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交通システム

展　望

電気鉄道地上システム

鉄道車両システム

1999年の国内経済は好転の兆しが見え始めたが，鉄道分

野の旅客・貨物輸送は減少した。一方，東海旅客鉄道（株）

と西日本旅客鉄道（株）が共同開発した 700 系新幹線電車が

３月のダイヤ改正で登場し，９月には 0系新幹線電車が東

海道新幹線から姿を消した。20世紀後半からの世界の高速

鉄道輸送システム技術を先導し，日本の社会経済発展に寄

与した主役の新旧交替の年となった。引き続き，本格化す

る高齢化・情報化社会にふさわしい，魅力ある21世紀の鉄

道システムの実現をめざして，環境・省エネルギー，性能，

安全，情報サービスネットワーク分野など幅広い分野で技

術開発，実用化が進められるであろう。

電気鉄道地上システム分野では，21世紀に向けた輸送力

増強のために，公営や第三セクター鉄道分野で多くの新線

建設プロジェクトが推進されてきたが，電力設備の施工は

終盤を迎えている。今後は，運転開始後20～30年を経過し

ている老朽設備の更新工事が増加するものと思われる。

このようななかで富士電機は，ガス絶縁技術，パワーエ

レクトロニクス技術，マイクロエレクトロニクス（ME）

技術を駆使し，省エネルギー，省保守，省スペース化など

に貢献できる設備・機器を開発し，提供してきた。

き電用変電設備としては，東日本旅客鉄道（株），東海旅

客鉄道（株）および西日本旅客鉄道（株）に，更新用主器およ

び配電盤を納入した。公営・民営鉄道へは，最新鋭の省保

守形機器やME形制御配電盤を中心に構成した新設変電

設備を東京都営地下鉄12号線の各変電所，日本鉄道建設公

団埼玉高速鉄道線，多摩都市モノレール（株）に納入した。

また，高調波障害を抑制する12相化整流方式を採用した変

電所更新設備を営団地下鉄，大阪市交通局，東武鉄道（株）

に納入した。

駅舎などの電源設備については，東日本旅客鉄道（株）仙

石線地下化工事の各駅，および東北・上越新幹線更新工事

においては標準化されたクライアント・サーバシステムで

構成した制御・保護システムを納入した。東海旅客鉄道

（株）総合指令所には更新用として並列冗長式大容量無停電

電源設備を納入した。

電力情報処理分野では，西日本旅客鉄道（株）金沢支社に

納入したクライアント・サーバ方式を採用した電力指令シ

ステムが切替工事を完了し，営業運転を開始した。

新製品としては，直流き電変電設備における次世代化の

かなめとなる直流遮断器を原理面から刷新した直流真空遮

断器を製品化した。多くのユーザーメリットを提供できる

製品として，今後の普及を期待したい。

1998年から実施してきた東京都営地下鉄12号線での「IC

カード定期券システム」の実証実験が無事終了した。今後，

鉄道事業者での本格的な導入が始まるものと思われる。

鉄道信号分野の情報処理システムでは，1998年に引き続

き日本信号（株）にワークステーションを使用した CTC中

央装置用信号監視卓を納入した。

鉄道車両システム分野では，乗客にやさしく環境にやさ

しい高性能，高機能，低騒音，小形軽量，高信頼性，省保

守などの顧客ニーズにこたえる製品を開発し，製作納入し

た。

新幹線分野では，700 系，E4 系，500 系などの新形車両

が営業運転に投入された。富士電機は1999年 3 月に営業投

入された 700 系用主変換装置の設計とりまとめを担当し，

保守性，信頼性向上などを配慮して製作，納入した。

在来線分野ではシンガポール地下鉄の空港線向け車両駆

動用主回路システム，補助電源装置などを納入した。現在，

第一編成の現車走行試験中である。また，川崎重工業（株）

と共同開発を進めている低価格車両用 VVVF駆動システ

ム，補助電源装置は，富士電機の工場で定置試験を実施し，

現車走行試験で性能確認中である。

補助電源については各種仕様の装置を納入した。特に直

流電車用は，IGBT素子を適用した電源装置を多数納入し

た。また，客車用電源として東日本旅客鉄道（株）の E26

系特急形寝台客車（カシオペア）用発電装置を納入した。

リニアモータ応用製品として，側引戸駆動用リニアモー

タシステムは，開発評価を経て，東日本旅客鉄道（株）の

E231 形直流電車用の量産に入り，製作納入中である。高

性能，高機能，省保守，シンプルな機構による高信頼性が

特長で，今後，車両用以外の用途へ拡大することを期待し

ている。

44



富士時報 Vol.73 No.1 2000

西日本旅客鉄道（株）金沢支社へ電力指令用コンピュータ

システムを納入した。このシステムは，北陸本線，七尾線

ほかの電力設備の監視制御，データ管理，保守支援を担当

するもので，指令所移転に伴い既設設備を更新したもので

ある。二重化制御用サーバと指令卓に内蔵したクライアン

トによる最新・高性能のクライアント・サーバシステムで

あり，主な特長は次のとおりである。

保守作業の管理および保守作業処理をシミュレーショ

ン機能により事前に実行確認できる。

保全・事故復旧マニュアルを電子ファイリング化して

いる。

インターネット技術により，情報を端末に配信する情

報共有化システムを初めて採用している。

リモートメンテナンス機能を具備している。（4）

（3）

（2）

（1）
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西日本旅客鉄道（株）金沢総合指令所の電力指令システム

東京都交通局地下鉄12号線の受変電設備

多摩都市モノレール（株）日野変電所の受変電設備

図１　電力指令室

東京都交通局地下鉄12号線の環状部新設に伴い，東新宿

変電所および飯田橋変電所に受変電設備一式を納入した。

主な設備は，24kVキュービクル形ガス絶縁開閉装置（C-

GIS），整流器用ガス絶縁変圧器，沸騰冷却シリコン整流

器，直流 1.5 kV および 7.2 kV 閉鎖配電盤，主制御用配電

盤などである。主な特長は次のとおりである。

整流器は，等価12パルス方式を採用し，高調波抑制対

策を図っている。

車両の回生失効対策として，電力回生インバータを採

用している（飯田橋変電所）。

制御システムは，プログラマブルコントローラの二重

化構成とし，また，故障表示，計測および点検用として，

液晶カラーディスプレイを採用し，信頼性および保全性

の向上を図っている。

（3）

（2）

（1）

図２　主制御用配電盤

多摩地区を南北に結ぶ多摩モノレールに安定した電力を

供給する日野変電所に受電設備一式を納入した。主な設備

は，72kVキュービクル形ガス絶縁開閉装置（C-GIS），整

流器用ガス絶縁変圧器，シリコン整流器，直流 1.5 kV お

よび 7.2 kV 閉鎖配電盤，電力回生インバータ装置，主制

御用配電盤などである。主な特長は次のとおりである。

機器の不燃化と大幅な設備縮小化により，中央自動車

道の高架下を有効に活用した屋外変電所である。

整流器は沸騰冷却式12パルス方式を採用し，高調波対

策を図っている。

主配電盤はプログラマブルコントローラとディジタル

リレーで構成し，故障表示は液晶カラーディスプレイの

採用により，小形化，高信頼性，メンテナンスの省力化

を実現している。

（3）

（2）

（1）

図３　受変電設備の全景
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埼玉高速鉄道線新設にあたり，戸塚変電所に受変電設備

一式を納入した。主な設備は 24 kV キュービクル形ガス

絶縁開閉装置（C-GIS），整流器用変圧器，シリコン整流

器，直流 1.5 kV および 7.2 kV 閉鎖配電盤，主制御用配電

盤などである。主な特長は次のとおりである。

沸騰冷却式整流器，ヒートパイプ式回生インバータお

よびガス絶縁機器の採用により不燃化を実現している。

整流器は，等価12パルス整流とすることで高調波対策

を実現している。また，車両の回生失効対策として，電

力回生インバータ装置を採用している。

主配電盤はプログラマブルコントローラとディジタル

リレーで構成した分散方式とし，高信頼性，保守省力化

を実現している。

（3）

（2）

（1）
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日本鉄道建設公団埼玉高速鉄道線戸塚変電所の受変電設備

東武鉄道（株）大和田変電所の受変電設備

電気鉄道変電所用新形直流遮断器

図４　沸騰冷却式整流器設備

東武鉄道（株）野田線の大和田変電所の老朽化更新および

電力増強のため，受変電設備一式を納入した。

主な設備は，84 kV キュービクル形ガス絶縁開閉装置

（C-GIS），整流器用変圧器，沸騰冷却式シリコン整流器，

高圧配電用変圧器，直流 1.5 kV および 7.2 kV 閉鎖配電盤，

主制御用配電盤などで構成され，それぞれ高機能，安全性，

低騒音化に加え，スペースの有効利用に配慮している。主

な特長は次のとおりである。

並列12パルス整流器（相間リアクトルなし）の採用に

より，高調波対策を図っている。

小形直流高速度遮断器を適用した直流 1.5 kV 閉鎖配

電盤化の採用により，省スペース化，安全性向上を図っ

ている。

（2）

（1）

図５　低騒音形整流器用変圧器

富士電機では，電気鉄道直流変電所の次世代化を指向し

た直流高速度真空遮断器の製品化を完了し，納入を開始し

た。従来から使用されてきた高速度気中遮断器（HSCB）

に比較して以下のような多くの特長を持っている。

アークレス遮断方式であるためにほとんど損耗がなく，

保守点検周期を大幅に延長できる。

小電流から大電流まで全領域にわたって確実に遮断で

き，負荷投入性能も優れている。

アークスペースが不要なため，HSCB盤に比較して約

50 ％の容積に小形化できる。

保安上安全な構造とし，また SF6 ガスを使用しない

新しいガスコンデンサの採用により，地球環境を配慮し

た不燃化を実現している。

（4）

（3）

（2）

（1）

図６　直流高速度真空遮断器

関連論文：富士時報 1999.2 p.111-117
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シンガポール地下鉄車両用VVVF駆動および補助電源システム

東日本旅客鉄道（株）新形寝台特急客車「カシオペア」用電源装置

直流電車用補助電源装置

図７　C751B形地下鉄用電車

東日本旅客鉄道（株）は，寝台特急客車「北斗星」の後継

車として，E26 系「カシオペア」を製作・運用している。

富士電機は，この客車の電源車（写真の左手前）の車体

下部にコンパクトに搭載される発電装置（440 kVA× 2）

を製作・納入した。この装置の特長は次のとおりである。

発電機はブラシレス構造とし，保守性を向上させた。

プログラマブルコントローラを適用し，リレー回路の

無接点化を図るとともに，ソリッドステートコンタクタ

を適用してラジエータファン用回路の無接点化を図り，

配電盤の保守性を向上させた。

車両情報（モニタ）装置との制御伝送機能により，各

車掌室からの状態監視および発電装置の起動・停止が可

能となった。

（3）

（2）

（1）

図８　「カシオペア」電源車

近年，車両用補助電源装置として，高効率・高性能・高

機能・省メンテナンスである静止形インバータ装置（SIV）

が用いられている。SIV は新形車両だけでなく，旧形車両

の電動発電機の置換え用としても適用されている。

富士電機はこの SIV の多くの製作実績を有する。特に

直流電車用 SIV は系列化を進めており，多様な仕様・容

量に対応することができる。1999年には83セットの直流電

車用 SIVを製作，納入した。特長は次のとおりである。

高耐圧・大容量 IGBTの適用による小形・軽量化

車両制御伝送にも対応可能で，自己診断機能，故障モ

ニタ機能を有することによるメンテナンス性の向上

豊富な実績に基づく適切な EMI（電磁干渉）フィル

タなどの適用による誘導障害対策の実現

（3）

（2）

（1）

図９　70 kVA補助電源装置

市街地中心部への自動車の乗り入れを制限しているシン

ガポールでは，地下鉄は国民の最も重要な交通手段である。

LTA（Land Transport Authority）は，地下鉄のチャン

ギ空港線乗り入れのため，車両の大幅な増備を計画した。

川崎重工業（株）と日本車輌製造（株）は，126 両（21編成）

を受注し，富士電機は，主回路電機品および補助電源装置

を両社から受注した。1999年末，第 1編成車両の試運転を

無事完了した。2001年 4 月には全 126 両が納入されて営業

運用される。主要機器および特徴は次のとおりである。

VVVFインバータ：IGBT適用一次磁束基準磁束制御

形ベクトル制御，最大出力；415 kVA× 2，84台

補助電源装置：IGBT 適用インバータ，バッテリー

チャージャ付き，定格；80（55）kVA＋16 kW，126 台

（2）

（1）
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