
はじめに

本書は、日本の自動車産業が歩んできた足跡を資料として残しておくことを目

的に企画・刊行された日本の自動車アーカイブス・シリーズの中から『乗用車

1986-1988』（2011 年刊行）及び『乗用車　1989-1991』（2012 年刊行）の 2冊を

合本し、改定を加えるとともに増補して新たに刊行するものです。また 2019

年 8 月に刊行した『日本の乗用車図鑑　1907-1974』、および 2020 年 4 月に刊

行した『日本の乗用車図鑑　1975-1985』の続編となります。収録した車種は

1986 年から 1991 年にかけて発売（発表）された主な乗用車から選出しました。

収録台数は既刊書 2冊収録の 210 台に新たに 9台を加えた 219 台です。

本書編集にあたっては、自動車工業振興会（現在の一般社団法人日本自動車工

業会＝自工会）発行の「自動車ガイドブック」を最も信頼できる史料として、

スペックデータに簡単な解説文を付け、主に自工会や各メーカーが所蔵する写

真を収録し、発売年月順に紹介しています。また今回 2冊を合本して刊行する

にあたり、2011､12 年当時には入手できなかった情報などについて、自動車メー

カー各社の社史や公益社団法人自動車技術会の発行資料なども参照しながら、

さらなる内容の充実を図りました。また資料によってスペックデータなどに異

なる数値・記述がある場合にはより信頼性の高い数値のほうを選択しておりま

す。

本書に収録した 1986 年から 1991 年は、1985 年の「プラザ合意」を契機とし

た急激な円高によりはじまった歴史的なバブル景気が終焉の兆しが表れるまで

の 6年間でした。1970 年代以降に進んだモータリゼーションでマイカーは急

激に普及しましたが、このバブル期には発売車種・バリエーションがさらに増

加しました。前編（『日本の乗用車図鑑 1975–1985』）の 11 年間の収録台数（220

台）とほぼ同じ 219 台を本編の 6年間で収録しています。またこの 6年間は、

3ナンバー車に象徴される高級化、大型化、大排気量化が進みました。同時に

エアバッグの搭載やナビゲーションなど電子機器の搭載も始まりました。また



■読者の皆様へ■

本書に登場するモデルの名称については、当時の「自動車ガイドブック」

（自動車工業振興会発行）、プレス資料、カタログ等をもとに統一を図り、

紹介しました。

またスペック等についての表記は、「自動車ガイドブック」を基本とし、

掲載のないモデルについては各自動車メーカー制作の社史や当時の製品

カタログなどから該当する部分をそのまま抜粋して収録しました。した

がって配列気筒数や弁形式など、同じ内容について異なった表記で紹介

されているものもあります。なお、エンジンの最高出力表記は原則的にグ

ロス値となっていますが、一部ネット値で表記している車種もあります。

本書は上記の方針に沿ってまとめられておりますが、スペック等の記述

に差異等お気づきの点がございましたら、該当する資料とともに弊社編

集部までご通知いただけますと幸いです。

三樹書房　編集部

軽自動車は 1990 年 2 月に軽自動車の規格改定が実施され、大型化、排気量の

660cc 拡大により、軽市場はさらに拡大しました。本書は掲載車種を順を追っ

てみることによってそうした時代の変化とそれにともなう市場の動きが理解で

きるものと自負しております。

自動車史料保存委員会
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トヨタのエントリーモデルとして人気を博し

ていたスターレットに1986年（昭和 61年）

１月、追加設定されたスポーツモデル。

最大の特徴は、空冷式インタークーラー付

きターボチャージャーエンジンを搭載したこ

とで、ハイパワーと優れた燃費性能を両立。

スイッチ操作でターボの過給圧を２段階に

コントロールできる２モードターボシステム

も話題を呼んだ。

内外装には、エアインテークを設けたボン

ネットや大型バンパー、リアルーフスポイラ

ー、本革巻き３本ステアリングホイールなど

を採用。さらにターボパワーを受けとめるた

め、175/60R14サイズのラジアルタイヤやシ

ャシー剛性を高めるパフォーマンスロッドが

標準装備され、標準モデルとの差別化を図

っていた。

トヨタ自動車
●発売　1986年1月

トヨタ・スターレット３ドアターボ R

車名 トヨタ・スターレット３ドアターボR

型式・車種記号

全長×全幅×全高（mm）
ホイールベース（mm）
トレッド前×後（mm）
最低地上高（mm）

E-EP71-PGMZT型
3770× 1600× 1380
2300
1385× 1345
155

車両重量（kg）
乗車定員（名）

車両総重量（kg）

770
5
1045

定地走行燃費（km/ℓ）
10モード燃費（km/ℓ）
最小回転半径（m）

27.5
17.0
4.5

エンジン型式、種類

配列気筒数、弁型式

内径×行程（mm）
総排気量（cc）
圧縮比、燃料供給装置

最高出力（PS/rpm）
最大トルク（kg ･ m/rpm）
燃料タンク容量（ℓ）

2E-TELU型，G，ターボ
直列４気筒，OHC
73.0×77.4
1295
8.2，電子制御燃料噴射
ネット105/5600
15.2/3600
40

トランスミッション

駆動方式、最終減速比

ブレーキ

タイヤ

５速，フロア
FF，3.722
前Ｖディスク・サーボ付，後ドラム
175/60R14 78H

価格（¥） 1,174,000
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トヨタのスーパーグランツーリスモとしてデ

ビューしたソアラは、1986年（昭和 61年）

１月に初めてのフルモデルチェンジを受け

て２代目モデルに進化した。

開発コンセプトは、世界最先端技術の粋を

結集した最高級プレステージスペシャリティ

ー。当時、国内最強のパワーを誇った2954

㏄の直列６気筒DOHCインタークーラータ

ーボエンジンを搭載し、新開発の４輪ダブ

ルウイッシュボーン式サスペンションには、

世界初の電子制御エアサスペンションを採

用。先進的なエレクトロマルチビジョンに

は、車両の取り扱いや高速道路の道案内を

画像と音声で提供するビジュアルインフォメ

ーションカセットが新設定されていた。

その新技術の数は合計101にものぼり、出

願中の特許などは600を超えたという。

トヨタ自動車
●発売　1986年1月

トヨタ・ソアラ GTリミテッド

車名 トヨタ・ソアラGTリミテッド

型式・車種記号

全長×全幅×全高（mm）
ホイールベース（mm）
トレッド前×後（mm）
最低地上高（mm）

E-MZ21-HCPZZ型
4675× 1725× 1335
2670
1460× 1455
150

車両重量（kg）
乗車定員（名）

車両総重量（kg）

1520
5
1795

定地走行燃費（km/ℓ）
10モード燃費（km/ℓ）
最小回転半径（m）

16.5
7.6
5.5

エンジン型式、種類

配列気筒数、弁型式

内径×行程（mm）
総排気量（cc）
圧縮比、燃料供給装置

最高出力（PS/rpm）
最大トルク（kg ･ m/rpm）
燃料タンク容量（ℓ）

7M-GTEU型，G，ターボ
直列６気筒，DOHC
83.0× 91.0
2954
8.4，電子制御燃料噴射
ネット230/5600
33.0/4000
70

トランスミッション

駆動方式、最終減速比

ブレーキ

タイヤ

電子制御 OD付４速 AT
FR，3.727
前Ｖディスク・サーボ付，
後Ｖディスク・サーボ付
215/60R15 90H

価格（¥） 4,835,000
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●発売　1986年2月
日産自動車ニッサン・レパードアルティマ

日産自動車のプレミアムスペシャリティカー

であるレパードは、1986年（昭和 61年）２

月にフルモデルチェンジを受けて２代目モ

デルに進化した。

４ドアハードトップやチェリー店向けのTR─

X（トライエックス）が廃止されて２ドアハー

ドトップボディのみの設定となり、エクステ

リアはライバルのトヨタ・ソアラを強く意識

したデザインへ一新。プラットフォームは７

代目スカイライン（R31型）などと共通化さ

れていたが、すべてのグレードでV型６気筒

エンジンを搭載してワンランク上のクルマで

あることをアピールした。

写真は、DOHC24バルブに進化した2960

㏄のVG30DE型エンジンを搭載した最上

級グレード。日産自慢のスーパーソニックサ

スペンションが標準装備されていた。

車名 ニッサン・レパードアルティマ

型式・車種記号

全長×全幅×全高（mm）
ホイールベース（mm）
トレッド前×後（mm）
最低地上高（mm）

E-UF31型
4680× 1690× 1370
2615
1435× 1435
135

車両重量（kg）
乗車定員（名）

車両総重量（kg）

1460
5
1735

定地走行燃費（km/ℓ）
10モード燃費（km/ℓ）
最小回転半径（m）

16.0
8.0
4.9

エンジン型式、種類

配列気筒数、弁型式

内径×行程（mm）
総排気量（cc）
圧縮比、燃料供給装置

最高出力（PS/rpm）
最大トルク（kg ･ m/rpm）
燃料タンク容量（ℓ）

VG30DE型，G
V6気筒，DOHC
87.0×83.0
2960
10.0，電子制御燃料噴射
ネット185/6000
25.0/4400
65

トランスミッション

駆動方式、最終減速比

ブレーキ

タイヤ

電子制御 OD付4速 A/T，フロア
FR，3.900
前 Vディスク・サーボ付，後 Vディスク
215/60R15

価格（¥） 3,837,000
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●発売　1986年2月
マツダ（販売：オートラマ）フォード・フェスティバ 1300 GHIA

マツダ車をフォードブランドで販売していた

オートラマに初めて設定された専売車種で、

1986年（昭和 61年）２月にデビュー。車名

の由来は、ラテン語で「祭り」を意味するフ

ェスティバルからの造語である。

マツダ・ファミリアよりもひとまわりコンパク

トな３ドアハッチバックボディに、1138㏄と

1323㏄の直列４気筒エンジンを搭載し、前

輪を駆動。サスペンションは、フロントにス

トラット式、リアにトーションビーム式が採

用された。

扱いやすいサイズにヨーロッパ風のおしゃ

れな感覚をプラスしたフェスティバは、若い

女性ユーザーを中心に支持され、オートラマ

を代表するヒットモデルへ成長。なかでもル

ーフ全体が開閉できる電動キャンバストップ

仕様車は、注目の的であった。

車名 フォード・フェスティバ 1300 GHIA

型式・車種記号

全長×全幅×全高（mm）

ホイールベース（mm）

トレッド前×後（mm）

最低地上高（mm）

E-DA3PF型
3570× 1605× 1460
2295
1400× 1385
160

車両重量（kg）

乗車定員（名）

車両総重量（kg）

760
5
1035

定地走行燃費（km/ℓ）

10モード燃費（km/ℓ）

最小回転半径（m）

26.4
17.0
4.4

エンジン型式、種類

配列気筒数、弁型式

内径×行程（mm）

総排気量（cc）

圧縮比、燃料供給装置

最高出力（PS/rpm）

最大トルク（kg ･ m/rpm）

燃料タンク容量（ℓ）

B3型，G
直列 4気筒，OHC
71.0×83.6
1323
9.7，キャブレター
ネット64/5500
10.4/3500
38

トランスミッション

駆動方式、最終減速比

ブレーキ

タイヤ

5速，フロア
FF，3.789
前ディスク，後ドラム
165/70SR12

価格（¥） 993,000
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●発売　1986年5月
トヨタ自動車トヨタ・カローラⅡ３ドアリトラ 1500SR

スポーツパッケージ

若者を中心に人気を得ていたターセル／コ

ルサ／カローラⅡの３代目モデル。２ボック

ス車はフルモデルチェンジを受けて、個性を

強調した３種類のボディスタイルとなった

が、３ボックス車はマイナーチェンジにとど

まった。

２ボックス車のシャシーは一新され、横置き

にエンジンを搭載する本格的なFF車へ進

化。女性向けのグレードには、小柄な女性

でも良好な視界とドライビングポジション

が取れる世界初のデュアルスライドシートが

採用された。

写真は、吸気２・排気１の３バルブシステ

ムを備えるレーザー3E─12バルブエンジン

を搭載し、1.5リッタークラスの２ボックス

車では初となるフルリトラクタブルヘッドラ

ンプを採用したスポーティグレードである。

車名 トヨタ・カローラⅡ３ドアリトラ
1500SRスポーツパッケージ

型式・車種記号

全長×全幅×全高（mm）
ホイールベース（mm）
トレッド前×後（mm）
最低地上高（mm）

E-EL31-KGMSS（S）型
3865× 1625× 1370
2380
1395× 1365
160

車両重量（kg）
乗車定員（名）

車両総重量（kg）

850
5
1125

定地走行燃費（km/ℓ）
10モード燃費（km/ℓ）
最小回転半径（m）

25.4
15
4.7

エンジン型式、種類

配列気筒数、弁型式

内径×行程（mm）
総排気量（cc）
圧縮比、燃料供給装置

最高出力（PS/rpm）
最大トルク（kg ･ m/rpm）
燃料タンク容量（ℓ）

3E型，G
直列４気筒，OHC
73.0×87.0
1456
9.3，キャブレター
ネット79/6000
12.0/4000
45

トランスミッション

駆動方式、最終減速比

ブレーキ

タイヤ

５速，フロア
FF，3.941
前ディスク，後ドラム
175/60R14 78H

価格（¥） 1,199,000
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●発売　1986年5月
日産自動車ニッサン・サニーバネットラルゴコーチ

ガソリンターボ 1800クルージングサルーン

２代目バネットのフルモデルチェンジから

遅れること約8カ月、バネットの上級モデル

として設定されていたラルゴシリーズも２代

目に進化した。

フラッシュサーフェス化されたスタイリング

は、高級感を漂わせる乗用車ライクなもの

に一新。前席フルフラットシートやセカンド

回転対座＆回転横向きなどの多彩なシート

アレンジも健在で、一部のグレードにはフロ

ントチルト&リアスライド式パノラマルーフ

やチルト＆テレスコピックステアリングなど

が採用されていた。

写真は、１BOXで初のガソリンターボエン

ジンを搭載し、組み合わされるトランスミッ

ションは５速MTのみというスポーティモデ

ル。足回りには、電子制御サスペンション

や専用ハイグリップタイヤが装着されていた。

車名 ニッサン・サニーバネットラルゴコーチ
ガソリンターボ1800クルージングサルーン

型式・車種記号

全長×全幅×全高（mm）
ホイールベース（mm）
トレッド前×後（mm）
最低地上高（mm）

E-KHG22型
4360× 1690× 1910
2350
1440× 1410
175

車両重量（kg）
乗車定員（名）

車両総重量（kg）

1430
8
1870

定地走行燃費（km/ℓ）
10モード燃費（km/ℓ）
最小回転半径（m）

17.9
10.6
4.6

エンジン型式、種類

配列気筒数、弁型式

内径×行程（mm）
総排気量（cc）
圧縮比、燃料供給装置

最高出力（PS/rpm）
最大トルク（kg ･ m/rpm）
燃料タンク容量（ℓ）

CA18ET型，G，ターボ
直列 4気筒，OHC
83.0×83.6
1809
8.0，電子制御燃料噴射
ネット120/5600
18.5/3600
55

トランスミッション

駆動方式、最終減速比

ブレーキ

タイヤ

5速，フロア
FR，4.111
前 Vディスク・サーボ付，後ドラム
195/70HR14

価格（¥） 2,011,000
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1907年（明治40年）に誕生したタクリー号を先頭に、戦前・戦中の
8台を含め、1974年発売までの国産乗用車212台を選出。日本の乗用
車製造の黎明期から、戦後の復興と高度経済成長の波に乗って、本
格的なモータリゼーションの時代へと発展していくまでを、この時
期に発売された乗用車の姿を通じて克明に伝える永久保存版。

モータリゼーションが著しく進展した1970年代半ばからの10年余は、
新たに発売される車種やジャンル、バリエーションが急激に拡大し
た。厳しい排ガス規制をクリアしエンジン出力や燃費の向上が進む
とともに電子制御や電子デバイスの搭載も進んだ。この時期に発売
された乗用車やステーションワゴン、オフロード 4駆など220台を収
録する永久保存版。

マイクロバス、路線バス、大型観光バスなど、戦後日本の経済成長
を支えて走り続けてきたバスたち。本書は、1945年から1970年まで
に登場した、定員11名以上のバスを網羅している。編著者が50年以
上にわたって収集・整理してきた膨大な資料から、600点を超えるバ
スの写真、そして諸元などの情報を、図鑑形式で一挙に掲載した、
他に類をみない書籍。


