
 

名古屋市交通局   名古屋市が運営する市内の重要な「足」 

名古屋市営地下鉄は名古屋市交通局が運営する地下鉄です。現在は6路線、路線長93.3km、87駅を有しています。

市中心部の移動はもちろん、郊外の住宅地へも路線を伸ばしており、同交通局のバスと共に市内の重要な交通機関と

なっています。 

 車輌の特色 

最初に開業した東山線、続いて開業した名城線の車

両はいずれも黄色(ウインザーイエロー)に塗られて

おり、「黄電」という愛称で親しまれました。この黄

色は名古屋出身の画家でグラフィックデザイナーと

しても活躍した杉本健吉が、暗いトンネル内でも明

るく見えるよう選んだものです。また車両の仕様で

も網棚無しで冷房が無く、全車電動車の直角カルダ

ン駆動という共通点がありましたが、これらは市電

の技術を応用したものです。また騒音を低減するた

めに採用された弾性車輪は、2004 年の名城線 2000

形の最終増備車まで採用し続けました。「黄電」は後

継車登場に伴い 2000年までに全廃されましたが、一

部は香川県の高松琴平電気鉄道やアルゼンチンのブ

エノスアイレスの地下鉄に譲渡されています。 

1977 年に開業した鶴舞線の 3000 形はセミステンレ

ス車体に、1980 年に登場した東山線 5000 形はアル

ミ車体となり、いずれも冷房を搭載、制御装置も電

機子チョッパ制御となりました。 

1987年の 6000形は軽量ステンレス車体、GTO素子

を用いた VVVF インバーター制御になり、その後同

様の車両が各線に投入されました。2007年の東山線

N1000 形以降に登場した車両は車体を一部の例外を

除き日車式ブロック工法に、制御装置も IGBT 素子

の VVVFインバーターとしました。 

現在は電機子チョッパ車の東山線 5000 形と鶴舞線

3000形の廃車が進み、IGBT素子の VVVFインバー

ターを用いた新型車に入れ替わりが進んでいます。 

 路線の特色 

地下鉄計画は第 2 次世界大戦よりも前からありまし

たが、実際に路線が開業したのは現在の東山線にあ

たる名古屋～栄(当時は栄町)間で、1957年 11月のこ

とでした。同線はその後池下、東山公園へと延伸し

ます。次いで 1965年には現在の名城線にあたる栄(当

時は栄町)～市役所間です。1974年には名城線の金山

から分かれる形で新瑞橋まで 4号線が開通しました。

これら 3 路線は建設費を抑制するためトンネル断面

が小さく、また第三軌条から集電する形態です。 

1977年開業の鶴舞線は、名鉄と直通運転を行うため

車両は大型化、集電も架線からとしました。1989年

開業の桜通線はワンマン運転を前提とした造りにな

っています。2003年には名鉄と直通運転を行う上飯

田線が開業しています。 

2004年、小刻みに延伸が進められていた 4号線の名

古屋大学～新瑞橋間が開通、環状運転が開始されま

した。この日から名城線と 4 号線の環状運転を行う

部分を「名城線」、元々名城線の一部だった金山～名

古屋港間は「名港線」と呼ばれるようになりました。 

1957年の東山線開業から続いた地下鉄の新線建設で

すが、2011年 3月の桜通線徳重延伸で一段落。現在

の経営状況や社会、経済の情勢から、具体的な新路

線の整備計画はありません。 

 



■東山線 

東山線は名古屋市中川区の高畑から同名東区の藤が丘までを結ぶ路線です。名古屋で最初に開業した地下鉄で、市

内を東西に横断します。名古屋駅と都心部である栄を通るため利用者が非常に多く、それより東側も住宅地が広がって

おり利用者が多くなっています。このため最混雑区間である名古屋～今池間はバイパス路線としての性格も持つ桜通線

が並行しています。 

ラインカラーは黄色で、これは開業時に導入された車両が黄色一色に塗られていたことに由来しています。 

 車輌の特色 

建設費抑制のため小断面トンネルを採用、車両も

15m級の小型車体を採用しています。「黄電」と呼ば

れた車両は 2000年までに全廃されています。現在は

2015年に予定されるホームドア設置とワンマン運転

に対応するため各車両に改造を行っており、古い

5000 形は改造せずに新型車 N1000 形で置き換える

形で廃車が進んでいます。 

 路線の特色 

最初に開業したのは 1957年の名古屋～栄町(1966年

に駅名を栄に変更)間です。1960年には栄～池下間が、

1963 年には池下～東山公園間が開業します。1967

年には東山公園～星ヶ丘間が開業しました。1969年

には星ヶ丘～藤ヶ丘間と中村公園～名古屋間が開業

します。同年、路線名が「東山線」と決まりました。

なお、上社～藤ヶ丘間は地上(高架)を走行します。し

ばらく間を置いて1982年に高畑～中村公園間が開業、

現在の東山線が形成されました。 

1989年の桜通線開通後、混雑率は低下したものの混

雑する路線であることに変わりはありません。利用

者の多さから名古屋市営地下鉄では一番の黒字路線

であり、全国の公営地下鉄でも大阪の御堂筋線に次

いで 2 位の黒字路線となっています。平日朝ラッシ

ュ時は 2 分間隔で運転するほか、昼間でも 5 分間隔

で運転しています。 

 

 

100 形・300 形・250 形電車  ～東山線の「黄電」～                                       

100 形は 1957 年の開業に合わせて登場、1963 年ま

でに 40 両が製造されました。床下機器を覆うボディマ

ウント構造と風洞を内蔵した屋根が特徴です。中間車

500形、ボディマウント構造を取りやめた200・600形も

ありました。1988年までに全廃されています。 

300 形とその中間車 800 形は 1967 年に登場、名城

線1000形をベースとしており両開き扉を備えています。

1975年までに 6両編成で 19編成が製造されました。

最後の「黄電」となり、2000年に全廃となりました。 

1983年に登場した 250形は 100形の中間車 700形

を先頭車化改造したもので、18 両が改造されました。

前面のレイアウトは 5000 形に準じています。1999 年

までに廃車されました。 



 

5000 形電車  ～東山線冷房化への第一歩～                                            

5000 形は 1980 年に登場し、1990 年までに

23 編成が製造されました。名古屋市営地下

鉄初のアルミ製車体となり、窓下に黄色の帯

を貼っています。また東山線初の冷房車で、

トンネル断面が狭い為に薄型の冷房装置を

使用しています。車内は暖色系の色遣いで、

荷棚は扉横付近にのみ取り付けられました。

なお、最後に製造された 3 編成は LED 式の

情報案内装置が設置されています。制御装置

は電機子チョッパ制御。回生ブレーキを使用

し、省エネルギーな電車となりました。 

廃車は 2004年から始まりましたが、2007年

からの N1000 形投入により廃車が加速、

2015年までに全車が廃車となる予定です。なお、一部の編成は廃車後改造の上アルゼンチンに譲渡されました。 

全長：15,580mm 最高速度：65km/h 電機子チョッパ制御 主電動機：MB-3255A(95kW) 

 

5050 形電車  ～黄電置き換え用第二弾～                                               

昭和 55 年から平成 2 年まで 5000 形の投入

が続けられましたが、それでもなお多くの非

冷房車が残っていました。そこで 1992年か

らは 5050形を投入、2000年までに 27編成

を製造し「黄電」をすべて廃車にしました。 

1989 年に登場した名城線の 2000 形をベー

スとしているため、車体はステンレス製、

VVVF インバーター制御を採用しています。

車内は壁を白色にしたことで 5000形より明

るくなりました。座席はバケットシートを使

用、荷棚は全ての座席上に設置されました。

また 1995年に登場した車両からは扉上に路

線図式の案内装置を設置しています。 

2012年はホームドア設置とワンマン運転に対応した改造が実施されています。

全長：15,580mm 最高速度：65km/h GTO-VVVF 制御 主電動機：形式不明(75kW

 



N1000 形電車  ～東山線の新世代車～                                               

N1000形は 2007年に登場し、 5000形を置

き換えるために製造が続いています。5050

形に引き続いてステンレス車体ですが、「日

車式ブロック工法」を採用しています。行先

表示には名古屋市営地下鉄で初めて LED を

採用、これらの新機軸は以後に製造された他

の路線の新車にも採用されています。なお車

輪は 5050 形までの弾性車輪からゴムを挟ん

だ防音車輪になっています。車内は 5050 形

に引き続きバケットシートを使用していま

すが、N1000 形では片持ち式になっていま

す。 

5 編成目からはホームドアとワンマン運転

に対応した機器と設備を搭載しており、車内

も座席端部の袖仕切りが大型化、扉上の情報

案内装置も LEDから LCDに変更されています。2015年までに 21編成が揃う予定です。 

全長：15,100mm(先頭車) 15,000mm(中間車)  最高速度：65km/h IGBT-VVVF 制御 主電動機：MB-5144-A(75kW) 

 

■名城線・名港線 

名城線は名古屋市東区の大曽根から中区の栄、金山、昭和区の八事、千種区の名古屋大学を経て大曽根までを

結ぶ路線です。また名港線は中区の金山から港区の名古屋港までを結びます。名城線は環状運転を実施してお

り、都市部の移動だけでなく名古屋市東部・南部の他路線のバイパスとしても機能しています。 

ラインカラーは紫色ですが、これは名城線用の「黄電」に東山線の車両と区別するために黄色の補色である紫

色の線を巻いたことに由来しています。 

 車輌の特色 

東山線に続いて 15m 級の小型車体を採用しています。

現在運転されているのは全て 2000 形で、「黄電」と呼ば

れた 1000系列は 2000年までに全廃されています。 

 路線の特色 

最初に開業したのは1965年の2号線(後の名城線)栄町

(現在の栄)～市役所間です。1967年には金山～栄間が

開業しました。1969 年には路線名を「名城線」とします。

1971 年には 3 月に名古屋港～金山間が、12 月には市

役所～大曽根間が開業、これで名城線は全通しました。 

1974年に名城線金山から分かれる形で4号線の新瑞橋

～金山間が開業します。2000 年、4 号線の延伸が再開

され大曽根～砂田橋間が開業、2003 年には更に砂田

橋～名古屋大学間も開業しました。 

2004年には4号線の名古屋大学～新瑞橋間が開業、こ

れによって 2 号線と 4 号線は環状運転を開始します。同

時に環状区間の愛称を「名城線」に、金山～名古屋港間

を「名港線」として現在に至ります。 



 

1000 形・1100 形・1200 形電車  ～名城線の「黄電」～                                    

1000 形は 1965 年の開業に合わせて登場し

た形式で、東山線 200 形をベースとしつつ

も扉が両開きになり、前面には行先表示幕が

設けられています。また台車は空気バネ式に

なっています。1994 年までに全車が廃車さ

れています。また 1000形から運転台を無く

した仕様の 1500形も 1967年に製造されて

います。 

1100 形は 1971 年に登場、台車が金属バネになりました。当初は同時に製造された中間車 1600 形と 4 連で、

1974年には 1700形を組み込み 5連で使用されました。 

1200 形は 1974 年の金山～新瑞橋間延伸に合わせて登場した形式で、中間車 2 形式と機器を分散して初めての

固定編成とされました。1989年の 6連化では 1600形や 1700形を組み込んで対応、2000年まで活躍しました。 

 

 

2000 形電車  ～「黄電」置き換えと路線延伸～                                           

2000形は 1989年の「世界デザイン博」に合

わせ、6 連化と「黄電」1000 形などを置き

換えるために登場しました。車体には桜通線

用 6000 形に続いて軽量ステンレスを採用し、

窓下には紫色と白の帯を巻いています。前面

は窓部分を傾斜させており、また大きな曲面

ガラスを用いています。制御装置は GTO 素

子を用いた VVVF インバーターです。車内

では座席にバケットシートを採用しました。

東山線 5000 形に引き続いて車端部には

LED 式の情報案内装置が設置されています。 

当初の目的であった「黄電」置き換えに加え

1999 年から 2004 年にかけての路線延伸に

伴う増備もこの形式によって行われたため、

6 両が 36 編成と名古屋市営地下鉄では最多

の車両数となっています。 

2012年からは機器更新が開始され、2016年度までに毎年 1編成ずつ行われる予定です。 

全長：15,100mm(先頭車) 15,000mm(中間車) 最高速度：65km/h GTO-VVVF/IGBT-VVVF 主電動機：SEA-319(75kW)



■鶴舞線 

鶴舞線は名古屋市西区の上小田井駅から日進市の赤池駅までを結ぶ路線で、正式名称は名古屋市交速度鉄道第 3

号線と言います。赤池から名鉄豊田線と相互直通を行い豊田市まで、また上小田井から名鉄犬山線に相互直通を行い

岩倉方面へ乗り入れています。沿線は両端が住宅街、都心部はオフィス街で、路線東部には高校や大学などが集中し

ています。ラインカラーは名鉄の車両と見分けがつくよう青色とされています。 

 

 車輌の特色 

名古屋鉄道との直通運転を行うため車両は 20m 級、片

側 4 扉の大型車体となりました。全編成が名鉄の M 式

ATSを搭載しているほか、中間車にもドアスイッチが設置

されています。 

車両は当初 4両編成でしたが、1993年の上小田井延伸

と名鉄犬山線への直通開始に合わせて 6 両編成になり

ました。なお駅設備や名古屋市交通局の所有する車両

は 8両編成まで対応しています。 

 路線の特色 

最初に開業したのは 1977 年の伏見～八事間です。翌

年には八事～赤池間が開業します。更にその翌年には

名鉄豊田線の赤池～梅坪間が開業、同線との相互直通

運転を開始します。その後は北への延伸が行われ、

1981年に浄心～伏見間、1984年に庄内緑地公園～浄

心間が開業します。 

間を置いて 1993 年に名鉄犬山線の上小田井～庄内緑

地公園間が開業、同線との相互直通運転が開始されま

した。 

名鉄と直通運転を行っていることが特徴で、特に赤池か

ら先は名鉄豊田線と一体的な運用が行われており、概ね

半数の列車が豊田線に直通します。一方犬山線との直

通は当初昼間時間帯で 1時間に 4本ありましたが、現在

は昼間時間帯で 1時間に 1～2本となっています。 

 

3000 形電車  ～名古屋市営地下鉄初の大型車～                                         

3000 形は 1977 年の鶴舞線開業と同時に登

場し、1984年までに 4連が 23編成製造され

ました。車体は外板がステンレス、骨組みが

普通鋼のセミステンレス製で、窓下には水色

の帯を巻いています。制御装置には AVF 電

機子チョッパ制御が採用され、また冷房も搭

載しました。初期の車両は側窓が全て固定式

でしたが、1981 年に製造された車両からは

一部の窓が開くように改良されています。 

1993 年の上小田井延伸と名鉄犬山線直通に

際しては一部先頭車を中間に挟む形で 6 両

編成に組み替えられました。この時余った 2

両は 3050形の中間に組み込まれています。 

2012年からは N3000形に置き換えられる形で廃車が進行しています。 

全長：20,000mm(先頭車) 最高速度：100km/h AVF 電機子チョッパ制御 主電動機：MB-3210-A・HS-1033-Grb(135ｋW) 



 

3050 形電車  ～上小田井延伸と犬山線直通～                                          

3050形は 1993年の鶴舞線上小田井延伸、ま

た名鉄犬山線との直通運転開始に合わせて登

場しました。桜通線 6000形をベースとした軽量

ステンレス車体、GTO-VVVF 制御を採用して

います。名鉄線に乗り入れることを考慮し前面

にスカートを設けている点、扉にもラインカラー

が入っている点などは 6000 形とは異なります。

台車は軸箱支持に円錐積層ゴムを用いたボル

スタレス台車です。車内も 6000 形をベースとし

ており座席はバケットシート、モケットは青色とな

っています。LED式の情報案内装置は 2段式

のものが車端部に設けられています。 

1994 年までに 10 編成が製造されましたが、

1993 年製造の 3159 編成は中間の 2 両が

3000形となっています。 

全長：20,000mm 最高速度：100km/h(鶴舞線では 75 ㎞/h) GTO-VVVF 制御 主電動機：SEA-316・MB5025-A-3 (170ｋW) 

 

N3000 形電車  ～3000 形置き換え用～                                              

N3000形は 2011年、鶴舞線開業時から 30年

以上使用されている 3000 形を置き換えるため

に登場しました。車体は1編成目が日立製作所

の標準車体「A-train」で作られたアルミ製、2

編成目以降は日本車両の標準車体「日車ブロ

ック式工法」で作られたステンレス製となってい

ます。両者を比べると前面形状が微妙に異なっ

ています。制御装置は桜通線 6050形と同等の

IGBT-VVVF制御を採用しています。車内も桜

通線 6050 形をベースとしており座席はバケット

シート、モケットは青色となっています。LCD 式

の情報案内装置が扉上に千鳥状に配されてい

ます。 

2015年度までに毎年度 1編成ずつ、第 5編成

まで製造される予定です。 

全長：20,000mm 最高速度：100km/h(鶴舞線では 75 ㎞/h) IGBT-VVVF 制御 主電動機：SEA-432(170ｋW) 



■桜通線 

桜通線は名古屋市中村区の中村区役所前駅から同緑区の徳重駅までを結ぶ 19.1km の路線で、正式名称は名古屋

市交速度鉄道第 6号線と言います。混雑が酷い東山線のバイパスとしての役割と、開発が進み人口が増加していながら

鉄道空白地域となっていた名古屋市南東部を都心部と結びつける役割と持っています。 

 

 車輌の特色 

大規模な検査を鶴舞線の日進工場で行うこと、また将来

的には延伸で名古屋鉄道に乗り入れる計画があったこと

から、車両は鶴舞線と同じ 20m 級、片側 4 扉の大型車

体となりました。 

 路線の特色 

桜通線は当初からワンマン運転を行う前提だったため、

すべての駅でホームは島式に、車両運転台も通常とは

異なり進行方向右側に設置しました。1994 年には

ATO(自動列車運転装置)を導入しワンマン運転を開始

しています。このとき運転席に座りながらホームを確認で

きるよう、また発車後も後方確認ができるように運転台に

はホームの様子を映すモニタを設置していました。2011

年に行われたホームドア設置により、発車後の後方確認

は必要なくなったことから車両に設置されていたモニタは

撤去が進んでいます。 

路線は 3 期に分けて建設されました。最初に開業したの

は 1989 年の中村区役所前～今池間で、この区間は既

に地上・地下に多くの構造物があったため、これらに影

響を与えないよう工事を進めました。このため同区間の

線路は深い部分に敷かれています。続いて 1994年に開

通した今池～野並間、2011 年開通の野並～徳重間は

市道環状線、東海通の地下を通ります。 

 

6000 形電車  ～桜通線の主力～                                                   

6000 形は桜通線開業に向けて 1987 年に登

場しました。車体は軽量ステンレスも採用、

窓下に桜通線のラインカラーである赤色の

帯をまいています。制御装置は GTO-VVVF

を、台車は第 1編成を除きボルスタレス台車

を使用しています。車内は車端部に LED 式

の情報案内装置を設置、また第 1編成を除き

座席にバケットシートを採用しています。第

1編成は試作車で、製造後桜通線開業までは

鶴舞線で使用していました。路線開業に合わ

せて 4 両編成を 12 本製造、また野並延伸に

合わせて5両編成が7本と既存編成に挿入す

る中間車が製造されました。 

2012年からは制御装置や ATC、ATOなどを

交換する機器更新が開始されました。 

全長：20,000mm 最高速度：75km/h GTO-VVVF/IGBT-VVVF(更新後) 主電動機：MB-5025-A など(170kW) 



6050 形電車  ～徳重延伸に向けて～                                                

6050 形は 2010 年、翌年に迫った徳重延伸に

向けて登場しました。車体は東山線N1000形と

同じく日本車両の標準車体「日車ブロック式工

法」で作られたステンレス製となっています。制

御装置は IGBT-VVVF 制御を採用しています。

車内は関東の JR 車でよく見られる形状の幅が

広いバケットシートで、扉横の仕切りは大型。情

報案内装置は第 1 編成が LED 式、第 2 編成

以降はLCD式のものが扉上に千鳥状に配され

ています。 

これらの内、6050 形で取り入れられた新たな装

備は東山線 N1000 形の増備車や鶴舞線

N3000形に反映されました。 

4編成が製造され、延伸開業に先立って営業運

転を始めました。 

全長：20,000mm 最高速度：75 ㎞/h IGBT-VVVF 制御 主電動機：SEA-432(170ｋW) 

 

■上飯田線 

上飯田線は名古屋市北区の上飯田駅と同平安通駅を結ぶ 0.8km の路線です。名鉄小牧線と相互直通運転を実施

しており、単独では短いですが小牧市などから名古屋の都心に直結する重要な路線です。 

 

 車輌の特色 

車両は鶴舞線と同じ20m級、片側4扉の大型車体となり

ました。名古屋市営地下鉄でも車両を製造しましたが、

路線が 1kmに満たないため保守は名鉄に委託、日常的

な保守は名鉄の犬山検車区で、大規模検査も名鉄の舞

木検査場で行います。また名鉄側の車両と仕様を合わ

せたため、車内の座席には地下鉄としては転換クロスシ

ートが装備されていることが特徴です。 

 路線の特色 

かつてこの区間には市電御成通線が通っており、名鉄小

牧線は同線で都心部に出ることが出来ましたが、同線廃

止後は徒歩かバスに頼ることとなりました。上飯田線はそ

の不便さを解消するため建設された路線です。 

列車の運転は名鉄小牧線と完全に一体化しており、現

在では地下鉄区間も名鉄の乗務員が担当するようになっ

ています。設備の面では名古屋市営地下鉄では初めて

ホームドアが設置されたことが特徴です。 

同区間は地下鉄上飯田線区間と名鉄小牧線の味鋺～

上飯田間の建設と保有を上飯田連絡線株式会社が行い、

運転は名鉄と名古屋市営地下鉄が行う上下分離方式が

採用されています。 

計画では 7号線と呼ばれており、上飯田から東山線新栄

町を通って中区の丸田町まで延伸する計画でした。この

うち路線の連絡という点で重要視された上飯田～平安通

の 1 駅が先行開業したものの、残りの区間が建設される

可能性はかなり低くなっています。 



7000 形電車  ～出番の少ない地下鉄車両～                                            

7000形は 2003年、同年の上飯田線開通に合

わせて登場しました。基本仕様を名鉄の 300系

と共通化して費用削減を行いましたが、車体は

名鉄 300 系が日本車両の日車ブロック式工法

によるステンレス車体だったのに対し、こちらは

桜通線6000形のような側面にビートのある軽量

ステンレス構造となっています。制御装置は名

古屋市営地下鉄で初めて IGBT-VVVF制御を

採用しています。車内は名鉄 300 系と同じく転

換クロスシートとロングシートを組み合わせたも

のですが、車内に転換クロスシートを用いた地

下鉄車両は日本全国でも初めてです。 

2 編成が製造されましたが、運用は基本的に朝

ラッシュ時と深夜にしかありません。 

 

全長：20,000mm 最高速度：100km/h(地下鉄線内は 75km/h) IGBT-VVVF 制御 主電動機：形式不明(170ｋW) 
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