
 

近畿日本鉄道  ～私鉄一の路線網を誇る一大私鉄～ 

 

近畿日本鉄道は大阪を拠点として、奈良、京都、三重、愛知へと路線を伸ばす大私鉄です。前号「EXPRESS」

58 号では主に特急車と名古屋線で使用される車両を紹介しましたが、今回はそれ以外の路線の車両を紹介しま

す。 

なお、一部形式は前号に続いて 2 度目の掲載となっています。前号の記事は当会公式サイトにて公開していま

すので、併せてご覧ください（http://www.meijo.net/express/58/kintetsu.pdf）。 

 

 車両の特色 

近鉄の車両の最大の特色は、形式が非常に複雑であ

ると言う点です。台車の違いや制御装置の製造会社

の違い、ワンマン化などと言った少しの違いで別形

式としています。そのため、車両判別のために性能や

運用が同じグループを振り分けた電算記号と呼ばれ

る記号を用いており、本誌でもそれに倣って形式と

共に電算記号を付記しています。 

 通勤車では以前、路線条件に合わせて車両形式を起

こしており、これも形式が多い理由の一つでした。し

かし、まず大阪線系と名古屋線系が共通の形式を使

用し始めたほか、1989 年には標準車体の策定で奈良

線系と大阪・名古屋線系も共通化しており、その後は

狭軌の南大阪線系や一部の特殊な路線を除き共通の

形式を投入しています。 

続いて特徴的なのは、多くの車両が形式の区別なく

他車・他形式と併結できることです。奈良線には近年

6 連の編成も増えていますが、基本的には 2 連や 4 連

などの比較的短い編成を多数保有し、適宜つなぎ合

わせて運用しています。各形式の併結を可能にする

ため、ブレーキ方式は比較的遅くまで電磁直通ブレ

ーキを使用、新世代車シリーズ 21 では電気指令式ブ

レーキになりましたが、読み替え装置を搭載し混結

を可能にしています。これは通勤車だけでなく、オレ

ンジに紺帯の特急車でも同様です。 

 

▲大阪上本町～布施間は複々線となっており、列車の並走も珍しくない  

http://www.meijo.net/express/58/kintetsu.pdf


 

近鉄奈良線  ～古都から商人の町までのネットワーク～ 

 

 車輌の特色 

元々は生駒トンネルの建築限界がネックとなり他路

線よりも小さい車両が使用されていましたが、新生

駒トンネル開通を控えた1961年には従来に比べ大型

の、現在使用されている車両とほぼ同じ大きさの車

両が登場しました。同トンネル開通後は従来の小型・

中型車両を他の路線へ追いやりましたが、他の路線

でも建築限界の拡大を行い、大型車が乗り入れるよ

うになりました。 

 路線の特色 

奈良線は 1914 年に近鉄の母体の大阪電気軌道が上

本町～奈良を開業させたのが始まりです。大阪市と

奈良市を最短ルートで結んでいる路線でもあります。 

 

▲非常に複雑な配線の大和西大寺駅 

難波線は 1970 年に開業した地下線です。この 2 路線

は 2009 年から阪神なんば線・阪神本線を介して三宮

まで相互直通運転が行われています。 

生駒線は 1922 年に王寺～山下(今の信貴山下)の開業

を皮切りに 1927 年までに生駒まで開通した路線で

す。沿線は住宅地が広がりますが、一部渓谷の中を走

るところもあります。 

田原本線は 1918 年に開業した路線です。沿線の宅地

開発が進み、大阪方面への通勤通学の足となってい

ます。この路線はワンマン運転を実施しています。 

京都線は 1928 年に奈良電気鉄道によって開業した

路線です。京都方面と奈良・吉野・伊勢志摩方面への

大動脈の役目も担っています。 

橿原線は 1923 年に大和西大寺から橿原神宮前まで

全通した路線です。京都方面と吉野・伊勢志摩方面へ

のバイパス路線の役目も担っています。 

天理線は 1921 年に天理～平端まで開業した路線で

す。天理教の祭礼時には京都・名古屋からの特急、大

阪難波・京都からの急行が臨時運行されます。 

けいはんな線は奈良線の輸送を補完するために、

1986 年に生駒～長田、2006 年に生駒～学研奈良登美

ヶ丘がそれぞれ開業、大阪市営地下鉄中央線と相互

直通運転を行っています。ほかの路線とは違い、第 3

軌条方式を採用しています。(車両の紹介は南大阪線

の後に掲載しています) 

 

▲けいはんな線新石切駅より 右上には石切～額田間を走

る奈良線の電車が見える  



  8000 系 ～近鉄通勤車最大勢力を築き上げた～ 電算記号 4 両：L、3 両：B、2 両：E(消滅)      

8000 系は 1964 年に奈良線新生駒トンネル

の開業に伴う輸送力増強用として登場した

形式です。1961 年に登場した 900 系をベー

スに裾が丸い大型車体を採用しており、後に

900 系を 8000 系に編入する計画があったた

め先頭車の末尾は 21 から始まっています。

外観上の区別で扇風機搭載の前期型(1964 年

～1966 年製造)、ラインデリア装備車の後期

型(1967 年～1969 年製造)として区分するこ

とが出来ます。当初 8000 系は McTc の 2 連

のみでしたが、1966 年からは中間車の製造も開始され、McTMTc の 4 両編成も登場しました。また、1968 年

に製造された 8069F はアルミ製車体の試作車として登場しました。外観は後の 8810 系に通じる角張ったスタ

イルで登場し、晩年は 8074F の中間車と組み込まれ活躍しました。冷房化は 1974 年に 8023F が試験的に改造

され 1977 年より随時冷房化を実施。一般改造車はかまぼこ型のクーラーキセでしたが、8023F は 8600 系のよ

うな連続のクーラーキセであったため判別は容易でした。また、1981 年から 8800 系をモデルに抵抗制御→界

磁位相制御・回生制動化が 4 連と 2 連の大半の編成を対象に省エネ改造が行われ、4 連は M 車のユニット化に

伴い TcMMTc に再編され、2 連は新製した中間車を挿入した McMTc の 3 連化をもって行われました。 

全長：20.720mm 営業最高速度：105km/h 抵抗制御・界磁位相制御 主電動機：MB-3064AC (145kw) 

 

  8400 系 ～8000 系のマイナーチェンジ版～ 電算記号 4 両：L、3 両：B、2 両：E(消滅)        

8400 系は 1969 年に登場した形式で、性能

面では 8000 系後期型に準じていますが、MG

及び CP の容量が増加しています。2 連だけ

でなく、当初より 3 連・4 連も製造され、一

部車両は旧型車由来のコイル台車を流用し

て登場しています。8000 系同様冷房化改造・

省エネ化は 1978 年から開始されています。

1992 年には田原本線がワンマン運転を開始

することに伴い、3 連を対象にワンマン化改

造が実施されました。これは 1989 年にナロ

ー線区である内部・八王子線のワンマン化に引き続き二例目で、本線級の車両を用いたワンマン化は近鉄では

初の事例となりました 8400 系には改造中間車が挿入されている編成が存在し、8409F の中間車モ 8459 号は元

8000 系ク 8559 号、8411F の中間車モ 8461 号は元先頭車モ 8411 号が由来です。 

全長：20.720mm 営業最高速度：105km/h 抵抗制御・界磁位相制御 主電動機：MB-3064AC (145kw) 

 



  8600 系 ～奈良線・京都線初の冷房通勤車～ 電算記号：X                       

8600 系は 1973 年～1979 年に奈良線・京都

線系初の冷房通勤車として登場しました。車

両性能は 8400 系に準じていますが、屋上に

冷房装置を搭載したため車体形状が改めら

れ、屋根が丸みを帯びた形状を有しています。

全 21 編成のうち 19 編成が 4 連で製造され、

8617F は 2 連、8619F は 6 連で製造されまし

た。1982 年からは 8000 系同様の省エネ化改

造が 8601F・8602F・8603F・8612F を対象

に施工されましたが、改造はこの 4 編成のみ

に留まりました。8617F は登場当初 2 連でしたが、1976 年

に新製された中間車 M と、他形式からの編入 T 車を挿入し

て 4 連化されました。この時、中間車サ 8167 号として組み

込まれたのは爆破事故被災者車である元 8000 系モ 8059 号

でしたが、老朽化に伴い 1010 系（元 920 系）の中間車モ

1062 号をサ 8177 号として組み込み差し換えられました。 

 

 

全長：20.720mm 営業最高速度：105km/h 抵抗制御・界磁位相制御 主電動機：MB-3064AC (145kw) 

 

  8800 系 ～省エネ車の先駆け～ 電算記号：FL                           

8800 系は 1980 年に登場した形式です。8600

系をベースに足回りを従来の抵抗制御から、

1 つの制御器(界磁位相制御方式)で 2 両分の

モータ 8 つを制御するユニット方式としまし

た。界磁位相制御方式においては、直流直巻

電動機を用いた車でも電力の回生化を行うこ

とが出来るので 8800 系は 1010 系（元 920

系）・8000 系・8400 系・8600 系の界磁位相

制御・回生制動化等の省エネ改造のモデルと

なりました。試作車的要素が強い同車は 4 連

2 本計 8 両の製造に留まり、1981 年からは主

電動機を直流複巻電動機、制御装置を界磁チョッパ制御に変更し、全くスタイルが異なる 8810 系の製造に以降

しました。 

全長：20.720mm 営業最高速度：105km/h 界磁位相制御 主電動機：MB-3064AC (145kw) 



  8810 系 ～1400 系の奈良・京都線版～ 電算記号 奈良線：FL、大阪線：FC             

スタイルを一新して大阪線に投入された

1400 系をベースに、奈良線・京都線版として

8810 系が登場し、1981 年～1984 年にかけて

4 連 8 本が製造されました。1400 系とは性能

面において極力仕様が共通化されています。

1400 系同様界磁チョッパ制御による 1C8M

のユニット方式としましたが、車体幅が

60mm広い 2800mmで裾が絞ってあること、

日立製の界磁チョッパ制御器を装備してい

ること点が異なります。登場当初から奈良・

京都線で運用されていましたが、8826F が 1986 年～1989 年にかけて大阪線へ貸出された他、2004 年にはト

ップナンバーである 8812F が転属し、1 編成のみ大阪線で運用されています。 

全長：20.720mm 営業最高速度：110km/h 界磁チョッパ制御（日立） 主電動機：三菱 MB-3270A(160kW) 

 

  9200 系 ～8810 系の 3 連版～ 電算記号 奈良線：FL、大阪線：FC                  

9200 系は 1983 年より、8810 系の 3 両編

成版として TcMMc の 3連 4本が製作されま

した。8810 系同様界磁チョッパ制御による

1C8M のユニット方式で、奈良・京都線で運

用されていました。しかし、同線での 3 両の

需要の低下に伴い、1991 年に中間車サ 9350

形(後にサ 9310 形に改番)を 1 両挿入の上で

TcTMMc の 4 連化されました。挿入された中

間車は同一の鋼製車体ではなく、当時製造さ

れていたアルミ押出材による全線共通車体に

準拠した物であったため、編成外観から見ても挿入され

た中間車は一目で見分けがつきます(※写真は前から 2

両目が挿入された中間車)。2006 年より随時転属が行わ

れ、9202F・9204F・9206F の 3 編成が大阪線へ移籍し、

奈良・京都線にはラストナンバーである 9208F のみが

残りました。 

全長：20.720mm 営業最高速度：110km/h 界磁チョッパ制御（日

立） 主電動機：三菱 MB-3270Ａ(160ｋｗ) 

▲車体設計が他と異なるサ 9310 

 



  5800 系 ～可変式座席「デュアルシート搭載」～                         

電算記号 4 両：VG(名古屋線) 6 両：DF(大阪線) DH(奈良線) 

5800 系は 1997 年より製造された車両で、

混雑状況に応じて座席をロングシートとク

ロスシートに変更できるデュアルシートを

搭載しており、「LC カー」という愛称が付け

られています。車体は大型押出アルミ形材に

よる全線共通車体を採用しています。編成は

6 両を基本として、奈良・京都線には 5801F

～5805F の 6 連 5 本、大阪・名古屋線にはト

イレ付きのサ 5710形を加えた 5811F、5813F

の 6 連 2 本、5812F の 4 連 1 本が投入されま

した。なお、大阪線用 5811F は当初トイレが付いていませんでしたが、奈良線向け 5803F を製造時にサ 5710

形を加えた組成で製造され、搬入後組み換えた経歴を持っています。2008 年には 5801F～5805F を対象に全車

阪神乗入れ対応化改造が施されています。 

全長：20,750mm 営業最高速度：110km/h GTO-VVVF インバータ制御（三菱） 主電動機：MB-5035B（165kw） 

  5820 系 ～デュアルシート搭載「シリーズ 21」～ 電算記号：DF(大阪線)、DH(奈良線)        

「シリーズ 21」の第 2 弾であり、標準軌各

線で運用できる次世代通勤車として、5800 系

の後継車両としてデュアルシートを搭載し

た 5820 系が 2000 年にデビューしました。

3220 系と同様外観はカラーリングを一新し、

アースブラウンとクリスタルホワイトのツ

ートンにイエローの帯のシリーズ 21 標準色

を纏っています。電気指令式ブレーキですが、

読み替え装置を搭載しているため、5800 系以

前の電磁直通ブレーキを搭載した在来形式

とも併結運転が可能となっています。奈良・京都線には

5821F～5825F の 0 番台 6 連 5 本、大阪線には 5851F、

5852F のトイレ付 50 番台 6 連 2 本が投入され、前者は阪神

乗入れ対応改造が施されています。編成ごとの差異も多く、

パンタグラフはシングルアーム式と廃車発生品の下枠交差

式の 2 種があるほか、制御装置も三菱製と日立製の 2 種類

を用いています。 

 

全長：20,750mm 営業最高速度：110km/h IGBT-VVVF インバータ制御（日立・三菱） 主電動機：MB-5085A（185kw） 



  9820 系 ～6 両編成では最大勢力の通勤車「シリーズ 21」～ 電算記号：EH             

「シリーズ 21」の第 4 弾で、標準軌各線で運

用できる次世代通勤車として、1020 系列の後

継車両として 9820系が 2001年にデビューし

ました。3220 系と同様外観はカラーリングを

一新し、アースブラウンとクリスタルホワイ

トのツートンにイエローの帯のシリーズ 21

標準色を纏っています。電気指令式ブレーキ

ですが、読み替え装置を搭載しているため、

5800 系以前の電磁直通ブレーキを搭載した

在来形式とも併結運転が可能となっています。

奈良・京都線に 9821F～9830F の 6 連 10 本が投入され、阪神乗入れ対応改造が施されています。また、編成

ごと特徴が見られる形式であり、パンタグラフの形状がシングルアームパンタを搭載した編成、廃車発生品で

ある下枠交差式を搭載した編成が存在している他、制御装置が三菱製、日立製 IGBT-VVVF インバータ制御器

を採用している編成が入り乱れていて、編成ごとに特徴を見ることができます 

全長：20,750mm 営業最高速度：110km/h IGBT-VVVF インバータ制御（日立・三菱） 主電動機：MB-5085A（185kw）  

  9020 系 ～9820 系の 2 両編成版「シリーズ 21」～ 電算記号：EE(奈良線)・EW(大阪線)       

「シリーズ 21」の第 3 弾であり、標準軌各

線で運用できる次世代通勤車として、1220 系

列・1422 系列の後継車両の 9020 系が 2000

年にデビューしました。3220 系と同様外観は

カラーリングを一新し、アースブラウンとク

リスタルホワイトのツートンにイエローの帯

のシリーズ 21 標準色を纏っています。電気指

令式ブレーキですが、読み替え装置を搭載し

ているため、5800 系以前の電磁直通ブレーキ

を搭載した在来形式とも併結運転が可能とな

っています。奈良・京都線には 9021F～9039F の 0 番台 2

連 19 本、大阪線には 9051F の 50 番台 2 連 1 本が投入さ

れ、前者は阪神乗入れ対応改造が施されています。また、編

成ごと特徴が見られる形式であり、パンタグラフの形状が

シングルアームパンタを搭載した編成、廃車発生品である

下枠交差式を搭載した編成が存在している他、制御装置が

三菱製、日立製 IGBT-VVVF インバータ制御器を採用して

いる編成が入り乱れています。 

全長：20720mm 営業最高速度：110km/h IGBT-VVVF インバータ制御（日立・三菱） 主電動機：MB-5085A（185kw） 



  3200 系 ～京都市営地下鉄烏丸線乗入れ用車両～ 電算記号：KL                   

1987 年より近鉄京都線と京都市営地下鉄烏

丸線との間で相互直通運転が開始されるこ

とに伴い、1986 年に専用車両として登場した

のが 3200 系です。以降の通勤車の標準とな

る新たな設計思想が盛り込まれており、大型

押出アルミ形材による左右対称の車体形状、

三菱製 GTO-VVVF インバータ制御の採用、

3000 系ステンレスカー以来となる電気指令

式ブレーキの採用によって実現した横軸２

ハンドルのデスクタイプの運転台等数々の

新基軸が搭載されました。また、前面は他形式との併結運転を考慮していないため、非常用貫通扉を配した左

右非対称形状となりました。1986 年の初回製造車である 3201F～3206F は当初４両編成でしたが、中間車の挿

入により 1987 年までに全車 6 連化されています。また、1988 年に製造された 3207F は製造時から 6 連で竣工

されています。 

全長：20500mm 営業最高速度：105km/h GTO-VVVF インバータ制御（三菱） 

主電動機：3201F～3206F：三菱 MB-5014A, 3207F：MB-5014-B（165kw） 

 

  3220 系 ～新時代の通勤車「シリーズ 21」～ 電算記号：KL                    

「人にやさしい・地球にやさしい」をキーワ

ードに 21 世紀のスタンダード車両「シリー

ズ 21」の第１弾として 3220 系は 2000 年に

デビューしました。3200 系の時と同様新基軸

を採用して 6 連 3 本が投入されました。外観

はカラーリングを一新しアースブラウンと

クリスタルホワイトのツートンにイエロー

の帯を纏ったシリーズ 21 標準色が新たに設

定されました。制御装置は通勤型車両で初め

て IGBT-VVVF インバータを採用しました。

京都市営地下鉄烏丸線直通車両であること

を踏まえ、他形式との併結を考慮しない左右非対称の前面形状となっています。3221F～3223F の 6 連 3 本が

製造され、3221F はパンタグラフの形状はシングルアーム式、前述のシリーズ 21 標準色を纏い登場しました

が、3222F,3223F の二本は廃車発生品である下枠交差式パンタグラフを搭載し、外観が緑・ピンクで彩られた

京都と奈良の PR 車両として登場し、登場から 10 年以上経過した 2011 年に解除されるまでシリーズ 21 標準

色を纏ったことはありませんでした。 

全長：20500mm 営業最高速度：105km/h IGBT-VVVF インバータ制御（日立）主電動機：MB-5085A（185kw） 



 

 

近鉄大阪線  ～近鉄の大動脈～ 

 

 車輌の特色 

大阪上本町から青山町を越えて伊勢方面に直通に運

転される急行・快速急行には、基本的に 4 両編成のト

イレ付きの車両が運用されています。但しダイヤが

乱れた場合などはトイレのない車両が運用に入るこ

とがあります。また名張・青山町・東青山～伊勢中川

間の普通列車、信貴線で運用される編成も基本的に

限定されています。 

名古屋線とは車両交換がたびたび行われるほか、現

在でも早朝深夜の急行や快速急行で名古屋線の車両

が乗り入れたり、大阪線のトイレ付きの車両が名古

屋線に乗り入れたりする運用が存在しています。ま

た近年は奈良線との車両交換が比較的多く、1980 年

ごろ～1990 年代中盤にかけて運用を限定のうえ、奈

良線の車両が断続的に貸し出されたことがあるほか、

2004 年から 2006 年にかけては奈良線などで活躍し

ていた 8810 系、9200 系が大阪線に転属しました。 

 

 路線の特色 

大阪線は 1914 年に大阪電気軌道(以下大軌)により上

本町～深江(今の布施)間の開業に始まり、1927 年ま

でには上本町～八木が開業しました。当初は大阪か

ら橿原神宮へのショートカットという目的でしたが、

計画途中に伊勢方面の進出を目論み、子会社の参宮

急行電鉄(以下参急)の設立し、1929 年に八木～桜井

間を開通させました。それ以東は参急の手により桜

井～山田線の宇治山田を1931年までに開業させまし

た。 

参急が建設を担当した区間に関しては、最短時間で

大阪と伊勢を結ぶため、山岳地帯をトンネルで抜け

る線形を採用しましたが、33.3 パーミルという急勾

配となる区間が随所に発生することになりました。

また、この区間では複線化のネックにもなり、特急の

衝突事故も相まって1975年に一部の路線を移設のう

え複線化されました。 

 

▲参宮急行 2200形、晩年の姿 当会所蔵 

現在では大阪と名古屋・伊勢志摩方面を結ぶ近鉄の

大動脈となり、三重県の伊賀地方や奈良県の中和地

方、大阪府の中河内地域から大阪市内への通勤・通学

路線としても機能しています。 

朝夕には大阪方面への通勤通学のため、青山町駅発

の快速急行が 10 両編成になるほか、伊勢方面からの

特急や快速急行が名張で増結され 10両編成になる列

車があります。また、夕方には一部の快速急行が 8 両

編成に増結され、輸送力を確保しています。このラッ

シュの増結のため、一部の準急や区間準急が 8 両や

10 両編成になる列車もありますが、10 両編成に対応

できる停車駅が高安駅までしかないため、ほとんど

が高安駅で切り離すか入庫になります。 

信貴線は 1930 年に西信貴鋼索線と共に開業しまし

た。信貴山朝護孫子寺へのアクセス路線のほか、通勤、

通学路線となっています。 



 

  2410 系  ～大阪線の増結要員～ 電算記号 2 両：W、4 両：AG                 

大出力モータを搭載した 2400 系をベース

にラインデリア装備の通勤型車両として

1968 年に登場したのが 2410 系です。ライン

デリアは三菱電機と近鉄で共同開発した天

井に内蔵する送風機であり、以後の通勤車で

は扇風機に変わり搭載されるようになりま

した。増備過程で細かなマイナーチェンジが

あり、大きく分けて 2411F～2421F が前期型、

2422F～2426F が中期型、2427F～2430F・

2410F が後期型として区分することが出来

ます。1973 年までに 2 連 20 本、増結用 Tc 3 両が製造されました。増結用 Tcであるク 2590 形は製造当時基本

編成 4 連に+1 両増結する等の用途に用いられていましたが、後年、1480 系・1200 系と組成を組み、1 つの編

成に仕立てられました。2429F,・2430F は 2430 系の中間車を組み込み 1973 年に 4 連化されました。2006 年

にはトップナンバーである 2411F は電気検測車モワ 24 系「はかるくん」へと改造されました。 

全長：20.720mm 営業最高速度：110km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3110A(155ｋｗ) 

  2430 系 ～2410 系の 3 両編成版として登場～ 電算記号 2 両：W、3 両：G 4 両：AG         

1971 年より、2410 系同様空調装置にライン

デリアを搭載し、中間車を挿入した 3 両編成

版として製造されたのが 2430系です。2431F

～2447F が製造され、基本組成は McMT で

したが、2437F、2438F は河内国分駅以西の

平坦線区でのみの運用を想定し、中間車を T

に置き換えたMcTTcの組成で登場しました。

1980年代から 1990年にかけて大阪線の 3両

編成の需要が減少したため、3 連のグループ

の一部がそのまま名古屋線へと転出。残る編

成は同形式内だけでなく 1480 系・1810 系・1200 系等他形

式を巻き込んだ組換えが行われ、中間車の供出により混結

となった編成が登場し、結果 2430 系は 2・3・4 両編成が入

り乱れている状態になっています。また、1998 年～2006 年

には 1000 系 1001F と 2446F との間で組成の交換が行われ

ましたが、現在 1001F は廃車となり元に戻されています。

冷房改造は 2410 系と同時期に 1979 年より開始され、1988

年からは随時方向幕が整備されました。 



全長：20.720mm 営業最高速度：110km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3110A(155ｋｗ) 

  2610 系 ～陳腐化した戦前製急行型車両の置き換え用にデビュー～ 電算記号：X            

2610 系は 2600 系をベースに旧性能の急行

型車両を置き換える目的で 1972 年に登場し

た車両です。4 連 17 本が製造され、片側 4 扉

ながらもボックスシートを備え、長距離運用

を考慮し中間車にはトイレを設置、製造当初

より冷房装置を搭載しています。1991 年の車

体更新際に座席のロングシート化、側面に行

先表示機の設置改造が行われました。 

 

 

  2800 系 ～2610 系の区間運転版～ 電算記号：AX                          

1972 年に大阪線・名古屋線の共通設計車両

として登場した 2800 系は 2 連 2 本、3 連 5

本、4 連 10 本が活躍しています。登場時から

冷房を搭載しており、外観や性能は同時期に

登場した急行型の 2610 系と同様ですが、こ

ちらは 1編成を除いてトイレが設置されてお

らず、製造当初は全座席がロングシートであ

ったことから、2610 系の区間運転版という位

置づけです。 

 

2610 系・2800 系とも 全長：20.720mm 営業最高速度：110km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3110-A(155kw) 

 

  2680 系「鮮魚列車」 ～初代ビスタカーの生まれ変わり～ 電算記号：X                

1971 年に廃車となった 10000 系ビスタカ

ーの電装品を流用して製造されたのがこの

2680 系です。3 連 2 本の製造に留まりました

が、近鉄通勤車初の新製冷房車です。車内は

2610 系同様ボックスシート、Tc にはトイレ

が備えつけてありましたが、座席は後年ロン

グシート化されました。2001 年から、1481

系で運行されていた「鮮魚列車」の後任を

2684F が務めることになり、現在は伊勢～大

阪間の行商列車として活躍しています 



全長：20.720mm 営業最高速度：110km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3020C(125ｋｗ) 

  1400 系 ～全線仕様共通化の第一歩～ 電算記号：FC                        

近鉄では 1979 年に電気子チョッパ制御の試

作車 3000 系ステンレスカー、1980 年に界磁

位相制御を採用した 8800 系と次々に省エネ

車両を投入しましたが、1981 年にスタイルを

一新して大阪線に投入されたのが 1400 系で

す。前面はステンレスの飾り板を設け、灯具

類は特急車スナックカーとほぼ同等のケー

スに収められ精巧な顔立ちになり、車体断面

も肩のRを小さくしスリムな印象になりまし

た。足回りは直流複巻電動機を近鉄で初採用

し、電力の回生化が可能な界磁チョッパ制御による 1C8M のユニット方式です。同年には奈良線・京都線版と

して 8810 系も登場しています。TcMMTc の 4 連 4 本と小世帯ながら、車体の軽量化や側面方向幕の設置、細

かいところではクーラーキセ形状の相違など個々の編成ごとに細かな仕様の差異が見られます。ラストナンバ

ーである 1507F はク 1508 形にトイレが設置されており、2610 系同様長距離急行列車にも充当されます。 

全長：20.720mm 営業最高速度：110km/h 界磁チョッパ制御（三菱） 主電動機：三菱 MB-3270Ａ(160 kW) 

 

  1420 系（←1251系←1250系） ～近鉄初の VVVF インバータ試作車～ 電算記号：VW        

1984 年にスイッチング素子に GTO サイリ

スタを使用した VVVF インバータの試作車

として登場したのが 1420 系です。製造当初

は 1250 系を名乗っていましたが、量産車の

増備とともに 1420 系へと改番されました。

車体及び外観は 1200 系(1201 系)とほぼ同仕

様ですが、側面にエンブレムが取り付けられ

ているのが主な識別点です。整流子、ブラシ

の日常点検が必要不可欠な直流電動機とは

異なり、点検部位を大幅に削減でき、メンテ

ナンスフリーな三相交流誘導電動機を搭載した車両は本形

式登場以降、急速に量産車が増加していったため、まさに本

形式はその先駆け的存在でした。 

全長：20.720mm 営業最高速度：110km/h GTO-VVVF インバータ制

御（三菱） 主電動機：三菱 MB-5014A(165kW) 

 

 



 

  1220 系列・1422 系列 ～ほぼ同一の外観を有する一大グループ～                 

1984 年に登場した VVVF インバータ制御試作車であ

る 1420 系(1250 系)以降、3200 系の開発を経て VVVF

制御とアルミ車体を標準仕様とする設計思想が確立さ

れ、近鉄各線に量産車が導入されました。2 両編成で投

入された VVVF インバータ制御車は標準軌各線には

1220 系列・1420 系列、南大阪線には 6400 系列として

投入されています。これら系列は増備する過程で多数の

派生形式が登場しました。また、1230 系・1430 系以降

に新製された形式は車両転配を容易にし、各線で異なっ

ていた車体や機器配置を極力共通化した「標準軌線共通

仕様」として設計されました。標準軌線共通仕様の制定

以後も形式変更を重ね、補助電源装置及び台車の変更・

ワンマン化により形式はさらに細分化されました。ほぼ

同一進化を辿ってきた両系列ですが、大きな違いは

1220 系列が日立製の制御装置、1420 系列が三菱製の制

御装置を採用していることです。 

 

1220・1420 系列の変革 

製造年 1420 系列 1220 系列 仕様変更 

1984 年 1420   

1987 年～ 1422※1 1220 アルミ押出材による量産車。歯車比 6.31 

1989 年  1230 
ホイールベース 2100mm の新設計台車(KD-96)、 

歯車比を 5.73 に変更 

1989 年～ 1430 
1233 

→（1240） 

標準軌線共通仕様車体を採用 

上記の新設計台車の改良型を装備 

1992 年 1435 1249 補助電源装置を MG から SIVに変更 

1993 年～  1252※2※3 ボルスタレス台車に変更。奈良・京都線向け 

1993 年 1436 1254※4 滑走検知装置取り付け車 

1993 年 

～1998年 

1437 

→(1440)※3 

1253 

→(1259)※3 

大阪・名古屋線向け 

踏面清掃装置取り付け車 

()：ワンマン化による形式変更を行った形式 

※1：製造当時は 1250系として登場。その後 1220系列の車号と重複するため現在の形式に改められた。 

※2：製造時に Tc が履くボルスタレス台車(KD-306)のディスクブレーキが 1軸 1枚である形式。 

※3：1271F～1277F は阪神線乗り入れ対応編成。 



※4：Tc のディスクブレーキは 1軸 2枚で製造された。現在では 1軸 1枚に変更されている。 

  1020 系列 ～幅広い線区で活躍する VVVF 車群～ 電算記号 4 両：VL 6 両：VH         

1220系列をベースに、中間車を挿入した 4・

6 両固定編成として 1991 年に奈良・京都線

に登場したのが 1020 系列です。1021F～

1025F が 1233 系に準拠した 1020 系、1026F

～1035F が台車をボルスタレス台車に変更

した 1026 系として製造されました。このう

ち 1027F～1029F が 6 連で登場し、これ以外

の編成は 4 連で製造されました。しかし、

1030F は 1026F の 6 連化のために中間車を

抜き取られ、2 連に再編された後 1252 系

1277F に変更されました。2004 年には生駒線がワンマン運

転化されることに伴い、1035F を除いた 4 連全てにワンマ

ン化改造が施され、元 1020 系→1021 系、元 1026 系→1031

系に改形されました。なお、1020 系を冠する形式はワンマ

ン化により消滅しています。1020 系列には度々試験車とし

て小改造が施された編成が存在し、1998 年には 1033F を用

いたシングルアーム式パンタグラフの実用耐久試験が行わ

れた他、2013 年からは 1034F の先頭車を対象にホーム検知

装置が取り付けられました。現在 6 連で組成された

1026F~1029F が阪神乗入れ対応となっており、神戸三宮まで足を伸ばします。 

全長：20.720mm 営業最高速度：105km/h GTO-VVVF インバータ（日立） 主電動機：MB-5035Ａ・B(165kW) 

 

  1620 系 ～1020 系列の大阪線版～ 電算記号 4 両：VG 6 両：VF                  

奈良線区に投入された 1020 系に引き続き、

大阪線にも同様に 1437 系をベースに中間車

を挿入した形式として 1994年～1996年にか

けて 1620 系が投入されました。その内訳は

4 連 5 本、6 連 1 本となっており、台車は全

車ボルスタレス台車(KD-306 形)を履いてい

ます。制御装置は 1020 系列が日立製 GTO-

VVVF インバータ制御器であるのに対して、

1620 系は三菱製 GTO-VVVF インバータ制

御器を搭載しています。 

全長：20.720mm 営業最高速度：110km/h GTO-VVVF インバータ制御（三菱） 主電動機：三菱 MB-5035Ａ・B(165ｋW) 

▲ホーム検知装置を設置した 1034F 



 

近鉄南大阪線  ～河内から飛鳥・吉野に向かう狭軌の路線群～ 

 

 車輌の特色 

南大阪線の車両は、大阪線、奈良線とは軌間が異な

るため、相互に乗り入れすることはありません。そ

のため、独自の系列が附番され、千の位が 6 となっ

ています。しかし、車両自体に大きな違いは無く、

大阪線や奈良線で活躍している車両の軌間が違う仕

様だけの車両が多いです。 

他線と比較すると、増解結をほぼ終日に亘って古市

駅で行うため、その回数が多いのも特徴です。朝の

通学時間帯には特急は橿原神宮前、急行は橿原神宮

前か古市、準急は古市で増結し 8 両編成になるほ

か、昼間の準急の一部が日中にも古市で増解結を行

っています。これは、古市～尺土駅間の一部の駅が

4 両編成までしか対応していないためです。夕方に

は急行や準急が 8 両になり、急行は橿原神宮前か古

市、準急は古市でそれぞれ切り離す光景を見ること

ができます。 

このため、方向幕には「この電車は古市(橿原神宮

前)まで」が収録されているほか、切り離された車両

が車庫などに入庫せず、そのまま別の運用に入るこ

ともよくあります。 

 

 路線の特色 

南大阪線系で最初に開業したのは 1897 年の道明寺

線と南大阪線・長野線の一部で、河陽鉄道によるも

のでした。ここは現在の近鉄の路線で最も古い区間

です。 

南大阪線は河陽鉄道から業務を引き継いだ河南鉄道

が大阪鉄道と名前を変え、1923 年に開業し 1929 年

に全通しました。 

吉野線は吉野鉄道によって開通した路線ですが、

1929 年に大阪鉄道が久米寺(現在の橿原神宮前)まで

開業すると直通運転を開始します。ところが同年、

吉野鉄道は大阪鉄道と競合関係にある大阪電気軌道

と合併します。大阪電気軌道の一路線でありながら

大阪鉄道と直通運転を行うという歪な状態は、1943

年に大阪電気軌道から社名を変更した関西急行鉄道

に合併するまで続くことになります。 

 

南大阪線は、大阪市内と大阪平野南東部のベットタ

ウンとの通勤通学路線のほか、橿原・飛鳥や吉野な

どの観光路線としての役割も果たしています。 

吉野線は南大阪線と一体となって運転されており、

観光路線としての役割が強い路線です。 

道明寺線は柏原で関西本線に接続しており、JR 線

と南大阪線をつなぐバイバス路線の役割が強いで

す。 

長野線は沿線に新興住宅地、ニュータウンが点在

し、南大阪線と主に、通勤通学路線としての役割を

担っています。 

 

▲河内長野で南海 6200系と並ぶ 6020 系 

御所線は御所駅から葛城山方面へのバスと接続して

おり、通勤通学路線のほか、葛城山への観光客輸送

を担っています。 



  26000 系 ～南大阪線特急の顔～ 電算記号：SL               

 1990 年、大阪阿部野橋と吉野を結ぶ特急の

25 周年を記念して登場しました。21000 系ア

ーバンライナーを基本に、飛鳥や吉野などの

観光的要素を取り込んだ車両です。 

正面は流線型の非貫通構造で前面や側面の窓

は大型ガラスを使用して眺望性に配慮してい

ます。車内は愛称にふさわしく、さくらをイ

メージした丸みのあるピンク色の座席とカー

テンを採用しています。 

2011 年にリニューアル工事が施され、運転台

後部に乗降扉と展望デッキの設置、中間車の 1 両がデラックスカーに変更され、木材や和紙を使用した上質感

のある車内となりました。一般車もシートを全て新調し、木目調を基調とした車内なりました。塗装も従来の

白を基本に緑のグラデーションから白を基本にさくらをイメージしたグラデーションに変更されました。 

現在 4 連 2 本が活躍しています。主に単独で使用されていますが、平日の朝には併結して 8 両編成として運行

しています。 

全長：20,700mm(先頭車) 営業最高速度： 110km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3308-A (95ｋｗ) 

 

  16000 系 ～狭軌線初の本格特急車～ 電算記号：Y        

1965 年、南大阪線・吉野線で特急が運行開始

されるのに合わせて登場しました。 

当時、他の路線を活躍していた特急車の車体

をベースに、一部仕様を変更しました。主要

機器は当時在籍していた 6000 系と同じもの

を使用し、性能も同じになっています。 

1977 年に特急マークが逆三角形状から逆五

角形状に変更されました。1985 年～1996 年

に車体更新工事が行われましたが、初期の車

両は内装交換のみ、中期の車両はリクライニ

ングシートへの交換も併せて行われたほか、

後期の車両は更に出入り口付近への仕切り取り付け、扉の撤去や移設などが行われました。 

1997 年に 16001Ｆ･16002Ｆが廃車され、2002 年には 16003Ｆも廃車されましたが、これらの編成は大井川鉄

道に譲渡されました。2005 年に 16004Ｆが廃車となり、2013 年には 16005Ｆと 16006Ｆが定期運用を離脱し

た後、さよならイベントに使用されて廃車となりました。現在は 2 連 2 本、4 連 1 本が活躍しています。ま

た、譲渡先の大井川鐡道では 16002F、16003F の 2 連 2 本が活躍しています。 

全長：20,500mm 営業最高速度： 110km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3082-A (135ｋｗ) 



  16010 系 ～1 本だけの異端車～ 電算記号：Y         

1981 年、特急の増強として 2 連 1 本が登場し

ました。 

外観は当時製造されていた 12410系を基本と

していますが、塗装は 16000 系と同じ塗りわ

けです。性能も 16000 系と同じですが、台車

は新規に設計されたものを使用しています。

2001 年に車体更新工事が行われ、リクライニ

ングシートへの交換、出入り口付近への仕切

り取り付け、扉の撤去や移設などが行われま

した。2014 年には喫煙室の設置が行われまし

た。 

全長：20,500mm 営業最高速度： 110km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3082-A (135ｋｗ) 

  16400 系 ～22000 系の狭軌バージョン～ 電算記号：YS        

1996 年に 16000 系の置き換えとして 2 連 2

本が登場しました。外観は 22000 系を基本と

していますが、制御装置は近鉄初の IGBT イ

ンバータ制御が採用されました。単独運用も

考慮して、片方のインバーター回路が故障し

ても走行できるようになっています。2015 年

には喫煙室の設置や座席取り換えなどの更新

工事が行われました。 

全長： 20,500mm 営業最高速度： 110km/h 

IGBT-VVVF インバータ制御（日立） 

主電動機：MB-5071A（160kw） 

 

  16600 系 ～22600 系の狭軌バージョン～ 電算記号：YT       

2009 年に 16000 系の置き換えとして 2 連 2

本が登場しました。 

外観は 22600 系 2 連を基本に、喫煙コーナー

やバリアフリー設備、化粧室設備を 2 両にま

とめました。車両性能などは 6820 系をベー

スに、一部機器を 22600 系と同じものを採用

するなど、特急車両を考慮した改良がなされ

ています。 

全長： 20500mm 営業最高速度： 110km/h 

IGBT-VVVF インバータ制御（三菱） 

主電動機：MB-5137A（185kw） 



  6020 系  ～古参車でもなお大所帯～ 電算記号：C                                                 

大出力モータを搭載した 6000 系をベースに

ラインデリア装備の通勤型車両として 1968

年に登場したのが 6020 系です。 

増備過程で細かなマイナーチェンジがあり、

大きく分けて 6021F～6041F が前期型、

6043F～6077F が後期型として区分すること

が出来ます。1973 年までに 3 連 17 本、4 連

12 本の合計 99 両が製造されました。4 両編

成は、中間車の 1 両を抜いて 3 両編成にする

ことができます。3 両編成と 4 両編成のみが

作られたのは、当時在籍していた増結車をつ

なげることで、3 両～7 両の編成を自由自在に

組むことができるためです。その後、冷房化

と 2 度の更新が行われましたが、その過程で

2001 年に 6037F が養老線（現在の養老鉄道

養老線）向けに改造されて転属したほか、

2003年から 2004年にかけて一部編成が廃車

になりました。それでも、南大阪線の最大勢

力に変わりはなく、3 連 18 本、4 連 8 本の 86

両が活躍しています。 

全長： 20,720mm 営業最高速度： 100km/h 抵抗制御 主電動機： MB-3082-A (135ｋｗ) 

 

  6200 系 ～6020 系をマイナーチェンジ～ 電算記号：U                                           

冷房化や旧型車両の置き換えを目的に 1974

年に登場したのが 6200 系です。車体は 2800

系第 5 編成以降に準じていて、前面に行先表

示器やスカートが取り付けられています。性

能が 6020 系とほぼ同じのため、6020 系のマ

イナーチェンジ車とも言えます。 

1994 年から 1998 年にかけて車体更新が行

われ、側面に行先表示機が設置されました。

一部の編成はモワ 24 系電気検測車「はかるく

ん」との併結対応工事が行われております。

現在、4 連 5 本 20 両、3 連 6 本 18 両の 38 両が活躍しています。 

全長： 20,720mm 営業最高速度： 100km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3082-A (135ｋｗ) 

▲ラビットカー復刻塗装 



  6400 系列 ～標準形 VVVF インバータ車両の元祖～ 電算記号：Mi                                   

1986 年に老朽化した車両の置き換えに登場

したのが 6400 系です。3200 系を基本に、正

面貫通式、アルミ車体で車体幅を標準軌線区

と同じ幅にして裾が絞られたこの前面は、の

ちにシリーズ 21 が登場するまで、近鉄の標準

スタイルとなりました。日立製GTO-VVVFイ

ンバータ制御を採用し、これは 1220 系列に

も使われています。この系列は増備する過程

で多数の派生形式が登場しており、現在は 2

連 33 本が活躍しています。 

▼6400 系列の変革 

製造年 系列 仕様変更 

1986 年～ 6400 アルミ押出材による量産車。歯車比 6.31 

1989 年 6407 ホイールベース 2100mm の新設計台車(KD-98)、 

1990 年～ 6413 
標準軌線共通仕様車体を採用 

上記の新設計台車の改良型を装備 

1992 年 6419 補助電源装置を MG から SIVに変更 

1993 年～ 6422→(6432) ボルスタレス台車に変更。抑速制動を追加 

1993 年～ 6432 ワンマン運転対応車 

()：ワンマン化による形式変更を行った形式 

  6620 系  ～6400 系列の 4 両編成版～ 電算記号：MT                                          

 1986 年に老朽化した車両の置き換えに登場

したのが 6620系です。6400系列をベースに、

中間車を挿入した 4 両編成として 7 本が製造

されました。 

初期に製造された 2 本は搭載されているパン

タグラフは Mc・M に各 2 基搭載されていま

したが、その後に製造された 5 本は各 1 基に

減らされ、初期に製造された 2 本も後に統一

されました。 

ラッピングされる車両も多く、1999 年～

2002 年に 6623F がペイント列車「YOSHINO フォレスタ」として、運行され、6625F が 2007 年～2008 年に

「不思議の国のアリス」ラッピングが、2014 年に 6624F が「solaha」のラッピングがそれぞれ施されて運行さ

れ、現在でも 6626F が吉野線開業 100 周年記念のラッピングを施されて運用しています。 

全長：20,720mm 営業最高速度： 100km/h GTO-VVVF インバータ制御（日立） 主電動機：VF-HR114A (155ｋｗ) 



  6600 系  ～南大阪線唯一の界磁チョッパ制御車～ 電算記号：FT                  

1983 年に支線に残っていた旧型車両と老朽

化した新性能車両の置き換えのために登場し

たのが 6600 系です。車体や車内は 1200 系

（1201 系）とほぼ同じです。南大阪線ではこ

の系列のみが界磁チョッパ制御車です。また、

大阪線や奈良線ほどの長距離の勾配区間が少

ないために、抑速制動は搭載していないため、

力行と停止の時に回生ブレーキがかかるよう

になっています。現在 2 連 4 本が活躍してい

ます。 

全長： 20,720mm 営業最高速度： 100km/h 界磁チョッパ制御 主電動機： 三菱 MB-3287AC (150ｋｗ) 

 

  6820 系 ～9020 系の南大阪線版「シリーズ 21」～ 電算記号：AY                   

2002 年に老朽化した 6000 系の置き換えに

登場したのが「シリーズ 21」の第 5 弾の 6820

系です。9020 系とは仕様がほぼ同じのため、

兄弟系列ともいえます。 

車体はアースブラウンとクリスタルホワイト

のツートンにイエローの帯のシリーズ 21 標

準色を纏っています。電気指令式ブレーキを

使用していますが、読み替え装置を搭載して

おり、電磁直通ブレーキを搭載した在来形式

とも併結運転が可能となっています。パンタ

グラフはシングルアームパンタ、制御装置は日立製 IGBT-

VVVFインバータ制御器を採用しています。9020系と違い、

単独運用を考慮し、主回路が一部変更されています。また、

最高速度が 100 km/h となっているため、主電動機出力もや

や抑えられています。現在 2 連 2 本が活躍しています。 

全長：20,750mm 営業最高速度：110km/h IGBT-VVVF インバータ制

御（日立） 主電動機：MB-5071A（160kw） 

 

 

 

 

 



  7000 系 ～外観も内装も近鉄らしからぬ地下鉄直通車～ 電算記号：HL                

7000 系は大阪市営地下鉄中央線との直通運

転を行う東大阪線用の車両として 1984 年に

登場しました。車体は 18 メートル級 4 扉、

車体幅は近鉄最大の 2,900mm となっていま

すが、検査を五位堂研修車庫で行うため、回

送で他路線を走行することを考慮し特徴的な

断面となっています。デザインが評価され鉄

道友の会ローレル賞のほか、鉄道車両では初

となるグッドデザイン賞も受賞しています。 

1984 年に登場したのは試作車の 4 両のみ

で、2 年後に量産車 44 両が登場。その後 1

編成を増備し現在は 6 連 9 編成の陣容です。 

制御装置は VVVF インバーター、車番の一の位で制御装置

のメーカーを判別できるようになっており、奇数は三菱電

機、偶数は日立製作所製です。第 9 編成は日立製の制御装

置を搭載したため末尾は 10、末尾 09 は欠番です。 

2004 年からは車体更新工事を実施、窓や行先表示機は改造

で後述の 7020 系に合わせたため、現在は外観で 7000 系と

7020 系を見分けることは難しくなっています。 

全長：18,200mm(先頭車) 営業最高速度：95km/h 

主電動機：MB-5011A (140kW) 制御装置：MAP-144-75V3・VF-HR104A(GTO 素子) 

  7020 系 ～7000 系をベースに車内を改良～ 電算記号：HL2*                    

7020 系は 2006 年の生駒～学研奈良登美ヶ

丘間開通に備えて 2004 年に登場した形式で

す。車体は行先表示機の LED 化、7000 系を

ベースに側窓を上段内折れ・下段固定の上下

2 段化などが目立ちましたが、これらは

7000 系の更新工事で反映されたため、現在

車体で目につく相違は前面ワイパーの大きさ

程度になっています。一方車内はシリーズ

21 各形式に準じた仕様になっており、座席

は 1 人あたり 460mm の片持ち式となってい

ます。 

6 連 4 編成が製造され、7000 系と共に学研奈良登美ヶ丘～コスモスクエア間で使用されています。 

全長：18,200mm(先頭車) 営業最高速度：95km/h 主電動機：MB-5104A (145kW) 制御装置：MAP-154-75V131 (IGBT 素子)  



  モト 75 形 ～けいはんな線の車両輸送車～ 電算記号：MF        

1969 年、奈良線の 1500V 昇圧により廃車と

なった電動貨車の代替としてモト 51 形が 4

両が製造されました。車体は大阪線モト 90

形 97・98 とほぼ同じですが、全体的に丸み

を帯びていました。主要機器は廃車となった

旧型車のものが流用されました。2 両固定編

成の使用を前提としており、51+52，53+54

のようにユニットが組まれました。 

1971年に改番されモト 75形となりました。

1985 年には高性能化改造されましたが、

1990年に 75＋76は廃車となり、77＋78は、

1999 年に車体をモト 90 形 94・96 とほぼ同形のものを新製したうえで 2 両ユニット方式の解除と一部車両へ

の運転台設置、2400 系の機器を流用してうえでブレーキ方式の変更、一部の車両の連結器を交換などが行われ

ました。けいはんな線の車両を五位堂検修車庫へ輸送する牽引車として使用されています。このときは、6 両編

成の車両を 3 両ずつに分割して挟み込み、牽引力を確保するために死重となるコンクリートブロックを複数積

載した状態で運転されます。また、故障車を五位堂検修車庫へ輸送する牽引車としても使用されています。 

全長 18,640：mm 営業最高速度： 110km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3110Ａ(155ｋｗ) 

 

  モト 90 形 ～南大阪線の車両輸送車～ 電算記号：MF         

1960 年に、レール運搬用電動貨車として

2720 形が 2 両製造されました。車体は片運転

台の平床構造で、台車や主要機器は旧型車の

ものが流用されました。登場時はモト 2720形

(2731,2722)と称されていましたが、1971 年

に改番されモト 75 形となりました。1982 年

には五位堂検修車庫の完成に伴い、南大阪線

の車両を五位堂検修車庫へ輸送する牽引車と

して改造され、ブレーキ装置の変更、二大は

側蓋が撤去されて運搬台車用のレールが設置

されました。1995 年に高性能化改造がされ、

側面作業控え室窓の埋め込み、前面窓の固定化や標識灯の交換が行われました。 

現在では、南大阪線の車両のほか、まれに養老鉄道の車両を五位堂検修車庫へ輸送する牽引車として使用され

ています。このときは、4 両編成は 2 両ずつに分割して挟み込み、狭軌台車を荷台に積載して状態で運転されま

す。 

全長 20,840：mm 営業最高速度： 110km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3110Ａ(155ｋｗ) 



  3000 系 ～先取りしすぎた不運な異端車～ 電算記号：SC       

1979 年、京都市営地下鉄への乗り入れを考慮

して、4 連 1 本が導入されました。近鉄唯一

のステンレス車体、電機子チョッパ車で、電

気式ブレーキ、デスクタイプの運転台も近鉄

初採用となりました。 

しかし、1991 年に従来車と同じ運転台、ブレ

ーキ装置に改造され、一部運転台を撤去しま

した。2002 年には更新も行われましたが、

2012 年に機器故障のため運用離脱、廃車され

ました。なお、片方の先頭車の運転台が高安

検車区に保存されています。 

全長：20500 mm 営業最高速度： 105km/h  電機子チョッパ制御 主電動機：MB-3240-A（165kw） 

  18200 系 ～京都線系統初の新造特急車～ 電算記号：i→Pi        

1966 年に京都～伊勢方面用の特急運転開始

に伴い 2 連 5 本が登場しました。当時の京都

線、橿原線は架線電圧が低く、車両限界も小

さかったため、それも考慮した車体となりま

した。1989 年に、一部を中間車化して 4 連 2

本と 2 連 1 本とし、車体・内装の更新、塗装

の変更が行われ、「あおぞらⅡ」として活躍し

ましたが、2006 年に 15200 系の登場により

廃車されました。 

全長：18,640 mm 営業最高速度：110km/h 

抵抗制御 主電動機：MB-3127-A（170kw） 

  18400 系 ～ミニスナックカーからあおぞらⅡへ～ 電算記号：k→Pk       

1969 年、京都～伊勢方面の特急の増発のため

に登場しました。スナックコーナー付き(第 9，

10編成はなし)の特急車で、通称ミニスナック

カーと呼ばれていました。1997 年に第 9 編成

が塗装変更などを行い、「あおぞらⅡ」に改造

され、残りの編成は 2000 年に、第 9 編成も

2013 年に特急時代の塗装に戻されてさよな

ら運転が行われ、廃車となりました。 

全長：20640 mm 営業最高速度： 120km/h 

抵抗制御 主電動機：MB-3127-A（170kw） 

 



■生駒鋼索線 

1918 年に日本初のケーブルカーとして鳥居前～宝山寺(宝山寺線)が、1929 年には宝山寺～生駒山上(山上線)が

開業しました。生駒山上遊園地や通勤通学の足となっています。 

  コ 11 形 ～動物をモチーフとした車両～          

コ 11 形は 2000 年に宝山寺 1 号線のコ１形の老朽化

のための置き換え車両として 2 両が近畿車輛で製造

されました。コ 11 はブルドックをデザインした「ブ

ル」、コ 12 はミケネコをデザインした「ミケ」と愛

称が付けられています。 

日中の運転中は独自の BGM と車内アナウンスが流

され、対向時には告知のアナウンス後にそれぞれの

鳴き声を発しますが、通勤通学時間帯や冬季では流

れないのが特徴的です。 

 

  コ 3 形 ～60 年過ぎてもなお現役～           

コ 3 形は 1953 年の宝山寺 2 号線の運転再開時に 2

両が近畿車両で製造されたケーブルカー車両として

は日本最古参の車両です。座席はボックスシートで

す。コ 3 には「すずらん」、コ 4 には「白樺」の愛称

が付けられています。カラーリングは「すずらん」が

クリーム色と朱色のツートンカラーで、「白樺」はク

リーム色と紺色のツートンカラーです。 

普段は鳥居前と宝山寺に留置されており、1 号線の運

休時と検査時、多客期に運行されます。 

 

 

  コ 15 形 ～遊園地へのアクセス車両～         

コ 15形は 2000年に山上線のコ 5形の老朽化のため

の置き換え車両として、2 両が近畿車輛で製造されま

した。コ 15 は森のオルガンをイメージした「ドレミ

号」、コ 16 はバースデイケーキをイメージした「ス

イート号」と愛称が付けられています。 

運転中は BGM と車内アナウンスが流され、対向時

には告知のアナウンス後にファンファーレと拍手・

歓声が流れます。 

 



  西信貴鋼索線の車両～信貴山への足～         

コ７形は 1957 年の西信貴鋼索線の運転再開時に 2

両が日立製作所で製造された車両です。信貴山の守

り神の寅の絵が車体に描かれ、展望のため屋根の下

半分が透明になっています。座席は中央扉より上

側はクロスシート、下側は下向きのシートで

す。コ７には「ずいうん」、コ 8 には「しょううん」

の愛称が付けられています。 

コニ 7 形は 1 軸の貨車で、2 両が在籍しており、コ

7 形に連結されて高安山駅への水の運搬用として

使用されています。 
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