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誕

生は昭和26年(1951)、電機部分を東
洋電機製造、機械部分を日本鉄道自

動車(現・東洋工機)で造られた。

当時のパンフレット

メーカー出場時の公式写真 社紋は名古屋鉄道ではなく東洋紡績 昭和26年 提供：東洋電機製造

第１部 デキ３のすべて
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基本としての運用区間は、専用線から木津用水を経て名鉄と国鉄高

山本線との連絡駅である新鵜沼(国鉄は鵜沼)までであったが、東洋紡関

連以外にも犬山で接続する小牧線や広見線の貨物輸送や線路工事など

で使用された。

昭和40年代に入ると内国物流の主役は鉄道からトラックへとシフ
トし始め、東洋紡もその流れにあらがえなかった。しかも、名鉄では

このころより支線区を含む各路線で自動列車停止装置(ATS)を導入し
始めたが、デキ111は整備対象に含まれなかった。これにより働き場
を失ったデキ111は昭和43年(1968)5月2日付けで名鉄では廃車とな
り、東洋紡に返還された。ほどなくして専用線も撤去された。

3ページのメーカー公式写真と名鉄在籍時代の写真-1、2とを見比
べると、既にいくつか改造されていることが分かる。

まずパンタグラフの取付座が変わり、パンタ中心が車体中心より抵

抗器側(武生側)へ数十ミリ寄っている。PS13-Aは国鉄のEF13やモハ63
に用いられた戦時設計型で、資材節約に徹したため強度不足による歪

みが頻発したが、架線への追随性能に大きな問題はなかったようで、

昭和40年(1965)の写真-2ではまだそのままになっている。
台枠の前後面の左右1個所ずつ誘導員用ステップが取り付けられて
いる。これに伴い台枠側面に片側3個所ずつあった足掛けが、運転台
下のみ残して撤去されている。

写真-2 戦時設計のパンタグラフPS-13のまま
名鉄名古屋本線須ヶ口 昭和40年 清水 武 提供：名鉄資料館

写真-1 砕石運搬車ホムを連結し砕石を散布しながら走っている
名鉄広見線善師野-愛岐間 昭和30年代 提供：名鉄資料館
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先輩デキ1と重連で未曾有の豪雪に挑む
西武生付近 昭和56年1月10日 提供：福井鉄道

第1部 デキ3のすべて

豪雪も収まり憩いのひとときを485系特急が行く
武生新 昭和56年3月か4月 酒井雅光

廃線間近の南越線にこんなイベント列車が走った 北村-五分市間
デキ3+130形+130形+10形+デキ1 昭和56年3月24日 酒井雅光

この雪山を崩せたのであろうか
社武生 昭和56年3月3日 酒井雅光

五
六
豪
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こ
ろ
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【2】各部の詳細

〔1〕車体 溶接工法による全鋼製で全長(連結面間)8,390mm、全幅
2,400mm、全高(パンタ折り畳み高さ)3,953mmの凸型車体。中央部に長
さ1,800mm、幅2,400mmの運転室を設け、前後は背の低い機械室(ボ
ンネット)となっている。運転室への出入りは、両側面に扉を有する。

基本として全鋼製だが、出入り扉や運転室内装は木製となっている。

新造時は、運転席が枕木方向にセットされた1組のみの入換機仕様
であった。

前照灯は運転室妻面上部に前後各1灯を、尾灯はボンネット端部に
前後各2灯を有する。
この車体構造は日本鉄道自動車が戦前から作ってきた私鉄向け機関

車に共通するが、リベット工法から全溶接へと変わってきている。な

かでも同時期に作られた遠州鉄道ED211と若松市(現・北九州市)交通局
101号は、主要寸法が同一で外観からは見分けが付きにくい。
とはいえ日本鉄道自動車がまだ東洋電機の傘下に入る前のため、車

体と台車はほぼ共通ながらも遠州鉄道の電機品は芝浦(現・東芝)製で、

中身は大きく異なる。若松市とこの東洋紡向けから東洋電機の電装品

となり、そのころ経営不振に陥っていたこともあり、昭和28年(1953)
に日本鉄道自動車は東洋電機の系列下に入った。

形式図を16ページに示す。

〔2〕台車 台車も日本鉄道自動車製で形式はNTJ-25と称する。
板台枠ウィングばね式、軸間距離は1,800mm、車輪径は860mmであ
る。

主電動機の装荷は、横梁と車軸の間に置かれる内吊りとなってい
はり

写真-5 全鋼製車体だが運転室ドアや内装の一部は木製

主電動機

車軸
歯車箱

大歯車

横ばり 側ばり

端ばり

主電動機小歯車

【内吊り台車 デキ3】 【外吊り台車 デキ11】

図-3 内吊り台車と外吊り台車
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第1部 デキ3の すべ て
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縮尺 1/80図-5 車両形式図 デキ3 東洋電機パンフレットを参考に現況を作図
新造時よりパンタ台、連結器引き外しテコ、スノープロウが変わっている
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図-6 TDK516型主電動機外形図 東洋電機図面D-30095(S17-2-15)を摸写
形式末尾の記号により本図と若干異なることがある 縮尺 1/20
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69/15 320 320 110
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記念乗車券になったデキ11
所蔵：岸本 雅行

煌々とヘッドライトを輝かせ深夜に黙々と働くデキ11 平成27年1月2日 提供：東京都 喜多 司
こうこう

第２部 デキ11のすべて
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第2部 デキ11のすべて

停留所の向かいのコンビニにて、女性の車が氷に乗り上げて困っていた。するとデキの乗組員の方々が除雪道具を持ってあれよあれよ
と氷をどかしてくれた。最後は私も一緒になって皆で車を押して脱出させる事ができた。何事もなかったかのように、またデキに乗り込

み作業が始まった。何も言わず黙って困っている方を助けるシーンに感動した。 平成24年1月26日 宮城県 小齋誠進

留置位置までの移動中も雪を押していく作業が終わり除雪部を固定する

まだ寝静まった街を進む 作業されている方に声をかけ撮影に入る オレンジ色の街灯がまぶしい



*1 大阪堺市にあった車両メーカー。明治大正期には路面電車や小型車を多く生産した。のちに帝国車輌、さらに東急車輌大阪製作所となったが、平成15年(2003)に横
浜製作所に統合され閉鎖された。

*2架線電圧をそのまま運転台のマスコンで制御する方式。100V前後の低電圧を介して制御するのが間接式。
*3昭和44年とする書が多いが、残されている写真からこれは明らかに違うと判断する。
*4 モハ61からとかモハ500や510からとする書も多いが、デワ1が昭和40年11月の全般検査をC-9で出場している(写真-13および22ページ左下の写真)のに対し、モハ61
が昭和43年でC-9のままの写真-14が残され、さらにモハ500・510の廃車は昭和44年であることから、この説は成り立たない。
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【1】デキ11の誕生から現在まで

デキ11に関し、これまでに公開されている『鉄道ピクトリアル』をはじ
めとする種々の出版物等の記事を突き合わせると、随所で少なからぬ異同
が見られる。本書では平成26年7月18日発行の越前市公会堂記念館夏休み
特別展『南越線開業100年』所収の浅村弘一「南越を走った車両たち」を
主なよりどころとし、筆者が収集した資料に若干の私見も交えて紹介する。

〔1〕誕生の背景 福井鉄道の前身、福武電気鉄道が大正13年(1924)2
月23日の武生新(現・越前武生)-兵営(現・神明)間開業に際し、梅鉢鉄工
場*1で旅客車3両とともに2両の電動貨車を製造した。竣工は開業前

しゆんこう

の大正12年11月。デワ1とデワ2と称し、全長(連結面間)は8,610mmの
木造車体の2軸車であった。ちなみに旅客車3両は、この時代の地方
私鉄では大型といえる15m級ボギー車であった。
多くの路面電車と同じく、ブリル社製21E形2軸台車にGE社製の

40.3kW(54HP)主電動機を2個装備し、制御方式は直接式*2
であった。

ブレーキは手動式と電気ブレーキしかないというから、車室内はほぼ

空っぽで正に“電動貨車”としてたくさんの荷物を積むことができた

であろう。

その後、デワ2は空気ブレーキ化以外に大きな改造を受けることな
く昭和44年(1969)9月に廃車されたが、デワ1は幾多の曲折を経て今日

まで長らえることとなった。

以下はデワ1についてのみ、その後の変遷を略述する。

〔2〕導入後の改良・改造 昭和10年(1935)に廃車となったデハ4の
台車や電気機器を再利用し、車体を芝浦(現・東芝)府中で新製した電気

機関車デキ1(14ページ)が登場した後は、貨物輸送の最前線からは撤退
し構内入換機となったものと思われる。

戦後の昭和23年(1948)(昭和28年とする説も)、認可を受けて直通空気ブ
レーキ(SM)を新設するが、ほどなく車体を焼失した。
木造車体を再建した後の昭和34年(1959)10月、台車と台枠を更新し
ボギー車となった。全長は8,238mmとやや短くなった。このときの
台車は通称を“菱形台車”といい(22ページ右上写真)、その出自は詳細
不詳ながらも鯖浦電鉄が大正15年(1926)の開業時に2軸車として新製
し、昭和8年(1933)にボギー化改造したハフ１が履いていた、軸距
1,525mmのアーチバー台車に酷似している。台車とともに車輪・車
軸も交換され、主電動機は各台車の車体中央より1軸のみに装備され
た。このころ、荷物室側扉が木製から鋼板製に交換されている。

昭和40年(1965)10月*3
、台車をモハ63*4

(称号改正前デハ23)かモハ64か
ら捻出したC-9に履き替えた。この時点で主電動機はまだ2個のまま
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新造したデハ21～24
(称号改正でモハ61～64)
が履いていたが、こ

のうちモハ63と64が
昭和30年代末に加藤
ボールドウィン台車

に履き替えられたのを機に、昭和40年に当時のデワ1が履くことにな
ったと推測される(27ページ脚注*4)。

〔3〕ブレーキ 直通空気ブレ

ーキ(SM)と手ブレーキを備え
る。両側の運転台にブレーキ弁

と単心圧力計が設備されている

が、機関車とはいえ貨車を牽引

することは想定されていないこ

とから、単弁と貫通弁を切り替

えるような機能はない。配置も

左にマスコン、右側にブレーキ弁と電車仕様である。RCP-28形電動
空気圧縮機を機械室内に床置きしてある(26ページ)。ブレーキシリン
ダーは車体中央付近の床下に1個のみ置かれ、ピストンの動きはロッ
ドとチェーン、リンクてこで4軸8輪のブレーキシューへ伝達される。
空気配管図を34ページに示す。

〔4〕主電動機 主電動機は吊掛式の東芝SE131-A、37.5kWを4個
装備する。装荷方法は台車中心から見て車軸より外側に主電動機を置

く外吊り方式になっている

(11ページ図-3)。歯車比は4.5
(63:14)。SE131-Aがモハ62に
使用されていたときの歯車比

は3.81(61:16)であり、ここで
も電車と機関車で歯車比の違

いが現れている。

1時間定格は以下のとおり。
主電動機特性曲線を36ページ
に示す。

写真-14 昭和43年のモハ61 まだC-9
を履いている 武生新 岡田英男

写真-12 日本車輌 C-9台車

写真-13 昭和43年のデワ1 検査標識
S40-11で既にC-9 武生新 岡田英男

写真-15 ブレーキシリンダー

写真-16 ブレーキてこ

写真-18 SE131-A形主電動機
外吊りなので比較的よく見える

写真-17 ブレーキシュー
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第2部 デキ11のすべて
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図-12 空気配管図 デキ11 福井鉄道図面昭和54年4月4日付を模写


