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      特定非営利活動法人 名古屋レール・アーカイブス           ２０１７年１２月 

ＮＲＡ ＮＥＷＳ №28 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 島秀雄記念優秀著作賞の贈呈式の模様 
11月 12日(日)の午後、東京・市ヶ谷の私学会館（アルカディア市ヶ谷）で開催された鉄道友の会 

の「島 秀雄賞」の贈呈式に J.W.ヒギンズさんが出席され、須田会長から賞状と盾が渡されました。 

席上、友の会参与でもある当会の白井理事からもヒギンズ氏との出会いなど思い出が語られました。 
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１ 制御器あれこれ話 

① 空（から）ノッチの話 

 複式制御の電車の主電流スイッチ（ＭＳ）を切って、 

制御器の動きを見る空ノッチテストは大切なものであ

る。 

 ドラム進段の名鉄 3850、近鉄のＡＢＦ車は、ＨＬ

を手動でゆっくり回したように制御終了まで４～５秒

掛るのに対し、連動進段の名鉄 5000、省電モハ１な

どは極めて速く３～4秒で終了となる。 

 それぞれの音も面白く、今や思い出となった。また、 

ＭＶの新旧形（弁座の材質）で動作音が異なっていた。

設計は新旧どちらもＷＨ（ウエスチングハウス）社で

ある。 

 以前、ＮＨＫの「ブラタモリ」でＥＦ６３の空ノッ

チと実働をやったことで、人気が出た。 

 私は、産業遺産の面から近鉄ＡＢＦＭ（モ 2470 系）

の空ノッチのＤＶＤを作成し、鉄道友の会などで上映

した。これはＮＲＡに引き継ぐ予定である。 

② ＨＬとＡＢＦ（ＭＧ）の得失 

 ＡＢＦはＭＧ、バッテリーのため価格、重量がかさ

む。また、自動進段部分の保守が必要となる。ＨＬは

制御回路が 1500Ｖ系のため、注意が必要である。 

③ 油圧制御器の歴史 

1930 年頃、ＧＥ社のＰＭ制御器はアメリカで成績

良好であったが、主役はＧＥ（ゼネラルエレクトリッ

ク）社のＰＣ、ＷＨ社のＡＢＦであった。 

日本の油圧制御器では阪神 71 形（芝浦 RPM-100）

やＧＥのコピーの名鉄 3500 形（東芝 PB—2A）などは

成績良好だったが、主役化はしなかった。 

2000 年頃、ロンドン地下鉄でＥＥ（イングリッシ

ュ・エレクトリック）社の同系品が大量使用され、成

績良好のため、長期主力として使われた。 

④ 連動進段 

単位スイッチの連動接点を利用して自動進段する制

御器は、モハ１のＭ制御（Ｃ35 マスコン）やニュー

ヨーク地下鉄で大量使用されたＷＨ社のＡＢＦ制御な

どがあり、営団地下鉄の 300（ＡＢＳ）も同類である。 

何れも接触不良があると加速しない（特に小編成） 

ので、この時は一旦オフにし、再投入すれば直った。 

大井川鉄道などＭＴ編成ではこの取扱いをやっていた。 

 ⑤ 消えゆく渡り（トラジション） 

 戦前は、市電もＨＬも省電モハ 10 も加速の途中に

ガッタンとショックがあり、シリースからパラレルに

なった。これを制御では渡り（トラジション）と呼ぶ。 

 短絡渡りでは一旦半分を短絡するので、ショックを

起こしたが、名鉄 3600 形やＰＢやＭ15 など高級品は

ブリッジ制御でスムースなものもあった。 

 今も渡りが残るパノラマスーパーやＪＲモハ 213系

などはブリッジ制御でスムースだが、今やどれもＶＦ

などになり、渡りが消えた。 

 

２ ＧＥ244物語 

 明治末に造られ、ＧＥ社の狭軌用大出力モーターＧ

Ｅ244 形は、高速、高出力のうえ丈夫で好評を博した

優秀品であった。 

 日本では省電モハ 1形系に 100両分近くを大量購入

し、南海も多数使用した。 

 ＧＥ244の出力は、600Ｖで 100㏋、750Ｖで 125㏋

で、国鉄ではのちにＭＴ４という形式名を付けた。 

 名鉄ではモ 300、モ 350（いずれも初代）形 10両が

使ったほか、モ 3300形のうち 3305のみがＧＥ244を

用いて、他の 3350より速く、モ 3400形が出るまで特

急専用とされた。そのモーターの出所は、名岐や南海

の予備品が考えられるが、不明である。 

 戦中のデキ 901もＧＥ244形 125㏋だが、ギヤ比等

から省電モハ１系の中古であろう。 

 伊那電デキ１（→国鉄ＥＤ31）はＧＥ244 の国産

（東芝・ＭＴ４）を使ったが、丈夫で今も残っている。 

 戦中、名鉄モ 350形は、ブレーキ不良のため、停車

制動の最後に逆ノッチを常用したが、ＧＥ244 は無故

障であった。 

 ＧＥ244（ＭＴ４）が付いたモハ１（大井川鉄道モ

ハ 301）は、東京→三信（飯田線）→大井川と昭和 45

年まで走り、今は「リニア・鉄道館」にある。 

 昭和 40 年頃の大井川のモハ 301 のモーター軸箱に

は「２４４」の鋳出しがあった。（次頁写真参照） 

市電用に同時代のＧＥ249 があり、名古屋市電のＬＳ

Ａ車に採用された。怖い位のスピード（岐阜市内線並

み）を出したが、無故障であった。 

    白井昭の一口メモ 
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▲ 大井川鉄道のモハ301のモーター軸箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 大井川鉄道モハ301のＧＥ—36Ｄ マスコンの拓本 

 

３ ＡＭＦブレーキとＡＭＪブレーキ 

 電気機関車の空気ブレーキの大半を２本ハンドルの

Ｋ14 弁の付いたＥＬ14 ブレーキが主流を占めた。し

かし、小型のデキやデワにはＥＬ14 は立派過ぎたた

め、1 本ハンドルのＭ24Ｃブレーキ弁付きのＷＨ社の

ＡＭＦブレーキが用いられ、30 両位までの貨物の電

気機関車にはＡＭＦで充分であった。 

 名鉄ではデキ 200、300、370、400、1000（デワ→

デキ）などがＡＭＦブレーキで、国鉄でもＥＤ22 な

どがＡＭＦであった。 

 名鉄の電車はＡＭＭが主力で、モ 800、850、3100、

デキ 600はＡＭＪであったが、デキ以外はＡＭＭ化し、

取り外し品によりデキ 1000、1500 がＡＭＪ化された。 

 省電ではモハ１、モハ 10 などＡＭＪが多く、その

後モハ 10 系はＡＭＡに改造されている。ＡＭＪはＧ

Ｅ社の設計である。 

※ ブレーキに関して、本誌№18の「ブレーキあれこれ」を

参照ください。 

 

４ ダイナモーター（ＤＭ）付き電車、ＥＬ 

 省電モハ１は、1200Ｖ又は 1500Ｖから低圧を得る

ため、ダイナモーター（ＤＭ）を用いた。名鉄のデキ

300、370 の一部、デキ 400 も同様だったが、戦後Ｄ

Ｍを止めてランプ、制御器は 1500Ｖ化した。 

 リニア・鉄道館のモハ１はＤＭのままである。ＤＭ

は 600‐750Ｖを得るので、ランプは６～８個直列で

あった。三信鉄道のデニ 201、デ 301 の床下でもＤＭ

が回っていた。 

  

５ 省電モハ１の話 

 省電モハ１形の多くは、鶴見臨港や三信への売却や

モニ、モユ、モヤなどに改造されたが、昭和 11 年に

は総武線で５連が走っていた（戦中は中央線へ）。 

 星晃さんが生前、私に戦災残りの資料として省電の

編成表を送ってくれた。それによると、３Ｍ２Ｔの５

連が数本走っていた。 

モハ１はＭＧがなく自動ドア化できず、車掌２人乗

務であったとか。 

東京のモハ１は戦後まとめて天竜区へ移動。仲間の

旧三信デニ 201、デ 301 と昭和 30 年頃まで活躍した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ リニア・鉄道館に保存されたモハ１ 

 

６ 名鉄ＨＬ車の自動扉 

 ＨＬ車はＭＧがなく（高価だった）、1500Ｖから抵

抗降下式で自動ドア化した。しかし、開扉中は 14/15

が電力ロスだった。当初、自動ドアは考えもしなかっ
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たが、昭和 28年頃から 4連が増えたため、30年頃に

全車自動ドア化した。 

 ドアエンジンはＴＤＫなどの一流品ではなく、日本

鉄道自動車製のＮＴＧ形を多用したが、好調だった。 

30 年代のモ 3700 形改造で、ＭＧを搭載、100Ｖ化さ

れた。 

 当時、東名港線は５～６連だが手動で、飛び乗り発

車をうまくやったのを思い出す。  

 

７ 岐阜のデッカーはなぜ高速か 

 大正初年の名古屋市電は 25 馬力に片モーターでの

ろく、２個モーターになってもＧＥ800×２なので、

１個モーターの弱め界磁から全界磁のため遅く、岡崎

や八事電車ものろかった。 

 名古屋市電のスピードアップはＧＥ240 代の 249 を

採用してからで、カーブでは怖い位であった。 

 これに対し、岐阜は初めＧＥ、ＳＳ（シーメンス）、 

ＤＫ（デッカー）が混在したが、イギリスの商魂から

か大正中期のＤＫ30からは全国最高速級になった。 

 高富線では専用線を猛スピードで走ったが、脱線は

なかったという。 

岐阜市内線では飛び出しなどに対し、電制一括投入

（戻し厳禁）も多かったが、事故になることは少なく、

空制の非常に比べ、強大な制動力を示した。 

1 形単車が電制を使用した頃が、柳ケ瀬全盛、岐阜

市内線全盛期であった。 

 昭和時代の高速車では、神戸市電の 700や名古屋市

電の 1400（1450 以降は低速車）が有名である。特に

1400 は夜、紫灯を輝かせ、全力行したことが「良き

時代」を偲ばせる。 

 当時、高速を売りにしたフォードのバスも昭和 13

年頃から木炭ガス化でノロバスに。名古屋のＥ１～Ｅ

70 の電気バスも音だけ大きい「ノロバス」であった。 

 

８ 100年を超えるＳ16とＫ三動弁 

 1913 年頃、ＷＨ社で設計されたＳ16 ガバナー（コ

ンプレッサーの入切するもの）は、名鉄では今なおモ

6000系など第一線で使われ、100年を超えた歴史を残

しつつある。また、大井川鐡道井川線のスロフ 300の

Ｋ型空制（Ｋ三動弁）もＷＨ社の 100年前の設計で、

今後も使用予定の産業遺産である。 

事務局からのお知らせ 

 

★ 2018年度の総会の予定 

予定日：2018年 2月 11日（日）午後 

会 場：亀島コミュニティセンター（予定） 

  議 題：活動報告・活動予定・収支決算・予算・ 

   役員改選・定款変更（ＮＰＯ法改正による） 

  詳しくは、年明けの議案発送でご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№27 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。 

 

 

 

 

 

 

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 №27  2017.12.16 

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 


