
 

京阪電気鉄道 
 

京阪電鉄は「京阪」、「京阪電車」の愛称で親しまれ、JR 西日本、阪急電鉄と共に京都と大阪を結んでいます。

また京都市内から大津、石山、坂本の方へ延びる京津線、石山坂本線は大津周辺の重要な「足」になっており、

それらをまとめて「大津線」とも呼ばれています。ここでは、主に京都と大阪を結ぶ「京阪線」を中心にまとめ

ます。 

 路線紹介 

京阪線は、京阪本線、鴨東線、中之島線、交野線、宇

治線の 5 つの路線をまとめた言い方であり、線路の

つながっていない｢大津線｣と区別するために言われ

ています。 

京阪本線は淀屋橋から三条へと延びる路線です。全

区間で特急が走っており、天満橋から萱島までは

複々線区間になっています。複々線区間の各駅は駅

間距離の短い区間が多くあり、特に土居～滝井は

0.4km しかなく、土居駅のホーム淀屋橋寄りから、カ

メラのレンズ越しに 4 駅先の関目駅まで確認できて

しまうなんて話も…。 

 

▲電車が停車しているのは 2 つ前の駅、さらにその奥にも

電車が見える 

 

鴨東線は、京阪本線の三条からさらに北へ延びる路

線であり、2.3km 先の出町柳まで伸びています。運行

上は京阪本線の一部と化したかのようであり、淀屋

橋からは三条止まりの列車はほとんどなく、ほぼ全

てが出町柳まで直通しています。出町柳では叡山電

鉄に乗り換えることができます。 

中之島線は 2008 年に開業した新しい路線で、天満橋

駅から西に中之島駅まで至る路線です。京阪本線の

すぐ北側を走っており、途中のなにわ橋駅は京阪本

線の北浜駅に、大江橋駅は同じく淀屋橋駅に歩いて

乗り換えができるほどです。 

交野線は京阪本線の枚方市から南に私市(きさいち)

まで結ぶ路線です。途中河内森駅で、JR 片町線の河

内磐船駅に歩いて乗り換えができ、交野市周辺の重

要な足となっています。 

宇治線は中書島から宇治へと延びる路線です。京都

中心部・大阪から宇治周辺の名所へ向かう観光客や、

宇治からの通勤・通学に使われる路線です。JR 奈良

線とは、途中黄檗(おうばく)駅で接続していますが、

終点の宇治では宇治川を挟んで 800m 以上離れてい

ます。 

このように京阪線の各線は、京都と大阪を結ぶ京阪

本線を軸に所々で支線が枝分かれしているような感

じです。また途中八幡市駅からは、男山ゲーブルと呼

ばれる鋼索線が伸びています。男山の山上にある石

清水八幡宮への参拝客の足となっており、車両は以

前の特急色と同様の色をした車両(1 号・2 号)が使用

されています。 

 

▲男山ケーブルは 2001 年に車両を更新した 



 京阪線の運行形態 

京阪の列車種別は 10 種類あり、これは全国の私鉄の

中でもかなり多い方に含まれます。特急は淀屋橋～

出町柳で運転され、快速急行～普通は中之島線でも

運転されています。また、平日朝の淀屋橋行と中之島

行は守口市を通過する通勤快急、通勤準急が運転さ

れています。京阪本線、鴨東線、中之島線では全列車

8 両、7 両編成で運転され、交野線、宇治線は 4 両の

ワンマン列車が運転されています。 

車両運用は 2013 年 3 月ダイヤ現在、8000 系、3000

系、8 両一般車、7 両一般車、5000 系、4 両編成に分

けられています。例えば特急はクロスシートの 8000

系と 3000 系、急行とラッシュ時の特急や快速急行、

通勤快急は 8 両一般車、ラッシュ時の特に混雑する

普通や区間急行は 5000 系、支線は 4 両編成といった

感じでしょうか。ちなみに京阪本線の伏見桃山～東

福寺にはホームが 8 両編成に対応していない駅があ

るため、同区間を各駅に停車する列車は全て 7 両か

それ以下で運転されます。 

 京阪線を走る車両 

京阪電鉄は京阪線の車両として、600 両を超える車両

を保有しています。現在は 8 両、7 両、4 両編成があ

り、使用される種別や線区に合わせて運用が組まれ

ています。2013 年までは 5 両編成も存在しましたが、

現在は基本的に消滅しています。 

車両の塗色については、2008 年から塗色の変更が行

われました。それまでは主に 2 パターンあり、上が

「マンダリン・オレンジ」、下が「カーマイン・レッ

ド」の特急色と、上が「若草色」、下が「深草色」の

一般色がありました。塗色変更後、8000 系は上が「エ

レガント・レッド」、下が「エレガント・イエロー」、

間に「エレガント・ゴールド」の帯を巻いたデザイン

で、3000 系は上が「エレガント・ブルー」、下が「ア

ーバン・ホワイト」、間に「スマート・シルバー」の

帯を巻いたデザインとなり、一般色は上が「レスト・

グリーン」、下が「アーバン・ホワイト」で、「フレッ

シュ・グリーン」の帯を巻いたデザインとなっており、

変更前と比べて上下の色を入れ替えたような塗色で

す。なお塗色変更は 2013 年 6 月に完了し、京阪線を

走る車両はすべて新塗装となりました。 

 

 

  



  8000 系                                       

1989 年に登場した 8000 系は京阪電車の顔的

存在の特急用車両で、8 両 10 編成が在籍して

います。当初は 7 両編成 1 本と中間車 5 両が

製造され、中間車はそれまで 6 両編成であっ

た一部の 3000系(初代)を 7両編成に統一する

ために、それらに組み込まれました。第 2 編

成から第 6 編成までは 6 両で新造されました

が、それらに置き換えられた 3000 系の編成

中にあった 8000 系 1 両と組み合わされ、7 両

編成として運転を開始しました。第 7 編成か

ら第 10 編成は 7 両編成として新造されてい

ます。1997 年からは 2 階建であるダブルデッ

カー車が編成中に加わり、8 両編成として走っています。全車

2 扉転換クロスシートで、中間一両には車端上部にテレビが設

置され、「テレビカー」として人気を博しました。2008 年から

車体塗色の変更、2010 年から車内のリニューアルが実施され、

車端部の座席をロングシートに変更、テレビカーのテレビの撤

去、内装の大幅リニューアルなど、登場時とは見た目が大きく

変わっています。運用範囲は京阪本線、鴨東線、中之島線で、

主に淀屋橋～出町柳の特急として運転されており、運用の合間

には淀屋橋～萱島の普通列車や区間急行として運転されてい

ます。また 2016 年には休日ダイヤで定期設定された快速特急「洛楽」も受け持っています。 

全長：18,900mm(先頭車) 最高速度：110km/h 主電動機：TDK-8161A(175kW) 制御装置：ACRF-H8175-792A (界磁位相制御)  

  3000 系(2 代目)                                       

3000 系は中之島線開業にあわせ 2008 年に登

場し、現在では8両6編成が在籍しています。

紺と白の塗色や独特の内装は、古都、京都の

京のれんや石庭の川の流れ、淀川水系や水都

大阪のきらめきなどをイメージして作られた、

風流でありながら現代的なデザインとなって

います。ラッシュ時に対応し、かつ閑散時の

着席率を高めるため、3 扉で扉間は 2+1 の転

換クロスシートになっており、座席には鉄道

車両として初の東レ製スエード調素材の「エ

クセーヌ」が採用されました。当初は中之島

～出町柳の快速急行を中心に運転されていま

したが、2011 年のダイヤ改正で日中の快速急行が特急に変更されたことにより、現在は特急を中心に運転され

ています。 

全長:18,900mm(先頭車) 最高速度：110km/h 主電動機：TDK-6151C(200kW) 制御装置：ATR-M4200-RG6004A(IGBT-VVVF)  



  2200 系                                       

2200系は 1964年に登場した 3 扉ロングシー

トの通勤型車両です。2000 系が各駅停車向き

の性能だったのに対し、2200 系は主に準急や

急行などの運用を念頭に置いた性能になって

います。 

登場時は 2 両、3 両、4 両編成があり、適宜組

み合わせて運用していましたが、利用客の急

増のため 7 両編成に組み替えられました。

1984 年からは車体改修工事を実施、改造の時

期によって前面窓や標識灯の形状が変更され

ており、更に後期に施工された車両について

は同時に制御装置を界磁添加励磁制御に変更

しています。1985 年には一部編成に新造した

中間車を加え、京阪では初となる 8 両編成が

登場しました。しかし 2003 年のダイヤ改正

により 7 両編成の運用が増加したことにより、

再び 7 両編成に戻され現在に至ります。 

現在も急行以下の種別で使用されていますが、

登場時から 50 年以上が経過し、制御装置を交

換していない編成では廃車が進行しています。 

 

 

 

 

全長：18,700mm 最高速度：105km/h 主電動機：TDK-817(155kW) 制御装置:ACDF-H8155-576(抵抗制御) 

  2400 系                                       

2400 系は 1969 年に登場した通勤用車両です。

2200 系をベースにしていますが、関西で初め

て通勤車に冷房を搭載したことが特徴です。

また京阪初の 7 両固定編成で登場したほか、

昇圧に対応するため機器類が複電圧設計とな

っていました。冷房は分散式のものを 1 両に

8 台搭載しています。1988 年から改修工事が

行われ、制御装置の更新や前面のデザインが

変更され、現在の姿になりました。7 両 6 編

成が在籍し、他の 7 両編成の車両と共に準急

や普通を中心に使用されています。 

 

全長：18.700mm 最高速度：105km/h 主電動機：TDK-817(155kW) 制御装置：ACDF-H8155-790B(界磁添加励磁制御) 



  2600 系                                       

2600 系には 1983 年の架線電圧昇圧の際、廃

車となる 2000 系の車体や台車など一部の機

器を流用し登場した 0 番台と、1980 年から製

造された 30 番台があります。 

0番台の元となった 2000系は 1959年に登場

した各駅停車用の車両です。全電動車方式を

採用、加減速度を高め、また平坦線では初と

なる回生制動を常用し「スーパーカー」と呼

ばれました。1960 年登場のグループから窓配

置が変更され、台車も多くの種類を用いてい

ました。しかしながら 2000 系の主要機器は

昇圧に対応していなかったため、1000 系と同

じく主要機器を新造する手法で 1500V に対

応。走行性能は 2200 系と同等となりました

が、2000 系の流れを汲み回生ブレーキを常用

しています。大きく手を加えた足回りに対し、

車体は冷房を搭載したほかは元の姿を留めて

います。 

1980 年には 0 番台とほぼ同じ設計で新造さ

れた 30 番台(7 連 4 編成)が登場しました。30

番台は 0 番台と比べ前照灯や標識灯などに違

いが見られます。 

 

0 番台は 2 両・3 両・4 両編成があり、これら

を適宜組み合わせて長編成にも対応していま

す。機器構成が同じ 30 番台も組替が可能で、

一時期 0 番台とつないだ編成もありましたが、

現在は元に戻され 30 番台のみで 7 両編成を

組んでいます。 

合計で 131 両が製造されましたが、このうち

0番台は 2001年から廃車が開始され現在は 7

両編成 3 編成と 4 連 1 編成のみが残存してい

ます。なお 4 連は現在定期運用を持たない予

備車となっています。30 番台は 7 連 4 編成が

活躍しています。 

 

最高速度：110km/h 主電動機：TDK-8135A(155kW) 制御装置：ACRF-H4155-755A(界磁位相制御) 

 



  1000 系(3 代目)                                       

昇圧に備え、吊り掛け駆動の旧型車 700 系(2

代目)の車体と、5000 系同等の機器とを組み

合わせてできたのが 1000 系(3 代目)です。車

体は同時期の 2000 系列とは異なり、1957 年

登場の 1650 形、1960 年登場の 600 形(2 代

目)に準じた裾絞りのない車体です。 

1977年に登場しましたが、車体の製造から 25

年余りが経った 1991 年から車体のリニュー

アル工事が行われました。制御装置の更新や

編成を組換え電動車位置も変更、前面部デザ

インの変更などを行い、現在の姿となりまし

た。主に京阪本線、鴨東線、中之島線の普通、

準急に使用されます。 

全長：18,700mm 最高速度：105km/h 主電動機：TDK-8120A1(155kW) 制御装置：ACRF-H8155-790C(界磁添加励磁制御) 

  5000 系                                       

5000 系は 1970 年に登場した車両です。激化

する朝ラッシュに対して昇圧まで増発・増結

ができない状態であったことから、日本初の

5 扉車として登場しました。乗客の多い朝ラ

ッシュ時は 5 扉をすべて使用し、扉の上半分

が銀色になっている 2 扉を締め切り 3 扉を使

用、締め切った 2 つの扉は上部から座席が下

りてきて座ることが出来る座席昇降機構を備

えています。乗客増に対応するため車体はア

ルミ車体を採用して軽量化、冷房装置も 1 両

に 5 台設置しています。ブレーキは京阪で初

めて電気指令式ブレーキを採用しました。 

様々な特殊装備を備えた車両だったため、1980 年までにラッシュ時に必要な 7

連 7 編成(うち 2 編成は 4 連+3 連)が製造されました。 

1997 年から改修工事を実施、制御装置を取り換えたほか車内の化粧板・座席モ

ケット・床などを当時最新の 9000 系相当に変更、車内案内表示器を設置しま

した。このほか前頭部の標識灯を LED 式に取り換えています。4 連+3 連の編

成に関しては、中間の乗務員室を撤去しています。座席モケットに関してはそ

の後 10000 系相当のものに、更に新塗装化に併せて新デザインのものに変更さ

れています。 

5 扉→3 扉の切り替えは、終着駅(中之島など)で実際に見ることができました

が、2013 年 3 月ダイヤではすべて寝屋川車庫の中で行われています。 

現在も 7 連 7 編成が在籍、ラッシュ時にはその威力を大いに発揮しています。 

全長：18,700mm 最高速度：105km/h 主電動機：TDK-8120A(155kW) 制御装置：ACRF-H8155-792A(界磁添加励磁制御)  



  6000 系                                       

全く新しい通勤車として 1983 年に登場した

形式で、車体・床下とも大幅に見直し新技術

を積極的に取り入れています。車体はアルミ

製、大型非常口を配した前面と広幅の側面窓

が特徴です。主要機器は 2600 系をベースと

していますが、京阪初の 1C8M 方式を採用し

ています。先進的な設計が評価され、1984 年

には京阪の車両で初めて鉄道友の会ローレル

賞を受賞しました。 

1983 年の昇圧が行われる前に 4 連 5 編成が

登場、昇圧直後には 7 連 11 編成が使用され

ていました。その後も 3 編成を増備、また中

間 T 車を追加し最終的に 8 連 14 編成の陣容となりました。 

1989 年に製造された最終編成 6014F の出町柳寄り 3 両は、

VVVF インバータ制御の試験車として登場しました。この 3 両

は 4 年間の試験を経て、車両番号を変更、後継の 7000 系に編

入されました。不足する 3 両は 7000 系の車体に 6000 系の機

器を用いて製造され、同編成は界磁位相制御に統一されました。

そのため、6014F は前面形状が編成の前後で異なっています。 

2014 年度からリニューアル工事が行われており、行先表示器

のフルカラーLED 化、内装の大幅リニューアルなどが行われ

ています。現在は一部編成の中間 1 両を休車とし、7 両編成とし

て運転されています。 

最高速度：110km/h 主電動機：TDK-8135A(155kW) 制御装置：ACRF-H8155-780D (界磁位相制御) 

  7000 系                                       

7000 系は鴨東線が開業した際の増備車両と

して 1989 年に登場しました。車体形状は

6000 系をベースにしていますが、前面の傾斜

を止め垂直にしています。京阪で初めて

VVVF インバータ制御を本格的に採用しまし

た。当初は 6 連 2 編成と 4 連 1 編成が普通を

中心に使用されており、4 連は交野線や宇治

線で使用されていました。1991 年に 4 連の編

成は 6 連に増結、更に 1992 年には 7 連化さ

れました。7004F は 6014F の 3 両と新造した

4 両を組み合わせ 7 連としたため、編成の前

後で全面形状が異なります。現在は他の 7 連

車と共通で使用されており、7 両 4 編成が在籍しています。 

最高速度：110km/h 主電動機：TDK-6150A(200kW)  制御装置：ATR-H4200-RG622A (GTO-VVVF) 

▲車内の様子。基本構成は 10000 系まで引き継

がれている。 



  7200 系                                       

7000 系をベースに改良を加えて 1995 年に登

場した 7200 系は、8 両 2 編成と 7 両 1 編成

が製造されました。7000 系よりも、前面形状

がやや丸みを帯びたデザインになっており、

このデザインはのちに製造された 9000 系や

10000 系などにも受け継がれています。8 両

編成である 7201F、7202F は中間車 3 両を抜

いた 5 両編成での運行もできるようになって

おり、本線から宇治線や交野線へ直通する列

車で使用されたこともありました。2015 年 2

月には 8 両編成だった 7201F が 7 連になり、

今後の動向が注目されます。現在は 8 両編成

が急行やラッシュ時の特急などで、7 両編成は他の 7 両編成の車両とともに普通や準急などで活躍しています。 

最高速度：110km/h 主電動機：TDK-6151A(200kW)  制御装置：ATR-H4200-RG622A (GTO-VVVF) 

  9000 系                                       

9000 系は 1997 年に登場した通勤用車両で、

8 両 5 編成が製造されました。車体は 7200 系

をベースとしていますが、朝ラッシュ時の特

急用として製造されたため、座席配置はロン

グシートと固定クロスシートを組み合わせた

セミクロスシートとなっています。また、扉

位置は 8000 系など特急車と同じ位置になっ

ています。塗装は濃淡緑のツートンに加え、

ロングシート車の 7200 系と区別するために

水色のラインが入れていました。 

2002 年に 9005F の中間車 4 両が試験的にロ

ングシートに改造され、2008 年から翌年にか

け全車両がロングシートに改造されました。

当初は 9000 系だけで独立した運用を組んで

いましたが、改造により他の一般車両との差

異がなくなったため、現在は他の 8 両編成の

通勤車と共通運用を組んでいます。 

 

最高速度：110km/h  

主電動機：TDK-6151A(200kW) 

制御装置：ATR-H4200-RG622B (GTO-VVVF) 

 

  



  10000 系                                      

老朽化の進む 2600 系 0 番台などの置き換え

を目的として 2002 年に登場したのが 10000

系です。7200 系や 9000 系をベースとしてい

ますが、4 両編成ロングシートで支線運用に

対応し、また京阪線初となる IGBT-VVVF イ

ンバータ制御方式を採用しているなど、7200

系や 9000 とは一部異なっています。登場時

は塗色がターコイズグリーン一色でしたが、

2008 年からの塗色変更でほかの一般車両と

同じ塗色となりました。また 2007 年からワ

ンマン化工事が行われ、現在は宇治線、交野

線のワンマン列車として運転されています。 

最高速度：110km/h 主電動機：TDK-6151B(200kW) 制御装置：ATR-H4200-RG678A(IGBT-VVVF) 

 

  13000 系                                      

2200系や 2600系 0番台などの老朽化した車

両を置き換える目的で 2012 年に登場したの

が 13000 系です。3000 系(2 代目)や 10000 系

をベースに全車ロングシートとし、塗色を他

の一般車両と同じ塗色とした車両で、宇治線、

交野線のワンマン運転用の 4 両編成と、本線

用の 7 両編成が在籍しています。内装は石畳

をイメージした床面、萌黄色の座席、つり革

の握り、墨色の背ずりなど、「京都らしさ」を

コンセプトとしたデザインとなっています。

またパンタグラフは廃車発生品を使用してお

り、下枠交差式パンタグラフとなっています。 

現在 4 連 6 編成と 7 連 2 編成が在籍していますが、今後も増備

が進められる模様です。 

最高速度：110km/h 主電動機：TDK-6151C(200kW) 

IGBT-VVVF 

 

◀車内の様子。座席は 1人当たりの幅を広げたほか、大型袖仕切やスタ

ンションポール設置などが目立つ。 

  



  1900 系                                       

1900 系は登場の 1810 系を編入したグループ

と、1963 年登場の新造車グループがあり、合

わせて 45 両が在籍しました。 

1810 系は 1956 年に登場、初の高性能車 1800

系の車体を 1m 延ばした車両です。一方新造

車グループは前面が 2000 系などに似た形状

となったほか、下部に銀色のバンパーが設置

されていることが特徴です。 

1971 年に 3000 系が登場すると 3 扉化、塗装

も変更され一般車になりました。1979 年から

は昇圧に向けた改造が行われましたが、この

際ブレーキを電磁直通ブレーキに変更。 

更に 1985 年からは冷房化と固定編成化を行い、全編成が 5 連となりました。このとき 1810 系を編入したグル

ープは 1 両を除いて中間車化され、残る 1 両も前面形状を新造車グループに合わせています。同時に前面も各

部を変更、標識灯と尾灯はバンパーを分断して設置しています。固定編成になったものの、種車はそれぞれ仕

様が異なることから 1 編成ごとに形態が異なっています。本線の区間急行・普通や交野線・宇治線などで使用

されましたが、2000 年から廃車が始まり、2008 年にさよなら運転を行って引退しました。 

全長：18,700mm 最高速度：110km/h 主電動機：TDK-809A・MB3005(108kW) 制御装置：ACF-H8108-569(抵抗制御) 

 

  3000 系 (8000 系 30 番台)                                

3000 系は 1971 年に登場した特急車です。当

初は 3 連、後に 4 連も登場し組み合わせて 6

連・7 連で使用されました。冷房が設置された

こと、座席に自動転換装置がついたこと、テ

レビカーのテレビがカラーになったことが特

徴です。界磁位相制御で定速制御に対応して

いますが、ブレーキは当初 1900 系との併結

を考慮し自動空気ブレーキとしていた点が特

筆されます。2 次車以降は電気指令式に変更

され、1 次車もこれに統一しています。 

1989 年に 8000 系が登場すると置き換えが開

始され、主電動機などは流用されました。一

部先頭車の車体は富山地方鉄道や大井川鐵道に譲渡されています。 

1995 年には予備車確保のため 1 編成だけ残すことが決定、8000 系と同等の足回りに変更されます。同年冬に

は中間車を自社工場で改造して 2 階建て車が登場、1998 年には 8 連化されます。2008 年には快速急行用の新

車に「3000 系」を譲って 8000 系 30 番台となりました。2012 年に年度内の引退を発表、前面鳩マークを登場

時に似せた「クラシックタイプ」として運転され、翌年春に引退しました。 

全長：18,700mm 最高速度：110km/h 主電動機・制御装置は.8000 系と同一 

  



              京阪電車 車内の様子              

  

2600 系 0 番台の車内。座席・床・化粧板が緑系で統一

されている。2200・2400 系もほとんど同じ構成。 

1000 系は車体更新車 600 系・700 系の流れを汲む、

2000 系列とは異なる構成。 

  

3000 系は 3 扉・扉間クロスシートの配置。床面積を広

く取ってラッシュにも対応している。 

8000 系、車内リニューアル前の姿。吊り広告は無く、

クロスシートが整然と並ぶ落ち着いた車内。 
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