150周年特別企画 第五弾
引き継 がれる佐 吉 の 志

豊田佐吉生誕

特 別 展

〜 私たちの暮らし、
トヨタグループと〜

ごあいさつ
2017年はトヨタグループ創始者豊田佐吉の生誕150年目にあたります。
これを機にトヨタ産業技術記念館では、発明
に生涯をささげた佐吉のスピリットに迫る様々な行事を開催しております。その第五弾として、本年を締めくくる特別展、
「引き継がれる佐吉の志 〜私たちの暮らし、
トヨタグループと〜」
を開催いたします。
佐吉は「国家社会を豊かにし、人々を幸せにする」
という大きな志を抱いていました。
この志は、幾多の困難や試練を経て
「自動織機の発明」
という形で結実したのはご承知の通りです。実は、織機の発明を目指す以前より、佐吉はもう１つの想いを
強く抱いていました。それは、機械を動かすために必要になる動力への想いです。そしてあることをきっかけに、エネルギー
資源の乏しい日本を憂い、高性能な蓄電池開発の重要性を訴えたのです。90年以上も前の事です。
本特別展の「第一部」では、
この佐吉が夢に描いた画期的な移動用の蓄電池「佐吉電池」にまつわる話、およびその後の
電池開発への取り組みを中心にご紹介します。
つぎに「第二部」では、私たちの日常の暮らしの様々な場面における、
トヨタグループの技術や取り組みをご紹介します。
その「人々の生活を豊かにするためのモノ、
コト」を通じて、佐吉の志が今日のトヨタグループ各社に引き継がれていることを
ご理解いただければ幸いです。
2017年10月

トヨタ産業技術記念館
｜トヨタグループ｜ （株）豊田自動織機、
トヨタ自動車（株）、愛知製鋼（株）、
（株）
ジェイテクト、
トヨタ車体（株）、豊田通商（株）、
アイシン精機（株）、
（株）
デンソー、
トヨタ紡織（株）、
東和不動産（株）、
（株）豊田中央研究所、
トヨタ自動車東日本（株）、豊田合成（株）、
日野自動車（株）、
ダイハツ工業（株）、
トヨタホーム
（株）、
トヨタ自動車九州（株）
協力：国立科学博物館

後援：愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会

The Fifth Special Exhibition Commemorating the 150th Anniversary of Sakichi Toyoda

Special Exhibition :

Inheriting Sakichi’s Aspiration

〜 Our

Life, With the Toyota Group 〜

Greetings
The year 2017 is the 150th anniversary of the birth of Sakichi Toyoda, the founder of the Toyota Group. On this occasion, the Toyota
Commemorative Museum of Industry and Technology is holding various events to highlight the spirit of Sakichi, who devoted his life to invention.
We are holding this event, the fifth of these and the last of this year, as a special exhibition entitled “Inheriting Sakichi’s Aspiration ~ Our Life, With
the Toyota Group ~.”
Sakichi’s great aspiration was to “make people happy by enriching the nation and our society.” His aspiration bore fruits by inventing the automatic
loom after overcoming many difficulties and tribulations. Actually, before inventing the loom, Sakichi had another passion. It was regarding the
power to move the machines. One incident made him aware that Japan possessed very few energy resources. It led him to assert the importance of
developing high-performance storage batteries. That was over 90 years ago.
The first part of this special exhibition features the Sakichi Battery, the breakthrough in mobile storage batteries that Sakichi dreamt about, and
how subsequent battery development progressed.
The second part introduces the Toyota Group’s technologies and activities we see in various scenes of our daily lives. It would make us very happy
if you come to understand Sakichi's aspiration that is now inherited to the Toyota group companies, with the scenes of “things and acts that enrich
peoples’ lives.”
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Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology
| Toyota Group | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION, TOYOTA MOTOR CORPORATION, AICHI STEEL CORPORATION, JTEKT CORPORATION, TOYOTA AUTO BODY CO., LTD.,
TOYOTA TSUSHO CORPORATION., AISIN SEIKI CO., LTD., DENSO CORPORATION, TOYOTA BOSHOKU CORPORATION, TOWA REAL ESTATE CO., LTD., TOYOTA CENTRAL R＆D LABS., INC.,
TOYOTA MOTOR EAST JAPAN, INC., TOYODA GOSEI CO., LTD., HINO MOTORS, LTD., DAIHATSU MOTOR CO., LTD., TOYOTA HOUSING CORPORATION, TOYOTA MOTOR KYUSHU, INC.
Cooperation: National Museum of Nature and Science

Support: Aichi Prefectural Board of Education, Nagoya City Board of Education

館内企画展アーカイブ

バーチャル展示室360

https://www.tcmit.org/360virtual/

これまでにトヨタ産業技術記念館で開催した企画展をご紹介するデジタルアーカイブです。
360 度 VR コンテンツで、臨場感溢れるバーチャル展示をお楽しみください。
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