
 

名古屋鉄道  ～バラエティ豊かな車輌群が活躍する“偉大なる地方私鉄”～ 

名古屋鉄道は「名鉄」の略称で親しまれ、愛知、岐阜県下に縦横無尽に張り巡らされた路線網は 444.2km に上

ります。これは東武鉄道に次いで日本の私鉄の中では第三位の路線長となり、間違いなく東海地方を代表する

私鉄と言うことが出来るでしょう。 

 車輌の特色 

かつては日本初の展望電車7000系パノラマカーを走

らせ、岐阜地区においては路面電車と郊外電車の融

合を実現し、閑散線区におけるレールバスによる運

行、JR 高山本線への直通運転などなど様々な取り組

みを行って来たことが特筆されます。 

また、一般の車輌についても平成の時代に至るまで

大正末期から昭和初期製の電車を使い続け、機器の

流用も積極的に行い、その時代や施策に併せて車輌

の仕様も頻繁に変えるなどをした結果、名鉄の線路

上には次から次へと全く違うスタイルの電車が走る

という趣味的には大変楽しい鉄道となりました。 

現在では旧型車の類はかなり整理され、三扉ロング

シートの通勤車が主流となっていますが、それでも

やはり車輌のバラエティでは日本の私鉄随一です。 

 

 路線の特色 

路線は濃尾平野から三河地方にかけて点在する市町

村落をそれぞれ結ぶようになっていることが特徴的

で、いわゆるローカル線の寄せ集めとも言われます。 

というのも、現在の名古屋本線西部と犬山線などを

運営していた名岐鉄道は美濃電気軌道、尾西鉄道、

各務原鉄道などの濃尾平野に点在した地方私鉄を昭

和 10 年までに手中に収めています。 

また、名古屋本線東部と常滑線などを運営していた

愛知電気鉄道は西尾鉄道を吸収し、現在の JR 飯田線

の前身にあたる豊川鉄道と連携し、豊橋乗り入れを

実現させていました。 

昭和 10 年になると、名岐鉄道は愛知電気鉄道を吸収

し、現在の名古屋鉄道を誕生させます。名古屋鉄道

となってからは他地域で行われつつあった国策によ

る交通機関の戦時統合の影響もあって、渥美電鉄や

瀬戸電気鉄道、三河鉄道、知多鉄道、東美鉄道、竹

鼻鉄道などを合併。その後、昭和 29 年に渥美線を豊

橋鉄道へ譲渡をし、昭和 40 年代から 50 年代にかけ

ては羽島線や豊田線、知多新線などの新線建設を進

めるなど、積極的な路線拡張を行いました。 

こうして名鉄の路線網は形成されたのですが、その

結果、合併した路線から引き継がれたそれぞれ仕様

の異なる様々な車輌や、採算の取れない弱小支線を

多数抱え込むことになるのです。 

運転に関しては、優等列車などの多くの列車は岐

阜・犬山・津島方面から名古屋に直通、更に岡崎や

豊橋・知多半島・西尾方面へと向かいます。各路線

とも運転間隔は比較的短く、昼間は全ての駅で最低

でも 30 分に 1 度の列車が確保されているほか、主要

路線や一部支線では普通列車が 15分間隔で運転され

ています。一方で通過駅がある種別では本来なら停

車しない駅に停車する「特別停車」が非常に多く、

逆に特急などでは本来停車する駅を通過する「特別

通過」も存在します。また途中駅で種別が変更され

る列車も比較的多く設定されています。 

 

  



1000系電車  ～バブルからの眺望～                                                 

1000 系「パノラマ Super」は 1988 年、本格的

な座席指定特急車として登場した車両です。先頭

車両の前部はハイデッカーで、運転室がその下に

あるので前面展望を楽しむことができます。

1997 年までに 4 連 21 編成が造られましたが、製

造途上で台車が変更されています。1991 年には

6 編成が改造、編成組み換えを行い後述の 1200

系と連結した一部特別車に改造されました。4 連

の編成は 2009 年までに廃車となり、機器類は

5000 系に転用されています。 

全長：20,380mm（先頭車） 19,730mm（中間車） 最高速度：120 km /h 界磁チョッパ制御 主電動機：TDK8225A(150kW) 

1200系電車  ～1000 系の相棒～                                                   

1200 系は、特別車の 1000 系と連結し「一部特

別車」編成を組むために 1991 年に登場した車両

です。編成替えの際に 1000 系の方向転換をしな

かった編成を「A 編成」、方向転換をした編成を

「B 編成」と呼びます。1000 系を半分に割って

編成を作ったため、A 編成と B 編成ではトイレ・

洗面所と車掌室の位置が異なっています。車内は

乗務員室の直後を除き転換クロスシートが並ん

でいます。 

 

全長：18,900mm 最高速度 120km/h 界磁チョッパ制御 主電動機：TDK8225A(150kW) 

1800系電車  ～快速特急から普通列車まで～                                           

1800 系は 1991 年に登場した、1000 系-1200 系

の増結用車両です。1000 系-1200 系 6 両に連結

し、8 両でラッシュに対応します。デザインは

1200 系と共通ですが、前面の「パノラマ Super」

のロゴは無くミュージックホーンも装備してい

ません。乗客の少ない昼間などは 2 両や 2 編成連

結した 4 両で本線の普通列車や支線の急行など

に使用されています。 

全長：18,900mm 最高速度 120 km /h 

界磁添加励磁制御 主電動機：TDK8051 

 



1030・1230系電車  ～7500 系の機器流用車グループ～                                     

1030・1230 系は、一部指定席車特急の使用車両

に余裕を持たせることを目的として 1992年から

製造された特急用車両です。 

1000 系・1200 系とは異なり当初から一部指定席

編成で製造されたことが特徴で、車体は 1000・

1200 系の B 編成に準じており、車番も B 編成に

30 を足したものとしています。 

一方走行機器のうち、主電動機と一般車側の制御

装置や MGはパノラマカー7500系の廃車発生品

を流用しています。台車は全車がボルスタレス式

となっており、1000・1200 系の編成と見分ける

1 つのポイントです。 

6 連 4 編成が製造されましたが、このうち 1134F

は 2002 年に事故に遭い、特別車 2 両は廃車。一

般車側は後述の 1380 系となり、現在は 3 編成が

使用されています。 

また同じく 7500 系の機器を流用した増結車

1850 系も 3 編成在籍しています。 

 

寸法は 1000系・1200系・1800系に準ずる 

1380系電車  ～事故編成の生き残り～                                                

2002 年、名古屋本線での踏切事故に遭遇した

1134F のうち、特別車 2 両の損傷が激しかったた

め廃車とせざるを得なくなりました。一方の一般

車 4両は損傷が少なかったため、3号車のモ 1384

に運転台を設置し一般車両として復旧しました。 

先頭部分は岐阜方先頭と同等のものを新製し接

合。同車は車掌室を設置していたため車長が 1 メ

ートル近く長く、乗務員室後ろは他が 2 人掛けロ

ングシートのところが 3 人掛けとなっています。

塗装はスカーレットに変更されています。 

前述のような経緯から 1 編成のみの在籍で、他と

は独立した運用となっており、またその範囲も限

られています。 

最高速度：120km/h 他励界磁制御(1030 系の特別車ユニットは界磁チョッパ制御) 主電動機：TDK848-0A 



2000系電車  ～空へのアクセス～                                                   

2000 系は、翌年に開港する中部国際空港へのア

クセス列車として 2004 年に登場しました。登場

時は 3 両編成でしたが、混雑が激しく翌年には 4

両編成となりました。曲線の通過速度を向上する

ために空気ばねを用いた車体傾斜装置が採用さ

れています。登場時から「ミュースカイ」という

愛称がありましたが、2008 年のダイヤ改正では

同形式で運転する列車の種別名に採用されまし

た。 

 

全長：19,600mm 最高速度：120 km /h IGBT-VVVF 制御 主電動機：TDK6382B (170kW) 

2200系電車  ～名鉄の新型標準特急～                                              

2200 系は 2004 年に登場した一部特別車の特急

型車両です。車体形状や特別車の基本構成は

2000 系に準じていますが、車体塗色は赤と白を

基調としています。一般車は 3300 系に準じた配

置ですが、2007 年登場の 2 次車ではクロスシー

トが 2 列+1 列に変更されています。1200 系に対

する 1800 系のような増結車は無いため、朝・夕

ラッシュ時には 3100 系や 3150 系を連結し 8 両

で運転されます。 

 

全長：19,600mm（特別車） 18,830mm（一般車） 最高速度 120 km /h VVVF制御 主電動機：TDK6382B (170kW) 

1700系電車（2300系電車）  ～新型車両の生まれ変わり～                                

1700 系は 1999 年に登場した全車特別車の 1600

系を改造して登場した車両です。2008 年のダイ

ヤ改正で 2000系以外の特急を全て一部特別車に

統一するため、3 両編成のうち岐阜方 2 両の方向

を変えた上で新造した一般車と組み合わせ 6 両

編成となりました。1700 系の車内は荷物置き場

の設置以外には変わっていませんが、車体塗装は

2200 系に準じたものに変わりました。2300 系は

2200 系 2 次車とほぼ同じ仕様ですが、種別・行

先表示機がフルカラーLED 式に変更されました。 

1700 系…全長：19600mm 最高速度 120 km /h IGBT-VVVF制御 主電動機：TDK6381A 2300 系は 2200 系に準ずる 



6000系電車  ～豊富なバリエーションをもつ通勤型車両～                                    

6000 系は 1976 年に登場した通勤型電車です。4

両編成と 2 両編成があり、名鉄のほぼすべての路

線で普通から快速急行まで幅広く活躍する車両

です。1 次車から 10 次車まで存在し、マイナー

チェンジを繰り返しながら 52 編成が製造されま

した。1～4 次車は初期車と呼ばれ、5～8 次車は

中期車、9・10 次車は後期車と呼ばれています。

初期車は側面の窓が連続固定窓となっているの

が特徴で、中期車は開閉が可能となっています。

後期車は前面部のデザインが大きく変わり、

6500 系と同等の「鉄仮面」と呼ばれるものとな

りました。 

1995年より、中期車 2連 8編成が瀬戸線に転属。

2 編成を併結し 4 両編成で用いられました。翌年

には喜多山車庫の設備改良で 4 両固定編成が導

入可能となり、本線の 4 連から中間車を抜いて転

属しました。この際車番は先頭車に合わせて改番

しています。2000 年には追加で 1 編成が転属、

瀬戸線の最大勢力になった時期もありましたが、

2011 年から廃車が始まり、2014 年春に瀬戸線の

6000 系は姿を消しました。 

1998 年からの蒲郡線ワンマン化に伴い 3 次車の

6014F 以外がワンマン化され、運賃箱や車体ドア

横に「締切」の表示灯が取り付けられています。

また 2001年からは三河線のワンマン化に伴う改

造を実施、後述する 7100 系や 7700 系の引退も

あって現在 1 次車・4 次車の全編成と 3 次車の

6014F、それに 5～8 次車の 2 両編成の全てがワ

ンマン化されました。中期車の三河線ワンマン車

は、側面窓の外に保護棒が設置されているためす

ぐに判別ができます。 

既に名鉄としては最古の旅客車になっています

が、2014 年からは 8 次車に特別整備を実施して

おり、今後も活躍が見込まれます。 

全長：18,830mm 最高速度：100 km /h 抵抗制御 主電動機：TDK8050A (150kW) 



6500系電車  ～名鉄初の界磁チョッパ制御・回生ブレーキ～                                   

制御装置に界磁チョッパ制御、そして回生ブレー

キを名鉄で初めて採用したのが 6500 系です。

1984 年に登場し、4 両編成で 6000 系と共に快速

急行から普通列車の運用に就いています。大きく

1～5次車のグループと6～8次車の二つのグルー

プに分かれ、1～5 次車（6401F～6417F）は「鉄

仮面」と呼ばれる前面スタイルで、側窓は 6000

系中期車に準じていますが配置を変更していま

す。1 次車の標識灯は当初 2 灯式でしたが、3300

系（2 代目）が廃車になった際に発生した 1 灯式

のものに交換されました。6418F 以降は前面のガ

ラスが大きく｢金魚鉢｣とも呼ばれ、内装は白系と

なっています。2011 年には 6404F にリニューア

ルが行われ、吊革の交換や扉付近の床の変更、ド

アチャイム設置などが行われました。 

全長：18,830mm 最高速度：110 km /h 界磁チョッパ制御 

主電動機：TDK8225A (150kW) 

6800系電車  ～6500 系の 2 両バージョン～                                              

6800 系は 1987 年に登場し、車体デザインなど

は 6500 系に準じています。6500 系と同じく二

つのグループに分かれ、6801F～6808F は「鉄仮

面」、6809F～6834F は｢金魚鉢｣という愛称で親

しまれており、それぞれの仕様は 6500 系のもの

とほぼ同じとなっています。制御装置は 6500 系

とは異なり界磁添加励磁制御を採用しています。

主に 6500 系や 6000 系 4 両編成と連結して本線

急行亜幹線の準急や、単独で本線の普通や支線の

運用に就いています。6828F～6839F は尾西線と

豊川線にてワンマン運転を行うためにドア開閉

の注意喚起の自動アナウンス、ワンマン・ツーマ

ン切り替えスイッチなどのワンマン化工事を受

けました。このワンマン対応車は尾西線や豊川線

の運用だけでなく本線での運用も見られます。 

全長：18,900mm 最高速度：110 km /h 界磁添加励磁制

御 主電動機：TDK8050A/TDK8051A (150kW) 



3500 系電車  ～名鉄初のワンハンドルマスコン～                                         

3500 系は 1993 年に登場した 3 扉ロング

シートの通勤型車両です。4 両編成で 34

編成あり 1次車から 5次車まであります。

車体のデザインは 6500 系や 6800 系の後

期型｢金魚鉢｣に準じたデザインとなって

いますが、先頭車にはスカートがついて

いるのが見分けるポイントです。制御装

置は VVVF インバータ制御で電気指令式

ブレーキを採用しており、名鉄では初め

て加速・減速が 1 つのハンドルで操作で

きるワンハンドルマスコンが採用されま

した。2013 年には 3511F の制御装置が

GTO 素子から IGBT 素子のものへ更新さ

れ、一部の車内の案内装置が液晶表示のも

のに交換されたほか、3508F の岐阜方先頭

車には日本車両製の試験台車が使用されています。 

全長：18,830mm 最高速度：120 km /h  GTO-VVVF制御（3511Fは IGBT素子） 主電動機：TDK6380A/MB5059B (170kW) 

 

3700系電車  ～3500 系の改良型～                                                  

3700 系は 1997 年に登場した 4 両編成の

通勤型車両です。基本は 3500 系に準じて

いますが、車体断面の形状が 3500 系の卵

型から垂直の形状になっており、パンタグ

ラフもシングルアーム式になっています。

屋根が 3500系に比べて若干高くなってい

るため、正面から見るとやや角ばった印象

を受けます。1 次車と 2 次車があり、2 次

車は種別・行先表示機が大型化されていま

す。 

 

 

全長：18,830mm 最高速度：120 km /h  

GTO-VVVF 制 御  主 電 動 機 ： TDK6380B 

(170kW) 

 



3100系電車  ～3700 系の 2 両バージョン～                                            

3100系は 3700系とほぼ同時期の 1997年

に登場した 2 両編成の通勤型車両です。車

体や内装は 3700 系とほぼ同じですが、制

御装置は異なり、VVVF 装置が 3700 系の

GTO 素子ではなく IGBT 素子に変更され

ています。3100 系は 1 次車 (3101F～

3110F)、2 次車(3111F～3119F)、3 次車

(3120F～3123F)があり、1 次車は側面の

種別・方向幕が細い形状で 2・3 次車が大

型のもの、3 次車は運転台が両手ワンハン

ドル式から右手操作型のものに変更され

ており、前照灯が白色 HID のものとなっ

ているなどの違いがあります。現在は

3150 系と共に特急・快特の増結用から各

線の急行・準急、普通など幅広く使用され

ています。 

全長：18,900mm 最高速度：120 km /h IGBT-VVVF 制御主電動機：TDK6380B / MB5059B (170kW) 

 

3300系電車  ～名鉄の新型通勤車～                                                 

2004 年に登場した 3300 系は、地下鉄上

飯田線直通用の 300 系に続きステンレス

車体を採用した 4 両編成を組む通勤型車

両です。前面部は事故などが起きても復旧

がしやすいように普通鋼製となっていま

す。車内は 300 系や 2200 系の一般車と似

た転換クロスシートとロングシートの交

互配置となっています。現在までに 5 編成

が製造されています。車内設備は大きく異

なるものの、3500 系や 3700 系と共通で

運用されています。 

なお、2008 年からは毎年「名鉄エコプロ

ジェクト」の一環として、ラッピング列車

「エコムーブトレイン」としてこの形式が

用いられています。 

全長：18,830mm 最高速度：120 km /h IGBT-VVVF 制御主電動機：TDK6382B (170kW) 



3150系電車  ～普通から快特まで～                                                 

3150 系は 3300 系の 2 両編成バージョン

で、3300 系と同時に登場しました。1 次

車(3151F～3154F)は 3300 系の先頭車と

殆ど同じ造りで、車内は転換クロスシー

トとロングシートの交互配置になってい

ます。2 次車(3155F～3159F)は座席をす

べてロングシート化、3 次車(3160F～

3163F)は同年登場の 5000 系に準じた仕

様変更が行われ、種別・行先表示器をオ

ーロラビジョンからフルカラーLED 式に

変更した他、優先座席の拡大、2 次車まで

車いすスペースに設けられていた補助座

席の廃止などが行われています。4 次車(3164F～3166F)は 3 次車とほぼ同等ですが、同年登場の瀬戸線 4000

系のように扉付近の床を黄色くして注意を促しています。3150 系は 3100 系と共通の運用で、ラッシュ時には

特急の増結車として 2200 系や 1700-2300 系と連結し使用されるほか、3500 系や 3700 系、3300 系と連結し本

線や亜幹線の急行や準急に、また単独で普通列車としても使用され、様々な場面で見ることのできる形式です。 

全長：18,900mm 最高速度：120 km /h IGBT-VVVF 制御主電動機：TDK6382B (170kW) 

 

5000系電車  ～見た目は銀電、中身はパノラマスーパー～                                   

特急営業政策の変更で、2000 系「ミュー

スカイ」以外の全特急を一部特別車で運転

することになった為、全車特別車の 1000

系が余剰となりました。その機器を流用、

新製した車体と組み合わせて 2008年に登

場した車両が 5000 系です。車体・車内は

3150 系をベースとしていますが、前面は

非貫通で赤い帯もデザインが異なってお

り、また車内は車いすスペースの補助座席

廃止や優先席拡大などが特徴です。走行機

器やパンタグラフ、冷房は種車からの流用

品です。台車は種車の違いで 5001F～

5009F はボルスタ付き台車を、5010F 以

降はボルスタレス台車を履いています。 

 

全長：18,830mm 最高速度：120 km /h 界磁チョッパ制御 主電動機：TDK8225A (150kW) 



5700系電車  ～初期高性能車の後継～                                                

老朽化が進んでいた 5000 系（初代）・5200 系の置

換え、国鉄の快速電車に対抗すべく 1986年に登場

した車両が 5700系です。先頭部は右半分の窓が大

きく取り、前をよく見通せる構造になっています。4両

編成で登場しましたが、1989 年に増結用中間車が

製造され6両編成も登場しました。1990年に一部座

席指定の特急が登場すると、一般席車として 1000

系や 7700系などと連結して運転されました。現在は

普通列車での運用が増えましたが、全車一般車特

急など優等列車でも使用されています。 

全長：18,830mm 最高速度：120 km /h 界磁チョッパ制御 主電動機：TDK8225A (150kW) 増結用中間車は下記 5600形 

5600形電車  ～余剰先頭車を中間車に接合～                                            

5600形は 1989年に製造された 5700系の 6連化

用中間車ですが、7000 系全廃後、2 編成しかない

5700 系の 6 両編成は使いづらい存在となってしま

いました。そのためこの 2 編成は 2009 年に 4 両編

成に戻し、余った中間車 4両の内 2両に廃車となっ

た 5300 系の前頭部を接合し先頭車化。2010 年に

4両編成の 5600形として再登場しました。元は中間

車だったため先頭車の扉の位置が違い、またそのた

め 5300系や 5700系にある乗務員室後ろの展望席

はありません。 

全長：18,830mm 最高速度 110 km /h 界磁添加励磁制御 主電動機：TDK8051-A (150kW) 

 

5300系電車  ～私鉄車初の界磁添加励磁制御～                                          

5300 系は 1986 年に登場した、5000 系（初代）や

5200系の機器類に 5700系の車体を組み合わせた

車両です。私鉄で初めて界磁添加励磁制御を採用

したことが特徴です。種車と同じく全車電動車となっ

ており、パンタグラフの位置も異なっています。台車

もコイルバネ台車を流用しましたが、後に一部は空

気バネ台車に交換されています。2009 年からは台

車未更新の車両を中心に廃車が行われました。 

全長：18,950mm 最高速度 120 km /h 

界磁添加励磁制御 主電動機：TDK823-0A（75kW） 



100系・200系電車  ～名古屋の地下を走る赤い電車～                                     

100 系は 1978 年に開業した豊田線と名古屋市

営地下鉄鶴舞線の直通運転用として製造された

車両です。基本的なデザインは 6000 系初期車

に準じていますが、地下鉄直通のため 20 メート

ル級 4 ドアとなっています。製造が長期に亘った

ため製造途中での仕様変更が行われています。

1 次車・2 次車は 4 両編成で登場、全車電動車

でした。3次車である116Fは制御装置が界磁添

加励磁制御に変更、4次車は車両番号が200番

台になりました。1993 年には 4 両編成から 6 両

編成に増強するため、VVVF 制御の中間車(5

次車) が製造され全編成 6両編成になりました。 

1994年輸送力を増強するため、100系の6次車

に当たる 200 系が登場しました。制御装置は

100 系 5 次車と同じ VVVF 制御を採用、3M3T

の編成となっています。車内には 3500系と同等の LED式車内案内表示器が設置されています。 

2011 年からは、抵抗制御車に対するリニューアル改造がされています。制御装置が VVVF 制御に変更され、モ 110 と

モ 130はモーターを撤去しました。車内も車いすスペースやドアチャイムの設置などが行われています。 

全長：20,000mm 最高速度：100 ㎞/h 主電動機：TDK8200A(抵抗車) /TDK8201A(界磁車) /TDK6380A(VVVF 車) (100kW/170kW) 

 

300系電車  ～名鉄初のステンレス車体～                                              

300 系は 2002 年に登場した、名古屋市営地下

鉄上飯田線との直通運転用車両です。名鉄で

は初のステンレス車体を採用しています。地

下鉄直通のため 4 ドアとし、転換クロスシー

トとロングシートが交互に配置されており、

この構成は後に 2000系や 3300系などにも受

け継がれています。小牧線、地下鉄上飯田線

を中心に 8 編成が活躍しており、同線ではほ

ぼすべての列車が 300系によって運転されて

います。 

 

 

全長：20,000mm 最高速度：100 ㎞/h 

IGBT-VVVF制御 主電動機：TDK6382B (170kW) 



 

4000系  ～新世代の瀬戸線を担う～                                                   

4000系は 2008年に瀬戸線の近代化を図る

ため登場した車両です。2014年春までに 18

編成が製造され、現在瀬戸線は全列車がこ

の車両で運転されています。車体構造は本

線系列の 3300系や 3150系がベースとなっ

ていますが、前面もステンレス製となっており

そのスタイルは大きく異なっています。車内

は 5000系に準じていますが、名鉄の通勤型

車両で初めて液晶ディスプレイ（LCD）による

車内案内表示装置が搭載されています。ま

た座席は3300系などとは異なり、JR東日本

E231 系などと同じものが使われており、車

内側の扉も無塗装となっています。制御装

置は IGBT-VVVF で、起動加速度は

3.0km/h/s と高めに設定されています。また、本線系の車両と異なりボルスタ付の台車を履いています。 

全長：18,900mm 最高速度：120 ㎞/h IGBT-VVVF 制御主電動機：TDK6382B (170kW) 

 

6600系  ～地下線対応車両～                                                      

6600 系は 1978 年、瀬戸線の架線電圧を

600Vから 1500Vに昇圧したことを機に製造

された車両です。6000 系をベースにしてい

ますが、側面に田の字型のユニット窓を使用

していたり、前面にスカートが取り付けられて

いたりと、一部仕様が変更されています。ま

た、方向幕は種別と行先が一体となっている

ものを使用しています。車体は地下線に対

応するため地下鉄の車両並みの防火対策

がなされています。導入当初は非冷房でし

たが、1985 年より 7000 系の廃車発生品を

用いて冷房化。当初から 4 両編成での運用

が中心であったため、貫通扉には幌が取り

付けられ、編成間の行き来を可能としました。

2013年 3月に引退しました。 

 



6650・6750系 ～最後まで残った吊り掛け駆動車～                                        

瀬戸線では、1500V への昇圧後は HL 車

の 3770 系や 3780 系が主力でしたが、性

能が低く 2 ドア車であるため、特に通勤時

間帯の運用に支障をきたしていました。そ

こで、性能の統一を図るため 1986 年に

AL車の 3900系の足回りを流用して 6600

系に準じた車両を造ることになりました。

基本的には 6600 系に準じた車体ですが、

スカートは省略されており標識灯は 6500

系(鉄仮面)などと同じ LED 式となってい

ます。客用扉も車内側は無塗装に仕上がっ

ており、扉の窓は 6000 系 4 次車以降に合

わせて大きくなっています。 

 

 

1990 年には 6750 系 4 両編成 5 本が導入

されました。6650 系とはイメージが大き

く変わり、車体は前面こそ貫通型なもの

の 6500・6800 系の「金魚鉢」と呼ばれる

タイプに相当するものになり、車内は

5700 系のロングシートに準ずる形状の座

席を採用、座席表地は紫色のものを用い

ています。これらはその後 6500・6800

系や 3500 系にも採用されています。こち

らの足回りは 3850 系や 3900 系、3400

系など様々な車両から寄せ集めて流用し

ています。機器流用車ながら、将来のカル

ダン駆動、空気バネ台車、電磁直通ブレー

キへの改造を容易に行えるよう設計され

ていましたが、これらが生かされることは

ありませんでした。4 両固定編成ではありますが、曲線での視野を確保するため中間車に車掌室が設けてあるほ

か、旧喜多山工場での検査の利便性を考慮して中間運転台も設けられていました。 

2008年の 4000系登場で置き換えが開始され、6750系は 2010年までに、6650系は 2011年に廃車されました。 

 



デキ 300形機関車  ～大正製の機関車～                                             

デキ 300 形はもともと 1926 年に三河鉄道(現在

の三河線)のキ 10 形として登場しました。1929

年にかけて 5 両を製造、更に 1936 年には一畑電

気鉄道の同形車を譲受し 6両となりました。1941

年に名鉄に合併した際にデキ 300 形と改番され

ました。昭和期に 3 両が廃車となりましたが、残

った 3両は 1993年から翌年にかけ更新工事を実

施、塗装が青色に変更されました。現在は保線列

車などに使用されていますが、2013 年には 2 両

が廃車になった模様です。 

全長：10,150mm 抵抗制御 主電動機：TDK-516E(60ｋW) 

デキ 400形機関車  ～名鉄唯一の箱型機関車～                                        

デキ 400 形は 1930 年、愛知電気鉄道に登場した

機関車です。デッキを備えた箱型車体で、前面窓

の大きなひさしと窓下の砂箱が特徴的です。2 両

が製造されましたが、このうちデキ 401 は三岐

鉄道や岳南鉄道に貸し出されたことがあります。

1993 年には更新工事を実施、制御装置の交換や

車体の整備のほか、塗装の変更を行いました。現

在は主に本線東部などのバラスト散布列車の牽

引用として、ホキ 80 形を挟んだプッシュプル編

成で使用されます。 

全長：11,052mm 抵抗制御 主電動機：WH-550-JF-6(93.25ｋW)  

デキ 600形機関車  ～東芝の戦時標準設計型～                                        

デキ 600 形は 1943 年に登場した機関車です。東

芝が製造した戦時標準設計型の機関車で、同形の

機関車は各地の私鉄に導入されています。当初は

2 両が、1945 年には中国にあった日本窒素の工

場用として製造したものの発送できなかった 2

両を譲受し 4 両の陣容となりました。1992 年に

更新工事を実施、制御装置や電動発電機などを交

換、塗装も青色に変更しました。現在は入替や新

車の牽引などに使用されています。 

全長：11,050mm 抵抗制御 主電動機：SE130C(110ｋW) 

 



MRM100形電車  ～日本初の跨座式モノレール～                                         

愛知県犬山市にある成田山名古屋別院大聖寺、日

本モンキーパークへのアクセスを目的として

1962 年に開業したモンキーパークモノレール線

(当時はラインパークモノレール線)用の車両で、

レールを跨って走る方式は日本初でした。2 編成

在籍、多客時には 6 両編成で運転されていた事も

ありました。座席はボックスシートで運転室後ろ

のみ外向きのロングシートでした。2008 年 12

月のダイヤ改正と共にモンキーパークモノレー

ル線が廃止され、この車両も活躍を終えました。 

全長：11,000mm（中間車：8,800mm） 最高速度：30 ㎞/h 抵抗制御 主電動機：HS-510-Crb (70kW) 

8800系電車  ～日本初のハイデッカー車両～                                           

8800 系は「パノラマ DX」という愛称で、1984

年に登場した車両です。この車両の一番の特徴

は前面で、日本で初めて運転室を下に、客室を

ハイデッカーとして展望席を設けています。ま

た車内はグループ向け座席中心の構成でした。

一方機器類は廃車になった7000系から流用して

います。登場時は 2 両編成でしたが、1987 年に

は中間車を増結し 3 両化。1992 年には他の特急

と同じような車内構成に変更されましたが、1 編

成は団体専用車両として残されました。2005 年

1 月のダイヤ改正で運用を終えました。 

全長：19,880mm（中間車：19,730mm） 最高速度：110 ㎞/h 抵抗制御 主電動機：TDK8251-A (75kW) 

1600系電車  ～貫通型の「パノラマ Super」～                                            

1600 系は 1999 年に登場した全車特別車特急用

の車両です。3 両編成を組み、先頭部は増解結を

考慮し貫通式のスタイルとなっています。電動車

は 3 両中 1 両のみで、電動機出力は名鉄最大の

200kW。第 1 編成には名鉄では初となる自動車

体傾斜システムを搭載していました。2008 年 6

月の改正で運用を離脱、岐阜方 2 両は改造され同

年 12 月に一部特別車の 1700 系として再デビュ

ーしましたが、豊橋方の先頭車は廃車されました。 

諸元は 1700系と同じ 



 

3300系 ～生まれ変わった OR 車～ （AL車）                                            

3300 系は 1987 年に 3900 系や 3850 系な

どの OR 車の機器を流用して 3 両編成 4

本が作られました。6500 系に準じた車体

ですが、側面窓は下降窓です。犬山地区を

中心に活躍しましたが、2003 年の小牧線地下鉄直通化を機に引退しました。 

全長：18,900mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-528/18-PM (112.5ｋｗ) 抵抗制御 

7300系 ～吊り掛けパノラマカー～ （AL車）                                             

7300 系は 1971 年に登場しました。3800

系やモ800形のようなAL車の機器を流用

し、2 両編成 9 本と、4 両編成 3 本が登場

しました。パノラマカーの仲間と言えます

が、AL 車と併結して使用されました。1997 年の引退後、豊橋鉄道に譲渡されました。 

全長：18,830mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-528/18-PM (112.5ｋｗ) 抵抗制御 

3700系 ～好ましい車体と、その前歴～ （HL車）                                          

3700系は 1957年から 1959年にかけて増

備された車体更新車です。戦前製の雑多な

木造電車の機器を流用して製作されまし

た。1996 年までに全車廃車となりますが、

1969 年から 1973 年に高松琴平電鉄に譲渡された編成は 2004 年まで活躍していました。 

全長：17,830mm 最高速度：95km/h 主電動機：SE-132、WH-556、MB-98(75ｋｗ) 抵抗制御 

3730系 ～HL車最大勢力～ （HL車）                                                  

3730系は 1964年から 1966年にかけて増

備された 3700系グループの中核を担う形

式です。戦前の半鋼製電車の機器を流用し

ており、車体は 1,400mm の幅広両開き扉

を採用しています。一部編成は車内がクロスシートとされていました。1996 年引退。 

諸元は 3700系に概ね準ずる 

3780系 ～冷房装置付き HL車～ （HL車）                                              

1966 年に製造された HL 更新車の最終増

備車です。冷房装置を搭載、クロスシート

を採用し、1996 年まで活躍しました。 

 

全長：17,830mm 最高速度：95km/h 主電動機：WH-556(75ｋｗ) 抵抗制御 

 



 

モ 800形 ～名鉄 AL車のスタンダード～ （AL車）                                         

モ 800形は 1935年に現在の名古屋本線西

側の前身である名岐鉄道が名岐間直通運

転開始のために登場させた電車です。片運

転台車と両運転台車が存在し、後者は増結

用に重宝され、3300 系と組んで急行に使われたこともあります。1997 年引退。 

全長：18,340mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-528/15-KM (112.5ｋｗ) 抵抗制御 

3600系 ～戦前の最高級電車～ （AL車）                                               

3600 系は 1941 年に登場した名古屋本線

東部線用の電車です。転換式クロスシート

を装備し、窓の隅に R がついており、屋

根に埋め込まれた前照灯など優美なスタ

イルを持つ優等列車用電車でした。最後まで優等列車などに使用され、1987 年に引退しました。 

全長：18,454mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-528/13-GM (112.5ｋｗ) 抵抗制御 

3550系 ～戦時設計「マル産電車」～ （AL車）                                            

3550系は 1944年から 1947年に増備され

た戦時輸送用の電車です。東西直通に備え

て 1942 年に登場した 3500 系を元に 3 扉

化、資材節約、装飾の自粛をしたものです。

当初は電装品が手に入らず、電気機関車に牽かれていました。1988 年までに全車引退。 

全長：18,454mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-528/14-NM (112.5ｋｗ) 抵抗制御 

3800系 ～東西直通運転～ （AL車）                                                  

3800 系は 1948 年の東西直通運転開始に

伴い用意された車輌で、運輸省規格 A’型に

基づいています。1990 年までに全車引退。 

 

全長：17,830mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-528/9-HM (112.5ｋｗ) 抵抗制御 

3900系 ～高性能電車への架け橋～ （OR 車）                                            

3900 系は 1952 年に登場した本線系最後

の純新造吊り掛け駆動車です。車内はボッ

クスシートが並んでおり、優等列車に使わ

れ続けました。1954 年登場の最終編成は

翌年登場の 5000 系への架け橋となりました。1987 年引退。 

全長：18,815mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-528-18PM(75ｋｗ) 抵抗制御 

 



7000系電車  ～夢への景色～                                                    

7000 系は 1961 年に登場した車両で、「パノラマカ

ー」という愛称で長く親しまれました。7000 系の最大

の特徴は日本で初めて運転席を 2 階、展望席を 1

階という構造とし、今までにない前面展望を乗客に

提供したことです。車内は 2 扉転換クロスシート。主

に 4両・6両で活躍しましたが、一時は 8両編成も存

在しました。1982 年から一部が座席指定特急用に

改造が行い、車体に白色の帯を入れたため「白帯車」

と呼ばれました。2008 年末に定期運用を離脱、翌 9

月に廃車となりました。 

全長：19,715mm（先頭車） 18,830mm（中間車） 最高速度：110㎞/h 抵抗制御 主電動機：TDK825/1-A (75kW) 

 

7700系電車  ～支線区用特急車～                                                 

7700系は 1973年に登場した車両で、パノラマカー

と同等の設備を持ちながら支線に直通するため前面

に展望席がない貫通型として登場、4 両編成と 2 両

編成が 4 本ずつ製造されました。1980 年代からは

7000 系と同様に座席指定特急用の改造がなされ、

1990年には指定席車を増強すべく 4両編成の中間

車を 7000系に組み込み全て 2両編成となりました。

2001 年にはワンマン対応改造が行われ三河線を中

心に活躍しました。2010年 3月に引退しました。 

全長：18,830mm その他性能は 7000 系に準ずる 

 

7100系電車  ～7000 系の最終増備車～                                              

7100系は 1975年に登場した 7000系の中間車で、

正式には 7050 形の 7100 番台です。ラッシュ時の

混雑が激化していたため扉を両開きにし、座席間隔

も縮めたことが特徴です。1984 年に組み込み先の

7000 系が 4 両編成に変更されると、余剰となった

7100 番台は日本車両で先頭化改造を行い 7100

系となりました。2001 年には 7700 系と同じくワンマ

ン化改造を受け、三河線を中心に運転され、2009

年 11月に引退しました。 

全長：18,950mm その他性能は 7000 系に準ずる 



5000系 ～SR車の基本形。名鉄初のカルダン駆動車～                                      

全長：18,725mm 

最高速度：110km/h 

主電動機：TDK-823-0A (75ｋｗ) 

抵抗制御 

5000 系は 1955 年に登場した名鉄初のカルダン駆動車です。車体は航空機の技術を応用したセミモノコック構

造となり、強い丸みを帯びています。当初から引退まで特急や高速、急行などに使用され、1987 年に 5300 系

に台車と機器を譲って廃車となりました。 

5200系 ～下降窓が特徴のスマートな SR 車～                                           

全長：19,230mm 

最高速度：110km/h 

主電動機：TDK-823-0A (75ｋｗ) 

抵抗制御 

5200 系は 5000 系のモデルチェンジ車として 1957 年に登場しました。5200 系は 2 連で登場しましたが、1964

年に 5000 系の余剰となった中間車を増結して 4 連となりました。最後まで優等運用にも使用され続け、1987

年に 5300 系に機器を譲って引退しました。 

5500系 ～戦後日本初の冷房装置つき一般用車～                                         

全長：18,830mm 

最高速度：110km/h 

主電動機：TDK-825-A (75ｋｗ) 

抵抗制御 

5500 系は 1959 年に登場しました。冷房装置を搭載したことが最大の特徴で、特別料金を取らない列車で冷房

を行うサービスは戦後ではこれが初めてです（戦前は南海鉄道で事例あり）。2005 年まで使用され、最後まで

急行などの運用にも入りました。 

※なおイラストは車番が 5502 (1次車)となっていますが、1次車は冷房が 8基搭載のためこれは誤りです。 
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