豊田章一郎  [著].[1955]【UT51‑工
35‑89】
トヨタ自動車の第6代社長、豊田章一郎氏の博士論文。理想的な内燃機関（燃料を
燃焼させ、高温・高圧となった燃焼ガスをシリンダー等に作用させ機械的エネルギ
ーに変換する熱機関）をつくるために必要な燃料噴射ポンプと燃料噴射弁が研究対
象となっている。まえがきには廉価で高性能な内燃機関を作りたいという研究動機
が記されており、この学位授与から 27年後、章一郎氏はトヨタ自動車社長に就任
した。

8.  自動車の排気浄化に関する基礎研究 昭和 51 年度/平尾, 収,  東京大学. 
1976‑1978  【Y151‑TT120‑001】
自動車排出ガス規制の住民運動がさかんだった昭和 51(1976)年に書かれた文部科
学省科研費報告書。戦後、高度経済成長と集中的な工業化にともない日本では大気
汚染が進んでいた。また、昭和 45(1970)年ごろから炭化水素と窒素酸化物の光化
学反応で生成される光化学スモッグによる公害が広がり始めていた。子供のころ、
光化学スモッグ警報で外出を控えた覚えがある方もいらっしゃるだろう。こちらの
研究は特に推進すべき研究分野である「特定研究」として採択されていることから
も、排ガスに関する国の関心の高さが分かる。

9.  自動車と私  :  カール・ベンツ自伝/カール・ベンツ 著,  藤川芳朗 訳.  草
思社, 2005.11  【GK416‑H5】
現在の自動車の原型を考案したカール・ベンツの自伝。蒸気機関車と技術への関心
が人一倍高かった少年は、現代まで続くガソリン自動車の時代を切り開いた。なお、
ベンツの妻は世界初の女性ドライバーであり、子供を乗せて 100 ㎞もの長距離ド
ライブを行ったといわれている。

10.  日本自動車史写真・史料集  :  明治 28 年〈1895年〉‑昭和 3年〈1928
年〉/佐々木烈 編纂. 三樹書房, 2012.6  【DL438‑J473】
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自動車が日本に入ってきた黎明期、明治 28(1895)年～昭和 3(1928)年の写真、広
告、新聞記事等が収録された図録。初期の自動車は極めて高価で、購買層はごく一
部の貴族や富裕層に限られていた。加えて、劣悪な道路や製造技術の未熟さもあり、
本格的な自動車の普及は後年まで待たねばならなかった。

11.  日本車大図鑑 第 2版/カーグラフィック, 2017.11  【NC23‑L500】
昭和 35(1960)年以降平成 29(2017)年秋までに生産・販売された日本の乗用車の情
報が網羅された図鑑。55年を超える歴史を持つ月刊誌の『CAR GRAPHIC』が、長
年にわたって集積してきた情報の集大成で、各車種の歴代モデルが網羅されている
ので、子供のころに乗った思い出の車も探せるはず。

12.  自動車はじめて物語/折口透 著. 立風書房, 1989.9  【NC23‑E200】
右ハンドル・左ハンドルの歴史をご存知だろうか。この本は自動車の特に部品やメ
カニズム面の歴史を項目別に解説した本である。ガラスを拭うワイパーといった身
近な機構からオートマチック・トランスミッションのような部品まで、自動車の構
成要素の“はじめて”が書かれている。

13.  アメリカ車の 100 年  : 1893‑1993/ニック・ジョルガノ 著,  ニッキー・
ライト 写真, 原紳介 訳.  二玄社, 1996.10  【DL438‑G85】
自動車はヨーロッパで発明されたが、それが生活の一部となり、経済活動において
重要な役割を果たすようになった最初の地はアメリカといえるだろう。本書では、
アメリカの自動車を創造してきた技術的な側面に加え、社会面、人物面に関する要
素と歴史が記されている。

14.  モータリゼーションと自動車雑誌の研究/飯嶋洋治 著.  グランプリ出
版, 2013.12  【NC23‑L133】
書店には多くの自動車雑誌が並んでいる。総合誌から始まり、チューニング系、欧
米車系など、読者の期待に応えるように各誌は工夫して誌面を作っている。自動車
に歴史があるように、自動車雑誌にも創刊から今までの歩みがある。そして、自動
車雑誌はライフスタイルから社会問題まで、社会と人々の関心を深く反映しながら
続いてきた。雑誌の歴史を振り返ることで、その時代の息遣いを感じることができ
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るだろう。

15. 60 年代街角で見たクルマたち  :  浅井貞彦写真集 ヨーロッパ車編 新
装版/浅井貞彦 著, 高島鎮雄 監修.  三樹書房, 2015.10  【DL438‑L340】
車好きの著者が 1960年代に都内で撮影したヨーロッパ車の写真集。メーカー名の
アルファベット順に写真が並んでおり、それぞれに詳細なキャプションがつけられ
ている。著者は金融機関で働くかたわら熱心に各地へ足を延ばし、13000 枚あまり
の写真を撮影したとのことである。どこで出逢えるか分からない自動車を偶然発見
した 1シーンを当時の都内の風景とともに見ることができる。

16.  だんぜんおもしろいクルマの歴史/堺憲一  著.  NTT 出版,  2013.3 
【DL438‑L27】
3 つのパラダイムシフト、「馬車から自動車へ」、「一品注文生産から大量生産へ、
そしてクルマ社会の形成へ」、「ガソリン自動車から次世代自動車へ」を通して、ク
ルマの過去から未来までを解説している本。近年は特に環境・エネルギー問題や高
齢化等が自動車の変化を後押ししているが、これまでも同様に社会・経済、生産者、
消費者から影響を受け自動車は歩んできた。流れを大局的に見ることで、「クルマ
が社会に与えた影響」の面白さが分かる。

17.  世界クルマ文化史  /ジャイルズ・チャップマン 編集長, 和智英樹 訳. 
スタジオタッククリエイティブ, 2019.12  【NC23‑M293】
自動車は単なる輸送用機器にとどまらず、技術発展や産業創出を通じて世界全体に
影響を与えてきたユニークな機械である。本書では時系列順に自動車とそれを取り
巻く世界情勢の変化が描かれている。原著タイトル『Drive』のとおり、自動車の
歴史を颯爽と駆け抜けることができ、ページいっぱいに掲載された写真を眺めてい
るだけで当時の雰囲気へ引き込まれる。
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現在、自動車産業は多くの国で基幹産業として重要な位置を占め
ています。自動車作りが、産業として国内で発展していった歴史を
資料からたどっていきましょう。

★18.  風俗画報 臨時増刊(第 5 囘内國勸業博覽會圖會上編)(269)/東陽堂, 
1903‑06  【雑 23‑8】
★19.  風俗画報  臨時増刊(第 5 囘内國勸業博覧會下編)(275)/東陽堂, 
1903‑09  【雑 23‑8】

明治・大正期の社会風俗を伝える雑誌『風俗画報』の博覧会を特集した臨時増刊号。

19世紀末に日本に登場した自動車は、明治 36（1903）年に大阪で開催された第五

回内国勧業博覧会を契機に、多くの人々の目に留まり、日本での発展・普及につな

がることとなる。この博覧会では、それまで認められなかった外国製品の出品が可

能となり、米国製の自動車が展示されている。会場内でのデモンストレーション走

行も行われ、大きな話題となったそうだ。

★20.  国産自動車商品案内 昭和 15年版  / 交通毎日新聞社, 昭和 15 【特
226‑656】

昭和 15（1940）年に出版された国産自動車のカタログである。80年前の日本では、
どのような車が産み出されていたのだろうか。自動車が並ぶページをめくっていく
と、軍用車や代用燃料車も登場する。当時は戦時中で、ガソリン統制もあったこと
から、たくさんの電気自動車が製造されていた。自動車カタログで切り取られた時
代の雰囲気も一緒に感じてみてはいかがだろうか。

★21.  トヨタ自動車 20年史  /  トヨタ自動車工業株式会社社史編集委員会 
編.  トヨタ自動車工業, 1958  【539.067‑To622t】
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22.  トヨタ自動車 75年史  :  もっといいクルマをつくろうよ  : 1937‑2012 
/  トヨタ自動車, 2013.3  【DH22‑L69】
平成 19（2007）年に自動車生産台数世界第一位の自動車メーカーとなったトヨタ

自動車。その起こりは、創業者豊田喜一郎の父豊田佐吉が繊維業で成功したことか

ら始まる。トヨタ自動車が刊行した社史では、繊維業での成功から自動車事業への

転向・確立、戦争後の危機と国産自家用車開発による復興、海外進出とグローバル

企業への飛躍までの歴史を見ることができる。展示出品している 20 年史と 75 年

史のほか、30年史と 50年史も当館では所蔵している。

23.  日本万国博覧会  :  公式ガイド  /  日本万国博覧会協会, 1970 【D7‑12】
昭和 45（1970）年に大阪で開催された万国博覧会の公式ガイドブック。日本自動
車工業会が出品した自動車館では、①自動車部品で作られた「エンジン楽器」によ
る演奏 ②時間をテーマにした映画上映 ③電気自動車によるサーキット形式の「交
通ゲーム」、が見どころであった。また、会場内の移動手段として用いられていた
電気自動車も、未来の自動車として人々に大きな印象を与えただろう。令和 7（2025）
年には、再び大阪で万博が開催される予定であるが、どのような自動車の進化を目
にすることができるか、今から楽しみである。

24.  日本自動車史年表  / GP 企画センター  編.  グランプリ出版,  2006.9 
【D2‑H272】
これまでにない自動車の歴史年表を作りたいという著者の想いが詰まった１冊で、
日本で自動車が登場する明治 31（1898）年から平成 18（2006）年までの自動車史
を時系列で紹介している。例えば、昭和 11（1936）年 5月の「自動車製造事業法」
制定を見ると、同法が当時のフォードや GM 製造の大衆車に国産車が駆逐されて
いた状況の打開策であったことや国内メーカーが事前に対応準備を図っていたこ
とも記述されている。著者のこだわりとして、出来事の端的な羅列ではなく、その
背景や影響にも触れることで、社会状況やメーカー動向とのつながりも理解できる
よう試みている。

25. 20世紀の国産車  :  高嶺の花がマイカーとなるまで  /  鈴木一義 著.  三
樹書房, 2000.5  【DL438‑G334】
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日本人による自動車作りが試行錯誤を重ねながらも功を奏し、国産車が大衆に普及
するまでの流れをトピックごとに解説している。執筆時、著者は国立科学博物館の
研究官であり、同館の自動車関係資料を整理していたという。同館が所蔵する貴重
な博物資料も含む、豊富な関連資料とともに自動車の歴史を紹介する。

26.  ダットサンの忘れえぬ七人  :  設立と発展に関わった男たち  / 下風憲
治 著,  片山豊 監修.  アイサイト, 2010.3  【NC23‑J258】
DATSUN（ダットサン）― 平成 26（2013）年に日産自動車で約 30 年ぶりに復活
した自動車ブランドである。その始まりは、我が国初の国産自動車「DAT 自動車」
にまで遡ることができることをご存知だろうか。本書は、誕生から発展・進化に関
わった 7人の男たちの奮闘から、その歴史をたどっている。

27.  カタログで知る国産三輪自動車の記録  :  〈マツダ・ダイハツ・三菱・
オリエント・ホープスター・他〉編  : 1930～1974 [増補新訂版] /  小関和
夫 著.  三樹書房, 2009.4  【DL438‑J278】
カタログを中心とする豊富な資料により、国産三輪自動車の歴史を振り返る充実の
1冊。戦前・戦後の小型車市場において大きな役割を果たし、マツダやダイハツと
いった自動車メーカーの基盤ともなった三輪自動車産業の発展と衰退の軌跡をた
どる。

28.  バス事業百年史  :  第二次世界大戦後の日本のバス事業  /  バス事業
100 年史編纂委員会 編纂. 日本バス協会, 2008.1 【DK43‑J3】
日本のバス事業は、明治 34（1901）年にこの京都で乗合自動車の運行が開始され
たことが始まりとされる。初期の事業不振や戦時中の燃料事情等の困難がある中、
関東大震災後や戦後の交通輸送を支えた功績は大きい。公共交通機関として、我々
の移動を支えるバスの歩んだ 100 年をみていただきたい。

29. 
・覇者の驕り  :  自動車・男たちの産業史 上  / ディビッド・ハルバースタ
ム 著, 高橋伯夫 訳.  日本放送出版協会, 1987.4  【DL438‑246】
・覇者の驕り  :  自動車・男たちの産業史 下  / ディビッド・ハルバースタ
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ム 著, 高橋伯夫 訳.  日本放送出版協会, 1987.5  【DL438‑246】
本書は、ピューリッツァー賞も受賞した世界的なジャーナリストである著者デイヴ
ィッド・ハルバースタムが 5 年の歳月をかけて制作したノンフィクション小説で
ある。戦前から 1980 年代までの日米自動車メーカー、フォードと日産の興亡を真
に迫る筆致で描く。

30.  月刊自家用車とニッポンのクルマ 50 年史  (Naigai mook) /  内外出版
社, 2009.4  【Y94‑J6945】
自動車雑誌『月刊自家用車』の創刊 50周年を記念して出版された。自動車購入の
ための情報誌である当雑誌が 50年にわたり収集した国産車の情報を年代ごとにま
とめている。創刊号のダイジェスト複製版も必見である。

31.  日本車躍進の軌跡  : 自動車王国アメリカにおけるクルマの潮流  /  長
田滋 著.  三樹書房, 2006.9  【DL438‑H381】
カーデザイナーとして活躍し、現在はアメリカで自動車ジャーナリストとして活躍
している著者が、アメリカの自動車デザイン史を通して、アメリカの自動車動向と
日本車メーカーのアメリカ市場への進出・台頭の軌跡を描く。

32.  自動車産業ハンドブック  2000 年版  /  日刊自動車新聞社,  1999.10 
【DL438‑G62】
本書は、日本及び世界の自動車産業についての豊富なデータを収録している。主要
国・主要メーカーの概況のほか、環境・エネルギー・安全問題に関する動向、関係
制度・政策の要点等が掲載されている。平成 15（2002）年版以降のハンドブック
は、『自動車年鑑』【Z43‑112】に統合されているため、そちらを参照されたい。

33.  ASEAN の自動車産業  = The  Automobile  and  Auto Components 
Industries  in ASEAN (ERIA=TCER アジア経済統合叢書  ;  第 7 巻) / 西
村英俊,  小林英夫 編著. 勁草書房, 2016.7  【DL438‑L349】
日本車が大きなシェアを有する ASEAN の自動車市場。この ASEANで特徴的な工
程間分業（ある製品の生産工程ごとの分業が国をまたいで行われる）の発展に自動
車及び関連部品産業は大きく寄与している。タイ、インドネシア、マレーシア、フ
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ィリピン、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマーの8か国の自動車産業につ
いての個別研究も取り上げながら、ASEAN における自動車産業の全体像を検証す
る 1冊である。

34.  日本自動車殿堂総覧  : JAPAN AUTOMOTIVE HALL OF FAME THE 
FIRST 15 YEARS 第 1 巻  / 日本自動車殿堂総覧編集委員会 編. 日本自
動車殿堂, 2016.12  【xxx】
日本自動車殿堂（JAHFA）では、日本における自動車産業・学術・文化の発展に貢
献した人物を殿堂者として選考し、その偉業を後世に伝承することを使命としてい
る。本書は、JAHFAの活動 15 周年を記念して刊行され、歴代の殿堂者の業績をま
とめている。吉田真太郎や橋本増次郎といった日本自動車史において欠かせない偉
人から、現代の企業経営者や技術者、本展示の展示資料著者数名も殿堂入りしてい
る。

35.  デザイン学研究特集号  : 日本デザイン学会誌  14(1) (通号  53) 2006/ 
日本デザイン学会 【Z11‑B31】
日本デザイン学会から刊行された「カーデザイン」をテーマとした研究特集号。自
動車デザインをブランド戦略や造形論等の様々なアプローチから取り上げ、21 世
紀カーデザインの発展を祈念する意欲的な特集となっている。例えば、「自動車デ
ザインの進化論的生態学」と題した、人間の生活環境を観点とした産業デザインの
発展に関する論考なども興味深い。

36.  工場マニア!  :  巨大工場の機能美とそのしくみに迫る!化学工場から最
新メカ・日用品の製造まで  / 三推社出版部 編. 三推社, 2008.5 【DL315‑
J24】
重化学から食品・日用品まで様々な工場の仕組みを写真満載で紹介する。トヨタ自
動車では、徹底的な無駄の排除と工程の少人数化を特徴とする工場生産システム
「トヨタ生産方式」を用いている。計算し尽くされた製造により、日本の交通が支
えられていることを感じることができる。また、工場景観の美しさが近年話題を集
めているというが、巻頭グラビアに掲載された巨大工場の有無を言わせぬ「工場美」
は圧巻である。
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37.
・自動車産業の生産部品及び関連するサービス部品の組織に対する品質マ
ネジメントシステム要求事項  IATF 16949:2016 (邦訳) / [自動車品質マネ
ジメントシステム規格(邦訳版)(IATF)]【M‑IATF 16949:2016】
・品質マネジメントシステム‑‑要求事項  ISO/FDIS  9001:2015  (邦訳)  / 
[国際標準化機構規格(邦訳版)(ISO)]【M‑ISO/FDIS 9001:2015】
自動車産業の品質マネジメントシステムについての国際規格（IATF16949）の規格

票である。自動車産業では、1台の自動車が完成するまでに、様々な企業が関連す

る必要部品を製造しており、個々の品質を確保することは重要な意味を有している。

そのための統一的な要求事項を定めているのが本規格である。自動車に限らない品

質マネジメントシステム規格（ISO 9001）に補足する形式であるため、IATF16949

と ISO 9001 の規格票は合わせて参照されたい。国立国会図書館関西館では、一般

的な図書館では所蔵の少ない規格資料を所蔵している。
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日常生活への浸透
今や私たちの生活にとは切っても切れない存在である自動車。世
紀の新発明は、日本でどのようにして受け入れられていったので
しょうか。※解説作成にあたり、引用部の踊り字は仮名に変更しています。

★38.  グラヒック  3(6) /  有楽社, 1911‑03【雑 53‑13】

自動車が日本で登場した当初、それを享受できたのは皇族や一部の有力者のみだっ
たとされている。明治 42（1909）年創刊の写真雑誌『グラヒック』（有楽社）では、
自動車についての名士の談話を「自働車と名士」または「名士と自働車」のタイト
ルで何度か掲載した。展示資料以外の号では、渋沢栄一（3 巻 10 号）や大倉喜七
郎（3巻 11 号）らの談話が取り上げられている。

★39.  全国自動車所有者名鑑 大正 4 年 4 月 1 日現在  /  東京輪界新聞社, 
大正 4【特 104‑73】

大正 4（1915）年当時の自動車所有者を府県別（台湾、朝鮮、関東州を含む）に掲
載した名鑑。詳細な調査方法等は記載されていないものの、どのような人や企業が
自動車を所有していたのかを窺い知ることができる。京都府で多くの自動車を所有
していた京都自動車株式会社は、乗合自動車や貸切自動車を営業した会社である。

★40.  日本自動車倶楽部年鑑  :  附・乗用者案内 大正 3年  /  エー・アール・
ニクル 編. 日本自動車倶楽部横浜支部,  大正 3【350‑404】

日本における自動車の一般利用を促進するため、明治 43（1910）年に日本自動車
倶楽部（Nippon Automobile Club: NAC）が発足した。展示資料中の会員名簿には、
会長の大隈重信をはじめ、山縣有朋、団琢磨、渋沢栄一ら多くの有力者が名を連ね
ている。会員の便覧としてだけでなく一般のドライバー向けの案内としても役立つ

館内／図書館送信

インターネット公開

インターネット公開
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よう、道路の案内や当時の自動車取締規則も掲載されている。

★41.  タキシ物語  :  自動車小説  / 落合浪雄 著. 平安堂,  大正 2【特 106‑
548】

大正元（1912）年、タクシー自動車株式会社によって日本初のタクシーの営業が開
始された。展示資料は、劇作家、落合浪雄によるタクシーにまつわる物語 16編を
収めた短編集。「廻り燈籠のグルグルと、移り變つて行くタキシの客」（『東京朝日
新聞』大正 2.7.29）と紹介されるように、立場も状況も様々な乗客たちの喜怒哀楽
を描いている。「此頃では前の様に目立つ標章（しるし）は付けないで車も御好み
次第箱もあれば幌もあつて夫で賃錢（ねだん）は馬鹿に安いのだと云ふ事」（「忙し
き戀」）、「自働車は始めてであるので、速力の餘りに早いので胸を惡くして仕舞ひ
ました、足はすくむ心臟はどきどき、此様（こんな）怖い物はありませぬ」（「御供」）
など、当時のタクシーに対する登場人物たちの反応も様々である。

★42.  国民車  :  その歴史と条件  /  高岸清  著.  ダイヤモンド社,  1960
【539‑Ta213k】

戦後、経済成長や技術の発展により自動車が身近な存在になってくると、1家に 1
台小型自動車がある「国民車」という考えが盛んになった。そんな中で、「国民車」
が具体的にどのようなものであるべきか、諸外国の例を挙げながら論じたのが本書
である。

★43.  パブリカのすべて  / 自動車技術会, 1965【539‑Z253p】

独自の国民車構想を練っていたトヨタから、昭和 36（1961）年に誕生した最初の
国民車が「パブリカ」である。本書は、ドライバー向けに各車の運転方法や構造を
解説する「日本の乗用車シリーズ」の 1冊で、パブリカの購入方法から雪道やぬか
るみでの運転についてまで詳しく記述している。

インターネット公開

館内／図書館送信

館内／図書館送信
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44.  御料車と華族の愛車  / 霞会館, 2018.12【YQ19‑M3】
華族会館を前身とする霞会館により刊行された本書では、皇族と華族の使用した自
動車やその受け入れの経緯を見ることができる。加えて、第 2部では華族の活躍を
中心に、日本における自動車の普及の過程も描かれている。

45.  自動車と人間の百年史  /  高田公理 著. 新潮社, 1987.7【DK32‑179】
雑誌『自動車とその世界』（トヨタ自動車広報部）の連載「クルマがまちにあらわ
れた日」をもとに著者が再編成した 1冊。自動車が日本に登場した当時も、日本の
都市の在り方は、原野、離島、雪国、大都市など多種多様であった。自動車は各都
市でどのように受け入れられ、人々の生活にどのような影響を与えたのか。郷土史
料の収集や実地調査によってその問いに答えている。

46.  都道府県別乗合自動車の誕生 写真・史料集  :  日本自動車史  /  佐々木
烈 著.  三樹書房, 2013.2【DK43‑L22】
有力者たちが自動車を愛好する一方で、明治 36（1903）年の京都の二井商会を皮
切りに、各地で、今日のバスである乗合自動車が興り始める。本書では、各都道府
県における最初の乗合自動車の経緯について調査し、発見された史料等と共に解説
している。

47.  20 世紀の遺産 T 型フォード展  :  第 15 回特別展  / トヨタ自動車株式
会社トヨタ博物館 編. トヨタ自動車トヨタ博物館, 1997.6【DL438‑G167】
大正 12（1923）年に関東大震災が起こると、東京市では被害の大きかった鉄道に
代わり「円太郎バス」という市バスが運行開始した。本書はトヨタ博物館で開催さ
れた特別展の図録で、この時使用された車種の模型を見ることができるほか、トラ
ックやタクシーとしても活躍した T 型フォードの日本での活躍についても解説し
ている。

48.  昭和の日本自動車見聞録  / 小林彰太郎 著  ,  高島鎮雄 特別監修  ,  ト
ヨタ自動車株式会社トヨタ博物館 編.  トヨタ自動車トヨタ博物館, 2013.1
【NC23‑L63】
雑誌『Car グラフィック』（二玄社）の創刊にも携わった著者による自動車の記録
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をまとめた 1冊。ヨーロッパ車やアメリカ車を中心に、戦前までの日本で見られた
公用車や自家用車、自動車レースを当時の風景と共に見ることができる。舗装され
ていない道路や、人力車と自動車が間近で行き交う様は、今では珍しいのではない
だろうか。「見聞録」のタイトルどおり、著者の豊富な自動車体験に基づく紹介文
も見どころである。

49.  交通報國  :  安全自動車 90 年のあゆみ  / 安全自動車, 2009.1【DH22‑
J270】
大正 8（1919）年、安全自動車株式会社が日本初のガソリンスタンドを東京市内に
設置した。本書は、その安全自動車株式会社の社史で、当時のガソリン販売事業の
様子についても記されている。

50. 
・道路交通政策史概観 論述編  / 道路交通問題研究会 編.  道路交通問題研
究会, 2002.12【DK32‑H31】
・道路交通政策史概観 資料編  / 道路交通問題研究会 編.  道路交通問題研
究会, 2002.12【DK32‑H32】
明治以降から昭和の終わりまで、法令をはじめとする日本の道路交通の制度がどの

ように整備されてきたかをまとめている。主に交通安全に関わる制度の他、自動車

保険についても言及されている。論述編ではそのあらましを記述し、資料編では法

令や統計、会議要旨などの資料を整理している。

51.  クルマ社会のリ・デザイン  :  近未来モビリティへの提言  / 日本デザ
イン機構 編. 鹿島出版会, 2004.7【DK32‑H69】
自動車の普及により、交通事故や環境への悪影響などを懸念する声も大きくなって
いった。本書では、そういった問題を解決するためにクルマ社会はどのような方向
へ向かうべきか、33本の提言を掲載している。

52. 〈モータウン〉のデザイン = Design of MOTOWN /  堀田典裕 著.  名
古屋大学出版会, 2018.6【KA421‑L221】
今や人々の暮らしに欠かせない存在となった自動車。自動車を製造する都市として、
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そして自動車という存在によって創出された環境としての「モータウン」について
「生産・居住・移動・消費」の 4つの指標から分析している。
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多様な姿
一口に「自動車」と言っても、様々な形状・性能・用途を持った
車があります。現在では見ることのなくなった種類も含め、多様
な自動車の姿をご覧ください。

★53.  世界の自動車  1954 年  /  ワールドサイエンス, 1954【539‑W45s】

雑誌『ポピュラ・サイエンス 日本語版』（ワールドサイエンス）の別冊として出
版された自動車の写真集。300枚近い写真を、アメリカ、イギリス、イタリアとい
った国ごとに掲載している。当時の各国主要メーカーのデザインの趣向の違いを見
比べることができる。

★54.  趣味の絵科学  [第 2] / 三省堂,  昭和 6【614‑136】

当時の最新科学について、写真や図版によって解説することを目的とした 1冊。展
示箇所の遊覧バスの他、ボートカーのような外国の珍しい自動車からガソリンスタ
ンド、大型駐車場といった施設に至るまで、幅広く紹介している。

55.  自動車  / 宮本晃男 著. 保育社, 1966【539‑M637z6】

自動車の形状の変遷や各国の自動車の特徴について、カラーのイラストや写真を交
えながら紹介している。当時すでに歴年のドライバーであった著者によるカタログ
の見方の解説や自動車購入のすすめなども見どころである。

館内／図書館送信

館内／図書館送信

館内／図書館送信
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56.  世界のミニカー  :  超小型自動車  /  近藤康治  著,  日刊工業新聞社, 
1959【539‑Ko591s】

ヨーロッパを中心に流行した、生産しやすく安価で燃費の良い「超小型自動車」が、
「国民車」という考え方の広まりもあってか、本書の出版された昭和 34（1959）
年頃には日本でも流行の兆しを見せ始めていた。著者の収集した超小型自動車に関
する資料をまとめた 1冊で、写真の他、性能や構造についても詳しくまとめられて
いる。

57.  栄光に彩られたスポーツカーたち  : Sports  car  profiles  1947‑1965 
新装版  /  平山暉彦 著. 三樹書房, 2003.12【NC23‑H162】
戦後の昭和 22（1947）年から昭和 40（1965）年頃までに製作された有名なスポー
ツカー、レーシングカーを、その輝かしい戦績や改良の歴史と共に紹介している。

58.  懐かしの絶版車カタログ 昭和 40 年代編〈1965～1974〉  /  アズワン, 
2017.2【DL438‑L411】
トヨタ・2000GT、ニッサン・スカイライン 2000GT‑R、マツダ・コスモスポーツな
ど、昭和 40年代（1965～1974 年）に活躍した国内メーカーの名車全 115 台を収
録している。解説によって、各車種がどのように人気を博していたかについても知
ることができる。

59.
・Automobile Quarterly 28(3):1990 / Automobile Quarterly【Z53‑G151】
・Automobile Quarterly 22(2):1984 / Automobile Quarterly【Z53‑G151】
・Automobile Quarterly 32(3):1994 / Automobile Quarterly【Z53‑G151】
1962 年からアメリカで発行されていた雑誌。時代も種類も様々な自動車について
の記事を写真や挿絵付きで見ることができる。カラフルな装丁も特徴的である。カ
ー・デザインのコンテストも主催していたようで、展示資料のうち 28 巻 3 号の
pp.228‑237 にはその第 3 回についての記事も掲載されている。関西館では、2 巻
1号から 37 巻 2号までを所蔵している。

館内／図書館送信
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60. 中国销售车型总汇  2011  /  《2011 中国销售车型总汇》编委会 编.  人
民交通出版社, 2011.4【DL438‑C19】
中国で販売されている自動車をメーカーごとに紹介したカタログ。长安（Changan）
や东风汽车（DFM）などの中国有名メーカーはもちろん、世界の有名メーカーも含
む全 73社の自動車が掲載されている。ホンダ、マツダ、三菱などには、馴染み深
い車種もあるのではないだろうか。

61. SUPERCARS 世紀の名車 100  /  尾澤和幸 訳  ,  堀江史朗 日本語版監
修.  日経ナショナルジオグラフィック社, 2016.9【NC23‑L338】
2015 年にイギリスで出版された図書の日本語版。デザインや性能において優れた
「スーパーカー」を最高出力、最高速度、価格などと共に紹介している。「見てい
てほれぼれする美しさ」を「スーパーカー」の必須条件として挙げているとおり、
魅力的な写真も本書の特徴である。掲載されているのは、1966 年から 2014 年ま
でに生産が始まった 100 車種。あなたの思う 1台も選ばれているだろうか。

62.  世界のミニカー・コレクション  /  コレクション・モノ編集部 著.  グリ
ーンアロー出版社, 1998.8【PS41‑G34】
普及し始めた当初は動力付きのおもちゃとしての性格が強かったミニカー（模型自
動車）だが、今日では実在の車種を精巧に模したものも多く、幅広い世代に愛好さ
れている。本書では、世界の名車 14車種やポリスカー、バスなどのミニカーをコ
レクター向けに紹介している。ヴィンテージから当時の現行品まで、車種ごとのバ
リエーションや変遷をカラー写真で通覧できる。

63.  日本の消防車  2018 /  イカロス出版, 2017.8【Y94‑L38572】
国内消防車のビジュアル年鑑の 2018年版。当時の最新車両やコンパクト車両のデ
ザイン、装備を特集で紹介している。意外にも多様な消防車の姿に驚かれるのでは
ないだろうか。関西館では展示資料の他、2007、’09、’10、’12～’17、’20 年版も所
蔵している。

64.  カー・デザインの潮流  :  風土が生む機能と形態  / 森江健二  著.  中央
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公論社, 1992.7【NC23‑E472】
実際に自動車メーカーでデザインに携わった経験のある著者が、ヨーロッパ、アメ
リカ、日本において、それぞれの社会の中で発展していった自動車の姿の特徴につ
いて紹介し、これからのカー・デザインの在り方について論じている。

65. Japan car : Designs for the crowded globe : 飽和した世界のための
デザイン  / デザイン・プラットフォーム・ジャパン 編  ,  坂茂, 原研哉 企
画編集.  朝日新聞出版, 2009.7【DL438‑J206】
2008年から 2009年にかけてパリとロンドンで開催された展覧会をまとめた1冊。
欧米から自動車を取り入れて以降、日本の時代性と社会性の中で独自の進化を遂げ
た日本車のデザインについて、「1：小ささ（Small）」、「2：環境（Environment）」、
「3：移動する都市細胞へ（Mobile Cell）」の 3 つのポイントから、特徴的な車種
を挙げて紹介している。出展企業の豊富さやシンボリックな見せ方が目を引く。

66.  世界の自動車アルバム  2019 /  交通毎日新聞社,【Z16‑1848】
交通毎日新聞社が現在発行している年刊誌。販売されている、あるいは発表された
ばかりの最新車種を紹介している。2019 に掲載されているのは、日本と海外あわ
せて 530 車。プジョー、フィアット、アルファロメオ、アストンマーチンなどは、
展示番号 53『世界の自動車 1954年』と比較してみても興味深いだろう。
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未来への進化
近年、自動車は自動運転や電動化等の最新技術を備え、変革の時
期を迎えています。それにより経済や社会環境も大きく変わるで
しょう。本から未来を読んでみませんか。

★67.  自動車ファン/藤原創 著.  西東社, 1959 【539‑H988z】

まだ作られていない未来の自動車、ドリームカーに関する内容が掲載されている。
展示箇所はゼネラル・モーターズ社のガスタービン実験車「ファイアバード」とア
メリカの科学者が考えた空中自動車「スカイ・カー」の絵である。ファイアバード
前方にある穴にはピックアップコイルがつけられており、道路に埋め込んだ電線か
らの電波をとらえて、自動で目的地まで行きつくことができるようになっている、
と本文中に説明されている。他にもドリーム・カーとして、太陽電池で駆動する太
陽自動車や、原子力を動力に使う原子力自動車などにも言及している。

68. Popular Science 136:1940.6/Bonnier Corporation  【Z53‑K71】
1872 年創刊の科学技術雑誌『Popular Science』に掲載された自動車の未来予想記
事。掲載年の 2年後、1942 年にはイラストのように流線形で車内が広く、快適な
リアエンジンの車が発売されるだろう、と書かれている。実際に予想があたるかど
うかはさておき、人々は期待を胸に未来を想像したことだろう。

69.  自動車用ナビゲーションシステムの現状と将来展望/[録音資料（テー
プ）] 熊谷信昭 監修.  国立国会図書館, 1996  【YL141‑1748】
今では長距離ドライブの必需品でもあるカーナビゲーションシステムは1970年代
に開発が始まり、昭和 62(1987)年に実用化されたといわれている。本資料は同タ
イトルの書籍を音声で聞けるようにしたカセットテープの資料である。当館では所
蔵している専門的な学術文献を視覚障害等のある方にもご利用いただけるよう、録
音図書を製作し、全国の図書館等を通じて貸出を行っている。

館内／図書館送信
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★70. Toyota technical review 48(2) 1998.12 / トヨタテクニカルディベ
ロップメント株式会社知的財産事業統括部 編    【Z16‑513】

プリウスは世界初の量産ハイブリッドカーとして平成 9(1997)年 12 月に発売され
た。展示箇所はプリウスの車体内部がイラストで描かれた見開きページ。公害やエ
ネルギー資源等の問題が意識されるにつれて、世間の環境意識が徐々に高まってき
た。燃費やクリーンな排ガスに関心が集まる中、プリウスの発売は今後の自動車開
発動向を決定づける大きな転換点だったといえるだろう。

71.  次世代自動車  2019/日経ビジネス,  日経Automotive  編.  日経BP社, 
2019.3  【YU7‑M219】
次世代自動車において重要なキーワード、「CASE」を主軸に技術や産業動向が述べ
られている本。「CASE」とは Connected(接続性)、Autonomous(自動運転)、
Shared(共有)、Electric(電動化)の頭文字を並べたもので、ダイムラー社の社長が
作り出した造語である。自動車の新しい動きを俯瞰することができる 1冊。

72. モビリティと人の未来  :  自動運転は人を幸せにするか/「モビリティ
と人の未来」編集部 編.  平凡社, 2019.2  【DL438‑M22】
自動運転の普及は「移動」ひいては社会を大きく変えるといわれている。人間の移
動はもとより、モノの移動の概念が変わる。インターネットは情報の流通量を爆発
的に増大させたが、自動運転は社会へどのような影響を与えるのだろうか。移動が
早く・確実にできるようになってもその過程を楽しむことも忘れたくないものであ
る。

73.  自動車カーシェアリングと自動運転という未来  :  脱自動車保有・脱運
転免許のシステムへ/仲尾謙二 著.  生活書院, 2018.9  【DK32‑L135】
これまで自動車は個人が保有する前提で発展してきた。しかし、近年「シェアリン
グエコノミー」という概念が一般的になるにつれて状況が大きく変わりつつある。

館内限定公開
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本書はカーシェアリングに関する経緯・現状・課題を通して、「車の効用」につい
て改めて考えるきっかけを与えてくれる。

74.  仮面ライダードライブ公式完全読本/ホビージャパン, 2015.12 【Y94‑
L25468】
仮面ライダードライブはライダーシリーズとしては異色の「バイクではなく車に乗
る」ライダーが登場する作品である。メインモチーフは自動車で、竹内涼真演じる
主人公が変身する際はタイヤ交換や加速を感じさせる視覚効果が随所に入ってい
る。スローと通常スピードが混在する演出に苦戦したことや特定シーンへの感想な
ど、キャストやスタッフの思いや製作の裏側が分かる。

75.  研究開発リーダー  15(11)=155:2019.2/  技術情報協会  編  【Z71‑
M686】
次世代技術の象徴の一つ、空飛ぶクルマの概要や展望、課題をまとめた特集が組ま
れている。空飛ぶクルマに関しては明確な定義はないが、「電動」、「垂直離着陸」、
「無操縦者航空機」が代表的なイメージである。自動車の配車サービスを展開する
ウーバー(Uber)が空飛ぶタクシーの構想を発表するなど各企業は開発にしのぎを
削っている。技術的課題解決や法整備が必要とはいえ、記事に書かれているとおり、
「安く」「簡単に」「早く」移動できる空の移動手段はそう遠くない未来に現れるの
かもしれない。

76. 2050 年自動車はこうなる/自動車技術会, 2017.5  【DK31‑L36】
未来の自動車に関わる「社会・交通システム」と「自動車用動力システム」の現状
を分析し、将来の方向性をまとめた本。自動車は単なる移動手段ではなく、経済や
環境、都市構造と結びついて発展してきた。自動車の次世代技術はこれらをどのよ
うに変化させていくのだろうか。2050 年の自動車と社会、そして私たちの在り方
を考えてみよう。

77.  自動運転技術の動向と課題  (調査資料    ;  2017‑4.  科学技術に関する
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調査プロジェクト 2017 報告書)/国立国会図書館調査及び立法考査局 編. 
国立国会図書館, 2018.3  【DK31‑L46】
78. イギリスの 2018 年自動運転車及び電気自動車に関する法律/掲載誌 
外国の立法  :  立法情報・翻訳・解説/ 国立国会図書館調査及び立法考査局 
編  (281):2019.9 p.1‑7,9‑21【Z2‑5】
国立国会図書館は、専門的知見に基づく調査や豊富な情報資源の提供によって国会
の活動をサポートするという重要な役割を担っている。部局の一つである「調査及
び立法考査局」が中心となり、議員が政策を立案し、国会で活発な議論を行う際に
有用な資料・情報を提供している。「調査資料」は特定テーマに関する調査報告・
資料集で、展示番号77は自動運転に関する基礎的情報からその普及に向けた論点・
課題までを幅広く調査した資料である。「外国の立法」は外国の法令の翻訳紹介、
制定経緯の解説、外国の立法情報を収録している。展示番号 78は自動運転中の車
両事故に関連して保険者や当該車両の所有者の責任を規定する法令や、電気自動車
の一般向け充電設備に関する規定の制定について紹介・解説している。

79.  自動車技術  74(1):2020.1/自動車技術会【Z16‑522】
次世代自動車が普及する過程では、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可
能な開発目標)が重要な観点となる。本号では「共生社会」が特集として組まれて
おり、東京 2020 オリンピックや 2025 年大阪・関西万博に関連する取組みが紹介
されている。関西館が立地する精華町では車両が 2 台つながった形の黄色い連節
バスが走っているが、連節バスは海外製が主で入手や部品調達にコストがかかるこ
ともあり日本での導入は一部地域に限られている。この関連として日本の都市交通
で大量輸送を可能にする「国産ハイブリッド連節バスの紹介」という記事も載って
いる。

80.  自動車の技術革新と経済厚生  :  企業戦略と公共政策の効果分析/三好
博昭, 谷下雅義 編著.  白桃書房, 2008.3  【DL438‑J47】
講演会の講師、三好博昭氏（同志社大学政策学部教授）の著書。自動車における技
術革新と技術政策の関係や、温暖化対策・税制に関する研究内容が書かれている。
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次世代技術が発展していく過程では利用者の便益のみならず、一見して分からない
悪影響も起こりえる。本書では経済学の考え方に準拠して公共政策の分析を行って
いる。

81. EVと自動運転  :  クルマをどう変えるか  (岩波新書 新赤版  ; 1717)/鶴
原吉郎 著.  岩波書店, 2018.5  【DL438‑L497】
電動化は次世代自動車にとって重要なキーワードの一つである。経済産業省は
2050  年までに自動車  1 台、1km あたりの温室効果ガス排出量を  2010  年比で  8 
割程度削減することを目指している。この水準が達成される場合、前提にもよるが、
乗用車の電動車率は 100％に達することが想定される。ただし、温室効果ガスにつ
いてはエネルギーの元となる電気の発電方法(火力、水力、原子力、風力等)にも気
を付ける必要があるだろう。

82. 
・テクノロジー・ロードマップ 2018‑2027  自動車・エネルギー編  1/鶴原
吉郎 企画・編集.  日経 BP社, 2017.10  【YU7‑L2439】
・テクノロジー・ロードマップ 2018‑2027  自動車・エネルギー編  2/鶴原
吉郎 企画・編集.  日経 BP社, 2017.10  【YU7‑L2440】
本書は自動車・エネルギー関連の産業界にとって重要と考えられる 7 領域の合計
61テーマにおける今後 10年（2018～2027年）をロードマップとして描いたもの
である。専門技術への言及も多いが、序章のサマリー部分やテーマごとの統合ロー
ドマップを眺めるだけでも自動車の未来が想像でき、次に来る技術の波が読める。
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