
 

大阪市営地下鉄  日本一の距離を持つ公営地下鉄 

大阪市営地下鉄は、大阪市交通局が運営する地下鉄です。大阪市のみならず吹田市・堺市・守口市・八尾市・東

大阪市・門真市にわたって 8路線 129.9kmもの路線網を持ち、公営地下鉄の中で日本一の規模を誇ります。ま

た、北大阪急行電鉄、近畿日本鉄道、阪急電鉄と相互直通運転を行っています。 

 

 車輌の特色 

最大の特色は御堂筋線、四つ橋線、谷町線、中央線、

千日前線の 5 路線の車両規格が同じになっているこ

とです。また、御堂筋線と四つ橋線は大国町駅で、谷

町線と中央線は谷町四丁目駅で、中央線と千日前線

は阿波座駅でそれぞれの路線の線路が繋がっている

ので、車両の転属も容易にすることができます。この

ため、かつては御堂筋線に新型車を導入、余剰となっ

た車両を他の路線に投入することが頻繁に行われて

いました。新 20系登場後は、ほとんどの編成は特定

の一路線で使用しているため、転属は少なくなりま

したが、それでも最近では、近鉄けいはんな線開業に

伴う 20 系と 24 系のトレードや 22 系の中央線転属

が行われています。 

このほか、ミニ地下鉄の長堀鶴見緑地線と今里筋線

も連絡線で繋がっています。 

転属に伴う余剰や新車置き換えのタイミングなどで、

比較的車両寿命が短めでしたが、最近では車体更新

や制御装置の更新を行うことが多く、しばらくは現

行の車両の活躍が期待されます。 

 路線の特色 

1933年に御堂筋線が開業したのを皮切りに、四つ橋

線、谷町線、中央線、千日前線の順に開業しました。

これらの路線は、トンネル寸法や車両規格などがほ

ぼ同じ規格で作られています。このうち御堂筋線は

江坂から北大阪急行に、中央線は長田から近鉄けい

はんな線に乗り入れています。 

堺筋線は阪急千里線・京都線と直通運転を行ってい

ます。線内に車庫はなく、阪急京都線沿線にあります。

線内は各駅停車ですが、市営地下鉄では唯一の優等

種別である準急や、臨時電車ではありますが京都へ

の直通特急が設定されています。 

長堀鶴見緑地線と今里筋線は鉄輪式リニアモーター

を使用したミニ地下鉄で、他の路線と比べてトンネ

ルの大きさが小さいのが特徴です。また、安全のため、

各駅にホームドアを設置しています。 

南港ポートタウン線は 1981 年に日本では 2 番目に

開業した新交通システムです。ニュートラムと言う

愛称が名付けられており、この名前で案内されます。 



 10 系  ～御堂筋線の成長を見守る～                                                 

10 系は、1973 年に谷町線用として試作車 4 両

が登場。その後、新区間の開業と車両の置き換

えを目的に 1989 年までに 9 連 26 本が登場し

て、30 系の大半が他線区に転出させました。

1995 年には輸送力増強のため 10 両編成にな

りましたが、初期に製造された 3本を分解し組み

込んでいます。 

アルミ製車体で、前面は額縁スタイルという当時

流行したデザインです。 

1998 年からリニューアル工事が行われ、外観で

は前面がブラックフェイスとシンボルマークが取り

付けられた他、側面の帯も変更されました。車

内も LED 情報案内装置の取り付け、座席モケ

ットや化粧板の変更などが行われました。座席

中央部に握り棒の設置、つり革の増設が行われ

た編成もあります。2008 年からは改造メニュー

に制御装置の VVVF 化を追加、この改造を受

けた車両は 10A 系と区別され、前面に細帯が

追加されています。 

10系は 30000系導入により廃車が進み、2018

年までに全車廃車となる予定です。 

全長：18,900 mm(先頭車) 最高速度：70km/h 電機子

チョッパ制御 主電動機：SE-617A(130kW) 

 20 系 ～日本初の高速鉄道用 VVVF 制御車～                                           

20 系は 1985 年に登場した、高速鉄道用として

は初めて VVVF インバーター制御を使用した車

両です。車体は 10 系を基本としたものの、前面

形状を変更しています。中央線と谷町線に導入

され、谷町線用は 30番台に区分されましたが現

在は全て中央線で使用されています。 

2004 年から、近鉄線内のワンマン化・高速化に

伴う工事が実施され、制御装置の更新やワンマ

ン対応機器設置、車内に LED式案内表示器や

車いすスペース設置等の改造が行われました。

現在は 16編成が中央線で活躍しています。 

全長：18,900mm(先頭車) 最高速度：70km/h IGBT‐VVVF インバーター制御 



     新 20 系  ～第 3 軌条線区の主力車両～                                          

 

新 20 系は 1990 年に当時運用されていた旧型

車両の置き換えのために御堂筋線、谷町線、四

つ橋線、中央線、千日前線に合計 572両導入さ

れました。 

軽量ステンレス製車体で、くの字形のデザインに

中央の前照灯、FRP 製外縁に組み込まれた

LED 標 識 灯 は 当 系 列 の 特 徴 で す 。                                                                                    

車内では照明が久々にカバー付きになったほか、

後期に製造された車両には扉付近に車内案内

表示機が取り付けられています。(前期に製造さ

れた車両も、改造で設置) 

 2011 年からは、更新工事が実施され、側面に

号車表示がなされたほか、バケットシートの交換、

床板・つり革の変更がなされ、運転台機器も一

部改良されました。 

各路線で細かい仕様の変更があるため、ここで

まとめて記しておきます。 

21 系：御堂筋線用。起動加速度が他形式より高

く、カーテンが設置されています。 

22 系：谷町線用。一部車両に 24 系(中央線)や

OTS系からの転入車両があります。 

23系：四つ橋線用。住之江競艇開催時に住之 

江公園駅で住之江公園側２両の片側の４扉のう

ち 2つを締切する機能があります。 

24系：中央線用。カーテンが設置されています。

直通先の近鉄けいはんな線に合わせて、ワンマ

ン化改造、高速化改造と抑速ブレーキが設置さ

れています。一部車両に 23 系(四つ橋線)からの

編入車両があります。 

25 系：千日前線用。全車にリニューアル・ワンマ

ン化・ホームドア対応工事が完了しています。 

 

 

全長：18,900mm(先頭車) 最高速度：70km/h GTO/IGBT‐VVVF インバータ制御  



  30000 系 ～御堂筋線・谷町線の新しい顔～                                           

30000 系は谷町線の 30 系・御堂筋線 10 系の

置き換えとして登場しました。 

車体はステンレス車体で、前面は丸みのあるデ

ザインで、側面には路線のラインカラーを窓の上

下に配置しました。車内は、使いやすさやバリア

フリーに対応した設備になりました。 

谷町線用は 13 編成が在籍し、御堂筋線用は

2018年までに 12編成導入する予定です。 

 

全長：18,900mm(先頭車) 最高速度：70km/h  

IGBT‐VVVF インバーター制御 

 66 系 ～新 20 系の堺筋線版～                                                       

66系は 1990年に堺筋線の延伸と 60系の置き

換えとして登場しました。 

車体は新 20系に準じた軽量ステンレス製で、側

面の窓上に茶色、腰部に上から橙・白・茶色の

帯が貼り付けられています。前面は丸みを帯び

たデザインで窓下と尾灯・標識灯の間に帯が入

り、上部中央に前照灯 2 灯、左に行先表示器、

右にシンボルマークが配置されています。後に

製造された編成は窓上の帯に白色が追加され、

前面がやや異なります。 

車内は、座席モケットが赤紫色、床敷物は 

赤茶色と黄土色の 2色の床敷物です。後に製造

された編成は、座席が茶色へ変更され、中央に

握り棒が設置され、砂目模様の床敷物になりまし

た。 

2012 年から更新工事が始まり、前面デザインの

変更とスカートの取り付け、30000 系と同様の車

内になるなどの改造が行われています。 

8 両編成 17 本が堺筋線、相互直通運転先の阪

急千里線、京都本線（淡路～高槻市）で活躍し

ています。 

 

全長：18,900mm(先頭車) 最高速度：100km/h  GTO/IGBT‐VVVF インバータ制御  



 70 系 ～日本初のリニア地下鉄車両～                                                  

70系は 1990年に当時の鶴見緑地線(今の長堀

鶴見緑地線)の開業に合わせて登場しました。日

本初の鉄輪式リニアモーター地下鉄車両です。 

車体はアルミ合金製で、白色、黄緑と緑の帯が

塗装されています。前面は、くの字形で、貫通扉

を左側に、運転台を右側に配置しました。初期

に導入された車両(以下前期車)が白色を基本に

黄緑と緑のロゴマークが、延伸時に導入された

車両(以下後期車)は白と黄緑を基本に白と緑の

ロゴマークが入れられています。 

車内は上部が内側に折れ曲がっているのが特

徴です。前期車と後期車では座席モケットの柄

や床敷物の色が異なります。 

2011 年からは更新工事が実施され、塗装変更

と号車表示を設置、また車内案内表示装置の更

新や床敷物の変更がなされました。 

4両編成 25本が活躍しています。 

 

全 長 ： 15,800mm( 先 頭車 ) 最高 速度 ： 70km/h 

GTO/IGBT‐VVVF インバーター制御 

 

 80 系 ～今里筋線用・70 系の兄弟車～                                                  

80系は 2006年の今里筋線開業に合わせて登

場しました。 

車体はアルミ合金製で、白色とオレンジの帯が

塗装されています。前面は 70 系とほぼ同じで

すが、若干丸みを帯びています。 

車内は 70系と似ていますが、座席やつり革、床

敷物が異なります。 

4両編成 17本が今里筋線で活躍しています。 

 

全長：15,800mm(先頭車) 最高速度：70km/h  

IGBT‐VVVF インバーター制御 

 



 100A系 ～ニュートラム専用車両～                                                   

100A 系は、1991 年に輸送力増強と 100 系の

置き換え用に製造された車両です。 

ステンレス製車体で、側面は窓下に水色の帯が、

先頭車は途中から斜めに水色と白の帯が貼り

付けられています。また、先頭車の扉横にニュ

ートラムの Nマークが設置されています。 

前面は、貫通扉を車掌側に寄せた形で、大型

曲面ガラスが使用されています。前照灯は下部

両端に、尾灯は上部両端に設置されています。

窓周囲は黒色、腰部は赤色の塗装です。 

車内は、床敷物が赤茶色とアイボリー、座席モ

ケットが赤紫色となっています。一部車両に設

置されている車いすスペースは、使用されてい

ない時に折りたたみ椅子として利用できます。ま

た、一部編成では、運転室の仕切りがなく、前

面展望ができます。 

2005年に同型車のOTS100系が編入されまし

た。この編入された OTS 100系は、現在も前面

の 窓 周 囲 や 腰 部 の 塗 装 、 側 面                                                                        

帯、車内の内装が異なっています。 

現在は 4 両編成 20 本の 80 両が南港ポートタ

ウン線で活躍しています。 

全長：8,075mm(先頭車) 最高速度：60km/h 可逆式

サイリスタレオナード制御  

     30 系[引退] ～大阪市営地下鉄の発展を支えた車両～                                 

1967年に 7000・8000形として、翌年から 30系

として製造された、初の 4扉車です。車体はアル

ミとステンレスの両方を採用、ブレーキ装置は開

発間もない電気指令式としています。万博開催

までに224両を御堂筋線に集中投入、万博終了

後も投入が続いたほか北大阪急行からの編入車

もあって 1984年までに 363両が製造されました。 

第三軌条を採用する各線で使用され、組み換え

や転属も頻繁に行われました。1991 年から廃車

が始まりましたが、一方で同年からは後期製造グ

ループの冷房改造を含めた更新が行われていま

す。1995 年以降は谷町線のみで活躍、30000

系に置き換えられ 2013年に引退しました。 

全長：18,700 mm 最高速度：70km/h 抵抗制御 主電動機：SE-540(120kW) 



 

北大阪急行 

北大阪急行は大阪市営地下鉄御堂筋線の江坂から千里中央までを結ぶ路線で、地元利用者からは「きたきゅう」

と呼ばれています。阪急電鉄や大阪府などが出資した会社で、阪急阪神ホールディングスの一員でもあります。

ほぼ全列車が御堂筋線に直通しており、日中も概ね 7～8分の頻度で運転されています。 

 

 路線の概要 

建設が進んでいた千里ニュータウンと大阪万博の会

場アクセスの為に建設された路線で、千里中央駅付

近が地下となっている以外は高架や掘割を走ります。

1970年 2月に南北線の江坂～千里中央とその先東西

線の万国博中央口間が開業します。この東西線は現

在の中国自動車道の一部を用いており、9月の万博閉

幕とともに廃止されています。現在、千里中央から箕

面市萱野までの延伸が計画されています。 

 車両の概要 

万博閉幕後は 7編成を保有する体制が続いています。

最初の車両 2000形は大阪市 30系に類似したもので

したが、1986 年登場の 8000 形、2014 年登場 9000

形とも、その時々の最新技術が取り入れられていま

す。車内は阪急と同じ木目調の化粧板とゴールデン

オリーブの座席モケットを採用しています。 

車両取り換えペースが早く、2000形は 24年で全廃、

8000形も登場から 28年で廃車が開始されています。 

 8000 形 ～初の冷房車～            

8000 形は 1986 年に登場した北急初の冷房車

です。御堂筋線や親会社の阪急系でも初めて

VVVFインバーター制御の本格採用に踏み切っ

ています。車体はアルミ製ですが白地に御堂筋

線の赤と阪急の茶の帯を入れています。 

開業時から使用されている 2000形を置き換える

べく 1993 年までに 9 連 7 編成が製造されたほ

か、1995年からは御堂筋線 10連化のため全編

成に中間車が追加されました。 

2012 年から更新工事が開始されましたが、一方

で 2014 年には廃車も発生、現在は 5 編成が在

籍しています。 

全長：18,900mm(先頭車) 最高速度：70km/h 主電動機：SEA-312（140kW） 

 9000 形 ～箕面延伸に向けて～        

9000形は 2014年に、将来の箕面延伸に向け

て登場しました。車体は 2000 形以来のステ

ンレス製無塗装で前面形状以外は大阪市営地

下鉄 30000形にも類似しています。主電動機

は大阪市営地下鉄の路線に入る車両では初め

て PMSM を採用。車内も調光機能付き照明

に 2種類の液晶式案内表示機など先進的な試

みがなされています。 

現在 2編成が在籍しています。 

全長：18,900mm(先頭車) 最高速度：95km/h 主電動機：SEA-542（170kW） 



■大阪市営地下鉄 車内の様子■ 

  

10 系は 1998 年からのリニューアルで座席モケットや床

敷物を変更、また座席を区切るスタンションポールが設

置されている。

新 20 系の車内は茶系の落ち着いた色遣いが特徴。照

明にはカバーが設置されている。一部編成には LED 式

の情報案内装置を設置。 

  

2002 年に登場した 66 系後期車は、新造時からバケット

シートやスタンションポールを採用している。 

リニア地下鉄 70系は上部 3分の 1が内側に折れており

狭さが際立つ。 
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