
 

阪神電気鉄道  インターアーバンの先駆け 

 

阪神電気鉄道は大阪市の梅田と神戸市の元町を結ぶ本線と 2つの支線を有する大手私鉄です。路線長は 40.1km

と短いですが、大阪の梅田・難波という 2 大繁華街と神戸を結ぶだけでなく、神戸から姫路まで山陽電気鉄道

に、難波から奈良まで近畿日本鉄道に乗り入れを行う、広大なネットワークの一端を担っています。 

 

 車輌の特色 

阪神電鉄、特に本線では、各駅停車と優等列車で使用

する車両が完全に分離されており、かつては塗装の

違いから前者を「青胴車」、後者を「赤胴車」と呼び

ました。各駅停車用の車両は優等列車から退避設備

のある駅まで速く逃げ切る必要があるため、国内で

も有数の高加減速性能を誇っており「ジェットカー」

の愛称があります。一方優等列車用の車両は一般的

な通勤電車の性能となっています。車内設備は長ら

く同等でしたが、2001 年に登場した 9300 系からは

山陽電気鉄道への直通で運行距離が増えたこともあ

って一部に転換式クロスシートを装備しています。

また現在では各駅停車は全列車が 4 両編成、優等列

車は全列車が 6 両編成とされており、各駅停車しか

停車しない駅ではホーム長も編成長に合わせて 4 両

分しかありません。 

1998年からは山陽電気鉄道との相互直通が本格化、

2001年には増強され現在では毎時 4本の「直通特急」

が阪神梅田～山陽姫路間に設定されています。阪神

の車両は 8000 系(1 編成を除く)と 9300 系が主です

が、1000系や 9000系も使用されることがあります。 

2009年春に長年の懸案であった西大阪線の難波延伸

が実現、近鉄奈良線との相互直通運転が開始されま

した。阪神の車両は直通運転用に製造された 1000系

と、直通運転に際し改造された 9000系が使用されま

す。なお。1000 系と 9000 系は山陽への直通運転に

も対応しています。 

 路線の特色 

大阪と神戸を結ぶ本線の開業は 1905年ですが、東海

道本線と並行する路線になるため鉄道敷設免許が認

められる可能性は低いと判断、路面電車という扱い

で開業しました。そのため当初は途中の御影や神戸

などに路面区間がありました。また、沿線の集落に沿

うようなルートとした結果、カーブが大変多い線形

になっています。大阪側の梅田～福島間と神戸側の

岩屋～元町間は戦前に地下化されているほか、高架

化されている区間が長いことも特徴です。 

1968年には神戸高速鉄道が開業、元町から先、山陽

電鉄との直通運転が開始されています。 

阪神なんば線は1924年に開業した伝法線が元となっ

ており、1964年の西九条延伸で路線名を西大阪線に

改めました。近鉄との直通運転は第二次世界大戦後

すぐに最初の計画が持ち上がりましたが、大阪市や

地元の反発によって問題が長期化、実際に開業した

のは 2009年のことです。 

武庫川線は1943年に沿線の軍需工場への従業員と資

材輸送を目的に武庫川～洲先間が建設されました。

線路は国鉄の西ノ宮まで伸びており、貨車の乗り入

れがあったため三線軌条となっていました。1984年

に洲先から武庫川団地前まで延伸されました。2000

年にはワンマン運転を開始しています。



  8000 系                                                                     

8000 系は 1984 年に登場した優等列車用の形

式です。阪神では初めて 6 両固定編成となった

こと、界磁チョッパ制御を採用したこと、電気指

令式ブレーキを採用したことが特徴です。 

最初の1編成はそれまでの車両に準じた車体で

したが、2 編成目からは車体と車内を大幅に変

更、前面は額縁スタイルになったほか阪神で初

めてスカートを設置、側窓を一段下降式としてい

ます。1986年登場の車両からは、冷房を集約分

散式に変更しています。1991 年の増備車では

側窓を拡大し連続窓風に仕上げた他、座席をバ

ケット式に、扉上にはLED式の情報案内装置を

設置しました。 

1995年までに 6連 21編成が製造されましたが、

1995 年の阪神大震災では 15 両の廃車が発生、

翌年に 3両を製造し 19編成に組み直しました。 

2003 年からリニューアル工事を開始、車内外を

9300系に準じた仕様に変更しており、前期車は

一部中間車に転換クロスシートを設置しました。 

2012年からはクロスシート設置を止めている他、

行先表示が LED化されています。2015年まで

に全車がリニューアルされるものと思われます。 

全長：18,980mm(先頭車) 最高速度：110km/h 界磁チョッパ制御 主電動機：TDK-8170-A(110kW) 

  9300 系                                                                      

9300 系は 2001 年、山陽電鉄との相互直通運

転拡大に伴い登場した車両です。車体は 8000

系に準じていますが、長く用いられた塗装に代

わってオレンジと白のツートンカラーになった他、

前面に後退角が付いたため印象は異なります。

また車内は中間車の扉間に阪神では初めて転

換クロスシートを装備しました。3000系の置き換

えも兼ね、3編成が 2003年までに製造されまし

た。 

全長：18,980mm(先頭車) 最高速度：110km/h 

IGBT-VVVF 制御 主電動機：TDK-6146-A (130kW)



  1000 系                                                                    

 

1000 系は 2006 年に登場した急行用車両です。近鉄奈

良線への直通に対応した性能や装備になっており、最大

10 両で運転される近鉄奈良線の編成長に近づけるべく

6両編成の他に増結用の 2両編成も用意されました。 

車体は 9000系以来のステンレス、帯色は 9300系のオ

レンジよりも黄色に近いものとなっています。座席は全

てロングシートとなっています。 

2009年の直通運転開始までに 6連 10編成と 2連 9編

成が製造されましたが、その後も旧型の優等用車両の取

り替え用として 6連 4本が増備されています。 

全長：18,980mm(先頭車) 最高速度：110km/h IGBT-VVVF 制御 主電動機：TDK-6147-A (170kW) 

  9000 系                                                                    

1995年の阪神大震災では廃車が多数発生し

ましたが、その補充用として 1996年に製造

されたのが 9000系です。不足する 6連 5編

成を短期間で製造すべく、1959 年の 5201

形以来となるステンレス車体となりました。

帯色は濃い赤と白としています。車内は

8000系に準じています。 

他の急行系車両と共に使用されていました

が、近鉄奈良線への直通運転に向け 1000系

並みの改造を受け、梅田方先頭車は増結車

を連結できるように改造されました。また、

帯色も 1000系と同一としています。 

全長：18,980mm(先頭車) 最高速度：110km/h GTO-VVVF 制御 主電動機：TDK-6146-A (130kW)



  2000 系                                                                   

2000系は元々1971年登場の 7001・7101形

で、阪神初の冷房車であるとともに、日本初

の電機子チョッパ車として登場しました。こ

のとき同時に 7801・7901形も製造し 5両固

定編成を組みました。1972年からは 7001形

をもう 1両増結、6両編成としています。 

1991年、登場から 20年が経った 7001形な

どの固定編成は制御装置を基の主電動機の

流用できる界磁添加励磁制御化、中間運転台

部分の客室化などを行い 6 両固定編成とし、

2000系として生まれ変わりました。 

6 連 8 編成が登場しましたが、阪神大震災では 2 編成が廃車。1998 年に登場した山陽姫路までの「直通特急」

運用に入らず、従来通り山陽の須磨浦公園までの各列車で使用されました。1000系が登場すると 2007年から

廃車が開始され、2011年に全廃となりました。 

全長：18,800mm 最高速度：110km/h 界磁添加励磁制御 主電動機：TDK-814-A,A1,TDK-814/2-A2(110kW), TDK-8142-A(124kW) 

 

  7801・7901 / 7861・7961 形                                                    

7801・7901形(4連)7861・7961形(2連)は、

1963 年に登場した急行用車両ですが、未だ

残っていた古い小型車を早急に置き換える

ことを目的としたため至る部分でコスト削

減が行われたことが特徴です。 

特に 1963 年から 1966 年までに製造された

1次車は顕著で、車体裾の丸め加工や妻面の

三面折妻を止めて製造を容易にし、内装もパ

イプ棚を止め網棚に、照明もカバーを無くし

て数を削減しています。そのほか 7801・7901

形ではトレーラー車の台車は古い小型車か

ら流用したものを使用しました。1969年登場の 2次車は普通用車両との窓配置が統一され、その基本構成は現

在にまで引き継がれています。また車体や車内の簡素化も控えめとなっています。 

その後、1970年までに古い小型車から流用した台車は乗り心地が悪いだけでなく、危険でもあることから交換

されました。1975年までに冷房を、1980年代には行先表示器を設置しています。廃車は 8000系の増備が進む

1989年からスタート、7801・7901形の 1次車は 1996年に全廃、2次車は 2007年に全廃となりました。一方

7861・7961形は 2両で走れるので、現在も武庫川線で 2連 3編成が活躍しています。 

全長：18,800mm 最高速度：110km/h 抵抗制御 主電動機：TDK814-1C TDK814/3-C2 (110kW) 



  3801・3901 形                                                                

3801・3901形は、1974年に登場した急行用

車両です。車体は 7001・7101形に準じてい

ますが、足回りは西大阪線の難波延伸計画が

進む中で大きく変更されています。西九条か

ら地下に入る際に急勾配が発生するため、主

電動機の出力を増強、ブレーキは阪神では

久々に発電ブレーキを、また初めて抑速ブレ

ーキを設置しました。台車は初めて S型ミン

デン台車を採用しています。制御装置は

7001 形が電機子チョッパ制御だったのに対

し、抵抗制御に復しています。 

4連 3編成が製造されましたが、発電ブレー

キをもつ急行用車両が少ない上に古く、数が

少ないため扱いづらいグループとなってい

ました。更にその内 1編成は何故か脱線が頻

発、1986年に廃車となります。急行系列車は

6連化が進行していたため、残った 4連 2編

成は形式を改め改造を受けて 6 連 1 編成

(8701・8801・8901形)と武庫川線用の 2連

1編成(7890・7990形)に変更されました。 

8701・8801・8901形は大きな改造を受ける

ことなく 6 連化されたものです。1998 年に

登場した山陽姫路までの「直通特急」運用に

入らず、従来通り山陽の須磨浦公園までの各列車で、他

の形式に混じって使用されました。しかし 2008年、1000

系の増備が進んだことにより、西大阪線の難波延伸を前

に廃車となりました。 

7890・7990 形は武庫川線の専用車両として改造されま

した。3801・3901 形は両先頭ともトレーラー車であっ

たため、脱線で廃車となった編成の機器一式を取り付け

ています。発電ブレーキを撤去、最高速度を 45km/hに

抑えています。1994 年に車いすスペースを設置、2000

年にはワンマン対応機器を設置しています。現在も武庫

川線で使用されています。 

全長：18,880mm(3905・3906 は 18,980mm) 最高速度：110km/h(7890・7990 形は 45km/h) 抵抗制御 主電動機：TDK8140-A (130kW) 

  



  5001 形(2 代目)                                                               

2 代目の 5001 形は 1977 年に登場した普通

用車両です。老朽化が進む初代 5001 形や

5101・5201 形を置き換えるために登場しま

した。車体は 3801・3901形に準じています

が、行先表示機は設置されませんでした。ま

た普通用車両の冷房化も急務でしたが、

3801・3901 形と同じ冷房装置を設置してい

ます。制御装置は抵抗制御、台車は S型ミン

デン台車ですが、一部の車両は 5101・5201

形から流用しています。 

2連 16編成が製造されましたが、4両での運

用が増えたため 1988年からは 4両固定編成

に改造、中間になる運転台部分は客室化改造されました。また、同時に行先表示機を設置しています。その後は

大きな変化がなく、4連 8編成が活躍しています。 

全長：18,880mm 最高速度：95km/h 抵抗制御 主電動機：TDK-8145A(90kW) 

 

  5131・5331 形                                                                

5131・5331形は、1981年に登場した普通用

車両です。唯一の非冷房車となった 5231形

を置き換えるために登場しました。車体は 2

代目 5001形とほぼ同一ですが、制御装置に

電機子チョッパ制御を採用、また回生制動も

導入しました。5131形は東芝製の、5331形

は三菱製の装置を搭載しています。回生制動

を導入したため、離線対策のためにパンタグ

ラフを 1両に 1基搭載しています。 

1983年までに 5131形が 2連 7編成、5331

形が 2連 5編成製造されましたが、5001形

と同様に1988年からは4両固定編成に改造、

中間になる運転台部分は客室化改造されたほか、行先表示機も設置されました。これに加え、5131・5331形で

は奇数番号車はパンタグラフを撤去、偶数番号車もパンタグラフの搭載位置を変更、パンタグラフの跡に冷房

を搭載するなどの改造も行われています。このとき両形式とも編成数が奇数だったので、5131・5331形の混成

編成が出現しました。 

1995年の阪神大震災で 5331形が 2両廃車になると、残った 2両は先述の混成編成を解消の上 5131形の 2両

は 5261形との混成編成になり、後に相手を 5311形に変えましたが、併結相手の老朽化で 2010年に廃車とな

りました。現在は 5131形が 4連 3編成、5331形が 4連 2編成在籍しています。 

全長：18,880mm 最高速度：95km/h 電機子チョッパ制御 主電動機：TDK-814-B(75kW) 

 

 



  5500 系                                                                     

5500 系は 1995 年に登場した普通用車両で

す。老朽化が進むジェットカー各形式を置き

換えるべく設計が進んでいましたが、1995

年1月の阪神大震災で廃車が多数発生したた

め、その補填として同年秋に登場、2000年ま

でに計 4連 9編成が製造されました。 

車体は 8000 系の 1991 年製造分とほぼ同じ

ですが、額縁スタイルは止めブラックフェイ

ス化、尾灯は車体に埋め込まれ LED 式にな

りました。また塗装が 36年ぶりに改められ、

青色は踏襲しつつも上半分を青色、下半分を

白として新車を印象付けました。制御装置は

阪神で初めて VVVF インバーターを採用、台車も阪神初の

ボルスタレス式を採用しています。高い起動加速度を誇る

「ジェットカー」ですが、起動加速度を高い速度になるまで

維持できるため従来の 4.5km/h/s から 4.0km/h/s とされま

した。 

 

 

全長：18,980mm 最高速度：95km/h GTO-VVVF 制御 

主電動機：TDK-6145-A(110kW) 

 

  5550 系                               

5550 系は、2010 年に登場した普通用車両で

す。車体は 5500 系と同等ですが、扉は

1300mmになりました。また種別・行先表示

や車内、それに制御装置や主電動機、台車な

ど主要機器類は 1000 系との共通化が図られ

ています。主電動機は出力が向上したことに

より普通用車両で初めてトレーラー車が登場

しました。 

5311形を置き換えるために登場し、以後の増

備は 5700 系となったため本形式は 1 編成の

みの存在です。 

 

全長：18,980mm(先頭車) 最高速度：95km/h IGBT-VVVF 制御 主電動機：TDK-6147-A (170kW) 

 

 

 



  5700 系   初掲載                     

5700系は 2015年に登場した普通用車両です。 

車体は 1000 系をベースにしたステンレス製

で、普通用車両としては 19**年の 5201・5202

以来**年ぶり。 

足回りは 1000系・5550系からは一変、主電

動機に PMSM を採用。車内はオールロング

シートで、待避が多いことから半自動扉ボタ

ンを関西私鉄では初めて設置したほか情報案

内装置も阪急 1000 系に類似した横に長い液

晶モニタとなりました。 

1編成が製造され、今後は 5001形や 5131・

5331形などを置き換える予定です。 

 

  5311 形                              

5311形は 1969年に登場した普通用車両です。

増結運用の車両確保のために 4両が製造され

ました。車体は 7861 形に準じた平面基調の

設計で、片運転台ながら 1 両単位で走行でき

る設計となっていました。 

1 両単位の増結が不要になった 1980 年から

は電機子チョッパ制御に改造、同時に冷房も

設置しました。1998年に 2両が、2010年秋

に残る 2両も廃車されました。 

 

 

 

[晩年の諸元] 全長：18,880mm 最高速度：95km/h 電機子チョッパ制御 主電動機：TDK-814-B(75kW) 

  



 

山陽電気鉄道  西へ駆ける準大手私鉄 

 

山陽電気鉄道は神戸市の西代から姫路市の山陽姫路を結ぶ本線と途中山陽飾磨から山陽網干を結ぶ網干線の 2

路線を有し、その路線長は 63.3kmに及びます。西代以東は神戸高速鉄道に直通し、新開地、高速神戸を経て阪

神や阪急へ乗り入れています。特に阪神との関係が深く、直通特急が梅田―山陽姫路間に走っています。山陽

電気鉄道は大手私鉄ではありませんが、保有車両数や運転頻度などは大手私鉄のそれに匹敵するため、一般的

に準大手私鉄というランク付けになっています。

 車輌の特色 

山電は、元は 13~15m級の小型電車が 2両編成程度

で走る路線でした。しかし、第二次世界大戦後の混乱

期である 1947 年に運輸省より国鉄 63 型と同型の

800形の供給を受けます。そこで、800形の入線に合

わせ全線に亘り大型車の入線が可能となるよう改修

工事を施しました。これが幸いして、その後の大型車

の導入がスムースに進みました。 

現在、山電では 3000系、3100系、3200系、3050系、

5000系、5030系の 5車種が活躍しています。そのう

ちの 3050系は 3000系の新製冷房車であり、3100形

は増結用として計画されたもの、3200 系は 2000 系

の機器を 3000系の車体と組み合わせたものです。ま

た、5030 系も 5000 系のインバータ制御仕様という

ものです。このように、3000 系列と 5000 系列に大

きく分かれています。 

3000系列は 3連か 4連を組み、主に普通車に用いら

れています。また、早朝深夜に運行される S 特急に

も用いられています。5000系列は 4連と 6連が存在

し、阪神との直通列車である直通特急などには 6 連

が用いられ、少数存在する 4連は 3000系列と共に普

通車に用いられています。 

 

 路線の特色 

山陽電気鉄道は 1907 年に設立された兵庫電気軌道

と、1917年に設立された明姫電気鉄道を出自として

います。兵庫電気軌道は神戸―明石間を結ぶことを

目的としたもので、1917年に全通しました。明姫電

気鉄道は兵庫電軌の傍系会社として、明石―姫路間

を結ぶ予定でしたが、これが喧嘩別れして単独で神

戸へも延ばすことになりました。そこで、社名を神戸

姫路電気鉄道とし、1923年には明石―姫路間が開通

します。しかし、1927年には不況から電力会社の宇

治川電気と両社ともに合併。翌年 1928年には離れて

いた明石駅が統合され、兵庫―姫路間がレールで結

ばれました。1968年には神戸高速鉄道との乗り入れ

が開始され、旧来からのターミナルであった兵庫―

西代間を廃止します。この区間には兵庫電軌時代の

名残である併用軌道が最後まで残っていました。 

網干線は日本製鉄・広畑製鉄所への通勤路線として

1936年に赤穂郡那波町まで免許申請したものが、網

干までしか免許が得られず、結局 1941年までに開業

させた路線です。 

本線は阪神梅田―山陽姫路間に直通特急が毎時 4本、

阪神梅田―須磨浦公園間に特急が毎時 2 本、阪急神

戸三宮―山陽姫路間に普通車が毎時 2 本、山陽須磨

―山陽姫路間に普通車が毎時 2 本運行されており、

早朝深夜に停車駅の多い S特急が運行されます。 

網干線は都市型ワンマン路線で、昼間時は 15分間隔

で運行されます。 



  3000・3050・3200 系                                                          

3000 系列は 1964 年から 1985 年にかけて製造された通勤用車両です。3 扉・ロングシートの構成は 2000 系

2012 編成以降と同じですが山陽初の両開き扉を採用、また前面は踏切事故対策として高運転台としています。 

  

3000 系は最初の 2 編成が 2000 系 2012 編成に準じ

たアルミ車体で、窓は各々独立しています。翌年製造

車からは大量増備のために一部を除いて安価な鋼製

車体として、窓もユニット化されています。1968年

以降製造のグループは製造時から行先表示機などが

設置され、後にそれ以前の車両にも反映されていま

す。1971年までに 62両が製造されました。 

また 4連化の過程で、1969年からは 2000・2300系

を中間 T車とした 3550・3560形も登場しましたが、

2004年までに廃車されています。 

3200 系は 3000 系の車体に 2000 系の主電動機を組

み合わせた形式で、3000 系の Tc と組み 3 両編成で

使用されます。1969 年から 2000 系を 3000 系の中

間車に転用する際に余った主電動機で 6 両が製造さ

れたほか、1988 年からは 5000 系への主電動機流用

のため 6両が 3000系から編入されています。 

上記 2 形式は 1977 年から冷房化が実施されていま

すが、施工時期により集約分散式と集中式の 2 種類

があります。 

 

3050系は 3000系に冷房を搭載した形式です。冷房は

集約分散式、パンタグラフは下枠交差式です。第 3 編

成以降は台車を空気ばね式にしたほか、前照灯ケース

の形状が変更しています。1981年以降に製造された車

両は基本的に新工法のアルミ車体になったほか、台車

も変更されました。1983年には将来の 6連化を想定し

た増結車 3100形が登場しましたが、計画は取りやめと

なり 1編成のみの存在です。1985年までに 57両が製

造されました。なお一部は固定クロスシートを装備し

ています。 

2005 年からはリニューアルが実施され、現在のところ合計 14 編成に施工されています。編成単位での廃車こ

そないものの、2010年には余剰となった中間車が 2両廃車になっています。初期車の登場から 50年が経過し

ているため、2015年からは新型車での置き換えが開始されます。 

全長：19,000mm 最高速度：110km/h 抵抗制御 主電動機：MB3020-S(120kW) 3200 系は MB3037(110kW) 

 



  5000・5030 系                                                               

5000系は 1986年に登場した通勤用車両です。

残存していた吊り掛け駆動車を廃車すべく、

当初は 3 連で登場しました。車体は 3050 系

に引き続きアルミ製、座席は離反式の固定ク

ロスシートを用いています。主電動機は 3000

系に続いてMB3020を使用、界磁添加励磁制

御として省エネ化を図っています。またブレ

ーキは山陽初の電気指令式です。 

当初 3連 7編成が登場し吊り掛け駆動車を駆

逐、更に 2000系を置き換えるべく 3連 3編

成と 1次車 4連化用の T車 2両が製造されま

した。 

1990年からは 4連 2編成と 4連化用の T車

に加え、3 連を 6 連化するための増結車が 3

組製造されました。車内は座席が転換クロス

シートに変更されました。1995年には 4連を

6 連化するための増結車が 3 組製造されまし

た。転換座席に合わせるように側面扉間の窓

配置が変更され、3 枚ある窓のうち中央が幅

の広い固定窓になりました。 

1997 年からは制御装置を VVVF インバータ

ー制御とした 5030 系が登場。翌年の阪神直

通を念頭に置き、扉間の転換クロスシートは片側を 1 列として通路を広げています。このほか扉上には車内案

内装置を設置しました。2000年には 6連を増強するため中間車 8両を製造。車内を中心にマイナーチェンジが

行われています。 

現在は両形式併せて 6連 12編成、4連 2編成が在籍しています。6連は阪神と直通運転をする「直通特急」を

中心に、4連は 3000系などに混じって山陽線内の普通車を中心に使用されています。なお 2014年には 6連の

梅田寄り先頭車の車内が阪神線内の混雑に対応すべくロングシート化されています。 

 

 参考文献 

1. 『新車年鑑』『鉄道車両年鑑』各号 電気車研究会 

2. 『リフレッシュ阪神 ジェットカーにチョッパ車が登場』鉄道ファン 1980 年 8 月号 通巻 No.232 交友社 

3. YA--MA’S HOMEPAGE 山陽電鉄館 http://ya--ma.sakura.ne.jp/ 

 

http://ya--ma.sakura.ne.jp/


              阪神・山陽 車内の様子              

  

武庫川線で活躍する 7860 形は阪神最後の片開き扉

車。モケットは1000系と同じ緑系に変更されている。 

9000系の車内は 8000系後期車に準じている。5500

系もモケットが異なる程度。 

  

8000系リニューアル車、ロングシート車の様子。座

席はバケット化、袖仕切形状も変更されているが袖

板は設置されていない。 

9300系の中間車は直通特急への充当を鑑み扉間にク

ロスシートを設置。8000系リニューアル車にも反映

されている。 

  

山陽 3200系リニューアル車。基本構成はそのまま窓

や車内の配色が変更されている。 

多くの種類がある山陽 5000系の車内だが、これは固

定クロスを転換クロスに取り換えたタイプ。 


