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ＮＲＡ第９回資料展を7月３日から7月16日まで、 

金山総合駅南の名古屋都市センター11階のまちづく 

り広場で開催した。今回は「鉄道ファンが撮った名 

古屋の鉄道」と題し、荒井友光／神谷静治／倉知満 

孝／成田愛苗／J.W.ヒギンズの５名による昭和30年代、 

40年代を中心とした名古屋地区の鉄道風景を展示し 

た。この資料展には、2,300人超の観覧者が訪れた。 

また、7月7日には松木清春氏が名古屋地区で撮影さ 

れた16㎜フィルムの上映会と講演会を実施し、120 

名余が参加し、好評を得た。 

もくじ 
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   白井 昭の一口メモ 
 

１ 電気機関車の抵抗器 

 貨物列車の抑速電制は、膨大な熱を発生する。

戦前の私鉄の電気機関車にはブロワーがなく、実

用できなかったと思う。また、制動抵抗の熱量不

足のものがあったが、三岐や名鉄など電制を常用

しない路線では発見できなかった。  

 箱根登山電車は、屋根上に主抵抗器を積み、実

用が可能であった。旧国鉄のＥＣ40形は、当初、

一回降板毎に主抵抗器を補給していた。というの

も主抵抗器はズク（銑）で、すぐに溶損、溶失し

たからで、溶けた鉄が下へ垂れていた。のちに主

抵抗器を変更することで、改善された。 

 大井川鉄道では、ギリギリ全線坂下りで、溶け

ずに実用できるようにした。また、電制で室内逃

熱のため屋上モニターを新設した。 

 戦後の国鉄の山線用のＥＦ級電機は強力ブロワ

ーで強制通風をして降坂した。 

 

２ 名鉄の正面ホロ付き電車 

 近鉄に比べ、名鉄には正面ホロ付き電車は少な

く、旧3350形から始まり、戦後は3830、3850、3750、

3700（ＨＬ）形の若番など少数であった。 

 

３ 名鉄パンタ考 

 昭和12（1937）年の3400のＰＴ７から3500、3650

もＰＴ７であるが、戦後の3850のＰＴ35は性能が

悪く、5000からのＰＴ42が決定版となった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ク2856＋モ3856ほか 神宮前 1958.8 撮影：井上大令 

ところが、それから60年後の今も6000系などはＰ

Ｔ42で、いかに世界の進歩から遅れてきたかを示

している。 

 

４ 名鉄の高山線直通あれこれ 

 名鉄の高山線への乗り入れは、1932（昭和７）

年10月に始まった。半室が畳敷きに改造された750

形755、756号の２両が柳橋から新鵜沼まで走り、

鵜沼からは高山線の客車列車に併結され、下呂ま

で直通した。 

 車内では「かくして列車は、エロへエロへと向

かうのであります」と、下呂とエロを引っかけた

放送が行われたという。今ではすぐアウトである。 

 翌33年からは、250形251、252号に変更された。

旧尾西の200形（201・202）を貫通路新設、運転台

移設、蒸気暖房、便所新設、畳敷きに改造したも

のである。 

 下の時刻表は、昭和8年頃のもの（田中義人会員

提供）で、柳橋発、鵜沼経由、太田通過、下呂止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲（合）アルプス自動車商会「自動車汽車連絡時間表」 
▲（合）アルプス自動車商会「自動車汽車連絡時間表」 
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▲ 下呂に到着した755・756号 『写真が語る名鉄80年』p77 

りの「柳橋名古屋 下呂直通急行電車」と記されて

いる。 

この時刻表を見る限り、岐阜からの列車との接続 

もないようである。しかし、高山線は非電化であ

るので、鵜沼仕立ての客車列車に併結したのであ

ろうか？ 残された写真（上）を見ると、国鉄の

客車が写っているので、これに連結して走ったこ

とは間違いないであろう。 

以下「」内は、田中会員のご指摘である。 

「（時刻表の）下の注意書きを見ると、特Ａ(柳
橋行き)･特Ｃ(下呂行き)は土曜日運転、特Ｂ(下
呂行き)は日曜運転となっています。日曜日に柳

橋行きの列車がないのは、どう考えてもおかし

いので特Ａは日曜日運転の間違いですね！ 
特Ｃの下呂着が午後5:37で、特Ａの下呂発は午

後5:25で、運用が組めません･･･土曜日に特Ｃで

着 

いた列車は、夜間に回送されたと思われます。 
(この時刻表が、何処まで信用できるか分かりま

せんが･･･) 」 

高山線の富山延長に伴い、1940（昭和15）年10

月から、押切町～富山へと変更され、直通車輌も

名鉄の電車から鉄道省（国鉄）の客車（ナハフ14100

形）２両に代わった。翌41年８月からは、押切町

から新名古屋に始発駅が変わっている。 

 名鉄線内は250形２両が客車２両を牽引するＭ

ＭＴＴで走った（１）。省の客車は、250形によって、

新名古屋～新川工場を回送した。 

 1940（昭和15）年から45（昭和20）年の間に、

モ250形は便所や畳敷きを外したが、シート下の暖

房用の蒸気管は、戦後まで残っていた。 

 1942（昭和17）年頃、名鉄は陸軍に命令され、

毎日、ナハフ14100形４両（２）を富山へ直通させた。

乗客は私の眼にはヤミ商人たちが多かったと思う

が、医師である伊東重光会員の話では、「当時は

沿線の陸軍病院の関係者も利用したのではないか、

あるいは1941年に建設された乗鞍の陸軍航空技術

研究所（高高度戦闘機のエンジンの実験）が重要

だった関係ではないか」と述べられている。 

 名鉄の富山直通は、戦況悪化で1943（昭和18）

年頃に休止となったといわれているが、軍命によ

り1945（昭和20）年まで途切れながらも続いた（３）。 

 1944（昭和19）年の秋、私が見た犬山線では、

モ250形２両がナハフ１両を牽いていた。ナハフは

黒塗り、モ250形は茶色の塗装が、放置で汚い黒色

になっていた。 

（１） 高山直通用に改造された250形が客車を引っ張っ

たことも間違いなかろうが、『写真が語る名鉄80年』

ｐ86を見ると、700形の707～710のうち２両が直通客

車を牽引とあり、写真もある。ただ、白井氏によれば、

700形の使用は初期のみで、1940（昭和15）年からは、

250形２両になったのを実見しているとのこと。 

   田中会員は、ブレーキシステムの面から、「750形

の廃車時は非常直通ブレーキ(SME)でしたが、登場時

もSMEだったと思われます。客車列車は自動(空気)ブ

レーキなので、乗入れ車は、自動ブレーキも併用し、

直通･自動ブレーキに改造したと思われます。」と述

べられている。 

   なお、白井 昭氏は、ナハフ14100形のＡＶブレーキ

の改造については、あまりにも専門過ぎるので、省略

するとのことである。 

（２） １と同様、『写真が語る名鉄80年』ｐ86には、直

通客車は、ナハフ14100形14231～14234と14238のうち

２両が常時使用されたとある。 

（３） 「戦時中に国鉄から毎日客車が来る予定が、戦況

悪化で1日おきになり、来なくなったので直通運転が

自然消滅した･･･｣という説もある。 

※ №21にも「昭和10年代の新名古屋駅(省線と名鉄) 

と名鉄の富山、飯田直通運転」の記載あり。 

 

５ 東西連絡線のこと 

 1944（昭和19）年の夏頃から私は、新名古屋～

山王～金山橋のモ200形ＭＭをよく利用した。常に

車外まで超満員で、尾灯上に一人、自連上に一人

が乗っていた。ドアにも３、4人がぶら下がってい

たが、落ちて死んだ人もあった。 

 

６ 竹鼻線の思い出 

 竹鼻鉄道のデ１形（１～４）は、無蓋貨車ㇳと

共にフックカプラーで、デ５形（５～８）は、丸

屋根でカプラーは自連であった。1944（昭和19）

年に琴平急行電鉄からデ1形ボギー車が入り、モ

180形となった。 

 単車（1～4、５，７）は、1947（昭和22）・1948

年にモハ63形（名鉄の形式、旧モ3700形）の代替

で、他社に譲渡された。デ１形（1・4）：野上電
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鉄、デ１形（2・3）：熊本電鉄、デ５形（6・8）：

松本電鉄。残ったデ５形２両（5・7）はモ80形（81・

82）に改番し、小牧線に移った。 

 1947年頃、竹鼻線のト５両ほどが、新川工場に

入り、くず鉄となった。私には珍しい車両と思わ

れた。 

 以後、全車ボギー化され、モ350形、サ2250形、

サ2060形等、いろいろな電車が使われ、終点大須

でのサの付け替え用に、デキ１（通称：長靴）が

配置された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ モ351 大須 1959.11 撮影；井上大令 

 

７ 佐久間ダム輸送のセミパラ 

 佐久間ダム（1956年竣工）建設資材輸送用の飯

田線の貨物列車は、世界銀行の資金を使い、1954

（昭和29）年のＥＦ13から始まり、その後、主役

はＥＦ15の新車となった。 

 ＥＦ13及びＥＦ15飯田線内での運転時には、セ

ミパラノッチ（４）（直並列。「半パラ」ともいう。）

がフルに活用された。これは、電力設備が弱体で

実質制限のある飯田線で、その制限内で限界まで

性能を引き出すための運転方法だったが、このお

かげで世紀の大輸送を成し遂げた。 

 豊橋鉄道渥美線の新豊橋駅の南にある「穂の国

とよはし芸術劇場ＰＬＡＴ」がある場所は、当時

の輸送を担ったヤードの跡である。 

 貨車もトムのバラ積みからホキへと「近代化」

された。井川ダム（1957年竣工）建設時には、千

頭で国鉄のトムから井川線のトキ200、ト100に積

み替えを要す共に、ト積車も全車でなく、編成中

に空車を入れ、橋梁荷重を低くしていた。 

 設備が完備した今では、セミパラの妙味が分か

る人も少なくなった。 

(４）日本のＥＦ級電機のうち、英国製のＥＦ50は、直

列(Ｓ)－並列(Ｐ)のみだが、他のアメリカ（ＥＦ51）、

日本製は直列(Ｓ)－直並列(ＳＰ)－並列(Ｐ)－ＷＦ

（Weak Field control:弱め界磁）だった。 

  なお、戦中、戦後製のＥＦ13は、改装するまでＷＦは

なく、Ｓ－ＳＰ－Ｐのみだった。これはindicative 

shant (主電動機界磁線輪用)の銅不足のため、唯一の

例外となった。また、ＥＦ13にはもともとモータにＷ

Ｆ用のタップがなく、ＭＴ00Ｚ形と称した。 

 

 ➀ 直列 ◇―ⓂⓂ―ⓂⓂ―ⓂⓂ―∥ ６Ｓ 

   

➁ 直並列   ―ⓂⓂⓂ―   

◇―      ―∥ ３Ｓ２Ｐ 

        ―ⓂⓂⓂ― 

 ➂ 並列    ―ⓂⓂ― 

     ◇― ―ⓂⓂ――∥ ２Ｓ３Ｐ 

        ―ⓂⓂ― 

 ➃  ➀、➁、➂それぞれに＋ＷＦ（弱め界磁） 

 

８ 四日市の伊藤禮太郎氏 

 伊藤禮太郎、通称「禮ちゃん」。名工専（名古

屋工業専門学校、現・名工大）の同期で、2000（平

成12）年、72歳のとき、一代記「我が人生」を出

版した。（これはＮＲＡに置いておく） 

 1948（昭和23）年、国鉄豊橋機関区に入り、私

の弟、白井良和（当時、学生）も教えを受けた。 

 1955（昭和30）年、名カキ（名古屋鉄道管理局

大垣機関区→同年7月、電車区に）に異動する。モ

ハ80（湘南型）を教え、「こだま」型の講習も行

う。 

 その後、教習所、名鉄局を経て、1982（昭和57）

年に早期退職された。原因は、国鉄の労組対策に

苦労し、嫌気がさしたため。 

 退職後は、四日市で模型店を経営され、鉄道模

型を楽しんでいた。 

 2013（平成25）年、85歳で亡くなられたが、1948

年頃、鉄道趣味誌「Ｅxpress」誌を私と共同発行

していた頃のうれしさが忘れられない。1948（昭

和23）年５月号の表紙は私がガリ版で描いた名鉄

モ3600形の特急であった。 

 

９ 伊藤剛・大野耐一両先輩の思い出 

 伊藤剛氏：1941（昭和16年頃、日本車輌へ入社。

出征後、名古屋市電800型を設計したのは有名。

2014（平成26）年、94歳で没。 

 大野耐一氏：戦前にトヨタ自動車に入社。兵役

につく。戦後、私がフォードを教材に教わったと

き、極めて親切だったことを、トヨタマンは知っ

てほしい。トヨタ車のアメリカ上陸は、誰も考え

なかった。 

大野氏の著作は、今も業界のテキストである。 

 両名共「名高工」（→名工専、現名工大）の先
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輩で、天才的人物である。後輩の私は、厳しくご

指導頂いた。 

 

10 8620初乗車 

 1940（昭和15）年5月に8620形蒸気機関車が豊橋

に入り、三ヶ日線の1000形が消えた。豊橋駅の入

替は相変わらず2400形であった。 

 私と仲間は、早速、8620の牽引する列車で豊橋

から三ヶ日へ、ポンポン船で浜名湖を渡り、鷲津

へ。Ｃ53牽引列車で豊橋への一周の旅を行った。 

 やはり、この年の７～8月は、仲間と三谷港の臨

海学校に泊まり、峠を抜けるＣ53、Ｄ51を楽しん 

だ。 

 この頃、Ｄ50は姿を消していた。一方、Ｃ59は

未成であった。 

 

11 日本の林鉄 

 林野庁によると、かつて国有林にあった森林鉄

道（林鉄）の総延長は8,200㎞で、民有林、村営軌

道などを入れると１万㎞近くと思われる。今はほ

とんどが廃止されている。 

 国営林鉄のうち東北300㎞、九州、北海道各130

㎞、中部100㎞などが多い方であった。 

 これに対し、現存するＪＲ、私鉄など1067㎜以

上の鉄道は約27,000㎞余となっている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間：2018年11月2日（金）～11日（日） 

場所：中京テレビ本社ロビー 

展示会名：チュウキョー君の鉄道フェスタ2018秋 

内容：段ボール製の１／１（実物大）のＣ62形の

展示とＣ62の写真展示からなり、ＮＲＡは

この写真を提供した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間：2018年３月３日（土）・４日（日） 

場所：愛知こどもの国 ゆうひが丘中央管理棟 

展示会名：ＳＬ12号2周年復活感謝祭 
内容：Ｏゲージの模型運転と「鉄道ファンが撮っ

た名古屋の鉄道風景」のパネル（ヒギンズ・ 

神谷・成田）の展示とＮＲＡで製作した「こ

どもの国」関連2枚を展示した。 

 

 

期間：2018年11月17日

（土）・18日（日） 

場所：名古屋中小企業振興

会館（吹上ホール９Ｆ） 

展示会名：写真展「名古屋   

の交通インフラの発展」 
内容：土木学会中部支部の   

 80周年を記念した写真

展で、ＮＲＡはパネルの制

作の写真提供に協力した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 光文社新書『秘蔵カラー写真で味わう60年前の東

京・日本』への写真提供と校正協力 

J.W.ヒギンズさんの写真を使用した上記新書の 

打ち合わせのため、昨年7月21日に光文社の編集者

とライターそしてヒギンズさんが来訪された。大

変好評で、現在６刷まで進んでいるそうだ。 

 

2018年度  

ＮＲＡが協力した展示会など 
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事務局からのお知らせ 

2019年３月２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2019年度通常総

会を開催した。出席者17人、委任状・書面議書提出

者12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。 

 その他では、稲見事務局長から今後の活動方針

についての説明がなされた。 

総会後は今尾会員による日本における電車の黎

明期の発展についてのご講演をいただき、大変盛

り上がりました。 

 

 

2019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、振込手数料は送金者負担

でお願いします。 

■年会費…￥２０，０００．－ 

【振込先／銀行】 

金融機関名：三菱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 

【振込先／郵貯】 

「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 

 

●出来ましたら平成３１年８月末までの振込をお

願いします。 

●分割納入を希望される方はあらかじめ私の個人

メールにご連絡の上２回まででお願いします。 

 

  

 

中川彰（名古屋市）・ 石川雅文（安城市） 

 

 

 

 №29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。 

寄贈者名（敬称略）・会員外：Gordon Davis（カ

ラースライド）・釧路市立博物館（図録）・村井

隆（書籍）・杉山保司（書籍・写真）・㈱ネコ・

パブリッシング（ＲＭライブラリー）・多田真也

太（資料）・中込秀夫（資料）（順不同） 

・ 会員：氏名省略. 

 

        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。 

 

 

 

 

 

・第１号議案 2018年度事業報告 承認 

・第２号議案 2018年度活動計算書 承認 

・第３号議案 2019年度事業計画 承認 

・第４号議案 2019年度活動予算書 承認 

会費納入のお願い 

ＮＲＡ ＮＥＷＳ №30   2019.3.2 

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 

2019年度通常総会開催 

新入会員 


