
 

近鉄・三岐ナロー線区 ～ナローゲージの小さな電車たち～ 

近鉄ナロー線区は、北勢線、内部線、八王子線で構成されています。この 3線は軌間が特殊狭軌（762mm）と

なっており、ナロー線はほとんど見られないため、貴重な路線と言えるでしょう。 

 

 北勢線 

北勢線は三重県北部の西桑名-阿下喜間を 20.4km で

結ぶ路線です。1914 年に旧北勢鉄道として開業、翌年

に全線が開通しました。その後、戦時中の 1944 年に三

重交通、1964 年に旧三重電気鉄道と変遷、翌年に近鉄

と合併して「北勢線」となりました。しかし、度重なる赤字

のため、2000 年に近鉄が廃止の意向を打ち出しました

が、沿線自治体の強い存続の要請の結果、2003年 4月

以降は三岐鉄道が運営しています。 

2004 年から、より北勢線を乗りやすくするため、無賃乗

車されないようにするため、北勢線近代化事業が開始さ

れました。主な内容としては、全車の冷房化、自動券売

機や自動改札機の設置、有人駅から無人駅の監視、等

が挙げられます。また、スピードアップと乗り心地の改善

のために軌道強化が行われています。 

 

▲家と比較するとその車体の小ささが判る 

 

 内部・八王子線 

内部線は三重県北部の近鉄四日市-内部間を 5.7km で

結び、八王子線はその途中の日永から分岐し、西日野

間を 1.3kmで結び、すべての電車が近鉄四日市駅を起

点として直通運転を行っています。このことから、「内部・

八王子線」と呼ばれています。 

内部線は 1912年 10月、三重軌道によって日永-南浜田

（現在の近鉄四日市-赤堀間）が開通、八王子線は 2 か

月早い 8月、日永-伊勢八王子間 3.0kmを開業しました。

その後 1944 年に三重交通となり、北勢線や湯の山線と

同じく三重電気鉄道を経て、1965年に近鉄の一部となり

ました。1964 年以前は内部・八王子線のほか湯の山線

も軌間 762mmのナローゲージで、この 3線は「三重線」

と総称され直通運転も行われていました。1974年 7月の

集中豪雨の影響で西日野-伊勢八王子間が廃止となっ

たため、このことを知らない人々から「西日野線」という愛

称で呼ばれることもあります。 

2012 年、近鉄は内部・八王子線を廃止する方針を決め

ていました。しかし、四日市市の強い存続の要請の結果、

四日市市と近鉄が出資する新会社（2014年 4月設立予

定）が公有民営方式で存続することが決定しました。また、

現在内部・八王子線に所属している車両は 1982年に旅

客サービスの改善をはかって実施されたものなので、製

造年の新しい在来車を 260 系に編入して固定編成化し

ています。 

 

▲ク 110には貴重となった「バス窓」が残る 



270系 ・ 277系 ～北勢線の近代化の立役者～                                        

270 系は近鉄北勢線の近代化を図るた

めに 1977 年に投入された車輌です。

車体は日本の軽便鉄道では史上最大

の全長 15,600mm となりました。モ

270（現：クモハ 270）が 6両とク 170

（現：クモハ 170）が 2両製造され、

従来車を改造した車輌と共に 3両編成

から 4 両編成を組んでいます。また、

1991 年にはマイナーチェンジを施し

たモ 277が追加で製造されました。 

登場当初はマルーン 1色塗装でしたが、

その後 260 系と同様のマルーンとオ

レンジの 2色となりました。現在では

三岐鉄道に引継がれ、三岐鉄道塗装と

なっています。2005年から高速化改造がなされ、対応車は形式に「ハ」が追加され、ク 170は 2005年に電装

されクモハとなりました。 

全長：15,600mm 最高速度：45km/h 主電動機：MB-464AR(38kW) 抵抗制御 

200系 ～垂直カルダン駆動を使用した「ナローの女王」～                                     

モ 4400形は 1959年、三重交通が当時

ナローゲージであった湯の山線の観

光輸送用に製造しました。連接台車を

使った三連接車で、モーターの駆動方

式は垂直カルダン駆動でした。これは

モーターを台車の中に縦向きに装荷

したもので、軌間が狭くてもカルダン

駆動に出来るというものでした。また、

湘南顔スタイルの美しい車体から「ナ

ローの女王」と呼ばれました。近鉄合

併後、200系に改番の上北勢線に転属。

1971 年には複雑な駆動機構が嫌われ

て付随車化されました。現在はクモハ

277と組んで使用されており、2013年

からは登場時の塗装に復元されていま

す。 

全長：10,400mm 最高速度：45km/h 主電動機（1959年～1971年の間）：TBY-23(45kW) 抵抗制御 



クハ 130形 ・ サハ 130形 ～270系の相棒は三重交通引き継ぎのトレーラ～                   

クハ 130、サハ 130は元々、三重交通が

1954 年に製造したサ 360（近鉄合併後

にサ 130 に改番）です。ナニワ工機と帝

国車輌で製造されました。当初は全車三

重線に配置され、湯の山線改軌後は 6

両が北勢線に転属しました（1 両は内部・

八王子線に戻ります）。 

1977 年の北勢線近代化に伴って、サ

134、サ 136 は制御車に改造され、モニ

220 と編成を組むことになりました。その

後、モニ 220の廃車に伴って 1990年に

ク 134は運転台を 227系と同様のものへ

改造し、1991 年にク 136 は再び付随車

となりました。その後高速化改造が施工さ

れ、形式にハが追加されました。 

全長：15,600mm 最高速度：45km/h  

 

クハ 140形 ・ サハ 140形 ～「ナローの女王」と同様の車体を持つトレーラ～                     

クハ 140、サハ 140は元々三重交通がモ

4400（後の200系）を元にして1960年～

1962 年に製造した付随車のサ 2000 で

す。モ 4400 は垂直カルダン駆動を使用

し、その複雑さと製造費の高さが問題とさ

れました。そのため、電動車に牽引される

トレーラとして登場し、7両が製造されまし

た。当初は内部・八王子・湯の山線で活

躍していましたが、湯の山線改軌後は 7

両全車が北勢線に転属。近鉄に合併後

はサ 140 に改番され、1977 年に北勢線

近代化に伴ってサ 141～サ 145 が制御

車化。270 系と同様の運転台ユニットが

取り付けられました。その後、2003年にク

142、ク 144 は再付随車化、高速化改造

が施工後、形式にハが追加されました。 

全長：10,400mm 最高速度：45km/h 



260系 ～内部・八王子線の主役～                                                   

260 系は近鉄内部・八王子線の近代化

を図るために 1982 年に投入された車輌

です。大まかな仕様は北勢線に投入され

た 270 系と同じですが、車体がマイナー

チェンジされ、前頭部が傾斜した形にな

っています。モ 260が 5両と、ク 160が 3

両製造され、従来車を改造した中間車や

制御車と組んで、2 両編成と 3 両編成が

存在しています。 

車内は片開き扉と 1 人掛けのバスタイプ

のクロスシートとなっています。塗装もマ

ルーンとオレンジの 2 色塗りとされ、これ

は北勢線にも波及しました。2004 年から

はパステルカラー1 色塗装に変更され、

カラフルな編成となっています。 

全長：15,600mm 最高速度：45km/h 主電動機：MB-464AR(38kW) 抵抗制御 

 

サ 120形 ～車齢 65年の近鉄最古参車輌～                                            

サ120は元北勢線用のモニ220とサ130

を改造した付随車です。モニ 220 は

1931 年の北勢線全線電化に合わせて

製造された車輌で、1949 年にも追加で

製造されました。サ 120 はそのうち 1949

年製のモニ 227～モニ 229 が元となり、

サ 121～サ 123が該当します。サ 130は

1954 年製の付随車で、サ 132 がク 124

に改造されました。改造に当たって、窓

のアルミサッシ化、荷物室用扉の埋め込

み、客用扉の自動扉化、内装の全面改

装などが行われ、260 系と遜色のないア

コモデーションになりました。 

1994 年～1995 年にかけてブレーキ装

置の改造が行われ、同時に台車のバネ

がコイルばね化されました。2004年からは塗装のパステルカラー化がなされています。 

全長：10,400mm 最高速度：45km/h 



ク 110形 ～サ 130改造の制御車～                                                  

ク 110  はクハ 130の項で述べたサ 130の

改造車です。 

内部・八王子線の近代化は 1982 年の

260系投入から始まりました。260系はそ

れまでの主力のモニ 220を置換えるだけ

の数が製造され、それ以外の付随車は

置換えずに更新して 260 系と連結すると

いう方針が取られました。そこで、サ 131、

サ 133 を制御車とする工事が行われまし

た。北勢線のク 130 は原型を残したまま

のスタイルで制御車化され、後にスタイル

が変わりましたが、ク 110は最初から 260

系と同様の運転台ユニットとなりました。

北勢線のク 130 はユニット窓化がなされ

ましたが、ク 110は未だに原型の「バス窓」

を保っています。 

全長：15,600mm 最高速度：45km/h  
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