
 

東海旅客鉄道  ～国鉄から JRへ。東海地方を代表するオレンジの鉄道～ 

東海旅客鉄道――JR東海と言った方が皆さんよくお分かりかと存じます。JR東海は 1987 年の国鉄分割民営化

を受けて誕生した鉄道会社で、東海道本線、中央本線などを有しています。その路線網は 1,982.0km に上り、

JRの中では第 4位の順位です。 

 

 車輌の特色 

JR東海の車輌を語る上で欠かせない車輌は 313系電

車でしょう。電化路線であればどこへでも入線可能

な基本性能、運用される路線に特化した仕様、上質な

車内設備などを誇る車輌で、これとほぼ同一形状の

キハ 25形気動車も存在します。どこでも運用可能と

いう設計思想は旧国鉄の車輌設計思想とも被ります

し、前頭部の形状も 153系電車から続く「東海顔」の

流儀に従っています。国鉄の色を払拭することなく、

逆にそれを受け継ぎ、進化させていると言えましょ

う。 

JR東海にはそのような「どこでも使える」車輌が多

く存在します。例えばキハ 85や 373系は様々な特急

列車で使用されています。列車ごとに別々の形式の

車輌を投入している JR東日本や JR西日本とは好対

照と言ってよいかもしれません。 

 

 路線の特色 

JR東海を代表する路線と言えばまず東海道本線です。

東京―神戸間のうち、熱海から米原までと、南荒尾信

号所―美濃赤坂間が JR 東海の管内となっています。

名古屋口は快速系統と普通列車がそれぞれ 15分ヘッ

ドで運転されており、標準的な都市型ダイヤとなっ

ています。 

中央本線は東京―名古屋間のうち、ほぼ半分に当たる

名古屋―塩尻間が管内となっています。そのうち名古

屋―中津川間は名古屋圏として列車が多く走ってい

ます。特にラッシュ時では東海地方で一般的な列車

としては唯一 10両編成の列車が走るなど、都市近郊

路線としての一面を持っています。名古屋口では快

速列車がほぼ 20 分ヘッド、普通列車が不等間隔で 1

時間に 5本走っています。 

関西本線は名古屋―亀山間が管内となっています。名

古屋口では並行して走る近鉄電車にシェアを奪われ

ており、挽回を図りたいところですが、未だに単線区

間も多く、増発やスピードアップを図るなどの改善

が必要です。名古屋口では快速列車と普通列車がそ

れぞれ 30分ヘッドで走っています。高山本線は岐阜

―富山間のうち、岐阜―猪谷間が管内となっています。

全線が非電化となっており、キハ 40 やキハ 11 など

が主に走っています。岐阜口は普通列車が 30分ヘッ

ドで運転しています。 

武豊線は東海道本線大府から分かれている路線で、

元は東海道本線の建設資材運搬線として開業しまし

た。現在は非電化で、キハ 25 やキハ 75 が走ってい

ますが、2015年に電化がなされる予定となっていま

す。普通列車が 30分ヘッドで走るダイヤが基本です

が、朝夕ラッシュ時は区間快速（一部は快速）として

名古屋まで乗り入れます。 

太多線は中央本線多治見と高山本線美濃太田を結ぶ

路線で、元は名鉄広見線を建設した旧東濃鉄道（今の

東濃鉄道とは関係無い）の一部でした。ローカル線と

思いきや、30 分ヘッドで列車が走る近郊型ダイヤな

のが特徴で、2012 年まではキハ 85 によるホームラ

イナーも乗り入れていました。 

  



キハ 85 ～気動車の歴史を塗り替える～       

JR東海で最初のワイドビュー特急車輌で、1989 年に登場し

ました。特急〈ひだ〉〈南紀〉ほか、臨時急行〈いせ〉でも使用さ

れています。ハイパワーディーゼルで、電車並みの性能を持

ち非電化区間の高速化に大きな革命をもたらしました。ひだ

は名古屋～岐阜～高山～富山と JR西日本の大阪～高山の

運用があり、南紀は名古屋～新宮の運用があります。 

全長：21,300mm 最高速度：120km/h 

エンジン：C-DMF14-HZ(350PS) 

383 系 ～三社にまたがるロングラン特急～      

383系は、老朽化した 381系の置き換えとカーブの多い

中央西線のスピードアップを目的に 1994 年に登場した、

〈しなの〉用の車両です。制御付自然振子機構を持ち、

カーブを高速で通過することで、更なる高速化を実現し

ました。西は大阪、東は長野まで、JR西日本、JR東海、

JR東日本の 3社にまたがって運転されています。 

全長：21,300mm 最高速度：130km/h 

主電動機：C-MT65(155kW) GTO-VVVF インバータ制御 

373 系 ～JR東海の汎用形特急車両～         

373系は 165系の置き換え用に 1995年に登場した、〈伊

那路〉〈ふじかわ〉などに使用される特急車両です。特急

車両ではあるものの、3両という短い編成で、車内はデッ

キと客室の間の扉がなく、側扉が両開きという構造を生

かし、普通列車から特急列車まで幅広く活躍しています。

かつては、夜行快速〈ムーンライトながら〉や特急〈東

海〉などでの東京乗り入れや、セントラルライナーの代

走をしたこともありました。 

全長：21,300mm 最高速度 120km/h 主電動機：C-MT66 (185 kW) GTO-VVF インバータ制御 

683 系 ～名古屋から北陸へ～            

名古屋―金沢・富山・和倉温泉を結ぶ特急〈しらさぎ〉

は、2003 年にそれまで使用されていた 485 系を置き換

え、683 系になりました。683 系 2000 番台を名乗り、5

両 1編成の基本編成と、3両 1編成の増結編成からなり、

車籍は JR西日本にあります。 

 

全長：21,100mm 最高速度 160km/h（営業運転では 130km/h） 主

電動機：WMT105（245 kW） IGBT-VVVF インバータ制御 

 



313系電車 ～万能近郊型電車～                                                    

313 系は平成 10（1998）年度末から平成 11

（1999）年にかけて製造・導入された JR東海

の近郊型電車です。JR東海の主力車両であ

り、電化区間であれば全域でその活躍を目に

することができます。製造時期や、構造などに

より細かな番台区分があります。以下は各番

台を細かく紹介します。 

全長：20,000mm （先頭 20,100mm） 

最高速度 120km/h IGBT-VVVF インバータ制御 

主電動機：C-MT66A（185kW） 

-0 番台- 

313 系の基本となる車両です。4 両 1 編成

で、幕式の行き先表示、種別表示器、電球

色の前照灯で、車内は転換クロスシートを

基本として、ドア付近と車端部のみ固定ク

ロスシートとなっています。東海道本線米

原～浜松を中心に運用しています。 

 -300 番台- 

仕様は 0番台同様ですが、2両 1編成の 

車両です。基本的に増結用の車両で、現在

は東海道本線米原～浜松で運用していま

す。かつては飯田線や赤坂支線での 2両単

独での運用もありました。 

 

 -1000番台- 

0番台を基として車端部をロングシートにした中央西線向けの車両です。4両 1編成で名古屋～中津川間や愛知

環状鉄道への乗り入れ他、一部は東海道本線岐阜まで乗り入れをしています。 

 -1500番台- 

1000番台の 3両編成版です。中央西線名古屋～中津川や愛知環状鉄道乗り入れの運用に就いています。 

 -1100 番台- 

1000 番台の増備を目的として 2006 年に登場しました。4 両 1 編成で、車内の仕様は変わらず、行き先表示・

種別表示が LEDに、前照灯が白色になりました。1000番台と共通運用を組んでいます。 

 -1600番台- 

1100番台の 3両編成版です。1500番台と共通運用を組んでいます。 



 -3000番台- 

2両 1編成で幕式の行き先表示・種別表示、

電球色の前照灯、車内は固定のボックスシ

ートにロングシートを組み合わせた配置

となっています。閑散区用にワンマン運転

に対応しており、ドアボタンが取り付けら

れているほか、自動放送装置、料金表示用

のモニターが取り付けられています。また、

山岳地帯での運用を考慮し、霜取り用にパ

ンタグラフを 2器搭載し、床下にはスノー

プラウも取り付けられています。現在は飯

田線を中心に赤坂支線での運用や東海道

本線米原～豊橋の運用もあります。 

 -1300番台- 

飯田線 119系の廃車に伴い、当時神領に所

属していた 213系、313系 3000番台が大

垣に転属、それに代わり 1300 番台が新造

され神領に配属されました。2両 1編成で、

LEDの行先表示・種別表示、白色の前照灯

で、車内は 1000番台と同様です。2010年

に登場した8編成はワンマン準備工事のみ

で、2011 年以降登場の 16 編成には 3000

番台同様に閑散区のワンマン運転に対応

した構造となっています。準備工事のみの

8 編成は中央西線名古屋～中津川を中心に、

ワンマン対応の 16 編成は中津川以遠の中

央西線から JR 東日本への乗り入れ運用や、

関西線名古屋～亀山の運用があります。 

 -1700番台- 

1600 番台の仕様を基本として飯田線での

運用のために各種仕様を変更した車両で

す。ドアボタンが取り付けられ、発電ブレ

ーキや霜取り用に 2基のパンタグラフが搭

載されています。飯田線快速みすずの運用

を中心に飯田線全線、JR東日本管内への乗

り入れ、中央西線の代走やさわやかウォーキングの臨時などに充てられています。 



 -5000番台- 

313 系初の 6両固定編成です。車内は車端

部・ドア付近含めすべてが転換クロスシー

トで、LEDの行き先表示・種別表示で、白

色の前照灯、車体間ダンパーを搭載してい

ます。5000番台と、後述する 5300番台の

投入により 117系の置き換えは完了し、こ

れにより JR 東海の電車の国鉄型は沙汰さ

れました。 

5000 番台は東海道本線米原～浜松で運用

されています。 

 -5300番台- 

5000番台と仕様を同じくして、増結用 2両

としたものが 5300 番台です。ただし、車

体間ダンパーは搭載していません。東海道

本線米原～浜松で運用されています。 

 -8500番台- 

中央西線の有料ライナー列車「セントラル

ライナー」用に製造された、特別仕様の 313

系です。外観から他の番台とは異なってお

り、窓周りにオレンジ色の帯が巻かれてい

ます。幕式の行き先表示・種別表示で前照

灯は電球色です。車内構造も若干のグレー

ドアップがなされており、扉間のシートピ

ッチが広げられた上に車端部は固定クロ

スシートでテーブルがついている「セミコ

ンパートメントシート」、またシートの色

が通常の青から赤を基調としたものに変

更されています。また 313系の中で唯一、営業で 130km/h運転をしました。セントラルライナーの運転が終了

した現在はホームライナー瑞浪や中央西線の普通・快速列車として名古屋～中津川の運用についています。 

 

静岡地区には 2300番台、2500番台、3100番台がありますが今回の特集地区ではないため割愛させていただき

ます。  



311系電車 ～初代新快速～                                                       

平成元（1989）年から翌年にかけて製造さ

れ、金山総合駅開業と、東海道本線新快

速・快速の増発による旧型車両の置き換

えに充てられました。車内は転換クロス

シートを基本に車端部とドア付近のみ固

定クロスシートとなっています。また、運

転室部分を除く車両端の壁にはLED式の

案内表示器とデジタル時計が取り付けら

れています。 

登場当初は新快速・快速運用に充てられ

ましたが、313系の登場後は岐阜～浜松の

普通列車を中心に使用されます。また朝夕

は快速系の列車にも使用されます。 

 

全長：20,000mm（先頭 20,100mm） 最高速度 120km/h 中空軸平行カルダン駆動 界磁添加励磁制御 主電動機：C-MT61A（120kw） 

 

213系電車 ～車輌施策に振り回される～                                              

平成元（1989）年から平成 3（1991）年に

かけて製造された車両です。関西線の輸

送改善を目的とし、登場時は大垣区に所

属していました。しかしながら扉間転換

クロスシートに車端部ロングシート、2扉

トイレなしという構造のため、ラッシュ

時を中心に乗降の流れが悪く遅れが発生

する事態が発生しました。また関西線閑

散時間帯のワンマン運転開始、313 系

3000 番台の入線により神領区へ転属、製

造からわずか 10年で車両を持て余すこと

となり、ラッシュ時の増結用として用い

られました。 

しかし国鉄車全廃の流れの中で飯田線

119系の廃車が進み、その代わりに 213系

と 313 系 3000 番台が充てられることとなりました。そのため 213 系は近畿車輛にてトイレとドアボタンの取

り付けなど各種改造ののち、現在は飯田線全線で運用されています。 

全長：20,000mm 最高速度 110km/h 中空軸平行カルダン駆動 界磁添加励磁制御 主電動機：C-MT61A（120kw） 



211系 ～国鉄改革と新生 JR～                                                

211系は東海道線、東北・高崎線の中電用

として 1986年春に登場した車輌です。当

時、積極的な運営を行っていた国鉄の名

鉄局ではこの最新鋭車に目を付け、1986

年の秋に名古屋口にも 4 両 2 編成を投入

しました。 

当時、JR東海のイメージカラーを新幹線

にちなんだ青色とすることを計画してい

たため、211系は青色の帯で登場し、中京

色と呼ばれました。 

新製後しばらくは神領区に所属し、東海

道・中央西線の快速列車に使用されていま

したが、311 系登場後は大垣区に転属し、

もっぱら東海道線の普通列車に使用され

ていました。しかし、2010 年秋、大垣区

から神領区に転属し、現在ではラッシュ時に関西本線で運用されています。 

全長：20,000mm 最高速度：120km/h 主電動機：MT61(120Kw) 界磁添加励磁制御 

 

211系 5000番台 ～JR東海オリジナル。オールロングシートの通勤近郊型～                        

JR 東海発足から 1 年経った 1988 年、当

時多く残っていた非冷房車を置換えるべ

く 211 系 5000 番台が登場しました。211

系 0番台をベースとし、補助電源装置や冷

房装置をインバータ化して低騒音、軽量化

を図りました。また、座席は近郊型ながら

オールロングシートとし、ラッシュ時にも

対応させています。これは神領区の 103系

の置換え用でもあるためです。しかし、長

距離運用も考慮し、奥行きの深い座席とし、

掛け心地を良くしています。他に、前面助

士席側窓が大きくなっていることも特徴

です。名古屋口では神領区に配置され、中

央西線、関西本線の列車に使用されていま

すが、2006年までは大垣区にも配置されており、東海道線でも運用されていました。 

全長：20,000mm 最高速度：120km/h 主電動機：MT61(120Kw) 界磁添加励磁制御 



117系電車 ～名古屋圏国鉄復興の祖～                                                

1982年に 153系置き換えを目的に「東海

ライナー」の愛称を持って登場しました。

登場時はクリーム色にマルーンの帯を巻

かれた塗装でしたが、311 系が登場した

1989 年に白にオレンジの帯となりました

（1999 年まではオレンジ帯が二重になっ

ていました）。車内は転換クロスシートで

一部の車両は車端部がロングシートに改

造されたものもありました。6両編成で導

入されましたが、その後 1986年に先頭車

を追加製造し全車 4 両編成へ組み換えま

した。そのため全編成、どちらか先頭の 1

両のみ窓形状が違いました。1999年に313

系登場、性能で劣る 117系はダイヤのネッ

クとなり、日中の運用が激減。ラッシュ時

に運用された後、昼間に大垣区や、熱田駅で昼寝していることが多くなりました。その後、大垣―米原間の列車

に多く使用された時期もありましたが、313系による置き換えが進み、2013年春に引退となりました。 

2009 年には飯田線中部天竜駅にあった佐久間レールパークにて開催されたイベントに合わせて国鉄色が復活

し、飯田線にも各種臨時列車や団体列車として入線しました。 

さらに 2010年には S9編成がジョイフルトレイン〈そよかぜトレイン 117〉への改造を受け、2013年夏に廃車

となるまで JR東海 117系の中では最後まで活躍しました。 

〈そよかぜトレイン 117〉 

トレイン 117は 2010年 8月 1日から土・

休日に運転される〈そよかぜトレイン

117〉として改造されました。4 両 1編成

で 2 号車には扉を撤去し柵を設置し風を

取り入れる“ウィンディスペース”が設け

られたほか、各車両一部座席の背もたれ

を撤去し大型テーブが配置されていまし

た。その後各地で〈トレイン 117〉を使用

した臨時団体列車が走り鉄道ファンのみ

ならずたくさんの人を楽しませました。 

 

 

全長：20,000mm 最高速度：110km/h 主電動機：MT54（120kw） 抵抗制御 



 

119系電車 ～飯田線のための車両～                                                  

飯田線用として 105系を基本に、駅間が短

く、走行距離も長い、また閑散区間を走る

という飯田線特有の実情を考慮して製造

された車両です。車内もセミクロスシート

にトイレ付となりました。登場時は水色に

灰色の帯を巻いた塗装でしたが、一部が静

岡地区に転用された際にするがシャトル

専用塗装にされ、民営化後に JR東海の標

準色となりました。国鉄車の淘汰が進むに

つれ 2009年には国鉄色が復活し、佐久間

レールパーク閉演の際には 117 系の国鉄

復活色との懐かしい並びも見られました

が、2012 年 3 月のダイヤ改正で惜しまれ

ながら引退となりました。 

全長：20,000mm 最高速度 100km/h 

抵抗制御 主電動機：MT55A（110kw） 

キハ 11 ～非電化区間で活躍。ワンマン運転対応の軽快気動車～                               

キハ 11 は高山線、太多線、紀勢線、名松

線、参宮線などの非電化路線で使用される

車輌です。高山線や紀勢線などでは普通列

車に使用されていたキハ 58 やキハ 30 な

どの旧型の気動車を置換えるべく 1988年

に登場しました。 

新潟鐵工所（現新潟トランシス）製の軽快

気動車 NDC をベースとし、JR 東海オリ

ジナルのアレンジを加えています。 

 

紀勢線用の 0番台、高山線用に耐寒耐雪設

備を持った 100番台、東海交通事業城北線

用の 200番台、1999年に登場した便所付

きの 300 番台が存在しており、0 番台と

100番台の一部と 300番台が伊勢区に、100番台と 200番台の 203、204が美濃太田区に所属しています。 

全長：18,000mm 最高速度：95km/h 主電動機：C-DMF14HZA（330PS） 

 



キハ 40系列 ～非電化区間で活躍する大型気動車～                                       

キハ 40 系列は 1977 年から 1982 年にか

けて製造された気動車です。1950 年代に

製造されたキハ 10 系列の置換えと、旧型

客車の置換えのために製造されました。キ

ハ 40 は両運転台、キハ 47 は片運転台で

両開き扉を備え、キハ 48 は片運転台で片

開き扉となっています。 

従来の気動車の標準型エンジンであった

DMF17 型エンジンの出力は 150～180 馬

力でしたが、キハ 40 系列で使用される

DMF15HSA 型エンジンの出力は 220 馬

力に向上しました。しかし、車体の大型化

や踏切事故対策で前頭部の外板を厚くし

た結果、車体重量は重くなり、結果的に在

来車と同等かそれ以下の性能になってし

まいました。 

JR東海には 59両が引き継がれました。 

前述の通り、キハ 40 系列の性能はあまり

に悪く、また冷房装置も搭載していなかっ

た（搭載出来なかった）ため、サービス上

も好ましくありませんでした。そこで、エ

ンジンをキハ 11 と同じ DMF14HZ 型に

換装しました。これによりエンジンの出力

は 350馬力と大幅にアップし、走行性能に

余裕が生まれ、冷房装置を搭載することが

可能となり、冷房化がなされました。 

2011 年より 5 両がクリームと朱色の旧国

鉄気動車標準色に塗装されており、異彩を

放っています。しかし、キハ 40 系列は登

場時より首都圏色と呼ばれる朱色一色塗

りだったということにはあまり触れない

方が良いでしょう。 

現在は伊勢区と美濃太田区に配置されており、高山線、太多線、紀勢線、参宮線にて使用されています。1999

年までは名古屋区にも配置されており、武豊線でも使用されていました。 

全長：21,300mm 最高速度：95km/h エンジン：DMF15HSA（220PS）→C-DMF14HZB (350PS) 



 

キハ 75形気動車  ～電車にも負けない在来線気動車～                                   

名古屋〜鳥羽間において近鉄に遅れを取

っていた JR東海は対抗を図るために、特

別料金不要の快速<みえ>を設定しました。

しかし、国鉄形のキハ 58・65形は老朽化

が進行していたため、新型の気動車が開

発されました。カミンズ製のエンジンを 2

基搭載し、特急型であるキハ 85と同等の

性能を持っています。内装は当時の JR東

海の花型であった 311 系電車に準じ、座

席も転換クロスシートとされました。 

1999年には 2次車が登場しましたが、こ

の内 400・500番台にはワンマン用装備を

追加し、武豊線に導入されました。1次車

と 2次車では走行性能は同一ですが、貫通

扉上に前照灯の追加などの変更が加えら

れています。 

全長：20,800mm 最高速度：120ｋｍ/ｈ 機関：C-DMF14HZB（350PS）×2 

キハ 25形気動車  ～313 系そっくりな新性能気動車～                                     

2013 年に伊勢神宮での式年遷宮があり、

伊勢方面への需要が伸びると見込んだ JR

東海は快速みえの増発・増結を決めまし

た。そこで、武豊線にキハ 25 を投入し、

日中の列車を置き換えることで、快速み

え用のキハ 75を捻出しました。導入時点

で武豊線の電化に伴う高山線・太多線へ

の転属が決まっていたため、ステップ取

り付けの準備工事やスノープラウの装備

などが行われています。車体は 313 系 4

次車そのもので、313系電車の気動車版と

も言えるような車体となっています。 

 

全長：20,100mm 最高速度：110ｋｍ/ｈ 機関：C-

DMF14HZD（520PS）×1 

 



キヤ 95 ～在来線版ドクターイエロー、「ドクター東海」～                                       

キヤ 95 は 1996 年に登場した軌道・電気

総合試験車です。2005年に増備がなされ、

現在では 2 編成が名古屋区に在籍してい

ます。 

JR 東海はそれまで軌道検測用にマヤ 34

を、電気検測用にクモヤ 191-50番台、キ

ヤ 191（JR 西日本から借入）を使用して

いましたが、非効率であるということで、

軌道・電気検測を同時に行う試験車を開

発しました。 

東京寄りのキヤ 95は架線関係を、中間の

キサヤ 94は軌道関係を、神戸寄りのキヤ

95-100 は信号関係をそれぞれ検測します。

JR東海の全線だけでなく、愛知環状鉄道、

明知鉄道、伊勢鉄道、樽見鉄道、天竜浜名

湖鉄道、東海交通事業城北線、名古屋臨海高速鉄道あおなみ線などの各線も検測して回ります。 

全長：20,900(中間は 17,000)mm 最高速度：120km/h 機関：C-DMF14HZB (350PS)×2 

キヤ 97 ～機関車兼貨車。前代未聞の事業用気動車～                                        

線路のレールなどを取り換えるとき、新品の

レールや古くなったレールを運ばなくてはな

りません。そのようなとき走る列車を工臨と

呼ぶのですが、大抵はレール輸送専用の貨車

を使います。貨車を走らせるためには機関車

が必要ですが、客車列車を全廃した JR 東海

には機関車が必要なく、そのためだけに保有

するというのは非効率極まりません。そこで、

気動車に荷台を設けて、そこにレールを積む

手法を取ることとしました。これがキヤ 97で、

25mの定尺レールを輸送する 0番台と、200m

にも及ぶロングレールを輸送する 200番台が

存在します。前者は名古屋区に 2 両 4 編成が

配置されており、後者は美濃太田区に 13両 1

編成が配置されています。機関車代用として

使われることもあります。 

全長：18,200mm 最高速度：110km/h 機関：C-DMF14HZC (360PS)×2 



 

103系 ～JR東海にもいた通勤型電車の代表格～                                           

103 系電車は 1963 年から 1984 年にか

けて 3,447両が製造された国鉄の代表的

な通勤電車です。1977年から 1999年ま

で中央西線や関西本線などでラッシュ

時を中心に活躍しました。 

全長：20,000mm 最高速度：100km/h 主電動機：MT55(110ｋW) 抵抗制御 

113系 ～近郊型電車の決定版～                                                     

113 系電車は 1962 年に登場した 111 系

のモータの出力増強版で、1963 年から

1982 年まで製造された近郊型電車です。

名古屋圏の JR 電化路線のほとんどで使

用されました。2006年引退。 

全長：20,000mm 最高速度：100km/h 主電動機：MT54(120ｋW) 抵抗制御 

165系 ～大垣夜行でお馴染みの急行型電車～                                            

165 系電車は 1963 年から製造された抑

速制動付きの急行型電車です。名古屋圏

では 113系と同じく各路線の普通・快速

列車に使用された他、373 系投入前、臨

時急行『伊那路』や東京―大垣間の普通夜行列車でも使用されていました。2001年引退。 

全長：20,000mm 最高速度：110km/h 主電動機：MT54(120kW) 抵抗制御 

キハ 58 ～万能急行型気動車～                                                       

キハ 58は 1961年から 1969年に増備さ

れた国鉄の急行型気動車です。JR東海で

は非電化路線の普通列車の他、急行〈の

りくら〉〈かすが〉などで使用され、快速

〈みえ〉にはエンジンを換装し、高速化対応を行った 5000番台が使用されました。2001年引退。 

全長：21,3000mm最高速度：95km/h、5000 番台は 110km/h エンジン：DMH17H（180PS）、5000番台は C-DMF14HZ（350PS） 

キハ 58 6000 番台〈たかやま〉 ～大阪から飛騨古川へ。最後のグリーン車組み込み気動車急行～    

1999 年まで大阪―飛騨古川間で運転され

ていた急行〈たかやま〉には、JR 西日本所

属のキハ 58 が使用されていました。 

 

全長：21,300mm最高速度：95km/hエンジン：DMH17H（180PS） 
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