


 

 

1 まえがき 

 この度は「連接車第 26号」をお手に取って頂き、誠にありがとうございます。前回の「連

接車第 25号」から、発刊の間隔が大幅に開いてしまって誠に申し訳ございません。その間、

会員の入れ替わりもあり、今回このような形で発刊することができました。 

 

 今回の特集は、名鉄の最大勢力を誇る形式である、名鉄 6000系です。6000系の製造開

始は昭和 51年で、派生形式の 6500系・6800系などに引き継がれて平成初期まで製造が続

けられ、各種の改造を受けつつ現在も名鉄各線の主力として活躍しています。本誌は長ら

く「路線」を特集にしてきましたが、今回は敢えて「車両」を特集として取り上げてみま

した。 

 

 合宿報告では、会員が北海道に集結した 2010年夏合宿、関西を周遊した 2011年夏合宿

について、参加者個人による報告を掲載しています。また、例年通り各会員による引込線(個

人投稿)も収録しました。 

 

 それではしばらくの間、我々の機関誌「連接車第 26号」にお付き合い下さい。 
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8 特集:名鉄 6000系 

1. 概略 

 6500 系は、6000 系 4 両編成の製造が終

わった 1983年の 1年後である 1984年に登

場した。 

6000 系からの変更点としては、GTO 界

磁チョッパ制御(1C8M)や静止型補助電源、

回生ブレーキの採用である。電動機は直流

複巻電動機(150kW/台)になり、歯数比は

6000系の 6.07から 5.60に変更となり、最

高速度が 110km/hとなった。 

編成は、豊橋側からク 6400-モ 6450-モ

6550-ク 6500 である。パンタグラフはモ

6450 とモ 6550、補助電源装置と空気圧縮

装置はク 6400とモ 6550に設置されている。

各次車の違いは以下の通りである。 

 

2. 1 次車(6501F～6504F) 

1 次車は 1984 年 2 月に竣工した 6501F

～6504Fのことである。 

車体は 6000 系 8 次車を基本としている

が、前面は非貫通形の 4 枚折妻であり「鉄

仮面」と呼ばれている。前面の標識灯は、

竣工時ではシールドビーム 2 灯式であった

が、後述の通り LED1灯式に交換された。

側面は、先頭車と中間車の側扉の間隔を統

一した。座席は中央側扉の両脇をロングシ

ートとし、中央部は 6000 系よりもシート

ピッチ・背もたれ高さを拡大した固定クロ

スシートを採用した。 

 

3. 2 次車(6505F～6507F) 

1985 年 2 月に 3 編成(6505F～6507F)、

同年 6月に 1編成(6508F)が増備された。 

1 次車からの変更点としては、運転室後

方のロングシートの延長や前面の標識灯が

LED1 灯式になったことである。また、車

端の側扉とその脇のクロスシートの間にあ

る仕切り板、および中央扉付近のロングシ

ートをそれぞれ扉側に 70mm移設した。 

 

 
 

4. 3 次車(6509F～6513F) 

3 次車は 1986 年 1・2 月に増備された 5

編成(6509F～6513F)のことであり、変更点

としては運転室と客室の仕切板を側壁と同

じクリーム色にしたことである。 

 

5. 4 次車(6514F・6515F) 

1987 年 4 月に竣工した 4 次車(6514F・

6515F)からは、側面に種別・行先表示装置

を設置した。またパンタグラフは剛体架線

用になった。 

 

6. 5 次車(6516F・6517F) 

5次車は6516F・6517Fの2編成であり、

1987 年 11 月に登場した。ロスナイを廃止

し、冷房装置を各車 3 台に増やした。これ

に伴い補助電源装置の容量を増やした。ま

た、運転室扉と客室扉の間に明かり採り用

の固定式小窓を設置した。 

 

7. 6 次車(6518F～6520F) 

1989 年 5 月に竣工した 6 次車(6518F～

6520F)から車内外で変更が行われ、車体最

大幅を 2730mmから 2740mmに拡大した。

 

写真 1.6504F(1次車) 
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車体前面は従来の非貫通形の 4 枚折妻から

大型曲面ガラス 2 枚を用いた構造になり、

この構造を持つ車両は「金魚鉢」と呼ばれ、

1990 年代に登場した 3500 系・3700 系・

3100系にも受け継がれた。車体側面の側窓

は連続窓風になった。 

車内では、6500系 1次車で採用された固

定クロスシートの形状が一新され、シート

ピッチが拡大し、ヘッドレストを設置した。

台車は、1～5 次車が FS521A と FS098A

であったが、FS521Eと FS098D に変更さ

れた。Tc 車には耐雪ブレーキも設置した。 

 

 
 

8. 7 次車(6521F・6522F) 

1990 年 7 月に、7 次車として 6521F・

6522Fが増備された。仕様は 6次車と同一

である。 

 

9. 8 次車(6523F・6524F) 

6500 系最後の増備(8 次車)は 1992 年 4

月に行われ、6523F・6524Fが該当する。8

次車では車内が 6800 系 6 次車に準拠した

オールロングシートとなった。 

 

10. 改造 

① ロングシート化改造 

1995年 2月から翌年 2月までに 6504F・

6510F・6513F・6516F・6517F の 5 編成

がオールロングシートに改造された。 

この時、運転室後方を車椅子スペースと

する改造も行われた。 

 

② 側扉・前面塗装の変更 

1993 年 11 月から全車両の側扉の上半分

と 1～5 次車の前面窓上部の塗装をライト

グレーからダークグレーに変更した。 

また側扉の塗装のスカーレット 1 色化が

2001年8月から2005年春の間に行われた。 

 

③ 台車の交換 

1000/1200 系が 120km/h 運転する際に、

新造時に 6523F・6524F に取り付けた

FS548 と FS048 を、1011F・1012F の

FS539と FS039と交換した。 

 

④ 冷房装置の交換 

6500 系 1～4 次車の冷房装置の交換を

1995年 12月から開始した。 

 

⑤ 転落防止幌の設置 

2001年 5月より、連結面間の転落防止幌

の設置を実施している。 

 

⑥ 標識灯の交換 

2003年 5月から 6500系 1次車の標識灯

(シールドビーム 2灯式)を旧 3300系の廃車

発生品である標識灯(LED1 灯式)に交換し

た。 

 

⑦ 車内リニューアル 

2011 年に 6504F に対して車内のリニュ

ーアルが行われた。内容は以下の通りであ

る。 

・車内の側扉付近の床を黄色に着色した。 

・つり革の形状を変更した。 

・ドアチャイムを設置した。 

・車内の一部の化粧板を 3500系と同様の

ものに交換した。 

この改造については、他の編成に波及す

るかどうかは未定である。 

 

 

写真 2.6518F(6次車) 
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1. はじめに 

名鉄三河線は、碧南から猿投を結ぶ

39.8kmの路線である。以前は吉良吉田～碧

南と猿投～西中金も営業していたが、2004

年に廃止されている。三河線は、名古屋本

線との接続駅である知立で進行方向が変わ

る線形をしており、運転系統も分割されて

いる。2 つの系統は、碧南～知立の系統を

「海線」、知立～猿投「山線」と呼ばれてい

る。 

 

2. 概要 

三河線の「山線」の営業キロは知立～猿

投の 21.3km で、途中駅は三河知立・三河

八橋・若林・竹村・土橋・上挙母・豊田市・

梅坪・越戸・平戸橋である。 

「海線」の営業キロは碧南～知立の

18.5kmで、途中駅は碧南中央、新川町、北

新川、高浜港、三河高浜、吉浜、小垣江、

刈谷市、刈谷、重原であり、刈谷では JR

東海道本線との乗換が可能である。 

刈谷市～刈谷と重原～知立、豊田線に直

通する列車が乗り入れる豊田市～梅坪を除

いて単線であるが、単線区間のうち碧南中

央・高浜港・吉浜・平戸橋の 4 駅には交換

設備を持っていない。豊田線直通列車など

を除いてワンマン運転が行われているが、

無人駅を遠隔監視する駅集中管理システム

が導入されているため、車内での運賃収受

は行われない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 車両 

原則、ワンマン運転対応改造を受けた 3

ドア車の 6000系が使用される。4両編成 6

本、2両編成 11本が対応しており、すべて

貫通扉のある車両(1・4・5・7・8次車)で、

自動放送装置やデッドマン装置、ドアチャ

イムなどが設置されている。また、「山線」

で設置されたホームセンサ(後述)と車両の

間隔が狭く、窓が開閉できる 5 次車以降で

は安全のため窓の下部に金属製の棒が取り

付けられている。 

2両・4両編成で運用されており、2両編

成を 2 本併結した運用も存在する。豊田

線・名古屋市営地下鉄鶴舞線への直通列車

等は自社の 100系・200系と名古屋市交通

局の 3000形・3050形・N3000形が使用さ

れ、すべて 4ドア 6両編成である。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.刈谷駅に入線する 6000系 
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4. ダイヤ 

独立色が強く、ほぼ終日に渡って碧南～

知立・知立～猿投においてそれぞれ 15分間

隔で運転されているが、豊田市～梅坪では

豊田線・鶴舞線に直通する列車が乗り入れ、

毎時 8 本になる。その他、朝方には豊田線

直通列車の送り込みを兼ねた土橋始発豊田

市行が設定されている。 

豊田スタジアムでのイベント開催時は、

「山線」において交換設備を最大限に利用

して 10分間隔で運転した実績がある。かつ

ては名古屋本線との直通列車が設定されて

いたが、現在は設定されていない。 

 

5. 保安設備 

ワンマン運転を行なっている三河線、と

りわけ「山線」では他線とは異なった保安

設備を多数目にすることができる。ホーム

には赤外線センサが設置されており、列車

が発車する際にセンサが障害物を検知する

と、出発監視停止灯が赤く点滅して運転士

に知らせる(検知していない時は出発監視

反応灯が白く点灯する)。なお、列車が駅に

入線する際にセンサが障害物を検知した場

合は、注意を促す放送が入るようになって

いる。このホームセンサは、豊田線直通用

車両が使用する土橋駅 1 番線には設置され

ていないが、豊田線直通列車が停車する梅

坪駅には設置されている。 

 

 
 

「海線」では、ホームセンサを設置しな

い代わりに、駅に設置されたカメラの映像

を運転台のモニタに映し出す(駅によって

はホームに設置されたモニタに表示され

る)システムを採用している。そのため、「海

線」の各駅には後部確認用のミラーが設置

されていない。 

 

 
 

 

写真 2.「山線」に設置されている 

ホームセンサ 

 

写真 3.「海線」で使用するモニタ 
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また、2 両編成と 4 両編成の停止位置を

誤らないように、両数に応じた位置で青色

に点滅させて停止位置を知らせる停止位置

標が、「山線」の各駅に設置されている。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. おわりに 

私はこの記事の執筆のために 3 回ほど三

河線を訪れたが、保安設備についてはよく

見ないと見落とすものが多く、その挙動は

興味を持つものが多かった。長らく普通列

車のみ走るローカル線であったが、近年に

なって通勤客の増加で輸送量が増え続けて

いる三河線の将来像が気になってやまない。 

 

写真 4.点滅中の停止位置標 




