
 

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――近鉄電車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。昨今で

は阪神なんば線を介して神戸方面へも触手を伸ばし、私鉄のみで名古屋から網干まで移動することが可能です。

また、かつては岐阜方面へも路線を伸ばしていましたが、これは養老鉄道として分離・独立しました。 

 

 車輌の特色 

近鉄の車輌の特色は、まず形式が非常に複雑である

ということです。これはちょっとした違い、例えば車

内の内装であるとか、制御器の製造会社の違いなど

で形式をすぐに分けてしまうところにあります。そ

のために、同じ 5200 系列の中でも 5209 系や 5212

系が居たりします。そのために、多くの人は近鉄の車

輌を判別する際に電算記号と呼ばれる記号を用いま

す。電算記号は形式によらず、性能別、あるいは運用

別で振り分けられており、非常に簡便となっていま

す。そこで、本誌の中でも形式とは別に電算記号を掲

載しました。 

元々、近鉄は大阪府南部から奈良県、三重県などに点

在していた私鉄が戦時統合により一緒になった私鉄

です。戦前までの車輌は路線によってバラバラで、特

に戦後まもなくの名古屋線は各路線から転入してき

た車輌と、元から名古屋線に居た旧伊勢電気鉄道か

らの車輌が入り乱れて走り、まさに百鬼夜行の様相

を示していました。 

しかし、名古屋線では 1958年に登場した 6441系以

降、サッシレスの下降窓を使用したすっきりとした

スタイルの車輌への置換えが進み、スタイルと性能

の統一が推進されました。しばらくは 4 扉ロングシ

ートの通勤型車が増備されてきましたが、1988年に

は急行用にオールクロスシートの 5200 系が登場し、

同じようなスタイルの多い近鉄の中で異彩を放って

います。 

 路線の特色 

近鉄名古屋線は 1915年に伊勢鉄道が白子―一身田町

（現在の高田本山）間を開業させたのが始まりです。

伊勢鉄道はその後、四日市―津間を結ぶ鉄道となり、

1926年には電化して社名も伊勢電気鉄道としました。

伊勢電気鉄道になってからは積極的な路線延長を行

い、1930年には桑名―大神宮間を結びます。しかし、

その後世界恐慌や五私鉄疑獄事件の影響を受けて、

伊勢電の経営は急激に悪化。1936 年、すでに伊勢中

川から津までの支線を伸ばしていた参宮急行電鉄に

合併されます。参急は上本町―奈良間の近鉄奈良線の

前身である大阪電気軌道傘下の路線で、現在の近鉄

大阪線の桜井―宇治山田間を開業させた私鉄です。大

軌・参急は名古屋への延伸を狙っており、そのために

伊勢電との連帯を狙っていたのですが、伊勢電の経

営悪化によって手に入れることが出来ました。1938

年、参急の設立した関西急行電鉄が桑名―名古屋間を

開業させ、私鉄による名阪間連絡が実現します。1940

年には参急が関急電を吸収しますが、翌年 1941年に

は参急は大軌と合併。関西急行鉄道となります。そし

て、1944年には南海鉄道（現在の南海電気鉄道）と

合併し、近畿日本鉄道が誕生します。戦後、南海線は

独立しますが、近鉄自体は近畿地方東部に点在して

いた小私鉄を次々に合併し、段々と肥大化していき

ます。 

1959 年 9 月 26 日、東海地方を襲った伊勢湾台風は

近鉄名古屋線に甚大な被害を与えました。しかし、こ

れが名古屋線にとっての転機となったのです。復旧

と同時にそれまで狭軌であった軌間を標準軌に改軌。

名阪間の列車の直通を成し遂げます。そしてついに

名阪ノンストップ特急の運転が始まり、名阪間を私

鉄で乗り換えなしで移動することが出来るようにな

ったのです。 



50000系 しまかぜ ～プレミアムな風を運ぶ新型観光特急～ 電算記号 SV                         

50000 系は 2013 年の第 62 回伊勢神宮式年遷宮に合わ

せて登場した観光特急「しまかぜ」用の車両です。プレ

ミアムシートの他、洋風・和風個室、サロン席など様々

な種類の座席を設けています。また、ダブルデッカー車

のカフェテリアでは沿線の食材を用いた軽食を提供、多

彩なサービスにより乗ること自体が楽しみとなる鉄道

の旅を提供します。 

全長：20,500mm(先頭：21,600mm) 営業最高速度：130km/h 主電

動機：MB-5097B2(230kW) VVVF インバーター制御(IGBT) 

21020系 アーバンライナーnext ～新生アーバンライナーのシンボル～電算記号 UL                  

21000 系「アーバンライナー」の後継として 2002 年に

登場したのが 21020系「アーバンライナーnext」です。

客室は全室禁煙となり、代わりに喫煙コーナーを設置。

新開発のゆりかごシートによる快適な移動空間を実現

しました。以後登場・更新した特急車は当形式をモデル

に改良が加えられ、次世代近鉄特急の礎となりました。 

 

全長：20,500mm(先頭：21,100mm) 営業最高速度：130km/h 

主電動機：MB-5097(230kW) VVVF インバーター制御(IGBT) 

23000系 伊勢志摩ライナー ～伊勢志摩リゾートのシンボル特急～ 電算記号 IL                    

23000系「伊勢志摩ライナー」は翌年の志摩スペイン村

開業に合わせ 1993 年に登場しました。客室には複数人

で利用ができるサロンカーが設定されました。民鉄初の

130km/h 運転を開始した車両でもあります。2012 年よ

りリニューアルが実施され、全席禁煙化に伴う喫煙室の

設置が行われた他、一部は塗装の変更も行われました。 

 

全長：20.520mm(先頭：20.820mm) 営業最高速度：130km/h 

主電動機：MB-5056A (200kW) VVV インバーター制御(GTO) 

21000系 アーバンライナーplus ～名阪特急ブランドの確立～ 電算記号 UL、UB(中間増結車)           

1988 年に登場した 21000 系は、名阪甲特急「アーバン

ライナー」用の車両です。流線型の従来に無い外観とな

り、その後の近鉄特急車の礎となりました。設備面では

シートピッチを拡大、また JR のグリーン車に相当する

デラックスカーが設定されました。2003 年より 21020

系に準じたリニューアルを行い、「アーバンライナー

plus」として活躍しています。 

全長：20.500mm(先頭：21.200mm) 営業最高速度：130km/h 主電

動機：MB-3302A (125kW) 抵抗制御 



22600系 Ace「エース」 ～次世代汎用特急型電車～ 電算記号 4 両：AF 2 両：AT                   

近鉄では、多岐に渡って特急網が張り巡らされてお

り、アーバンライナーに代表される看板特急車の他

に汎用特急型車両が各線で運用されています。2009

年に登場した最新の汎用型特急車が 22600系 Aceで

す。22000系 ACE同様に各線で柔軟な運用に対応で

きるよう 2両・4両編成が製造され、他形式との連結

が可能です。座席は 21020 系の「ゆりかごシート」

の改良型を搭載。コンセントと背面テーブルを備え

ています。また、喫煙室が設置され徹底した客室との

分煙化が図られました。 

全長：20.500mm(Mc：20.800mm) 営業最高速度：130km/h 主電動機：MB-5097B (230kW) VVVF インバーター制御(IGBT) 

 

22000系 ACE 「エー・シー・イー」 ～3 代目エースカー～ 電算記号 4 両：AL 2 両：AS                

22000 系「ACE」は、陳腐化の目立つ従来の特急車

を置き換えるべく、接客設備・機能面において新たな

設計思想を反映させた車両です。性能や機構面では、

通勤型車両で実績のある VVVFインバーター制御・

ボルスタレス台車を採用。電気指令式ブレーキを採

用しましたが、在来車との併結運用を考慮しブレー

キ読み替え装置を搭載。客室設備では、従来車よりシ

ートピッチを拡大し、座席もこれまで機械式であっ

たリクライニング機構を油圧式に変更。客室には電

光表示機も設置されました。 

全長：20.500mm(中間 M：20.800mm) 営業最高速度：130km/h 主電動機：MB-5040A(135kW) VVV インバーター制御(GTO) 

 

30000系 ビスタ EX ～近鉄特急伝統の二階建て車両～ 電算記号 V                            

1978年に老朽化した 10100系ビスタカー二世の後

継車車両としてデビューしたのが 30000 系ビスタカ

ー三世です。編成は中間にダブルデッカー車 2 両を

組み込んだ 4 両編成で、登場時は近鉄のシンボル特

急とされていました。しかしアーバンライナーをは

じめとした後発の特急車との設備面での見劣りが顕

著となったため、1996年より車体更新を実施、ビス

タ EX として生まれ変わりました。特にダブルデッ

カー車は車体上半分を作り変える大規模な工事とな

りました。2010 年からは二度目の車体更新を行い、

ダブルデッカーの階下席は複数人での利用を前提とした造りに変更されました。 

全長：20.520mm(先頭：20.820mm) 営業最高速度：120km/h 主電動機：MB-3127-A (180kW) 抵抗制御 

 



12200系 スナックカー ～近鉄特急の最大勢力を築いた～ 電算記号 4 両：NS 2 両：N                

1967 年に登場した 12000 系のマイナーチェンジ車とし

て 1969年に登場したのが 12200系です。スナックカー

とは、Mc 先頭部に設けられた軽食販売基地「スナック

コーナー」に由来する愛称です。しかし、増備途上でス

ナックコーナー廃止による定員増加が図られ、またスナ

ックコーナーも 1974年に営業を終えています。1973年

には中間車も登場、1976 年までに 168 両が製造され、

近鉄特急の最大勢力となりました。2000 年より廃車が

開始され、団体専用車に転用された編成も登場しました。         

全長：20.500mm 最高速度：120km/h 主電動機：MB-3127-A (180kW) 抵抗制御 

12400系  サニーカー ～スナックカーからデザインを一新～ 電算記号 NN                          

1977 年に、12200 系スナックカーに代わる新たな近鉄

特急の標準車両となるべく 12400 系がデビューしまし

た。12200系と異なり当初から 4両編成で製造されたた

め、扉位置・客室レイアウト等が適正化されました。客

室の適正化は居住環境の向上に充てられています。先頭

部の形状は 12200 系を踏襲しつつもよりシャープな造

形となりました。 

全長：20.500mm (先頭車 Tc のみ 20.800mm) 最高速度：120km/h 

主電動機：MB-3127-A (180kW) 抵抗制御 

12410系 サニーカー ～12400 系の 3 連版～ 電算記号 NN                                   

東海道新幹線の誕生によって利用者が激減した名阪特

急でしたが、国鉄の度重なる運賃値上げで利用が増加、

1980年に 3両編成の 12410系が登場しました。1981年

に登場した最終編成は 4両編成で登場し、既存の編成も

1983 年に 4 連化されました。21000 系の登場以後は他

の汎用特急車と同様に活躍しています。 

全長：20.500mm (先頭車 Mc のみ 20.800mm) 最高速度：120km/h 

主電動機：MB-3127-A (180kW) 抵抗制御 

 

 

     

1982 年に 12400 系列の最終増備車として登場したのが

12600 系です。12410 系が 3 連で登場したのに対し、

12600系は当初より 4連として製造され、機器配置や客

室レイアウトが見直されたため新系列となりました。 

全長：20.500mm (先頭車 Mc のみ 20.800mm) 最高速度：120km/h 

主電動機：MB-3127-A (180kW) 抵抗制御 

 

12600系 サニーカー 

～12410 系とほぼ同形状の増備車～ 電算記号 NN 



15200系 あおぞらⅡ ～神出鬼没な団体専用車両～ 電算記号 PN                             

団体専用車両である「あおぞらⅡ」号は団体・貸切列車

として近鉄標準軌各線を不定期で運用されています。

2005年に登場した 15200系は、老朽化した 18200系を

置き換えるために 12200系を改造した車両です。性能や

客室設備は 12200系時代から変化せず、塗装はあおぞら

Ⅱ号のコーポレートカラーである青と白の塗装に変更

され、ロゴマークが付与されました。2005年～2006年

にかけて 3本が運用を開始、1本のみの 18400系ととも

に 2 連から最長 8 連まで柔軟に運用されていましたが、

2013 年に 18400 系と入れ替わる形で増備車が 20100 系

風の塗装で登場しました。翌年 2014 年には更に 2 編成

が登場し、更新状況の違いから車内のアコモデーション

に格差が生じていた 4両編成の 15200系をそれぞれ置き

換えました。 

諸元は 12200 系と同じ 

 

15400系  かぎろひ ～旅行会社クラブツーリズム専用貸切車両～ 電算記号 PN                      

15400系は、2011年に旅行会社「クラブツーリズム」に

よる貸切ツアー専用列車として登場しました。愛称は一

般公募により「かぎろひ」と命名されました。改造元の

車両は 15200 系同様に 12200 系ですが、座席も総取り

換えした後期 B更新車をベースとしています。運行を開

始するにあたり、車内は床をカーペット敷きにし、ビー

ルサーバー・オーディオ設備を搭載した他イベントスペ

ースを設けるなどの改造を実施。塗装は緑地に金帯を配

した物に変更されました。 

20000系 楽 ～初代あおぞらの流れを組む二階建て団体専用車両～ 電算記号 PL                     

20000 系「楽」は 1990 年に老朽化した 20100 系「あ

おぞら号」の後継車両として登場しました。4両編成 1

本のみのが製造されました。車両建築限界一杯に拡大

した巨大な車体を有しており、編成は中間 M車がハイ

デッカー構造、両端先頭Tc車がダブルデッカー車です。

黄色と白を基調とした専用のカラーリングが特徴的で

す。座席は転換クロスシートであり、補助席が内蔵され

ています。性能面では 12200 系等の汎用特急車両とほ

ぼ同等の性能を有しています。 

中間車：20.720mm (先頭車 20.960mm) 営業最高速度：120km/h 

主電動機：MB-3127-B (180kW) 抵抗制御 

 



2610系 ～陳腐化した戦前製車の置き換え用にデビュー～ 電算記号：X                           

2610 系は 1972 年に旧性能の急行型車両を置き換え

る目的で登場した車両です。内装は片側 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

車にはトイレが設置されています。なお、製造当初よ

り冷房装置を搭載しています。1991年に 1回目の車

体更新が行われ、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。名古屋線では 3

本が運用されており、いずれの編成も座席をロング

シートとクロスシートに変換させることが出来るデ

ュアルシート車「L/Cカー」へ改造されています。 

全長：20.720mm 最高速度：110km/h 抵抗制御 主電動機：

MB-3110-A(155kW) 

 

5200系列 ～3 扉転換クロスシート車の元祖～ 電算記号：VX                                  

5200 系は 1988 年に登場した急行兼団体専用車両で

す。同時期に製作された通勤型車両とは大きく異な

るスタイルで製造され、片側 3 扉で扉間には連続窓

を配置し、車内は転換式クロスシートが設置されて

います。また両先頭車にはトイレが設置されていま

す。製造途上で補助電源装置を MGから SIVに変更

した 5209系、さらに台車をボルスタレス台車に変更

した 5211 系登場しました。2007 年からは車体更新

が始まり、内装や座席モケットの一新、種別灯・尾灯

の交換などを行っています。 

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

制御 主電動機 MB-5023-A/MB-5035-A・B(165ｋｗ) 

 

 

5800系 ～可変式座席「デュアルシート」搭載～ 電算記号：DG                                  

5800 系は 1997 年より製造された車両です。特徴は

座席をロングシートとクロスシートに変更すること

ができる座席を搭載したことで、LCカーという愛称

が付けられています。車体は同時期に製造された他

の通勤型車両と共通のものです。1998年に名古屋線

向けに投入された 5812F は唯一の 4 連で製造され、

名古屋線急行運用を中心に活躍しています。 

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

制御 主電動機：MB-5035-B(165ｋｗ) 

 



 

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、2610系の区間運転

版という位置づけです。しかし、

2610系がロングシート化され、

2811F・2813F・2815Fが可変機構を

有する座席「LCカー」化されると、

実質 2800系と 2610系の接客設備に

差は無くなりました。LCカーに改造

された車両を含む 4本は 2610系とと

もに名古屋線急行の主力の一端を担

い、他の編成についても大阪線・名古屋線の普通から快急まで幅広く運用されています。 

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

 

1200系 ～前後で顔が異なる異端編成～ 電算記号：FC                                      

1200 系は界磁チョッパ制御による省

エネルギー車として登場した車両です。

1982～1983 年には Mc+Tc の 2 連 10

本が、1984 年には Mc+T の変則的な

組成が 2本製造されました。前者はワ

ンマン運転対応化に伴い 1201 系へ形

式が変更され、オリジナルの 1200 系

を名乗る車両は後者の 2本のみとなり

ました。製造直後、Mc+T の編成は暫

定的に増結用ユニットとして運行され

ていましたが、1985年に 2430系から

中間 M車を捻出し、増結用 Tcであっ

た 2410 系ク 2590 形を組み合わせて

現在に見られるような「ク 2590+モ

2450+サ 1380+モ 1200」の 4 連 2 本

が組成されました。組み合わせた車両

の都合上、伊勢側の 2両と名古屋側の 2両では車体の外観・制御装置が異なります。 

※1200系側の性能 全長：20.720mm 最高速度：110km/h 界磁チョッパ制御 主電動機：MB-3277-AC(160kw)  



1810系 ～生まれも育ちも名古屋線～ 電算記号：H                                         

1967 年より製造された名古屋線用通

勤型車両で 1811Fから 1827Fの 17本

が登場しました。同時期製造の2410系

との違いは、名古屋線の比較的平坦な

線形を考慮して抑速発電ブレーキを

省略したことです。製造後 3 両・2 両

編成が混在していましたが、2430系や

1000系との車両の組換えにより、晩年

は 2両編成となって活躍していました。

他線区からの転配車によって優先的

に廃車が進められ、2014年現在名古屋

線で活躍編成は 1826F と 1827F の 2

連 2本となっています。また、1000系

への編入車や 2430 系に組み込まれた

中間車も現存し、活躍を続けています。 

 

全長：20.720mm 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～ 電算記号：G                                          

1971 年より、2 両編成のラインデリア

車 2410系をベースに 3両編成版として

製造されたのが 2430系です。これは当

時の大阪線区間列車が 3 両編成を主力

として走らせていたためです。しかし、

1998 年より大阪線の 3 両編成の運用本

数が減少したため、一部は名古屋線へと

転属し、半数の編成が同形式内での組み

換えのほか 1480 系・1810 系が中間車

として組み込んで 2両・4両編成化され

ました。現在名古屋線に所属している

2430系列はすべて3両編成です。なお、

2006 年から 2007 年にかけて名古屋線

に転属した 2 編成はワンマン化改造を

施工の上で、新たに 2444系として区分

されました。 

 

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

   



1000系 ～名車 2200 形の DNA を受け継いだ車両～ 電算記号：T                                

1000系は 1972年より製造された名古

屋線用通勤型車両です。1810系をベー

スに参急 2200 形の機器を流用した吊

り掛け駆動車として登場しました。製

造当初は 4連 1本、2連 6本の計 7本

が在籍(後に旧 1200 系を編入)してい

ました。1984年より高性能化改造が行

われ、廃車発生品の主電動機、8000系

の制御機を譲り受け、界磁位相制御化

されました。この改造に伴い 1810 系

と車両の大幅な組換えが行われ、結果

的に 2 連で製造された 1000 系は 3 連

に、3 連の 1810 系は 2 連となりまし

た。なお、4 連車にはトイレが設置さ

れました。抑速発電ブレーキを装備し

ていないことから 1810系とともに廃車が進められています。 

全長：20.720mm 最高速度：110km/h 主電動機：MB-3020E(132kW)  ※元 820系・20100 系・1600 系用 界磁位相制御 

1010系 ～奈良線由来の大型車～ 電算記号：T                                            

1010 系は元々1972 年に 8000 系並み

の大型車体と 600系の流用機器を組み

合わせて製造された車両で、製造当初

は 920系を名乗っていました。1982年

に冷房化と高性能化する改造が行い、

界磁位相制御化されました。改造後は、

全編成が名古屋線へ転属し形式を

1010 系に改めました。2006 年より 2

度目の車体更新工事が開始され、

1012F・1013F・1015Fの 3本にワン

マン運転対応化工事が施されました。

しかし、1012Fが鈴鹿線で火災を起こ

すなど不調となり、2013 年に 1014F

と組み合わせた新たな編成として

1016Fが起こされ、1014Fの両先頭車

は廃車。火元のモ 1062は電装解除の上 2014年に奈良線に転属、サ 8177として 8600系に編入されました。 

全長：20.720mm 最高速度：110km/h 界磁位相制御 主電動機：MB-3020E(132ｋｗ)※元 10100 系 



1201系 ～名古屋線用省エネ通勤車～ 電算記号：RC                                          

1200系は、1400系の 2両編成版とし

て 1982 年に製造されました。1202F

～1206Fのク1300形は製造当初2250

系の台車を流用していましたが、現在

では 2600 系の廃車発生品に差し替え

られています。制御機は三菱製界磁チ

ョッパ制御を採用し、名古屋線の省エ

ネ車の先駆けとなりました。1201系は

1201F～1210Fが鳥羽・志摩線のワン

マン運転開始に伴うワンマン化改造

を施工され改番した形式です。同形式

によるワンマン運転を行う区間は白

塚～賢島間ですが、段階的にワンマン

区間が拡大されたため、ワンマン化対

応を行った時期によってで若干の差

異がみられます。 

全長：20.720mm 最高速度：110km/h 界磁チョッパ制御 主電動機：MB-3277-AC(160kw) 

2000系 ～ビスタカーⅡ世の生まれ変わり～ 電算記号：XT                                          

2000 系は廃車となった 10100 系「ビ

スタカーⅡ世」の電装品を流用して

1978年に製造された車両です。3連 12

本が製造され、2610系等と同様の車体

構造を有しています。2002F・2004F 

はパンタグラフ・台車とも 10100系の

流用品でしたが、2006F以降はパンタ

グラフが下枠交差型に変更され、台車

の流用もク 2100 形のみに留まりまし

た。1998年に鈴鹿線・1999年に湯の

山線がワンマン化されることに伴い、

2002F・2004Fを除く 9編成がワンマ

ン運転対応化されました。急行予備編

成としてトイレが設置されていた

2014F は、2013 年に行われた伊勢神

宮の式年遷宮にあわせて観光用車両「つどい」に改造され、形式も 2013系へ変更されました。 

全長：20.720mm 最高速度：110km/h 抵抗制御 主電動機：MB-3020-E(132kw)※元 10100 系用 



2050系 ～3 連 2 本の小世帯～ 電算記号：RC                                           

2050系は 1983年に 1400系の 3両編

成版として登場した車両で、Mc-M-Tc

の 3 両編成 2 本のみが製造されまし

た。当時 3両編成の非冷房・ラインデ

リア車への冷房化改造工事が実施さ

れており、工事期間中に不足する編成

を補うべく大阪線の区間列車を中心

に運用されていましたが、1990年に名

古屋線へ転属しました。1400系同様制

御器は界磁チョッパ制御を採用、１つ

の制御器で 2 両分のモーター8 つを制

御する 1C8M方式としました。奈良・

京都線系統では同様に 8810 系の 3 両

編成版である 9200 系が登場しました

が、こちらは中間車を 1両挿入し、全

編成 4連化されています。 

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

9000系 ～1200 系の奈良線版～ 電算記号：FW                                          

1400系に対する 1200系であるように、

4 両編成の 8810 系の 2 両編成版とし

て 1983 年に奈良・京都線系統の通勤

型車両として製造されたのが 9000 系

です。1200 系(1201 系)とは 1C4M 方

式(界磁チョッパ制御)・同様の主電動

機を採用している等の共通点が見受

けられますが、車体幅が 1200 系より

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

を装備している点で異なります。2003

年より、奈良・京都線系統へ「シリー

ズ 21」導入に伴い名古屋線へ全編成が

転属し、1810系を置き換えました。8

編成在籍していますが、このうち 5編

成にはワンマン運転対応工事を施行され、1201系同様白塚～賢島間でも運用されています。 

全長：20.720mm 最高速度：110km/h 界磁チョッパ制御 主電動機：MB-3277-AC160kw) 



1220系列・1420系列 ～正直俺らも違いがよく分からない。近鉄の一大グループ～                    

電算記号：VC（1220 系）、VE（1220 系奈良線所属車）、VW（1420系） 

近鉄の標準軌各線で運用されている 2両編成の VVVFイ

ンバータ制御車には 1220 系列・1420 系列の 2 種があり

ます。これら系列の始祖となったのが 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)で、

1200系と同様の鋼製車体であることが特徴です。1986年

には量産 VVVF 車であり、アルミ車体の通勤車 3200 系

が登場しました。その後、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、各線に VVVF車が導

入されました。 

1420 系の量産車である 1220・1420 系列は増備す

る過程で多数の派生形式が登場しました。1230系・

1430 系以降に新製された形式は車両転配を容易に

し、各線で異なる車体や機器配置を共通化した「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。 

表 1220・1420系列の変革 

()：ワンマン化による形式変更を行った形式 

※1：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。 

※2：1271F～1277F は阪神線乗り入れ対応編成 ※3：Tc のディスクブレーキが 1 軸 2 枚で製造、現在は 1 枚に変更  



モ 6301形 ～緑の弾丸～                                                         

1937年、関急電開業と共に登場し、1

型とされました。ダークグリーン一色

塗りで、名古屋と大神宮前を結ぶ特急

に投入され、「緑の弾丸」と呼ばれまし

た。近鉄では 6301形とされ、1970年からは養老線に転属し、1983年まで活躍しました。 

全長：17,800 mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-528/17-IM (112.5kW) 抵抗制御 

モ 6331形 ～17m 級から 20m 級へ。車体延長改造～                                                 

6331 形は戦後の車輌不足を受けて

1948年に 10両が登場しました。元は

6301形などと同様の 17m級車体でし

たが、1962 年に 2 両がラッシュ時の

混雑緩和を目的として中央部に部材を挿入。20m 級の両開き 3 扉車として生まれ変わりました。1979 年引退。 

全長：20,626mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-528-6G (112.5kW) 抵抗制御 

 

6421系 ～大井川鐡道を走った名古屋線特急車～                                         

6421系は 1953年に登場した名古屋線

用の特急車輌です。1963年に格下げさ

れ、3扉化がなされました。1979年に

養老線に移り、1984 年には 421 系と

改番。1994年に全車廃車となりました。その後、大井川鐡道に 1編成譲渡され、2009年まで活躍しました。 

全長：19,800mm 最高速度：100km/h 主電動機：HS-256-BR-28 (115kW) 抵抗制御 

6431系 ～「つなぎ」の特急は流麗なスタイルを誇る～                                        

6431系は 1958年に製造された名古屋

線狭軌時代最後の特急車です。このと

き既に標準軌への改軌が予定されて

いたことから最初から「つなぎ」の特

急車として位置づけられていました。その後、6421系と同じ末路をたどり、1994年に引退となりました。 

全長：20,720mm 最高速度：100km/ h 主電動機：HS-256-BR-28 (115kW) 抵抗制御 

6441系 ～名古屋線初の近代通勤型～                                               

1958年にモニ 6231の機器を流用して

製造された車体更新車です。1979年か

らは養老線に転属。1994年まで活躍し

ました。 

全長：20,720mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-528-C (104kW)（登場時） 抵抗制御 



モ 1450形 ～日本初の MM’ユニット方式～                                              

1954年、日本の鉄道史に残る電車が近

鉄大阪線に登場しました。1952年に登

場したク 1560 形を改造し、2 両 1 組

で走るユニット方式を日本で初めて

採用した試作車です。1975年に名古屋線に転属。志摩線で使用され、1985年まで活躍しました。 

全長：20,720 mm 最高速度：100km/h 主電動機：MB-3012-B (80kW) 抵抗制御 

モ 680形 ～奈良電特急は近鉄特急に～                                                

モ 680形は奈良電、現在の京都線の前

身が 1954年に登場させたデハボ 1200

形です。1963年の近鉄合併後、他の近

鉄特急並に改装がなされ、固定窓化と

冷房化などが行われました。1974年に名古屋線へ転属。志摩線で使用され、1987年に引退しました。 

全長：18,140mm 最高速度：105km/h 主電動機：MB-3020-A (110kW) 抵抗制御 

モ 5960形 ～垂直カルダン。志摩電の虎の子～                                           

モ 5960 形は三重交通志摩線モ 5400

形として 1958 年に登場しました。地

元の神鋼電気が開発した垂直カルダ

ン駆動を使用した画期的な車輌でし

た。近鉄合併後の 1969年に志摩線は標準軌化。トレーラ化がなされ、養老線へ転属しました。1983年廃車。 

全長：17,840mm 最高速度：不明 主電動機：TBY-28-A (78.3ｋW) 抵抗制御 

モニ 6251形 ～名古屋線で活躍した参宮急行の大型電車～                                   

モニ 6251形は 1930年に大阪・山田線

の前身である参宮急行が平坦線用に

製造したデニ 2000 形のことです。

1941 年に台車を振り替え名古屋線に

転属しました。1950年代、車体外板の張り替えを初めとする大規模な更新工事がなされました。1974年引退。 

全長：19,000mm 最高速度：100km/h 主電動機：TDK-542-A (111.9kW) 抵抗制御 

 

補足説明 

近鉄は戦時中に多くの私鉄が合併して生まれた鉄道会社ですが、戦後にもいくつかの私鉄が吸収合併されてい

ます。1963 年に京都線の前身である奈良電気鉄道が、1964 年に生駒線、田原本線の前身である信貴生駒電鉄

が（田原本線は 1961年まで大和鉄道）、1965 年には北勢線、内部線、八王子線、湯の山線、志摩線の前身であ

る三重電気鉄道（1964年までは三重交通）が合併しています。しかし、各社とも合併前から近鉄やその前身各

社との関係の深かった路線ばかりで、例えば大和鉄道は 1950年代以降、近鉄から車輌を借り受けて運行するな

どの関係にありました。 



モワ 24系 はかるくん ～各線を巡る近鉄の電気検測車～ 電算記号：MF24 (クワ 25 形単独：TF25)         

モワ 24系は架線・保安装置の検測を行う電気

検測車として 2007 年にデビューしました。

愛称は「はかるくん」。従来検測作業は終電後

に実施していましたが、同車の導入で営業列

車の合間を縫っての検測が可能になりました。

種車は 2410 系で、外観は大きく変化したも

のの、走行機器は従来と同じです。2両編成で

すが検測機器はクワ 25に集約されており、狭

軌路線ではクワ 25 が各線区の牽引編成と連

結して検測を行います。  

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

モト 90形（モト 94・96） ～奇抜な外観を有する近鉄の電動貨車～ 電算記号 MF                       

近鉄では電動貨車と呼ばれる自走する運搬用

貨車が存在し、乗務員室部分を除いて側面が

無いことが特徴です。主な用途は回送車の牽

引ですが、線路規格が異なる路線の車両は台

車を仮台車に履き替え、本来の台車を荷台に

積載し運搬します。モト 94・96は塩浜検修車

庫に常駐しています。同車は元々1947年に登

場したモト 2710 形で、1970 年にモト 94 形

と改番されました。1984年に 1両が廃車、残

る 2両は1992年に車体を更新しました。1999

年に 8000系などの機器類を流用し高性能化されました。 全長：17,100mm 主電動機：MB3064-AC(145kW) 抵抗制御 

デ 31形（32） ～近鉄の箱型電気最後の生き残り～                                        

デ 31形は 1948年に製造された狭軌線用の電

気機関車です。3 両が製造され、伊賀線(現伊

賀鉄道)、名古屋線、南大阪線に 1両ずつ配置

されました。名古屋線の車両は同線の標準軌

化に伴い 1959 年に改軌され、回送車や工事

列車関連の牽引機として活躍。1983年に除籍

後、塩浜研修車庫の入れ替え車両として転用

され現在に至ります。一方残る 2 両は 1964

年・1971 年に貨物輸送用として養老線(現養

老鉄道)に転属。貨物輸送終了後の 2000 年に

廃車されました。 全長：10.800mm 抵抗制御 主電動機：MB-280AR(128kW) 


