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特集：白井 昭の一口メモ 
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３ パノラマカーのいろいろ・・・・・２ 

４ 岡崎市内線デワ10の軌跡 ・・・・２
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10 ＤＢの話 ・・・・・・・・・・・６ 

11 東名港の平面クロス ・・・・・・６ 

12 兼山トンネルのデワ1002 ・・・・６ 

13 名鉄モ350形のすずらん灯・・・・６ 

14 名鉄の郵便車 ・・・・・・・・・７ 

15 名鉄のＡＬ車 ・・・・・・・・・７ 

16 東海道線の複線化 ・・・・・・・７ 

17 デキ600の廃車・・・・・・・・・７ 

18 名鉄ＯＢ児玉氏亡くなる ・・・・７ 

事務連絡 ・・・・・・・・・・・・・８ 

NAGOYA－DAGAYA展(名鉄百貨店：２月24日～３月１日)におけ

る 

「懐かしの名古屋の鉄道アーカイブ」に協力しました。 



2 

 

 

 

  

１ 親友ヒギンズ氏について 

 私と同年の88歳。Wally Higgins。アメリカから

昭和30年に来日。鉄道好き同士で、以後永年の親

友となる。 

 昭和40年頃、静岡の女性、浜路さんと結婚。子

どもはない。東京～筑波学園都市と移転し、昭和

末より静岡に住むようになった。 

 ヒギンズ氏は、私にとって各国の優秀な鉄道研

究者を紹介してくれる貴重なきっかけとなった。 

なかでもシカゴ交通局技師長のジョージ・クラン

ブルス氏は、私の良きリーダーとなった。 

 ヒギンズ氏は、2000年頃から私の紹介で日本の

鉄道本（日本語）を10冊ほど刊行し、人気を博す。 

これらで人気を博した昭和30年代の日本の電車の

カラー写真は、名古屋レール・アーカイブスへ寄

贈された。当時、日本ではカラーフィルムは高く、

入手も困難で、カラー写真はなかなか写せなかっ

た。 

2015年には夫人を亡くされている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 鉄道友の会名古屋支部例会にて 2016.1.24 

  

２ アルジャジーラＴＶに出演 

 大井川鐡道のＳＬと私の映像が、昨2015年10月

にアルジャジーラテレビの英語版がニューヨーク

で放送された。 

 ロケは大井川で、私は88歳、もうすぐ90歳。Ｓ

Ｌの時代は毎日がドラマだったが、電車はつまら

ないなどの語りから自転車で大鉄の来るところま

でが写されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ アルジャジーラテレビの一場面 

 

３ パノラマカーのいろいろ 

 昭和36（1961）年、

パノラマカーが出る

と、長さ50㎝のブリ

キの玩具が発売され

た。なかなか良く出

来ていて、私の形見

として保存している 

（写真左）。  

当時は、パノラマ

カーもなか、アイス、チョコなどあらゆるものが

発売された。 

 名鉄の株券にも長らくパノラマカーの画が入っ

ていた。 

右の写真は、今も私が使っている名鉄病院の診察

券である。同

院から新幹線

日比津回送線

や名鉄の見え

るパノラマス

トリートは今

も健在である。 

 

４ 岡崎市内線デワ10の軌跡 

 名鉄岡崎市内線の人気者だったデワ10形（11・

12）は、伊那電気鉄道の歴史を秘めて昭和２年か

ら同37年まで岡崎の街を走っていた。 

 車体に付けられた大きな松島工場の鋳物製プレ 

特集 ： 白井昭の一口メモ 
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ートも最後まで保た

れていた。 

 名鉄に残されたデ

ワ10に関する文書か

ら来歴を見る。 

 大正10（1921）年８

月、伊那電のデワ１，

２として松島工場製

とある。この時期の製

造は、1200Ｖ昇圧（大

正12年）を前に疑問が

残る。 

 明治期の電車の改

造が考えられるが、新しい設計のブリル21台車、

50馬力の大モーターから新造と思われる。 

 デワ１，２は自重9.0ｔ、荷重５ｔ。シーメンス

の50馬力モーター２台、簡易連結器を装備し、社

の貨車を牽いたと見られる。 

 1200Ｖ昇圧後すぐ、デキ１（のちのＥＤ31）が

量産され、２両重連で省の貨車を牽いている。 

 伊那電といえば、サロハユニフが有名であるが、

歴史は古く、当初は長区間の伊那谷の貨物輸送は、

２軸の電動貨車で社の小型貨車を牽いていたと思

われる。 

 岡崎のデワ10は、省の貨車３、４両を牽いたが、

急勾配の伊那電では電車＋社貨車１両、デワ＋社

貨車２両ぐらいではないかと思う。 

 伊那電は大正期から600Ｖボギー電車、1200Ｖ昇

圧、鋼製電車の採用と、大手私鉄以上の近代化を

続けている。 

 デワ１，２は1200Ｖ昇圧で休車化され、昭和２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲社有小型貨車を牽く伊那電の電車（絵はがき）藤井蔵 

 ▲ デワ１形 組立図（側面） 

 

 

 

 

 

▲ 組立図の表題部 

年に三河鉄道（この年の２月に岡崎電気軌道を合

併）に譲渡され、デワ１、２（名鉄合併後、デワ

11、12に改番）となった。輸送は、辰野～名古屋

～岡崎と思われる。 

 岡崎電軌の電車は、簡易連結器（縦リンク式）

で社有貨車を牽いたと見られるが、デワの導入で、

省貨車２～３両の牽引が可能となった。 

 伊那電時代の軸距７呎（フィート）を８呎に改

造、米国製自連（シャロン）を取り付け、自重が

9.2ｔとなった。 

 電気品はシーメンスだったが、岡崎電軌では２

軸車、ボギー車（100形→名鉄モ530形）共シーメ

ンスを使っていた。 

 伊那電は1200Ｖ化後、ＨＬを使ったが、大正初

期の電車はシーメンス系かも知れない。 

 デワ10のモーターはシーメンスＤ58形、制御器

はＯ－Ｗ形、開放渡りで、客車には不適なもので

ある。モ530形はシーメンスＯ－Ａ形で、開放渡り

ではない。 

 デワ10がポールからビューゲルに変わって走っ

たのは、10年ほどであった。 
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 デワ10が活躍した殿

橋貨物駅の本格稼働も

昭和２年頃と見られ、他

の貨物側線や大樹寺か

ら挙母線へも省貨車の

輸送が可能となった。 

 殿橋貨物駅は、岡崎市

内線の殿橋停留場の南

東にあった大きな駅で、

乙川（菅生川）の川港と

も連絡し、紡績、石炭な

ど貨物量は多かった。ㇳ

車（無蓋車）は少なく、

ワ車（有蓋車）が多かっ

た。 

 右上図は、岡崎市の戦災復興都市計画図に描かれ

た旧殿橋貨物駅の配線図である。（所蔵：藤井） 

旧図と計画図が同時に書かれているので、分かりに

くいかもしれないが、昭和18年の配線図（右下図）

とほぼ同様な配線であることが分かる。 

 

５ 島田人車軌道 

 島田軌道は610㎜（2フィ

ート）軌間の人車軌道で、

島田駅前（島田駅の北）か

ら大井川の河港の向谷（む

くや）までの約３㎞を明治

31（1898）年4月13日に開業           

▲ 社紋    した。 

 当時、沿線には多くの製材工場（動力：水車、

蒸気）が開業しており、島田駅への輸送を必要と

した。当地では東海道本線、大井川土工（河川改

修工事）鉄道に次ぐものであった。 

 トロッコ２両またがりで木材４トンを積んだ。 

昭和20年にはＣ12形蒸機を通すために1067㎜に改

軌して試運転まで済ませたが、戦後は人車鉄道に

戻った。 

 ２トン積みトロッコ20両位で営業し、配当もし

たが、昭和30（1955）年に休止、昭和34年9月に廃

止された。なお、レールは8㎏レールであった。 

 

６ 

 

 

 

 

 

６ 単車物語 

 ・２軸単車 

 戦前の日本の貨車の大半は、２軸単車であった

が、欧州では今も巨大な２軸の貨車が時速100㎞ 

近くで走っている。 

 ２軸客車は豊川鉄道や尾西線で、箱（車体）の

みが待合所などで昭和20年頃まで使われていた。 

 大垣駅には終戦頃まで青帯のロ481？が詰所に

なっていた。 

 福井の南越には元吉野鉄道のハが走り、戦後ま

で物置になっていた。 

 ・３軸単車 

 日本では３軸単車は、貨車はトキ900が有名だが、

明治末より３軸のタサ１形があり、昭和には古い

テンダを改造したミ（水運車）が数十両あった。 

 例えば、名鉄局のミ370で、鳥羽駅に常備されて

いた。1000系蒸機の元テンダで、参宮線のＣ51の

給水車であった。 

 大戦末期にはトキ900のほかトラ6000の中央に

１軸増設したトキ66000形が数千両造られ、石炭輸

殿橋 

東岡崎駅前 
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送などに威力を発揮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 上記２点、白井 昭 画 

客車は成田鉄道など僅かである。欧州では２軸

単車とボギー客車の間に多くの３軸客車が使われ

た。保存車も多く、大型で立派な客車が多い。 

私が見たのは独・伊・スイスなどで、独では昭和

40年頃、営業中の３軸客車に乗車したことがある。 

木造を鋼体化した独版オハ61で、朝夕通勤に実用

していた。 

ミュンヘンには３軸単車の電車が走っていた。 

  

７ 名鉄サ12の大破とその関連 

 戦時中、瀬戸線のサ10形（11・12）のうち、11

は蒲郡線、12は東名港へ移った。蒲郡線は元キハ

６両中の３両を三河線、大曽根線に取られたこと

によるものである。 

 昭和15年頃、蒲郡線の蒸機３両（12・13・709） 

のうち、13と709を東名港に取られ、12号のみとな

った。洗缶時は交代使用をした。 

 東名港のサ12は爆弾で大破、廃車されたが、戦

後はサ11が東名港へ移り、長く使用された。 

 サ10形は、明治生まれで、岐阜の単車やモ85な

どと並び、名鉄最古の電車であった。 

（サ10形の写真はあるはずだが、発見できず） 

 

▲ 東名港で爆撃されたサ12（作画：白井 昭） 

 

８ 東名港のサハの話 

 サ10形、20形、50形などの単車もサ2250形、2060

形などボギー車も、電灯は15個直列のため、夜は

明るかった。 

 昭和12年に入った豊川鉄道サハ１形４両も同じ

で、昭和18年に飯田線へ返してからもそのままで

あった。 

 現在、東名港の電車は5000系が多く使われるが、

この形式は直列運転することができる。 

 

９ 東名港９号地の蒸機の思い出 

 名鉄の東名港駅から９号地に至る鉄道は、昭和

16年頃、９号地の整備（発電所、石油タンク）と

共に開通した。 

 戦中は、工場用の1503号Ｃタンクと熊延３号Ｃ

タンクが走っていた。 

昭和23年頃から30年まで、もっぱらピーコック

の5548が走り、洗缶、ボイラー検査時は、1000形

（1017・1024）などが交代で入った、 

 私は何回もピーコック詣でをしたが、大同の駅

を降りるとビョーと汽笛が聞こえ、胸が高鳴った。 

 大同西のヤード（東港のところ、旧名不明）は、

小入換え、火床整理程度で炭台はなかった。いつ

も5548を含め有効長一杯（私の写真では10両位）

に停まっていた。 

 それから９号地東の汐見橋へ向かう。船の通行

のため橋桁が高く、鉄橋の前後は20‰位の急勾配

で、力の弱い5548の山場で、空転したら終りなの

で、砂を大量に撒き、大動輪をのろのろ回し、張

り裂けそうなドラフトを挙げ、晴天ではなんとか

登りきり、停車寸前に橋を乗り超えた。 
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▲ 汐見川鉄橋を渡る5548が牽く貨物列車 

 登坂は９号地行きより、積車の多い東行きの方

が厳しかった。 

戦後、昭和20年代は貨物の急増で、Ｃ11の導入

が強く望まれ、検討したが、軌道状態から実現せ

ず、ＧＥ製8500形ＤＥＬとＤＢの投入で『一気に

解決した。 

 

10 ＤＢの話 

 貨物全盛期の昭和30年代には8500形だけでは不 

足し、名鉄のＤＢ３または日通のＤＢを使った列

車を仕立て、大江川、８号の工場の貨物をさばい

ていた。 

 名古屋築港以南の臨港線は、ずっと名港管理組

合の所管だった。昭和30年代、９号地ヤードは大

拡張され、多数のタキが停車していたが、この所

有権は不明である。 

 

11 東名港の平面クロス 

 昭和20年代は、名電築港機関庫の南東名港２線

と名古屋市電２線の平面クロスがあった。もと（長

らく5548の基地）からの線路はなく、今や平面ク

ロスは一つのみとなった。 

 

12 兼山トンネルのデワ1002 

 昭和28年10月に小島元一郎、権田純郎、白井兄

弟（弟は高校生）などのメンバーで、名鉄八百津

線のファントリップを行い、貨物列車のデワに便

乗させてもらった。兼山トンネルの出口で臨停し 

てもらい。下車してこの写真を撮った。 

 デワ1002は中央パンタ、両端にポール（この時

点では取り外し済み）を

持っていた。ポールは、

佐屋の砂山線用であっ

た。 

 

13 名鉄モ350形のすず  

  らん電灯 

次頁の写真はモ350形

の室内で、モ300形（一

次）、モユ310形、モニ

320形も同じ姿であった。 

 名古屋市電のＬＳＡ

～ＬＳＳ、1000形も同じ

すずらん灯だが、一列で

あった。セードは乳白色

でなかなか美しく、長年

親しんだこともあって、

懐かしい存在である。初

代モ300系の制御器はＧ

Ｅ社のＰＣ６、モーター

はＧＥ244であった。 

９号地貨物線略図 

名和村へ 

天白川 

大江川 
大江川 

石油基地 

東名港 

 ヤード 

火力 

大江 

市電 
名
港
岸
壁 

汐
見
橋 

開
橋 

９
号
地 

千
鳥
橋 

千
鳥
浜 

 
 
 
 

東
港 

 
 
 
 

（
大
同
前
） 

大
同
町 

笠
寺 

米軍貨物ヤード 

（昭和24年） 

名電築港機関庫 
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▲ 臨時停車して撮影したデワ1002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ モ350形車内のすずらん灯 

 

14 名鉄の郵便車 

 名鉄の郵便車は、どれも戦中、戦後まで白帯に

〒マークを付けて走っていた。クユ2001は２トン

積みで、古見、常滑方面を走り、モユ310形は２ト

ン、モユ320形は３トン積みで、柳橋と津島、岩倉

方面を結んでいた。 

 伊那電のサロハユニフは赤・青・白帯で有名だ

が、名鉄はモユ、クユの白帯だけであった。 

 

15 名鉄のＡＬ車 

 名鉄にＡＬ車はゼロだったといわれるが、実は

２両のＡＬ車が使われていた。 

 モ3750形（3751、3752）がそれで、昭和24年に

モ3800形と同一車体で新造、制御は多数のＨＬ車

のＡＬ化を目指した試作改造車であった。 

 当初ＭＭで好成績を続けたが、すぐに3750－

2080のＭＴ化され、昭和40年頃ＨＬのク2250形（２

代目）となり、のちに廃車された。  

 ＨＬ車のＡＬ化は実現せず、モ3700系のＨＢ化

で終わった。なお、モ3753はＨＬ車で他のＨＬ車

と３，４連で走った。 

16 東海道線の複線化 

 東海道線は

明治22（1889）

年、単線で開

通。直後の地

震（濃尾地

震：明治24年）

で不通となっ

た。 

明治30年頃か

ら複線化を進

めたが、天竜

川は最後の方

になった。 

 また、この頃から東海道本線、東北本線のボギ

ー車化が進んだ。 

 写真は磐田駅の跨線橋の鋳鉄柱で、「明治四拾

四年 鉄道院」とある。1986（昭和61）年まで使

用されたが、現在は駅舎の横に保存されている。 

 

17 デキ600の廃車 

 昭和27年、デキ600が廃車になったが、岐阜の渡

利氏の話では、昭和19年頃、デキ602が名鉄の故障

電車３～４両を牽き、新名古屋－新一宮の急行と

して走っていたそうだ。 

 デキ600の車幅は2.9ｍ位で名鉄最大であったが、

旧枇杷島橋には当たらなかった。 

 しかし、モ3700形（旧63）20ｍ車は栄生止まり

であった。 

 

18 名鉄ＯＢ児玉氏亡くなる 

 名鉄ＯＢの児玉光之氏が昨年（平成27）年７月、

86歳で亡くなられた。 

氏は戦中に名鉄新川工場に入社。新川の生き字

引といわれ、なんでも知っていた。 

 デキ600の新名古屋の出入りについてご教示を

乞う前で残念でした。生前の交誼に感謝します。 

 

※ 渡利氏によれば、昭和15年のナハフ14100形の

名鉄直通時の高山線は8600からＣ58に代わっ

ていたらしい。（前号記事参照） 
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事務局からのお知らせ 

 

2016年度通常総会開催 

2016年２月７日（日）午後２時から名古屋市亀島

コミュニティセンターにおいて2016年度通常総会を

開催した。出席者12人、委任状・書面議書提出者21

人で、総会は成立した。 

議事は下記の通り決したが、詳しくは議事録で、

また、議案の内容については、お手元に送付した議

案で確認していたただきたい。 

・第１号議案  定款の変更       承認 

・第２号議案  2015年度事業報告 承認 

・第３号議案  2015年度収支決算 承認 

・第４号議案  2016年度事業計画 承認 

・第５号議案  2016年度収支予算 承認 

・第６号議案  役員の改選      

任期満了に伴う改選。理事9名及び監事1名の留任

及び監事１名の増員を承認。 理事の互選において、

理事長に藤井建、事務局 長に稲見眞一を選任した。  

・その他 今後の会務について稲見事務局長からホー

ムページの改正など提案と説明がなされた。 

会費納入のお願い 

 2016年度会費（２万円）を下記の口座への振込に

より納入してください。なお、領収書の発行は振込

依頼書の控等で代用させていただきます。会務の簡

素化にご理解くださいますよう、お願いします。な

お、分割納付は２回までとし、振込手数料は送金者

負担でお願いします。 

金融機関名：三菱東京UFJ銀行名古屋市役所出張所        

  店番：192  口座番号：0002667 

  預金種目：普通預金   

  口座名義：特定非営利活動法人 名古屋レー

ル・アーカイブス 

 

  2015年も会員をはじめ多数の資料(書籍・雑誌・写

真・資料・地図等）を寄贈して頂きました。厚くお

礼申し上げますと共に、NRAの貴重な財産として保存

活用させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

訃 報 

本会理事の山本範和氏（東京

都）が、本年２月29日未明に

急逝されました。葬儀には内

山理事が会を代表してお参り

させていただきました。 

享年66。ご冥福をお祈りいた

します。 

※写真は2011年の路面電車同好会名古屋支部の「おでんしゃ」に

参加されたときのもの。 

ＮＲＡが協力する展示会 

期間：2016年４月27日（水）～29日（金） 

場所：名古屋・吹上ホール 

展示会名：「Good Life FESTA」（アラ還世代向け） 

ＮＲＡ協力コーナーのタイトル：『わが心の鉄道

情景～名古屋を走った電車たち～』（仮） 

内容：心ときめいた青春、そして家族の思い出。

電車の写真で“あの頃”を振り返ります。 

 

        定例活動日 

毎月第１・第３土曜日の午前10時から午後５時

まで1209号室で開催しています。お気軽にご参

加ください。 

 

 

 

 

 

ＮＲＡ ＮＥＷＳ №22   2016.４.16 

編集及び発行  

ＮＰＯ法人名古屋レール・アーカイブス 

〒453-0012 名古屋市中村区井深町１番１号   

新名古屋センタービル 本陣街 Ｂ1209号 

 

 

 

 

 

 

ご寄贈のお礼 


