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■ 図２ インバータ装置外観
　 Fig.2 Inverter

京成電鉄株式会社AE形特急電車用電機品
Electric machinery equipment of Type AE limited express train for Keisei Electric Railway 
Co.,Ltd.

１．まえがき

　京成電鉄株式会社は，平成22年7月に開業する成田スカイ
アクセス用の新型特急電車AE形を製作した。新たなルート
で，都心と成田空港（空港第2ビル）の間を36分台で走行する
AE形車は最高速度160km/hでの連続運転が可能で，その性
能と合わせて，外観や内装も従来のAE100形車に代わる京成
電鉄株式会社の新たなフラッグシップトレインにふさわしい
車両となっている。
　AE形車の主要諸元を表１に，車両の外観を図１に示す。
　当社はAE形車用として主回路用電機品，運転室用機器，
補助回路用機器などを納入したが，特に主回路用については
集電装置，制御装置，及び動力装置のすべての機器を製作し
ている。本稿では，これら主回路用電機品の概要を紹介する。

■ 表２ 制御装置構成
　 Table2 List of control equipments

インバータ装置
（RG6009-A-M）

IGBT 使用 2 レベル電圧形 PWM
インバータ 2 群
ベクトル制御による VVVF 駆動制御

断流器箱
（SA143-A-M）

定格 1500V 800A 
電磁式高速度遮断器 1 台
定格 1500V 800A 
電磁式単位スイッチ 4 台

フィルタリアクトル
（L3040-A）

空芯 乾式自然冷却
定格 1500V 417A 8mH 2 回路

■ 表１ 車両主要諸元
　 Table1 Major features of vehicle

項　目 仕　様

編成

車種 M1c M2S T1 T2 M1’ M2N M1 M2c

自重［t］ 40.0 39.0 33.0 33.0 40.0 38.5 39.5 37.5

定員［人］ 40 56 56 42 52 56 56 40

車体 19000（先頭車 19500）× 2794 × 4050mm 

軌間 1435mm

電気方式 架空電車線式　DC1500V

制御装置 VVVF インバータ装置

主電動機 三相かご形誘導電動機

駆動装置 TD 継手式平行カルダン軸駆動方式

歯車比 93/19=4.89

ブレーキ装置 電気指令式電空併用ブレーキ装置
回生ブレーキ・滑走防止装置付

集電装置 シングルアーム式パンタグラフ

最高速度 160km/h（営業運転）　　170km/h（設計）

加速度 2.0km/h/s

減速度 4.0km/h/s（常用）　　4.5km/h/s（非常）

２．機器概要

２. １ 制御装置

　制御装置は，定格3300V･1200AのIGBTを使用した2レベ
ル方式で，主電動機4台を一括制御するインバータを2群内蔵
したインバータ装置を中心に，アークレス方式の主回路用遮
断器を内蔵した断流器箱，及びフィルタリアクトルで構成さ
れている。インバータは走行風自冷のヒートパイプ冷却方式
であるが，AE形車は側面床下がカバー付で走行風の効果が

限定的になるため，ヒートパイプ下部に補助冷却用のファン
ユニットを取り付けている。
　制御装置の構成を表２に，インバータ装置の外観を図２に
示す。

■ 図１ AE 形車外観
　 Fig.1 Appearance of Type AE train
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■ 図４ 駆動装置外観
　 Fig.4 Driving Gear Unit

（a）主電動機側

（b）反主電動機側

２. ２ 主電動機（TDK6070-A）

　主電動機は，小形・軽量化を図った自己通風の三相かご形
誘導電動機である。主電動機内に侵入した水や塵を，外枠下
部に設けたダクトと冷却ファンの排圧を利用して外部に自動
排出する構造を採用している。速度センサは，1回転60パル
ス出力の無電源ダブルパルスセンサである。
　主電動機の定格を表３に，外観を図３に示す。

■ 表３ 主電動機定格
　 Table3 Traction motor ratings

形　式 TDK6070-A

出　力 175kW

電　圧 1100V

電　流 122A

周波数 107Hz

回転速度 3155min-1

■ 図３ 主電動機外観
　 Fig.3 Traction motor 

２. ３　駆動装置（KD459-A-M）

　駆動装置は，TD継手を用いた平行カルダン駆動方式，は
すば歯車による一段減速で，歯車比は93/19=4.89である。歯
車と各軸受への潤滑は共通の潤滑油によって行い，大歯車の
回転による完全飛沫方式としている。歯車箱は一体構造とし，
歯車箱下部を真円形状とすることで潤滑性能向上を図った。
また，速度160km/h走行への対応のため，歯車箱からの潤
滑油漏れ防止，及び外部からの異物侵入防止対策として，車
軸部分の密閉に軽接触方式ダストシールを採用した。
　歯車箱吊り装置は，防振ゴムを介して吊りボルトにより台
車に対して垂直に支持され，主電動機軸と小歯車軸との相対
高さ調整は，防振ゴムの上下に組込まれたライナを入れ替え
ることにより行う。
　継手は，CFRP製たわみ板を採用している。
　駆動装置の外観を図４に示す。

２. ４ 集電装置（PT7131-C）

　集電装置は，京成電鉄株式会社既存のPT7131-Bシングル
アームパンタグラフを基本としている。
　高速走行対応として，架線とパンタグラフの共振を抑制す
るためオイルダンパを追加し，更にすり板は，強度的な面か
らメタライズドカーボンすり板を採用している。
　パンタグラフの仕様を表4に，外観を図5に示す。

■ 表４ パンタグラフ仕様
　 Table4 Specification of pantograph

項　目 仕　様

形式 PT7131-C

枠形状 シングルアーム式

動作方式 バネ上昇・空気降下

標準押上力 54N ± 2N 

操作空気圧 390kPa ～ 690kPa

すり板 メタライズドカーボンすり板

作用高さ 碍子下面より

折り畳み 330mm +0mm, −10mm

最低作用 430mm

基準作用 1230mm

最高作用 1830mm

突き放し 2030mm ± 30mm

その他
オイルダンパ付き
上昇検知装置付き
手動カギ外しなし
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■ 図５ パンタグラフ外観
　 Fig.5 Pantograph

３．むすび 

　以上，AE形車用主回路電機品について紹介した。
　終わりに，これらの製品の設計・製作にあたり，多大なご
指導を賜った京成電鉄株式会社，並びにご協力いただいた関
係各位に厚く御礼申し上げる。


