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「チュウキョ～くんの鉄道フェスタ2018」にてパネル展示 

２月４日(日)、中京テレビ本社（ささしまライブ）にて「チュウキョ～くんの鉄道フェスタ2018」が開

催されました。ＮＲＡは笹島貨物駅の歴史や名古屋市内を走る列車たちのパネル展示で協力しました。

この他、鉄道タレントのトーク＆ライブや小学生対象のクイズ大会、鉄道友の会名古屋支部による鉄道

模型展示・走行もあり、大勢の来場者で賑わいました。 
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2018年度通常総会開催 

２月11日(祝・日)の午後２時から名古屋市亀島コミュニティセンターにて、2018年度通常総会を開催

しました。出席者15名、委任状・書面議書提出者11名で、総会は成立しました。 

議事は下記の通り決しました。詳しくは事務所に保存の議事録で、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ますようお願いします。 

・第１号議案  定款の変更  承認 

・第２号議案  2017年度事業報告  承認 

・第３号議案  2017年度活動計算書及び監査報告  承認 

・第４号議案  2018年度事業計画  承認 

・第５号議案  2018年度活動予算書  承認 

・第６号議案  役員の改選 

任期満了に伴う改選。理事は１名増の10名、監事は現行通り２名とすることで承認。 

理事の互選において、理事長に服部重敬、事務局長に稲見眞一を選任。  

・その他  ホームページ等での変名（仮名）の使用許可について稲見事務局長から提案があり、承

認されました。 

―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― 

新理事長に選任されて 

服部 重敬 

 

この度の総会とその後の理事会において第４代の理事長に選任されました。微力ではありますが、皆

様のお力添えを得て、会の発展に少しでも寄与できればと考えています。なにとぞ宜しくお願いいたし

ます。 

会社勤めの時に、美術館の勤務をしたことがありました。そこで学芸員の方から教えて貰ったのは、

美術館には「保存」「修復」「展示」という機能が求められるということです。これは、NRAにもあては

まるのではないかと思います。 

「保存」と「展示」は想像がつくかと思いますが、「修復」は長い年月の間に痛んだ美術品を、保存

や展示に耐えられるよう、手を加えることを意味します。 

 NRAでは、皆様方の力により、書籍や諸先輩方のネガなど、かなりの数の貴重な資料が収蔵されるまで

になりました。しかし、それらの資料はそのままでは活用できません。それらについて調べたり、写真

についてはデジタル化とともに撮影の狙いを読み解くことで、ようやく外部に対して発表できるように

なります。これらの作業は多くの時間を要し、かなり大変な作業ではある反面、様々な視点の見解を踏

まえて知見を増やす良い機会ともなります。 

オリジナルな資料が持つデータ量の多さには、圧倒されるものがあります。月２回の作業日には、参

加者で話し合い、楽しみながら、作業を進めています。ぜひ、多くの方にこうした楽しさを味わってい

ただくと共に、興味を持ちそうなお仲間の方々にも参加を促していただくよう、お願いしたいと思いま

す。 

「展示」についても展示会での成果の発表に加え、これまで以上に印刷媒体などでの資料の活用を図

りたい、と思っております。これは、小生に与えられた大きな役割のひとつとして、さまざまなルート

でNRAの知名度を高めていきたいと思います。そして、少しでも財政面に寄与できればと考えています。 
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多彩になりつつあるNRAの活動は、役員、会員の皆様方のご協力なくしては継続できません。あわせて、

これまで同様、会員同士の交流も深めて行ければと思っております。ご支援、ご協力を宜しくお願い申

し上げます。 

  

総会の様子 講演中の田中義人会員 

 撮影：市岡会員 

講演「福井鉄道・えちぜん鉄道の車両改造思い出話」 

通常総会の議事終了後、田中義人会員による講演「福井鉄道・えちぜん鉄道の車両改造思い出話」を

拝聴しました。 

担当者として工事に携わった方ならではの濃い内容で、会員からは「これだけで雑誌の特集が出来そ

う」「鉄道車両の基礎知識も適宜解説され、とてもわかりやすかった」など、大変好評でした。 

この紙面をお借りして、田中会員に厚く御礼申し上げます。 

―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― 

愛知環状鉄道の開業30周年関連施設イベントに協力 

 愛環が１月31日に開業30周年を迎え、様々な記念イベントが開催されました。 

 このうち，おかざき世界子ども美術博物館主催の企画展「わくわく鉄道博物館2018 ～鉄道模型と巨大

ジオラマ」（1/13～3/11）では、愛知環状鉄道の歴史を学べるコーナーで展示したパネルの作成に、藤

井会員を中心としたメンバーが協力しました。また、瀬戸蔵ミュージアム主催の企画展「開業30周年 愛 

  

おかざき世界子ども美術博物館の展示パネル 瀬戸蔵ミュージアムの展示資料・写真 

 撮影：藤井会員 
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知環状鉄道の歩み」でも写真提供の依頼があり、会員所蔵資料の中から貸し出しました。 

―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― ―――― 

白井 昭の一口メモ 
見ることはあるが、新しい町ではほとんど見かけ

ることはない。 

 

１ 名鉄のロング単車モ25形 

起線の名物電車、モ25形25～28は長さが10ｍ近

くあり、デシ500並みであるが、１本ポールを回

していた。東京市電ではボギー車でも手ブレー

キ、１本ポール車があった。 

25形は、大正３(1914)年に北方線用（前・岐北

軽便鉄道「甲」形）に生まれ、大正15年※１に鏡

島線で、昭和17年※２から蘇東線（→起線）で使

われた。当時はモ15～18と称した。 

鏡島線では鏡島弘法の縁日(21日)には、千手堂

から単車のＭ＋Ｔ、Ｍで運転し、終点でＭ、Ｔ＋

Ｍと付け替えて戻った。トレーラーのＴ100形は、

通常、千手堂の側線に留置されていた。 

岐阜市電の塗色は、大正よりオレンジ色、昭和12

年頃から黄と緑の塗り分けとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 起線の27号   昭和25年 

番号の変遷 

 車  号 

岐北軽便 ３ ４ ５ ６ 

美濃電 Ｇ13 Ｇ17 Ｇ14 Ｇ19 

美濃電 Ｄ13 Ｄ17 Ｄ14 Ｄ19 

名鉄’41 モ15 モ16 モ17 モ18 

名鉄’49 モ25 モ26 モ27 モ28 

※１ 清水武『名鉄岐阜市内線の電車－美濃電の終焉－』

（上）では、1928（昭和３）年４月とある。 

※２ 前掲書では1941（昭和16）年７月とある。 

 

２ 電車の国旗立て 

 今、街中では古くからの町では祝日に日の丸を 

昔は、どの市電にも車外に旗立てがあり、祝日

には旗をなびかせて走った。 

近鉄では昭和40年ごろまで車内に旗立てがあ

り、日の丸が掲げられていたが、他の私鉄や省（国

鉄）の電車や客車にはなかった。 

 

３ インチの話 

昭和10年ごろ、メートル法実施とはいえ、尺や

貫と共にインチも多く使われていた。 

 私はチビのため、自転車は24インチから26イン

チにした。 

 客貨車の車輪は34インチだが大型電車のそれは

36インチであった。 

 鉄道の台車の軸距もみんなインチがもとになっ

た。 

（参考）日本では、1921（大正10）年の度量衡法の改正で

尺貫法を廃止するも混在し、完全実施は1966（昭和41）

年のことである。なお、国鉄のメートル法採用は、1930

（昭和５）年４月１日からである。 

 

４ 愛電の改番 

愛電の車号は単車もボギー車も追番で付けられ

ていた。ボギー車の電３形も当初21～24・26・27

（25は欠番）とされたが、その後記号番号をデハ

1020形（1020～24・26）と車番を０(ゼロ)から始

めている。 

 昭和3年に1020、21を除く４両が碧海電鉄（今村

－西尾）に譲渡され、同社のデ100形（２代）の100

～3となった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 愛電 電３形24号 絵葉書 （藤井所蔵） 

残された２両は、郵便室が設けられデハユ1020 

・21となったが、名鉄移籍後形式はモユとなり、 
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車番も1020が1022と改番され、1021・22となった。 

もともとデハ1020号形と呼んだので、1020号が

あってしかるべきだが、変更された。 

 碧海電鉄は昭和20年頃までデ100号形があり、

今村駅に停車していた大きな文字の100が今も心

に残っている。 

 

５ 元名鉄副社長柚原氏の作品 

 トラムファンである柚原誠氏の初めての作品

880形はＬＲＴ時代のリーダーとして、770形、800

形と共に名作となった。 

 同氏は最後に空港特急2000系を残したが、パノ

ラマスーパー1000系に比して人気は及ばなかっ

た。 

 氏は、また、岐阜のトラムの廃止を手掛けたが、

世界のＬＲＴの趨勢から見て残念のことであっ

た。 

 

６ 明治村の名電22号 

 明治村に名電（名古屋電鉄）22号が展示されて

いることは大変ありがたいことである。 

 私は親から開通時の実状を何度も聞かされて

おり、なかでも夜間は車輪から盛大な火花を出し

たこと、馬もＳＬもいないのに電車が走る不思議

に、多くの人が電車について走るなど、人気を集

めたという。 

 車号は漢字で「第六」などと書いたが、数年後

に「６」と洋数字になり、さらに全車が洋数字と

なった。昔の人は洋数字の読めない人もあった

が、老人や女性には文盲の人も多かったという。 

 名電は開業後、ペックハム台車（ニューヨーク）

を増備したが、保存車22号は本物を残しており、

ペックハム６形～７形のうちの軸距の大きい７

形と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 22号のペックハム台車と社紋 

しかし、肝心なオリジナルの主電動機とコント

ローラは失われて他の機種に変わってしまってい 

る。 

主電動機は、ＧＥ800形、500Ｖ、25HP１台のシ

ングルモータだが、丈夫で長持ち、戦後まで名市

電の12000形トロバス用として無故障であった。 

 コントローラは、ＧＥ社製のＲ11形ドラムコン

トローラで、フェースプレートは真鍮梨地に花文

字でGeneral Electricと書かれ、明治時代から弱め

界磁制御を使った最古期のものである。 

 名電最初の電車１～12号の電気品はＧＥではな

く、ウォーカー社製で、13号以降はＧＥとなった。

展示車が22号とすれば、ＧＥ800とＲ11と考えてよ

いであろう。 

 

７ 鉄道省のブリル客車 

 「或る列車」として有名な九州鉄道の豪華客車

は、鉄道省に移管後の運行状況は不明だが、ほと

んど活用されなかったと思われる。 

 明治41（1908）年にブリル社で製造されたもの

で、全長19ｍ余、自重約38ｔあった。 

 横浜にある原鉄道模型博物館の模型は正確であ

る。 

 昭和になると、座席を外して空気ブレーキの教

習車となり、展望車はスヤ9960形、他はオヤ9970

形（9970～9973）とされた。全国各地に配置され、

戦後まで使われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ スヤ9960(上)と改造前のストク9000(下)形式図 

※ 高田隆雄氏が渋谷駅で撮ったオヤ9970が『鉄道ファ

ン』№13（1962年7月号）に掲載されている。 

 

８ 豊橋で撮った三信鉄道デ301形ＭＴの写真 

 不鮮明で申し訳ないが、写真(次頁)で３等マー

ク「Ⅲ」が入っている電車（右）は旧三信のデ301  
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形（旧省モハ１系）で、名古屋工場へ入場し、塗

装後の姿である。 

私は昭和20（1945）年6月に名古屋へ移住した

ので、これは昭和19年頃の写真と思われる。 

 デ300形８両のうち、鋼体化車の301～305はク

ロスシート、トイレ付。クハ代用の木造車の306

～308（306は事故廃車）はモハ1形そのままで、

パンタ、モータを外し、主制御器は付いたまま配

線をカットした。 

 戦後、大鉄（大井川）へ来た２両（307・308）

は、三信区間（飯田線）→大鉄→リニア・鉄道館

へと移転。保存には国鉄の須田寛氏と私の協力が

あった。 

 

９ 三信地下鉄道 

 昭和10（1935）年、三信鉄道は工事中で、豊橋

からは木造モハ１形（のちのデ306～308）が入っ

た。 

当時、「秘境駅」はなく、下郷次郎八、小島元

一郎氏など我々レールファンは「三信地下鉄道」

と呼んでいた。 

 昭和12年夏に三信が全通するが、日中開戦直後

のため、観光的なことは一切ストップで、三信に

は気の毒であった。 

 昭和15年秋に名鉄の3400が飯田まで乗り入れ

の試運転が行われた（本誌№７に掲載）が、巨額

な建設費のため、三信の運賃は高く、飯田急行が

運転されても容易に乗れる運賃ではなかった。 

 三信の電車は、デニ201形（201・202）とデ301

形（301～308）の10両で、全て省のモハ１の払い

下げであった。306～308は木造のままクハ化さ

れ、鋼製化され、クロスシート、トイレ付となっ

たデ（301～305）やデニとＭＴｃで走った。全車

ＧＥのＭ制御のため、豊川（ＥＥ）、伊那電（Ｈ

Ｌ）との総括制御はできなかった。 

伊那電のサハユニフ110 (1200ｖ/1500ｖ直通)

がデに牽かれ、毎日一往復だけ豊橋に入り、郵便

や荷物を運んだ。 

貨物は多く、三信のデキ501（旧富士身延200形 

200）のほか、デ301がワムを牽き、豊川鉄道へ中

継していた。 

 

10 名鉄文字ルネッサンス 

 愛電から始まった戦前の名鉄文字（Engraved 

Roman体）は今より大きく迫力があった。 

 3200形（愛電・電７形）は、当初、小形ナンバ

ーだったが、大形ナンバーは3300形、3600形から

始まり、3400形、3350形まで使われた。 

 戦時中の昭和17(1942)年の3500形から節約志向

もあって小文字化され、戦後の3700形（モハ63）、

3800形まで続いた。 

 昭和25年夏に名鉄車両部は3850形の設計にあた

り、ファンの意見を聞く集まりを開いた。ファン

代表として下郷、小島、白井等が出席し、名鉄文

字の復活を望んだ。その結果、同年末の3826から

大形の名鉄文字が実現した。これは「名鉄文字ル

ネッサンス」といえる。 

 昭和36年のパノラマカーから少し小形となった

が、大正10 (1921)年の1020形から約100年の歴史

を続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

11 7500形健在 

 名鉄の1030・1850系は7500系のモータを使って

おり、かつてのＨＬ3200並みの長命に驚く。 

 ＤＣ複巻で、7500系が出した120㎞/hは丸秘で

あり、私が設計した電車である。 

 

12 名鉄の車体サイズについて 

 名鉄で初めて標準並みの高ヤネにしたのは、昭

和10年の800形で、昭和30年の5000形からは軽量

化で低ヤネに戻った（モハ63及と3800形は除く）。 

 再び高ヤネ化したのは、平成11（1997）年のＺ

パンタ化に伴う新3100、3700系からで、車体長も

20㎝程大きくなった。 

 ステンレス車は全て高ヤネとなっている。 

 

13 名鉄の120キロ運転 

戦前の最高時速は95キロだった。昭和12年の

3400は、知立－岡崎間など連続力行により120キ

ロが出たが、昭和26年にギヤ比を変え、110キロ

に下げた。 
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 5000系も110キロに制限されていたが、このこ

ろから120キロ運転を目指していた。しかし、非

常ブレーキ距離の問題で、実現しなかった。 

パノラマカー7000と7500の違いは、7500のモー

タは120キロ運転に十分であったが、実用では110

キロでオフとしていた。 

昭和63（1988）年の1000系パノラマスーパーは、

竹田社長の形見である。昭和61年頃、国鉄民営化

に先んじて120キロ運転の実施を計画。座席指定

車併結や丸形の側窓などは竹田社長の意向が反

映されている。 

1000系では高速時の空制増圧制御を行って120

キロ運転を可能とした。ブレーキも今では電気指

令式となり、新3000系まで120キロが可能となっ

た。ＪＲ東海もモハ311や313系を1000系に準じて

生み出した。 

 

14 名鉄の貨物駅員 

 貨物課の職員は貨物規則に詳しいより、鉄道電

報が上手く、速いことが第一であった。 

昭和30年頃まで、名鉄の貨物課は旅客より威張っ

ていた。しかし、昭和30年頃から国鉄テレックス

に代わり、また、昭和40年から名鉄貨物が急減し、

思い出に残るのみとなった。 

その昭和30年代、名鉄三河線の三河一色駅の拡

張で、ウナギ輸送用の貨車であふれていたが、そ

の三河線の貨物も廃止され、路線自体もなくなっ

た。 

 

15 ＤＤ12の思い出 

 国鉄の米軍8500系ＤＬ（ＤＤ12）は品川区に配

置され、山手貨物線を走り、各基地を結んでいた。 

 名鉄の8500系ＤＬは東名港、小牧飛行場線を走

ったが、キャタピラエンジンの丈夫さと国産ＤＭ

Ｈエンジンの性能の悪さは、対極的であった。 

 

16 名鉄の琴平電車 

 名鉄のモハ180形（181～186）は、昭和19年に不

要不急路線に指定され休止となった琴平急行電鉄

から譲渡されたもの（デ１形）で、名鉄では「こ

んぴらさん」と呼ばれた。 

 ６両は竹鼻線を中心に600ｖ各線で使われ、最後

まで太いパイプの日立パンタを使っていた。 

 ドラムコントローラのため、走行線区が限定さ

れたが、昭和30年代にはＥＥのカムに取り換えら

れ、ブレーキはＳＭＥ化された。モ400形を含む

３Ｍで、揖斐線の主役として好評を得た。 

17 名鉄563が掛川に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲ 保存された563 写真撮影：浅原 悟 

元岐阜市内線のモ560形563が掛川の「ねむの木学

園」に保存されている。 

563は旧金沢市内線の2200形2203号で、岐阜ではモ

ハ１形デッカーなど単車の全廃に寄与した。デッ

カーほどの高速は出なかったが、この頃は車も増

えていた。 

 岐阜の560形は２代目で、初代は瀬戸線の代表車

で、のちに760形に改番された。 

 

18 名鉄サ2250の乗り心地 

 サ2250形は、1943（昭和18）年に近江鉄道のク

ハニ23とクハユ25を譲受し、サ2253、2255とした

もので※１、のちに2251と2252に改番した。 

 １両（2252）はドイツのリンケホフマン製台車

を履いていたが、もう１両（2251）は台車がなく、

ブリル21Ｂを切り継ぎ改造したものを使った。 

 2251は著しく乗り心地が悪く、河和線の70キロ

運転では乗るに耐えず、戦後転属した竹鼻線の低

速でも不評で、晩年は東名港線のみで使用できた。 

 乗り心地は貨車より悪く、名鉄史上最悪であっ

た。 

 『鉄道ファン』№333(1989.1）の80頁に掲載さ

れている高橋弘さん撮影の竹鼻線のモ301＋サ

2251の写真は貴重な１枚である。 

※1 加藤久爾夫・渡辺肇両氏の論稿によれば、クハ21

－25の全５両を購入する予定であったという。 

『鉄道ピクトリアル』アーカイブスセレクション30 名

古屋鉄道1960～70 ｐ161 

  なお、別資料によれば、クハ21‐25は、近江ではク

ハ21・22、クハニ23、クハユ24・25ということである。 
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＝＝＝＝ 事務局からのお知らせ ＝＝＝＝ 

 

◎ 会費納入のお願い ◎ 

 2018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。 

１．振込先が三菱UFJ銀行の場合 

金融機関名：三菱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 

２．振込先がゆうちょ銀行の場合 

(ａ) ゆうちょ銀行からの振り込み （「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 

(ｂ) 他の金融機関からの振り込み 

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 

 

◎ （予告）第９回 ＮＲＡ資料展 ◎ 

 ７月３日(火)から16日(祝・月)まで、名古屋都市センター11階まちづくり広場にて資料展を開催しま

す。詳しくは６月発行の鉄道趣味誌にも案内を掲載予定です。ご不明な点は事務局までお問い合わせく

ださい。また、準備へのご協力もぜひお願いいたします。 

 

【 注意 】５月の活動日変更について 

 通常の定例活動日は毎月第１・第３土曜日で、午前10時から午後５時まで1209号室で開催しています。 

ただし、５月５日（第１土曜日）はゴールデンウィーク中のため休止し、翌週の12日(土)に振り替え

ます。お間違いのないようご注意ください。 

 また、平日開催の希望に対する試みとして、25日(金)の15時から臨時に活動します。通常の土曜日に

参加できない皆様も、この機会にぜひお気軽にご参加ください。 

 

～～ 編集後記 ～～ 

 今年度の通常総会での役員改選にて、平山会員と共に監事を拝命すると同時に、このＮＲＡ Ｎ

ＥＷＳの担当を引き継ぐことになりました。従来の連載も大切にしながら、新たな企画でさらなる

充実を目指したいと思います。また、Webサイトとも連携して、ＮＲＡのことを外部の皆さんにも広

くお伝えできるよう努めてまいります。これからもよろしくお願いいたします。   （深見 夏好） 
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