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▲ 紀勢線を走るキハ 81系「くろしお」の場面 

 

         貴贈された 16㎜フィルムの一部 
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アマチュアによる撮影の 16ミリ映画 

                稲見 眞一 

 

昨年（２０１６年）１２月に名古屋市在住で、昭和

４０年代から５０年代にかけて、８ミリ映画、１６ミ

リ映画を撮影していた松木清春氏から、撮影した全て

の８ミリ映画、１６ミリ映画の寄贈を受けた。８ミリ

映画はアマチュアで手掛けていた人は少なくないが、

１６ミリ映画を撮影していた人は殆どいないのではな

いか。今回、それらの作品を所蔵するにあたり、当時

の１６ミリ映画を取り巻く状況を簡単に纏めた。 

 

～松木清春氏撮影の映画について～ 

（松木氏撮影の映像のクオリティー） 

松木氏の映像の魅力は、まずは撮影技術の高さにあ 

るだろう。画角等は確かに個人の好みもあるだろうが、

恐らく多くの人が氏の映像に魅了されるはずである。 

また、インサートカットも撮影し、編集上がりの 

フィルムに使われている。インサートカットとは、シ

ーンとシーンを繋ぐ絵で、例えば時間経過や場面の転

換を表現するために、雨の水たまり、木漏れ日、夕焼

け、季節の植物と言った映像が使われているのをテレ

ビ、映画等で見ることは多いはずである。それも松木

氏の作品の質をより高めている。相当に撮影、編集技

法を学ばれたのではないか。 

※インサートカットの撮影は、家庭用ビデオカメラで

家族を録っている時などはしないはずで、編集を行

わないのを前提にすればまず必要はないと思われる。 

 

次に、一般的な１００フィートのフィルムでの撮影

可能時間は３分弱で、例えば坂をゆっくり上ってくる

蒸気機関車の撮影時に、どこからフィルムを回し始め

るかは相当に悩ましかったと思う。何せあまり早くか

ら回すと列車の通過中にフィルムが終わってしまう可

能性大だからである。 

一方、高価なフィルムをいつ交換するかなども難題

で、プロでも毎度頭を悩ませていた。 

 

映像の貴重性、希少性は言うまでもないが、この作

品はプロではなくアマチュアだから撮影できたものだ

とも言えるだろう。放送局では放送の予定が無ければ

まず取材に出ない。しかしアマチュアは本人が撮影し

たいから撮影している訳で、それが映像のダイナミズ

ムを生んでいると思う。それにしても助手もなく、一

人の力でこの重い機材を担いで全国を行脚されたのは

驚異である。その行動力には敬意を表する。 

 

映像そのものに心底感じ入ることが出来る素晴らし

い映画である。 

 

～昭和 40 年代～50 年代の 16 ミリ映画撮影の環境

～ 

（カメラ） 

昭和４０年代、１６ミリ映画の撮影機材は事実上プ

ロフェッショナル用しかなく、とても高額であった。

また機械部分は定期的なメンテナンスが必要であり、

それもアマチュアによる１６ミリ映画撮影のハードル

を高くしたはずだ。 

 

（フィルム） 

フィルムが高額であるのは勿論、現像料も写真用フ

ィルムとは桁違いに高額で、またアマチュアが日常的

に使える現像所は名古屋市内では恐らく無かったので

はないか。また１６ミリ映画の撮影ではタングステン

タイプを使用する事も珍しくなく、屋外撮影を行うに

は例えば８５Ｃと言ったアンバー系フィルターで色温

度を変える必要もあり、その点は写真の撮影でも同様

であるが、相応な知識が必要とするのは想像に難くな

い。またフィルターを付けると２０％ほどＡＳＡ感度

が下がる勘定となるため、その習熟も必要である。 

 

（三脚） 

写真も映画も三脚使用時に水平を取るのは基本だが、

フィルム映画の場合、万が一にでも水平にズレがあっ

た場合、後で修正することは出来ないため雲台の水平

出しは厳密さを要求される。またティルト、パンそれ

も横だけではなくティルトを組み合わせた斜めパンと

いった撮影することも多いが、美しい映像に仕上げる

には滑らかに動き、かつある程度の力を掛けないと動

かない雲台が必要となる。 
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（撮影） 

ファインダーが小さいため、被写体を捉えにくくピ

ントも合わせづらい。シャッタースピードは写真フィ

ルムで言えば通常、１／６０秒程度で、明るい時はＮ

Ｄフィルターを使用して調整できるが、暗い場所での

撮影は照明が無ければ何ともならない。三脚使用時の

撮影では、パン棒を握りしめ過ぎると上手くカメラを

振ることが出来ず、スムースに動くようになるまでに

は相当の経験を要する。 

またパンを行う時は、カメラに顔をつけて撮影する

スタイルのため、体ごと動かす必要がある。 

 

～松木清春氏の 16ミリ映画の撮影地一覧 

（ロール別）～ 

●デジタル化済み 

・飯田線 ED18（300ｆ）、関西線キハ 81 ほか

（250f）、高山線(250f) 昭和49～52年） 

・室蘭本線・三笠（昭和 50年）(1000ft) 

●未デジタル化 

・金山総合駅ができるまで 

・紀勢線キハ 80 

・武豊線 C56、キハ 

・名古屋港線 キハ 80 

・飯田線 80形 

・JR 稲沢貨物線 

・瀬戸線（昭和 48年） 

・瀬戸線お堀電車（昭和 51年 2月 14日） 

・瀬戸線大曽根～栄町 高架化 

・名鉄岐阜市内線・谷汲線など 

・参宮線・関西線・伊賀号（昭和 48年） 

・明知線（昭和 48年） 

・名古屋市電６１系統(1000ft) 

・名古屋市電 21系統(1000ft) 

・名古屋市電(1000ft) 

・七尾線(1000ft) 

・陸羽東線 C58 

・筑豊本線・日豊線（昭和 48年）(1000ft) 

・JR岡多線、樽見線、越美南線(1000ft) 

・高山線キハ 82ほか(1000ft) 

・稲沢貨物線 DD51 3重連(1000ft) 

・名鉄名古屋本線（1000ft） 

・稲沢貨物線、西臨港線（1000ft） 

・ＪＲ各線 

・名鉄知多新線 

・名鉄電車 １，美濃町線、揖斐線、広見線 

・名鉄電車 ２．神宮前、初詣、常滑線 

・地下鉄 一社～藤が丘、城北線、犬山線 

・清水港線、二俣線、身延線 

・富山地鉄線、市内線、新潟交通 

・近鉄北勢線、養老線(昭和59年) 

 

～松木清春氏の１６ミリ撮影機材等～ 

１）カメラ 

機種名 解説 

キャノンスクー

ピック１６ 

機動力を要するテレビニュー

ス用。 

ボレックスＨ１

６ＳＢＨ 

 

 

２）レンズ（ボレックス用） 

機種名 焦点距離 Ｆ値 

ニッコール 24㎜ Ｆ2.0 

  〃 35㎜～70㎜ Ｆ2.8 

  〃 80㎜～200㎜ Ｆ2.8 

その他のレン

ズ 

シネマスコープレ

ンズ 

 

 

３）フィルム 

メーカー

名 

製品名 ＩＳＯ 色温度タイ

プ 

コダック コダクロー

ム 

Ｉ Ｓ Ｏ

25 

デイライト

タイプ 

Ｉ Ｓ Ｏ

40 

タングステ

ンタイプ 

エクタクロ

ーム 

Ｉ Ｓ Ｏ

40 

タングステ

ンタイプ 

フジ フジカラー 

Ｒ２５ 

Ｉ Ｓ Ｏ

25 

デイライト

タイプ 

４）三脚 

スリックＳＬ－６１ 
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～参考／松木清春氏の８ミリ映画撮影地 

(ロール別）～ 

・小海線 C56 昭和48年 

・花輪線 8620形 昭和 46年 

・呉線・伯備線 昭和44年 

・小海線 昭和 48年、飯山線 昭和 45年 

・石原産業 B6 

・名古屋市電 花電車 昭和 46年 

・名古屋市電 花電車 昭和 45年 

・名古屋市電 矢田町10丁目～今池 

・名古屋市電 沢上町～船方 

・名古屋市電 名駅～栄 

・名古屋市電 笹島～稲葉地 

・名古屋市電 浄心～名古屋駅 

・名古屋市電 名古屋駅～鶴舞 

・名古屋市電 上飯田 

・名古屋市電 鶴舞～平田町 

・名古屋市電 花電車 昭和 47年 

・名古屋市電 黒川～堀田 

・名鉄高架工事 昭和42年 堀田付近 

・名古屋市電 下之一色線、名古屋港(DVD化) 

・名古屋市電 花と市電（DVD化） 

・名古屋市電 金山～大津橋(DVD化) 

・名古屋市電 熱田駅前～西稲永（DVD化） 

・御殿場線 昭和 42年（モノクロ） 

・二俣線 

・小海線 ３Ｌ（昭和47年） 

・米坂線 9600形 

・明知線ほか C12 

・米坂線 9600形 昭和44年 

・東北線、奥羽線、伯備線、関西線、樽見線 

・中央西線 中津川～塩尻 

・高山線 C58、呉線、米原 D51、中央線、関西線 

・函館線 C62 

・五能線 8620形 

・関西線 名古屋～亀山 

・関西線 加太 

・関西線 名古屋～亀山、中央線名古屋～塩尻

（昭和 42年） 

 

 

～参考／松木清春氏の８ミリ撮影機材等～ 

１）カメラ 

機種名 マガジン 

フジカＰ３００  

エルモＣ－３００ シングルマガジン 

ダブルランスーパーマガ

ジン 

ニコン８×スー

パーズーム 

 

 

２）レンズ系 

エルモテレコンバーター１．５ 

 

３）フィルム 

メーカー 製品名 

フジ シングルエイト 

コダック スーパーエイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 本年 2 月 16 日の夜に岡崎のせきれいホールで、スギテツ

の杉浦哲郎氏を迎え、会員 6 人が参加して行った上映会の

様子 

 

 

※ 本１６㎜映画のうちデジタル済みのものは、 

キングレコードから発売された『JNR to JR～

国鉄民営化 30 周年記念トリビュート・アルバ

ム』に使用されました。 

※ ネコ・パブリッシングの『国鉄時代』にも使用

されることになっています。 
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１ 東海道本線 友田信号所 

東海道本線の金谷－堀ノ内（現・金谷）の中間に

10‰の勾配と R400 のカーブが続く中に本線の北側に

並行してレベル（水平、平坦）の築堤で、直線の引き

上げ線（友田信号所）があった。 

                      

 

 

 

 

             

                図：友田信号所 

雨季には月１，２回位、貨物列車の登坂不能があ

った。戦中には貨物の重量化と石炭（不良）の関係で

登坂不能が多くなり、この時は一旦待避線へ入って、

後続の旅客や貨物列車を通し、カマ(蒸機）の整備を

したり、菊川から補機を呼んだりして全体に 60 分遅

れ位で金谷に向かった。 

昭和 19－22 年の貨物列車はＤ52 以下貨車 60 両、

600ｍ、1000 トン余であった。この信号所のヌシとい

えるのが、Ｄ52とトキ 900、トキ 66000であった。 

友田地区の住人は客扱いを求めたが、かなわなかっ

た。その信号所の駅長を勤めていたのが私の友人の父

であった。友田駅長は他の駅長と同格の要務だったと

いう。  

この信号所は昭和 23 年、本線電化と共に廃止され

た。この近くにある地下道を当時「マンボ」と呼んだ

が、今や知る人はない。 

引き上げ線の築堤は 70 年後の今も残っており、モ

ハ 313系でこれを見ながら通るのが楽しみである。現

在、電車は 10‰、Ｒ400を 80㎞/h 制限で走る。 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 信号所跡、築堤西端の車止め部を電車内から見た所 

２ 名古屋の電車空気ブレーキ事始め 

 東京の市内電車は、ボギー車であっても手ブレーキ

で、電制（電気制動）があるのに空制（空気制動）は

ぜいたくとされた。汽車は早くからイギリス式の真空

ブレーキが普及していた。 

 名古屋での最初は西部線（旧名電→名岐）のＳＣ２

（ＳＣⅡとも記す。のちのモ 85）と東部線（旧愛電）

のデカ 350（電動貨車）で、大正９年頃、アメリカの

ナショナル・エアブレーキのものを使った。名古屋市

電の 1000型と同じものであった。 

 このブレーキ弁はカム式のＰＶ３に似た優れたもの

でいずれも昭和 40年頃まで使われた。 

 ＰＶ３は日本全国に普及したが、ＷＨ（ウエスチン

グハウス）社の設計ではなく、どこか（ナショナル

か？）のＰＶ（ポぺットバルブ）設計をＷＨが買った

ものという。 

 名古屋市電では 1016 型（ＬＢ型）が三菱のナショ

ナルコピーのカム式の不良品で、1200 型から 1400 型

の 1430 号まで位はＧＥ（ジェネラル・エレクトリッ

ク）のＳ－Ｌ１に、1431 号位からＰＶ３の量産品に

なった。 

 明治時代に伊勢電気鉄道（のちの三重交通神都線）

のボギー電車（27・28）があったが、そのブレーキは

不明である。 

 【郊外電車】 

 旧名鉄のデボ 350形は大正９年よりＧＥのＥＪ７非

常直通とし、デホ 400形（初代）、デホ 450形（初代）

と同じで、ブレーキ弁はＳ－Ｌ１を共用できる巧妙な

ものであった。 

 東部線では、デカ 350 のナショナルに続き、モ

1020 形がＷＨのＳＭＥを使用。しかし、モ 1030 形は

ＧＥのＥＨ８非常直通（近鉄の 200形と同じ）とし、

1020形と 1030形は貫通ブレーキが出来なかった。 

※ この項、思い違いがあるかもしれない。お許しを。 

 

３ 名鉄モ 85の空制化 

名古屋電鉄のデシ 500 の 50 両余は、終始ハンドブ

レーキで、下り坂や貨車牽引では腕力を要した。 

大正９年頃、名電ではＳＣ２を空制化するため、ア

リスチャルマ社からＣＰ、滑弁式制動弁、汽笛を買い 

入れ、取り付けた。この空制化には、第一次大戦で捕 

    白井昭の一口メモ 

 

菊川 → 

↓ 金谷 
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捕虜として名古屋の収容所

にいたドイツ兵に新川工場

に来てもらい、指導を受け

た。 

モ 85は昭和 36年まで安

城支線で活躍したが、この

間、美しい汽笛を清州線や

安城支線で響かせた。汽笛

の音は名鉄の初代モ 1010

形のもので、後に大井川鉄

道のED902 に使われている

笛に似て良く通る音であっ

た。 

空制化は国鉄安城駅での大 

量の入換えに有用であった。モ85の台車銘版(マウン

テン・ギブソン）は、名鉄資料館に寄贈してある。 

                 

４ 60年前の思い出 

 名鉄モ 85 について記した上の写真には、東海道本

線安城駅を発車するＥＦ58 形電気機関車（急行列車）

が写っている。左側には「ハエ叩き」と呼ばれた電柱

が見える。 

現在は、ケーブル化され姿を消した。 

 モ 85 号は 1912（大正元）年生まれで、この写真を

撮った年に解体された。1912 年には名古屋電鉄には

50両以上のイギリス製電車が走っていたが、ラジア 

ル台車と電気機器はイギリス生まれで、車体は日本製

であった。 

 東海道本線は直流 1500Ｖ、左の名鉄安城支線は直

流 600Ｖで、写真撮影後の 3月 27日に 1500Ｖに昇圧 

するも、翌年７月 30日に廃止されて今はない。 

 

５ ドイツ笛の音 

 大井川鉄道（現在は「鐡道」を使用）のＥＤ902 は

ドイツのクノール社の汽笛を今も使い、スイス人の来

訪時は実演（「ビュー」と鳴らす）している。 

 元は名鉄の初代モ 1010 形のもので、90 年の時を経

た今も健在なのは幸せである。 

 同じころのＡＷ－１笛は、今やほぼ失われている。 

この音を聞きたい希望者は、「アプトいちしろ」で 

機関士に申し出てください。 

▲ 空制の威力で大量入換え中のモ85 昭和35年3月 

 

６ 井川線アプトの３列は世界唯一か 

 井川線アプト式鉄道の建設には国費と諸先生のご指 

導によったが、技術的に総括したのは、大井川鉄道の

技師長である私であった。 

 私はスイスを何回も訪れ、姉妹鉄道となったスイス

のブリエンツ・ロートホルン鉄道、ＳＬＭ（スイス・

ロコモティブ・アンド・マシン・ワークス）社より学

び、３列式アプトの長命を信じた。 

 開業に当たってはスイス国鉄から贈られた独特の音

の汽笛（Ae 4/7形電気機関車のもの）をＥＤ901に取

り付け、スイスの音を大井川に響かせている。 

 ＥＤ902 には前述のドイツ製の、ＥＤ903 にはＷＨ

社設計のＡＷ２（ＷＨ設計、三菱製、クラリオンの笛）

の汽笛が付けられ、今後長くその音を大井川に響かせ

ると思う。 

※ 今尾恵介氏のお話しでは、３列式アプトは大井川のみだ

といわれるが、ブラジルのサントス－ジュンジアイ鉄道

のアプト式も３列式だと思うが、如何であろうか。 

この鉄道ではかつて大事故を起こしている。 

 

７ 井川線存続の功労者 千頭の鈴木治平町長 

 昭和 50 年頃、長島ダム建設により井川線廃止が唱

えられた時、直ちに立ち上がって「廃止反対」一万人

の署名を行った。 

 昭和 52 年には私と共にスイスで姉妹鉄道化の式典

に団長としてリード。ついで東大の八十島先生による 

アプト調査委員会を推進し、日本唯一のアプト化への 
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道筋を作られた。 

 昭和 56年に 73歳で亡くなられたが、アプト実現、

井川線存続の功労者である。 

 平成 29年３月11日、井川線の山崩れ復旧、全線開

通の式典が行われ、井川線は大井川鐡道の宝庫である。

今、縄文文化の再発見が評価されている。 

 

８ 大井川のフリーゲージ貨車 

 昭和 12 年製の九七式軽貨車が今も健在。ゲージは

1067ｍｍに固定されているが、可変は可能である。 

 

 

９ 名鉄の電制常用の初期 

 名鉄における電気制動の最初の試みは、昭和 25 年

のモ 3400形のＴＤＫの制御器であったが、完全な失 

敗で、多くのモーターを焼損した上、以後力行のみと 

した。 

翌昭和 26年の三菱製を採用したモ 3850形は、なん 

とか電制常用ができたが、営団地下鉄 300形から始ま

る電空併用、ＡＢＳ制御とＳＭＥＥブレ―キ（ウエス

チングハウス社設計)の完成後とは桁違いで、モ 3850

形ものちには空制のみに改造された。 

昭和 30 年のモ 5000 形は、技術的には営団地下鉄 

300 形を真似たもので、完全に実用できるようになっ

た。このモ 5000は試運転中、ブレーキシューの発火 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ モ3853＋ク2853 知立駅   昭和41年11月 撮影：藤井 

から豊明付近で沿線火災を続発。消防から厳重注意さ 

れたが、電制のミスではなく、三菱電機のＨＳＣブレ

ーキの設計ミスによるものであった。 

 【名鉄ＥＬの電制】 

名鉄のＥＬは、デキ 500、デキ600が電制を常用し 

たが、本宿の勾配では実用しなかった。 

 デキ 602は 600Ｖ改造の時、電制は取り外された。 

 昭和 28年、私は名鉄で三岐鉄道の電化の教育をし 

たが、デキ 500、600 の電制を使用しなかったのは、

私の失敗で、三岐では今も連続勾配を空制で降りてい

る。 

 

10 名鉄築港線（東名港）の電車 

 築港線は今も昔も朝夕のみの運転であるが、築港線 

開業時（大正 13年)から昭和３年頃までは電１形で神 

宮前－築港を直通した。その後、昭和 11 年まではモ

1010 形（旧碧海電鉄デ 100 形)に変わり、昼間は貨物

のみであった。 

 下に掲げる時刻表は、昭和 11 年版である。昭和 12

年の時刻表小型化で、数字が消えた。 

 昭和 12 年、三菱大江工場の拡張に伴い、デキ 370

形と豊川鉄道サハ 1形 4両でのシャトル運転が始まっ

た。サハ１形はオールクロスシートのまま一部を立席 

 

 

 

 

 昭和18年、サハ１形の豊川引き上げに伴い、木造単

車の８両位に変わり、次いでサ50形６両位に。以後、 

とし、トイレは締め切った。 
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とし、トイレは締め切った。 

サ10形、サ20形、貨車改造のサ40形、サ60形、サ2220

形など珍車群のたまり場となった。 

 昭和20年代末からサ2060形、サ2220形等やキハ改造

のボギー車が増え、やがて単車は全廃された。 

 昭和40年頃からモ3700系など電車化されたが、今も 

朝夕のみの大江－東名港の折り返し運転で、最近はモ 

5000形４連が専用化されている。 

（本誌№13に同様の記事あり。昭和３年の時刻表掲載） 

 

11 東名港引き揚げ列車 

 昭和 21年某日、熱田からＣ11＋オハ 31系４両が、

名鉄の神宮西駅のホームに入った。東名港へ向かう引

き揚げ列車で、ここからデキで牽引して大江、東名港

と走り、岸壁（埠頭）で復員兵を乗せたと思われる。

引き揚げ船名や人員も不明で、全体像は名古屋市の復

員の歴史に求めたい。 

 これとは別件だが、戦後、九号地の貨物運転にＣ11

が切望されたが軸重の関係で実現せず。昭和 30 年に

8500 形ＤＬが入るまで、ピーコック製の 5548 が入っ

た。九号地の貨物は増加の一途で、のちにＤＢ３が入

ったが、昭和 30年まで苦難が続いた。 

 

12 名鉄の試運転異聞 

 豊明駅は、大正 12年の開業時から昭和 31年に改称 

するまで阿野駅といった。 

 名鉄鳴海工場出場車両の試運転は、電車、機関車と

も鳴海－阿野だった。 

 昭和 19 年、上りの場内信号を見落とした急行が停

車中の普通に追突。モ1061号は廃車状態になった。 

多数の死者を出したが、丸秘扱いだった。 

 もっと前、日車が初めてＥＦ10 を受注（昭和 9 年

）から 15 年までに５両製作）し、神宮前－阿野で試

運転を行った。これは直列なのでＥＦは楽に名鉄を走

れた。国鉄の車両は全てＲ160 を通れることでＯＫな

のだ。むしろ、昭和 19 年からの熱田－神宮前－美合

の日清紡へのＣ58 牽引の貨物の運転の方が、有松通

過や夕方のバック運転の方が大変だった。 

 時代は下って昭和 30 年 12 月、名鉄モ 5000 形が完

成。鳴海－今村での試運転のとき。5000 形のブレー

キはＷＨ（ウエスチングハウス）設計で、製作は三菱

電機だったが、三菱はＷＨに無断で少し設計変更をし

た。高速力行中に弱い空気ブレーキが掛かり、盛大な

火花が発生、前後の崖の枯草に移り、一面の火災に。

日本のレベルの低さを証明することになった（承前）。 

 昭和 60 年よりＷＨを脱し、日本メーカーの設計に

変わった。 

 

13 Ｃ10 8の真空ブレーキ 

 Ｃ10 からＣ12 のシリーズの最初のＣ10 が造られた

のは、日本の鉄道近代化の過渡期であった。 

 大井川鐡道のＣ108のぶ厚い履歴簿を見て、珍しい 

発見があった。新造当初は空気ブレーキと真空ブレー

キを併設し、いずれにも連結できるようになってい 

た。連結器のバネは昔からのコイルバネで、除煙板は

なかった。 

 僅か数年後の昭和８年頃に真空ブレーキは取り外さ

れ、緩衝器は新型の摩擦式に取り換えられ、Ｃ11 並

みになったが、除煙板は今もない。 

このことは日本全土の空気ブレーキ化が急速に進め

られたことを証明している。マッチ箱客車を改造した 

ヨ１形も全車Ｋ形空気ブレーキに変更された。 

 

14 武豊線のＣ11主力化  

 武豊線は大正期までは 600 系で、昭和から 1000 形

が主力化した。 

 昭和６年から愛電河和線が並行したため、昭和８年

頃からキハ併用で対抗したが、昭和 15 年のキハ廃止

で名鉄の 30 分毎に対抗できなくなった。しかし、中

央線の全木造客車に対し、武豊線には鋼製客車を入れ、 

カマも昭和 10年頃からＣ11に代えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Ｃ11 285 半田市鉄道資料館 2012年7月 撮影：藤井 
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15 名鉄を走った 6250とＣ58 

 ネルソン 6250 形は昭和初年から熱田、名港入換え

で名古屋地区に馴染み深かった。 

 「キネマ旬報」の長谷川氏の本によると、長年、稲

沢から 6250 形２両が出庫、白鳥と名古屋港で働き、

夜はまた２両で帰区していた。 

 6250 形は熱田、大曽根でも入換えをしていた。熱

田の 6250 は開かずの御田（みた）踏切で有名だった。 

 いずれも３室笛の「ビュー」は美しく、ホイルカバ

ーの金線は終戦まで残っていた。 

 【蒲郡線・西尾線の 6250】 

名鉄入りの初めは昭和 18 年、安城の明治海軍航空

隊基地の建設用の「幡豆石」を運ぶため、東幡豆－西

尾－米津と休日なしで走った。洗缶のときは稲沢から

代機が来た。 

 当時、蒲郡線には 12、13、709とＳＬが３機もいた

が、戦争末期には東名港に取られ、12 のみとなった。 

 それでも 12（160 形）と 6250 形が行きかうことに

なった。6250の出入りは熱田か安城か不明である。 

 【渥美線の 6250】 

 稲沢の 6250 は、戦後 1 両が豊橋機関区に配置され、

昭和 21 年秋、渥美線のサツマイモ列車を牽いた。豊

橋からは名鉄の貨物列車で堀田の貨物ホームへ送り、

名古屋市民の命を助けた。（堀田行きは推定である） 

【名古屋本線のＣ58】 

昭和 19 年、Ｃ58（稲沢と思う）が熱田から名鉄豊

橋線に入り、日清紡美合工場（三菱の協力工場として

軍用機の部品を製作）へ軍用品を運んだ。ここも年中

無休だったが、冬には有松付近で暗くなり、汽笛を連

続で鳴らしながら走ったが、事故はなかった。あって

も軍事秘密で公にはならなかっただろう。 

このＣ58 が貨車を牽いて行ったのは三菱の大江か

大幸（大曽根）かどこへ行ったかは軍秘で分かってい

ない。 

 

16 橋本氏の来た頃 

 昭和 23 年 9 月、名鉄のモハ 63（モ 3700 形）を小

田急が買うことになり、同社の橋本哲次氏が来名、名

鉄では私が案内した。 

 当時、名鉄の 63 は車体が垂れ下がり、メーカーで

補強中のものがあり、これは除外した。 

 橋本氏は 63 よりも他の名鉄車に関心があり、鳴海

工場で見たモ 3350 形（昭和 27 年にモ 3600 形に改番）

に引き付けられた。関東にないフランス風の車体デザ

イン、正面幌付きの姿、油圧制御器（ＰＭ）、大きな

アメリカ文字に熱中された。 

 その後、川名(名古屋市内)の自宅で、電車の話に熱

中するうち、終車を逃し、翌朝一番で小田急へ帰った。 

 当時、東海道線は浜松電化直後で、ＥＦ53 や客車

もＥＦ13が牽いていた。 

 私が上京した時は、小田原で小田急に乗り換え、新

宿で京王などを見ていたが、京王は昔の２両からＨＬ

の３Ｍ１Ｔの 4両で路上を走っていた。 

 橋本氏は私より年上で、電車に詳しく多くを教えら

れた。 

 【小田急と名鉄】 

 小田急の生方氏（91 歳位）から頂いたお便り（下

参照：必要部のみ紹介）で橋本氏の話を伺い、懐かし

い思い出を想起した。 

 昭和 20 年代、名鉄の運転士は小田急と交流が多く、

名鉄の「ＭＣの友」にも学び合いがあった。 

 後日、小田急のパノラマカー？（3100 形ＮＳＥ）

の時、小田急から非公式のあいさつがあったのも思い

出である。その原点として橋本氏のモ 3354 の熱中が

思い出される。 
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事務局からのお知らせ 

 

2017年度通常総会開催 

2017年２月５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 2017 年度通常総会を開催し

た。出席者 15人、委任状・書面議書提出者 19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  2016年度事業報告 承認 

・第２号議案  2016年度収支決算（監査報告）承認 

・第３号議案  2017年度事業計画 承認 

・第４号議案  2017年度収支予算 承認 

 総会終了後、昭和 16年の映画「貨物列車」などを上 

映した。 

◎会費納入のお願い 

 2017 年度会費（２万円）を下記の口座へお振込く

ださい。 

金融機関名：三菱東京ＵＦＪ銀行 

支 店 名：名古屋市役所出張所 

店番：１９２ 

口座番号：（普通）０００２６６７ 

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 トクテイヒエイリカツドウホウジン ナゴヤレ

ール アーカイブス 

金融機関名：ゆうちょ銀行 

１）「ゆうちょ銀行」⇒「ゆうちょ銀行」 

記号：１２１６０  

番号：６２０１７０１１  

口座名義：トクヒ）ナゴヤレールアーカイブス 

２）他の金融機関からの振込の場合 

店名：二一八（読み ニイイチハチ） 

店番：２１８ 

口座番号：６２０１７０１ 

預金種目：普通預金 

口座名義：トクヒ）ナゴヤレールアーカイブス 

 

 

№24 発行以後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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 出版物 

ネコ・パブリッシング発

行のＲＭライブラリー 

№213 「国鉄ＤＤ13 形

ディーゼル機関車（上）」 

（岩成政和氏著）の表紙

写真にＪ.Ｗ.ヒギンズ氏

の和田岬線を走るＤＤ13

のカラー写真が使われま

す。 

● 山梨妄想電鉄桃式会社への写真提供 

 山梨大学の大学院医学工学総合研究部 工学学域 

社会システム工学系（土木環境工学）の石井信行准教

授がフェイスブック上で、街づくり活動の一環として

廃止された山梨電鉄の歴史や写真を紹介するもので、

折にふれ、花上嘉成氏（東武博物館館長）と共に当会

提供のＪ.Ｗ.ヒギンズ氏の写真を紹介している。         

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。 
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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 
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