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  1　まえがき
  
      CO 2 などの  温室効果ガス  の放出による地球環境への影響

が問題となっている中，鉄道車両はエネルギー効率が高く，

地球環境にやさしい，大量・高速・安全かつ経済的な輸送
手段として世界的に注目を集めている。

  このような背景の下，鉄道車両は国内では緩やかな需要
の伸びを見せている。海外では，中国や台湾，韓国，東南
アジアで，新路線の建設ならびに輸送量を増強するための

従来路線の電化が行われており，近年の経済成長も後押し

して，鉄道車両の需要は大きく伸びている。また，アメリ

カでは老朽車両の更新時期であり，需要が拡大している。

  富士電機は，環境負荷の少ない輸送手段である鉄道車両
向けに最先端のパワーエレクトロニクス（パワエレ）機器
を提供することで，省エネルギー（省エネ）化を通して地
球環境保護に貢献している。

  本稿では，富士電機の鉄道車両用パワエレ機器の現状と

今後の動向について紹介する。

    2　 鉄道車両用電機品の最新ニーズと富士電機の対
応

  
  鉄道車両におけるパワエレ機器への要求項目は，省エネ

化，環境への調和といった時代の流れによるものはもちろ

ん，安全性，信頼性といった公共交通機関としての必然的
なものから，経済性，高速化，小型・軽量化，省メンテナ

ンス化，乗り心地・快適性の向上，といったものまで多岐
にわたっている。

  富士電機は，新幹線などの車両用プロパルジョンシス

テム（駆動システム），補助電源装置，側引戸用戸閉装置
などのドアシステムの次世代技術の開発に取り組んでいる

（図1）。特に側引戸用戸閉装置においては，高信頼性の実
績と国際標準に基づく安全性の高い製品として国内および

海外市場で高い評価を得ている。

  

  3　新幹線向けプロパルジョンシステム
  
  新幹線電車はその時代の最新技術が適用され，世界的に

も注目度が高い。富士電機は，その初代車両である東海道
新幹線 0系から最新の N700 系に至るまで歴代の新幹線車
両用プロパルジョンシステム（主電動機，主変換装置，主
変圧器）を納入してきた

⑴

。本章では，その代表例として東
海旅客鉄道株式会社（JR 東海）N700 系（図2）の主変換
装置について概説する。

  
  3.1　N700系新幹線電車用主変換装置

  ⑴　構成
  図3に示す主変換装置は，3レベル PWM（パルス幅変
調）コンバータと 3レベル VVVF（可変電圧可変周波数）

制御方式インバータから構成され，並列接続された 4 台の
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図1　車両用電機品
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主電動機を 1 台の VVVFインバータで一括駆動する。高
耐圧，大容量かつ低損失の IGBT（Insulated Gate Bipolar 
Transistor）モジュール（3,300V，1,200A）を適用した

低損失のスナバ回路レス方式を採用して高効率化と軽量化
を図っている。主変換装置では，2 種類の冷却方式を採用
している。冷媒を用いた沸騰冷却とブロワによる強制風冷
の組合せを採用した TCI3 形主変換装置と，冷媒やブロワ

を用いずにシンプルなアルミ冷却フィンと走行風自冷を利
用した TCI100 形主変換装置の 2 種類である。

  ⑵　小型・軽量化
  TCI3 形主変換装置は，スナバ回路の省略や構造の最適
化などにより，700 系の TCI2 形に比べて約 10%の出力向
上を図りながら，体積で約 3%，質量で約 15%の小形化
を実現している。

  また，ブロワレスの TCI100 形主変換装置では，TCI3
形からさらに 12%の軽量化を実現している。

  今後，2012 年度から投入される N700Aにおいても主変
換装置を提案し，納入する予定である。

  
  3.2　N700系新幹線電車用主変換装置の制御

  ⑴　無接点制御装置
  64ビットマルチプロセッサにより，多岐にわたる制御
演算処理を高速・高精度で実行するとともに，高機能な列
車制御のための運転指令授受や運転状態のモニタ情報の伝
送を行っている。最新のマイクロエレクトロニクス技術，

データ通信技術などを駆使し，部品点数の削減を図りなが

ら，多機能化・高信頼性化を実現した。

  ⑵　コンバータとインバータの制御
  3レベル変換器では，運転条件によっては直流中性点に

対する正側と負側のフィルタコンデンサ電圧にアンバラン

スが生じ，特定の素子に過大な電圧が印加される恐れがあ

る。富士電機は，主回路素子のスイッチング休止期間での

中性点電位の挙動に着目し，電力や電流の極性に依存しな

い中性点電位制御を開発し，実用化している。

  ⑶　モータ制御
  車両用プロパルジョンシステムでは，主電動機の力行

〈注 1〉

・

回生トルクを高速応答・高精度で制御する必要がある。  こ
の制御を実現する手段として，産業分野では，ベクトル制
御が一般化しているが，新幹線のように，並列に接続され

た 4 台のモータを 1インバータで制御する場合には原理的
に適用が困難であるとされていた。富士電機は，モータの

並列台数に関係なく共通の状態量と見なせる一次磁束の位
相角に着目し，これを基準とするベクトル制御を実用化す

ることでこの制御を実現している。

    

  4　補助電源装置
  
  補助電源装置は，車内の快適性を維持するために必須の

空調装置や照明機器などへ安定した電力を供給している。

また，主変換装置をはじめとする機器の制御電源や列車制
御装置，車内表示器などの各種 IT機器の電源として，現
代の車両に不可欠な装置である。

  補助電源装置は，搭載される車両の動力源の種類によっ

てその構成が大きく異なる。

  
  4.1　直流電車用補助電源装置

  図4に，直流電車用補助電源装置の主回路構成例を示す。

  直 流 き 電 に は 架 線 電 圧 が DC1,500V，DC750V，
DC600Vがある。架線電圧と装置に要求される出力容量
や仕様に合わせて，回路構成や主回路に適用する半導体
IGBTに最適な電圧・電流を選定している。

  通常は架線電圧に応じた耐圧を持つ IGBTを適用して 2

〈注 1〉  力行：鉄道において電車・機関車などのモータやエンジンの

動力を車輪に伝え加速することをいう。

図2　N700系新幹線車両（写真提供：JR東海）
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図3　N700系車両用主変換装置の構成
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図4　直流電車用補助電源装置の主回路構成の例
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レベルインバータを構成し，回路の簡素化と部品点数の最
少化と信頼性の向上を図っている。

  
  4.2　交流電車用補助電源装置

    交流電車の補助電源に接続される負荷は，表示灯，室内
灯，制御電源などの比較的小容量であるが，それらは最重
要負荷であるため，補助電源装置には高い信頼性が要求さ

れる。

  図5に，交流電車用補助電源装置の主回路構成の例を示
す。主変圧器三次巻線の単相交流電源をダイオード整流
器と IGBTチョッパを用いて整流して直流電源としている。

直流負荷へはここから供給，交流負荷へはその直流電源を

IGBTインバータ装置と出力変圧器により単相交流として

給電している。

  
  4.3　気動車用電源装置

  気動車は，外部からの電力供給が得られないので，車両
に搭載する内燃機関で発電機を駆動し，電力を発生させる。

富士電機は，JR 各社を中心に多数の気動車用電源装置の

製作納入実績がある。

  図6に，気動車用電源装置の主回路構成の例を示す。動
力源である主軸駆動用ディーゼルエンジンは，運転状況に

よって回転数が変わるため一定とならない。そこで，定速
回転装置で一定の回転数にした上で，三相交流発電機を

駆動して一定周波数の交流電力を得て，空調装置などの

負荷に直接交流電力を給電する。電源装置は発電機の励
磁を制御して，発電機の出力電圧を一定に保つとともに，

AC-DC変換により制御装置などへ直流電力を供給する。

  
  4.4　富士電機の補助電源装置の特徴

  ⑴　高性能制御
  補助電源装置には，架線電圧の急変やコンプレッサなど

の投入・遮断時による負荷電流の急変および単相負荷のよ

うな三相不平衡負荷に対しても，波形ひずみや電圧変動の

少ない安定した電力供給が求められる。富士電機は，これ

に応えるために，出力電圧制御に図7の制御ブロック図に

示す三相個別波形制御を採用している
⑵

。また，三相出力電
圧の検出値に基づき，各相の電圧実効値を一定に制御する

三相個別実効値制御を行っている。さらに，三相個別瞬時
制御を併用することで，負荷の急変などによる出力電圧の

過渡変動を抑制する。この結果，架線電圧や負荷の急変に

対しても安定した電圧制御性能を実現し，出力電圧誤差＋－
1% 以下，波形ひずみ率約 1%の高精度な正弦波電圧を達
成している。

  ⑵　高信頼性化
  一般に補助電源は長編成でも 2〜 3 台程度であり，短編
成では 1 台しか搭載されていない場合もある。このため，

補助電源の故障がサービスの低下に直結し，車両運休に至
ることもあった。そこで，富士電機はインバータ装置や制
御装置などを二重系とし，装置単体として冗長性を向上さ

せた待機冗長システム構成の補助電源装置を製品化した。

故障が発生しても，故障部位と待機部位が切り換わること

で運転を継続する。システム設計に当たって，故障率の計
算や実績データを基に冗長化する部位を選定し，小型・軽
量化が強く要求される車両用電機品として最も適したシス

テムとした。本方式は，国内の交流電車用補助電源装置と
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図6　気動車用電源装置の主回路構成の例
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図7　高性能補助電源装置の制御ブロック図
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図5　交流電車用補助電源装置の主回路構成の例

図8　屋根上搭載形補助電源装置
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して採用されている。

  ⑶　高機能化
  車両機器では，高度な車両運用や保守性向上のため IT

の導入が進み，データ伝送機能が必須となっている。補助
電源装置では従来から物理層を RS-485とし，伝送手順と

してポーリング・セレクティングによる伝送システムが広
く採用されてきた。富士電機は，車両用データ伝送システ

ムのさらなる高機能化に対応するため，より汎用性の高い

MODBUS on TCP/IPプロトコルによる車両用伝送シス

テムをいち早く製品化し，海外向け車両用補助電源装置に

組み込んで出荷した。図8に，屋根上搭載形の同電源装置
の外観を示す。

  海外では，補助電源装置の小型・軽量化の要求が高まっ

てきており，構造の見直しや新回路方式を採用した補助電
源装置の検討を進めていく。

  

  5　ドアシステム
  
  車両の側引戸用戸閉装置は，乗客と直接接する装置であ

ること，一つ一つが独立したシステムであること，また，

車両に搭載される数が多いことから，安全性，信頼性，機
能性が高く，また，省メンテナンスであることが求められ

ている。海外では電気式の戸閉装置は古くから採用されて

いる。一方，日本国内では空気式の戸閉装置が使用される

ことが多かったが，最近は高速制御応答により乗客や荷物
が挟まったときの安全性を高めたことや，自己診断機能な

どによるメンテナンス作業の軽減を図ったことにより，電
気式の戸閉装置が急速に普及しつつある。

  
  5.1　リニアモータ式戸閉装置

  富士電機は，モータそのものの動きを側引戸の動きに生
かすことのできるリニアモータを使用した戸閉装置を製品
化し，納入している。

  両開きの側引戸の場合，二つのモータでそれぞれの扉を

引き分ける方式と，左右の扉を連結し連動させる機構を使
い一つのモータで動かす方式とがある。どちらの方式を使
用するかは鉄道事業者の考え方（冗長性，経済性など）で

決められる。富士電機は，いずれの要求にも応えられるよ

う製品化を行っている。

  ⑴　1 開口 1モータ駆動タイプ

  東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）の E231，E233，
E531 系と西武鉄道株式会社の 30000 系に採用され，2011
年末で計 17,000 開口余りが営業運転で稼動中である。

  図9にドアシステムの構成を示す。両開きドアの一方の

扉は，ドアからモータへの衝撃を遮断する自在継ぎ手を介
してリニアモータの可動子で直接駆動され，他方は，ラッ

ク・アンド・ピニオン機構（方向変換装置）を介して可動
子と反対方向に駆動される。扉を開くときの解錠動作は，

リニアモータの駆動力を応用した自己解錠方式を採用して

いる。

  東海道線向け E231 系以降は，信号の入出力インタ

フェース回路，制御回路，VVVFインバータを二重化し

ドアレール（左側） コントロールユニット

ラッチ錠

施錠
スイッチ

エンコーダ
可動子

リニアモータ

戸閉スイッチ

ドア駆動板

戸つり金具 ドアレール（右側）

連結アーム

室外解錠ハンドル

室内解錠ハンドル
解錠ケーブル

方向変換装置

図9　ドアシステムの構成
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た待機冗長方式を採用し，万が一，不具合が発生しても何
ら機能を損なうことなく運転を継続することができる。

  また，海外向けでは，台北信義松山線向けに納入し，現
在，運用開始を待っている。

  ⑵　1 開口 2モータ駆動タイプ

  ニューヨーク地下鉄（NYCT）の R160 車両に採用され，

2011 年末までに 5,000 開口以上が営業運転中である（図

10）。

  電源は DC37.5 Vであり，その電源の電圧変動に対して，

安定動作を確保するため，電源をチョッパ回路で一定電圧
に昇圧・安定化してインバータの入力としている。また，

機能の独立性を重視した安全思想に基づく顧客の仕様に対
応して，ソレノイドを用いた解錠機構を採用している。  こ
の戸閉装置は，従来NYCTで使用されてきた他の戸閉装
置の信頼性を大幅に上回り顧客から好評を得ている。

  
  5.2　FCPM式戸閉装置

  リニアモータの 1 開口 1モータタイプで適用したラッ

ク・アンド・ピニオン機構のピニオンを，回転式モータに

よって回転させ側引戸を駆動する方式である。モータは鴨
居（かもい）の内部の狭いスペースに収納するため，扁平

（へんぺい）な形状をした FCPM（Flat Cup Parmanent 
magnet Motor）を適用した。この方式は，リニアモータ

方式のようにモータの運動をそのまま側引戸の動きに変え

られるとともに，リニアモータ方式よりも軽量化を実現し

ている。国内外のいくつかの車両プロジェクトに採用され，

納入を開始している。

  
  5.3　電気式ドアおよび富士電機の戸閉装置の特徴

  ⑴　電気式ドアの利点
  電気式ドアは，空気式と比較して空気配管が不要である

というメリットに加えて，経年変化の影響を受けにくく空
気配管のように現場での調整が不要である。これらの特徴
により，車両システムとしての初期コストや保守コストを

軽減することができる。さらに，開閉動作の変更に対して

柔軟に対応できる制御コントローラの機能とデータ伝送技
術を応用して，出区・始業点検の簡素化やインテリジェン

ト化，ドア単体の自己診断機能の充実を図っている。

  ⑵　動力伝達機構
  従来の電気式戸閉装置では，ボールねじ式が広く採用さ

れてきた。ボールねじ式は，ドライバでねじを回すとナッ

トが動く要領で，回転モータでねじを切った軸を回すこと

により，ナットに当たる部分に接続されたドアが開閉する

仕組みである。この方式はモータの回転運動を扉の直線方
向に変換する機構が必要でなため，多くの部品が必要とな

る。摺動（しゅうどう）部の潤滑が問題であり，頻繁な給
油を必要とするほか，後述の戸挟み検知感度への影響があ

る。

  富士電機は，モータの運動方向をそのまま利用して側引
戸を駆動するリニアモータ方式および FCPM方式を採用
している。これにより，ドア駆動機構の簡素化，戸挟み検
知感度の向上を実現している。図11 に戸閉装置の比較を

示す。

  ⑶　施錠・解錠機構
  戸閉状態を確実なものとし，安全を確保するためにロッ

クピンを用いた施錠機構が採用されている。また戸開動作
時に施錠状態を解除するための解錠機構を合わせ持ってい

る。

  ⑷　安全機能
  かつて側引戸に乗客が挟まれる事故が多発し，ドアの安

全性が重要な問題となった。富士電機のリニアドアは，ド

ア速度などの制御情報に基づく高感度の戸挟み検知を行う

とともに，検知後の安全動作についても，鉄道事業者に

図10　ニューヨーク地下鉄（NYCT）R160車両

モータの回転方向とドアの動きが異なる→変換機構が必要
™部品点数が多い
™摺動部の潤滑が問題
™人が挟まったときの衝撃が大きい
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モータの運動方向とドアの運動が同一方向
™部品点数が少ない　→　メンテナンスが簡単
™人が挟まったときの衝撃が少ない　→　安全性が高い

（b）富士電機の戸閉装置

軸受

ピニオン（モータにより回転）上ラック 下ラック

左ドア 右ドア

図11　戸閉装置の比較
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よって異なるさまざまな要求に基づいてきめ細かな制御を

実現している。

  

  6　海外展開
  
  アジアの新路線建設や北米の既設路線更新を中心に海外

市場における鉄道車両の需要が拡大している。これに伴い

富士電機は，海外市場への展開を積極的に進めている。

  そのため，海外規格への対応や，現地生産といった要求
に応えていくことが必要となっている。

  
  6.1　SIL，SSIL の適用

  アジアの市場では，機能安全を規定している規格 IEC 
61508における安全性能の尺度である SILの認定を要求さ

れる場合がある。シンガポール地下鉄向け電機品ではソフ

トウェアに対する SIL（SSIL）の適用が求められ，各開発
フェーズにおける段階的な評価を経て SSILの認定を受け

た。

  また，現在進行中のアジアでの戸閉装置の案件では装置
そのものの SIL 対応が求められており，取得に向けて活
動中である。

  
  6.2　北米案件でのCMM，CMMI の適用

  NYCT-R160 用ドアでは CMM
〈注 2〉

の適用が要求され，

CMMの公式なアセスメント（認定資格を有するアセッ

サーによる評価）からの認定を取得した。

  現在，新たな北米向けの補助電源装置とドアのプロジェ

クトにおいて，CMMをさらに発展させた CMMI
〈注 3〉

の認定

取得に向けた活動を行っている。北米ではこの CMMIの
適用を求められる案件が多く，認定取得は今後の受注に向
けての大きな鍵となる。

    
  6.3　現地生産への対応

  海外の市場では，為替リスクの回避や輸送費用などのコ

ストの削減，また，対象国からの要求などにより現地生産
化を進めていく必要が出てきている。アメリカには，製品
コストの 60% 以上をアメリカ国内で調達しなければなら

ない ｢バイアメリカ法｣ という法律がある。今後の北米の

案件において，アメリカ国内で協力工場や部品製作メー

カーとの協業，提携を進め，この法律に対応する取組みを

推進中である。

  

  7　あとがき
  
  鉄道車両用パワーエレクトロニクス機器の現状と今後の

動向について紹介した。これらの分野は，最先端のパワー

エレクトロニクス技術をベースとして，小型軽量・高性
能・高機能・省メンテナンス・快適性などに加えて，地球
環境保護への貢献という大きなテーマへの対応がますます

重要になる。省エネルギーと環境の市場ニーズを先取りし

た研究開発を積極的に推進し，今後も社会全体の環境負荷
低減に貢献できる製品を提供していく所存である。
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〈注 2〉   CMM（Capability Maturity Model）：米国国防総省の依頼

で，カーネギーメロン大学の SEI（Software Engineering 

Institute：ソフトウェア工学研究所）が開発した，組織のソ

フトウェア開発能力評価モデルである。

〈注 3〉   CMMI（Capability Maturity Model integration）：能力評価

モデルを統合したもので，システム開発を行う組織がプロセ

ス改善をするためのガイドラインとなるものである。
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