
車両システム の流れ 

1881 ドイツ・ジーメンスが、
ベルリンで世界初の動力分散式
電車を製作、実用化。 

1904 わが国初の郊外電車営業運転が、
甲武鉄道(２年後に官営化)の飯田町～中
野間で始まる。 

1895 わが国初の電車営業
運転が、京都市で始まる。 

郊外電車・地下鉄 
 ・新幹線電車 路面電車 

・ﾄﾛﾘｰﾊﾞｽ 

1918 当社創立、電気鉄道車両用電機品の国産化を狙い、 
英国ディッカー社と製作／販売契約を締結 

1879 ドイツのベルリン博覧会
に、ジーメンスが世界初の電気
機関車(DC150V,3HP,第３軌条)
を出品。 

第２次世界大戦 

1912 横川～軽井沢間のアプト
式路線が蒸気機関車から、わが
国初の電気機関車(EC40形,ドイ
ツAEG製)に置き換え。 

1920 当社初の電気機関車
(16ton)を、駿豆鉄道に納入。 

1934 鉄道省向け電気機関車全体
を、当社として始めて受注・製作。 

1932 わが国初のトロリー
バスを、京都市(四条大宮～
西大路四条)に納入(イギリ
ス・ＥＥ社の技術を導入)。 1935 わが国初のディーゼル

電気動車(ドイツ・ユンケル製
エンジン,ワードレオナード制
御)を、相模鉄道に納入。 

1919 国産初の電気機関車(アプト
式,ED40)が、鉄道院大宮工場で完成。 

電気機関車 
・ディーゼル電気機関車 

新交通システム 
 

産業用電気車両 

1908 国の鉄道の所管が、逓信省か
ら鉄道院に変わる。 

1920 鉄道院が、
鉄道省になる。 

1920 わが国初の純私営郊外電
気鉄道である阪神急行電鉄(現・
阪急神戸線)が開通。 

1920 当社初の路面電車(40人乗り
単車)を、玉川電鉄に納入。 

1922 鉄道省が幹線用電気機関車を、
米国およびヨーロッパから輸入開始。 1922 関東大震災。 

1926 日立が、鉄道省向けとしては民間
企業初の電気機関車(ED15)を完成。 

1927 わが国初の地下鉄が、
上野～浅草間に開通。 

1928 鉄道省初の国産幹線用電気機関車(EF52
形)が完成(共同設計,機器は各社で製作)。 

1930 阪和電鉄(現・ＪＲ西日本阪和線)
に、当社初の発電・回生ブレーキ付き電
気機関車(50トン)を納入。 

1938 英国イングリッシュ・エレクトリック社との契約満了。 

1949 鉄道省からＪＮＲ(日
本国有鉄道)に移行。 1952 ＪＮＲの戦後初の電気機

関車(EF58,115ton)完成(共同設
計)、当社も受注・製作。 

1953 主に第２次世界大戦前後の米国での技術
発達の影響を受けて、電気鉄道車両技術の近代
化が始まる。 

1955 ＪＮＲ初の８軸電気機
関車(EH10)完成、当社も製作。 1956 ＪＮＲで高性能電車

モハ１０１が誕生。当社も
重要部分を設計担当。 

1959 複巻電動機を使用した電
空連動回生ブレーキ常用の電子
制御電車が完成。当社はその電
気品一切を担当。 

1961 米国ＧＥ製の置き
換え用として、パナマ運河
曳船用新形電気機関車を
受注・製作し、翌年から納
入開始。 

1972 わが国の大都
市路面電車が次々
と廃止される。 

1973 新交通シ
ステム用電気品の開
発・製作に参入。 

1981 大阪市の新
交通ニュートラム用
に、主要電気品を納
入。その後の新交通
システム用電気品の
最大手メーカとして
の基礎を確立。新交
通システム用電気品
の開発・製作に参
入。 

1906 鉄道国有法が施行され、全国
の主要１７私鉄を国が買収。 

1971 小松フォークリフ
ト社に、電動フォークリフ
ト用電気品を納入。累計約
１０００台分を納入。 

1979 ソ連輸出向け電動ダンプ
トラック用電気品一式を、小松
製作所に納入。累計約７００台
分に達した。 

1984 東急電鉄に、営業試験
用ＶＶＶＦを初めて納入。車
両用インバータ開発合戦が
スタート。 

1987 当社初の路面
電車用ＶＶＶＦシステ
ムを、広島電鉄に納
入。 

1987 ＪＮＲ分割により、８つのＪＲグループ
会社が発足。 

2000 パナマ運河の更新用電
気機関車の第１陣２６両を納
入。最新のＶＶＶＦ技術を駆使
した高性能機関車。最終的には
１００両となる。 

2001 当社初の低床式
路面電車用屋根上取り
付け形ＶＶＶＦを、鹿児
島市に納入。路面電車用
電気品のトップメーカの
地位を確保。 

2002 愛知国際博覧会
(2005年)に使用されるリ
ニアモーターカー(HSST)
用電気品を、愛知高速交
通より受注。 

磁気浮上 
ﾘﾆｱﾓｰﾀｶ  ー

1997 熊本市に、わが
国初の完全低床式路面
電車が登場。車体と大
部分の機器がドイツ(ア
ドトランツ)製。 

1999 広島電鉄に、わが
国で２番目の完全低床式
路面電車が登場。車体と
大部分の機器がドイツ
(シーメンス)製。 

1988 日本航空の子会社
ＨＳＳＴ社が開発中の常
電導リニアモータカー用
電気品の、開発・製作に
参入。埼玉博覧会で運転
されるHSST-04の電気品
を納入。 

1991 中部ＨＳＳＴ社向
けリニアモータ実験車
(HSST-100S)が、実験運転
開始。静粛・乗り心地よ
さ・経済性を兼ね備えた
交通システムとしての公
的評価を受ける。 

1983 埼玉新
都市交通・伊
奈町線用電気
品納入。 

1993 関西国
際空港内新交
通システムの
電気品納入。 

1995 香港
新空港ＡＰ
Ｍ用電気品
納入。 

1994 東京臨
海新交通ゆり
かもめ用電気
品納入。 

鉄輪走行 
ﾘﾆｱﾓｰﾀｶ  ー

1986 カナダ・
バンクーバーで、
鉄輪走行リニア
モータ駆動の 
SkyTrain が営業
開始。 

1990 大阪市地
下鉄・鶴見緑地
線で、リニアメ
トロが営業開始。
わが国初の小断
面地下鉄。 

1991 東京都地
下鉄・大江戸線
開通、リニアメ
トロ車両が運行
開始。 
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駆動システム の 流れ釣り掛け式駆動システム  

主電動機を、軸受けを介して車軸で支持
することにより、減速歯車の正確な噛み
合いを維持する方式。 

 1906 鉄道国有法が施行され、全国
の主要１７私鉄を国が買収。 1918 当社創立、電気鉄道車両用電機品の国産化を狙い、  

英国ディッカー社と製作／販売契約を締結 

第２次世界大戦 

台車装荷式駆動システム 
電車の高速化に伴い、軌道と主電動機相互間の悪作用が目
立ってきた。主電動機を含む大きなバネ下質量が軌道の疲労
を早める一方、軌道から来る強烈な振動が主電動機の整流状
態を悪化させていた。そこで、主電動機をバネ上に装荷して、
両者間を絶縁する構造が研究され始めた。 

1920 当社初の主電動機(DK9-C, 50HP)を京阪
電鉄に納入。ディッカー社の設計そのまま製作。 

1908 国の鉄道の所管が、逓信省か
ら鉄道院に変わる。 

1919 アプト式用国産電気機関車用に、
国産初の主電動機(他社製)採用。 

 

 

1920 鉄道院が、鉄道省になる。  

 
1923 主電動機(MT10, 150HP)を、初めて鉄道
省に納入、業界における地位を確立。  

 1924 わが国初のころがり軸受付き主電動機
を、京阪電鉄に納入。同業他社をリード。 台車装荷 台車装荷 車体装荷 

 直角カルダン式 平行カルダン式 直角カルダン式 
1924 鉄道省が、電車用標準形主電動機
(MT15)を開発(共同設計)し、当社も製作。 

 台車枠に主電動機を固定し、
車軸に取り付けたベベル歯車
減速機との間を、短いカルダ
ン軸で結ぶ方式。 

台車枠に主電動機を車軸と平
行に固定し、車軸に取り付け
た平歯車減速機との間を、特
殊な可撓継手で結ぶ方式。 

自動車の駆動システムを踏襲し
たもの。  

1928 鉄道省初の国産幹線用電気機関車(EF52
形)が完成(MT17,共同設計)、当社も製作。 1932 わが国

初のトロリー
バスを、京都
市に納入。電
気品は当社で
製作。 

 

1936 米国で高性能路面
電車ＰＣＣカー開発、台車
装荷の直角カルダン(自動
車と同じ方式)採用。 

1936 米国で地下鉄向け台
車装荷モータ用のＷＮ
(Westinghouse Nuttale) 継手
(歯形継手の一種)の実用化。 

 1932 わが国初の複巻主電動機(回生ブレーキ
用)を、京阪電鉄(京津線)に納入、わが国の回生
ブレーキのリーディング・メーカーとなる。 

 

 
1938 英国イングリッシュ・エレクトリック社との契約満了 

 1951 わが国の各社で、台車装荷駆動システムの研究始まる。当社もカルダン駆動装置の基礎研究
に着手。狭軌が多いわが国の電鉄では、自動車の技術を応用して比較的容易に高い減速比が得られ
る直角カルダン方式が、最初に実用化されることになる。またピニオンとギヤーを精密に噛み合わ
せることにより、高い減速比が得られ、主電動機の回転速度を上げて軽量化が可能になる。 

1949 鉄道省か
らＪＮＲ(日本国
有鉄道)に移行。

 

 

 1952 わが国初の平行カルダン駆動装置２種(スイス
のＢＢＣ社のディスク方式にヒントを得た中空軸カ
ルダン、米国のＷＮ継手に似た中実軸歯形継手)を、
京阪神急行(現・阪急)京都線で現車試験。 

リニアモータ 
駆動システム 
台車に取り付けたリニ
アモータと、地上の２
次導体などの相互作
用で、推進力を得る。

1953 わが国初の中空軸平行カルダン駆動システムを、
京阪電鉄(1801号車)に納入。モータ側にゴムと歯形継
手、ピニオン側に撓板継手を使用した。 

 
1953 東芝が同社
初の直角カルダン駆
動装置を、東武鉄道
に納入。 

1956 ＪＮＲ仙山線用交
直流電車に、直接形主電動
機を納入し、他方式との比
較試験。 

 

 1953 三菱が中実軸モータとＷＮ継手を使用した駆
動システムを、京阪電鉄(1802号車)に納入。前項の1801
号車と編成を組む。また、ニューヨーク地下鉄最新
形と同一電気品を営団・丸の内線に納入。

1962 ＪＮＲ鉄道技研
で、リニアモータによ
る推進・浮上鉄道の研
究始まる。次世代の新
幹線を睨んだもの。

 

1987 ＪＮＲ分割により、８つの
ＪＲグループ会社が発足。 

2000 パナマ運河の更新用
電気機関車の第１陣を納
入、主電動機はかご形ＩＭ
となった。 

1972 わが国の大都市路面
電車が次々と廃止。京浜・
京阪神地区への人口集中
と、モータリゼーション過
熱が主因。 

1961 パナマ運河曳船用
電気機関車主電動機(２
次巻線付きＩＭ)を納入。
中空軸カルダン駆動シス
テムの開発や、新幹線開
発への貢献などが、米国
にも認められた結果。 

 

1954 世界初の狭軌用撓み板継手式中空軸カルダン駆
動装置を、名古屋鉄道と南海電鉄に納入。更に初の路面
電車用を西鉄市内線に納入。

 1954 三菱が、同社
初の直角カルダン駆
動式を、小田急電鉄
に納入。 

 1972 日本航空が、浮上
式常電導リニアモータ
カーの開発を始める。地
上の航空機という概念。

 1957 当社の中空軸カルダ
ン駆動システムが、ＪＮＲ新
形電車(ﾓﾊ101)に採用。わが国
の駆動装置２大メーカの一
つとしての地位を確立。 

1956 三菱がわが国
初の狭軌用ＷＮ継手
式駆動装置を、富士
急行に納入。 

 1962 ＪＮＲの電気機関車用駆動装
置の見直しの結果、クイル式を止め、
釣り掛け式に戻った。ヨーロッパの
大容量電気車では、現在もクイル方
式が主流なのと対照的である。 

1976 当社独
力による直角
カルダン駆動
装置を、相模
鉄道に納入。 

1974 ドイツで、連邦政
府主導により、常電導磁
気浮上リニアモータ車両
の開発始まる。

 

1981 大阪
市の新交通
ニュートラ
ム(三相交流
600V)用に、
当社初の直
流分巻主電
動機を納入。
新交通では、
主電動機は
車体に装荷
されるため
軌道との分
離効果が更
に大きい。 

2002 2005年開催の愛知
国際博覧会のアクセスに
使用されるＨＳＳＴ用リニ
アモータ等を受注。 

1997 ＪＲ総研・将来
の中央新幹線予定ルー
ト上の山梨実験線で、
走行実験開始。 

1990 大阪市地下鉄・鶴
見緑地線で、リニアメト
ロが営業開始。わが国初
の小断面地下鉄。

1986 カナダ・バンクー
バーで鉄輪走行リニア
モータ駆動の SkyTrain 
が営業開始。 

1988 1988埼玉博覧会向
けＨＳＳＴ用に、当社初の
リニアモータを納入。

1997 直流主電動機の量産を
終了。中・小私鉄および路面電
車にも、インバータが定着。 

1997 ＪＲ東海の新幹線の一部で、カバー付き低騒音ＴＤ継手を試用開始。

1995 香港
新空港向け
ＡＰＭ用に、
直流分巻主
電動機を納
入。 

1993 複巻直流主電動機の量産を
終了。インバータ技術の完成とと
もに、主役の座をＩＭに譲る。 

1989 ＣＦＲＰ製ＴＤ継手を完
成、京阪電鉄に納入。継手の軽
量化と耐久性向上を実現。

1989 新幹線用アルミ製ギヤーケー
スを開発、ＪＲ東海の新型車両に採
用決定。新幹線の高速化に貢献。

1985 東急電鉄に、当社初の量産ＩＭを納入。

1980 当社初の車両
駆動用誘導電動機を
試作し、相模鉄道で現
車試験。来るべきイン
バータ時代の先駆け。

1980 主電動機の
Ｃ種絶縁方式を完
成し、直流主電動
機と交流主電動機
に順次適用。

1969 中実軸主電動
機用ＴＤ継手完成、京
王帝都電鉄に納入。

1962 ＪＮＲ新幹線
用主電動機・駆動装置
の納入開始。

1960 三菱のＷＮ継
手が、ＪＮＲ新幹線
電車に採用決定。

1959 わが国初の２軸／１
モータ式平行軸カルダン駆
動装置を、東急に納入。

1957 ＪＮＲ初のク
イル式駆動装置(４リ
ンク継手使用)を、交
流電気機関車に採用。

 1958 わが国初の補償巻線
付き主電動機を、南海電鉄高
野線に納入。界磁制御範囲が
極めて広い。
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抵抗制御・位相制御 の 流れ 抵抗制御システム 
直流主電動機に直列抵抗を挿入し、速度上昇に合わせ
て順次短絡して行く。主電動機が複数あれば、直／並
列切り替えもできる。高速域では、界磁弱め制御を行
うことができる。界磁の極性を逆にすれば、発電ブレー
キを掛けることができる。 
２次巻線形ＩＭ（誘導電動機）の場合は、２次側に挿
入した抵抗器を順次短絡しながら起動する。 

1918 当社創立、電気鉄道車両用電機品の国産化を狙い、 
英国ディッカー社と製作／販売契約を締結 

第２次世界大戦 

位相制御システム 
交流電源を半導体により位相制
御して得られる可変直流電圧
を、直流主電動機に供給する。
界磁の極性を逆にすれば、回生
ブレーキが行える。 

1949 鉄道省からＪＮＲ(日本国有鉄道)
に移行。 

1898 世界初の総括制御装置(電磁接触器式)が米国・スプラーグ
により開発され、シカゴ高架鉄道に納入。 

1914 鉄道院・京浜線で、連結運転のためＧＥ製スプラーグ式総括制御装置採用。 

1904 甲武鉄道・飯田町～中野間で、DC600Vによる電車運転開始、
ＧＥ製電磁接触器式およびＷＨ製単位スイッチ式制御器を装備。 

1920 わが国初の国産直接式制御器(ディッカー式)を、
京阪電鉄に納入。各社がこれに追随することになる。 

1920 鉄道院から鉄道省に変わった。 

1922 鉄道省の東海道本線電化に備え、幹線用電気機関車を米国およびヨーロッパから輸入開始。
米国製は単位スイッチ式、ヨーロッパ製は電動カム軸式と単位スイッチ式制御装置。 

1923 国産初の電車用カム軸式総括制御装置(電空式)を、
東芝・日立が鉄道省に納入。 

1926 わが国初の電車用国産電動カム軸式制御装置を、京成電軌(現・
京成電鉄)に納入。電動カム軸式の利点をユーザが認識することになる。 

1927 わが国初の大容量総括制御装置を、新京阪鉄道(現・
阪急電鉄京都線)に納入。わが国初の減流遮断方式採用す
るなど、当社独自の技術開発成果が表れだした。 

1928 鉄道省初の国産電気機関車が完成。これから約３０年の間、
単位スイッチ式が鉄道省の機関車の標準となる。 

1930 ドイツのハノバー市電で、複巻主電動機を使用した回生ブ
レーキ制御方式が開発され、電気協会の委員会で論議された。 1932 わが国初のトロリーバスを、京都市(四条大宮～

西大路四条)に納入(イギリス・ＥＥ社の技術を導入) 

1932 わが国初の、複巻主電動機による回生/発電ブレーキ付き直接制御器を、京阪
電鉄京津線に納入。その後の複巻電動機による回生ブレーキ発達の基となった。 

1933 当社初の常用発電ブレーキ付きカム軸制御器を、大阪市
地下鉄に納入。ブレーキシュー磨耗粉の発生抑制に貢献。 

1934 三菱が初のシーケンススイッチ式自動加速制御
器を、東京地下鉄道に納入。カム軸式に対抗したもの。 

1936 日立が電動カム軸式制御器に参入。東京高速鉄
道(現・営団銀座線)に納入。 

1939 当社初のカム接触器上下２段配列のカム軸式
制御器を、静岡電鉄に納入。日立のＭＭＣと競う。 1938 英国イングリッシュ・エレクトリック社

との契約終了 
1939 日立が初の１方向２回転式カム
軸式制御器ＭＭＣを、東横電鉄に納入、
同社初のカム接触器上下２段配列。 1940 東芝も初の接触器上下２段配列のカム軸

式制御器(油圧操作式)を、名鉄に納入。 

1948 鉄道省電車では初の電動カム軸式制御器を
３社が独自の方式で競作、当社はCS100形を納入。 1950 ＪＮＲ電車では初の電動カム軸制御器が

完成(共同設計)し、各社が製作。ＪＮＲも電空カ
ムから電動カムに移行。 1953 当社初の１方向２回転抵抗カム軸式制御器を、

京王帝都電鉄本線に納入。この１方向２回転式は、そ
の後約２０年間、業界で主要な方式の一つとなる。 

1957 東芝が、ＧＥ設計のパッケージ形ＭＣＭ制御装
置(直並列制御)を製作し、阪神電鉄のジェットカー試
作車に供試。当社と同様の２カム軸個別駆動式。 

1953 三菱が営団丸の内線に、ニューヨーク地下鉄
最新形と同一設計品を納入。わが国初の本格的な電空
連動発電ブレーキ付き多段制御器のはしりとなる。 1953 当社初の電空連動発電ブレーキ付き多段カム軸

式制御器を、京阪電鉄に納入。電鉄車両の近代化に遅
れることなく参入。 

1961 パナマ運河曳船用電気機関車(ＩＭの極数切り替えと２次抵
抗制御)を完成、展示祝賀会開催。中空軸カルダン駆動システムの
開発や、新幹線開発への貢献などが、米国にも認められた結果。 

1956 当社初の８Ｍ／１Ｃ制御器を、京浜急行に納入。
カム軸式の８Ｍ／１Ｃでは世界初となる。 

1959 制御回路を主に磁気増幅器により構成した複巻
主電動機による回生車制御装置を、京阪電鉄に納入。
郊外電車の回生ブレーキ常用化の先頭を切る。 

1960 わが国初の定速運転機能回生ブレーキ
付き制御装置を、阪急電鉄に納入。電車の制御
装置にわが国で初めてトランジスタを採用。 

1963 ＭＧ出力から磁気増幅器により界磁電流を制
御する定速制御付き回生車用制御装置を、名古屋鉄
道に納入。複巻電動機の分巻界磁制御電子化の最初
の試み。 

1954 当社新開発の小形カム接触器を使用した発
電ブレーキ常用制御器を、京成電鉄に納入。わが
国初の個別カムモータ駆動２カム軸制御器。 

1957 ＪＮＲの高性能電車用の電動カム軸式制御器が
完成(東芝が主担当、当社が協力)し、各社が製作。 

1958 高性能電気機関車(ED60)に、わが国初の抵抗
バーニア制御採用、その部分に国産ＪＮＲ電気機関車
初の電動カム軸採用(共同設計,各社が製作)。 

1954 三菱が、世界初の８Ｍ／１Ｃ制御器(単
位スイッチ式)を、小田急電鉄に納入。機器が
２車体に分散された初期の製品。 1954 東芝が、２軸／１モータ電動カム軸式

電空連動ブレーキ付き多段制御装置を、東急
に納入。前年の営団向け三菱製品とともに、
わが国での電車技術近代化の火付け役となる。 

1959 東芝が、ＧＥのＭＣＭ制御器をフリー
ホイール式に組み替えたＭＣ形を、阪神電鉄
に納入。２軸／１モータ駆動にこだわりを。 

1959 三菱が、わが国初の電車用バーニア抵抗
制御カム軸式制御器を、小田急電鉄に納入。 1959 日立が、電車用抵抗バーニア制御に参入、近鉄に納入。 

1963 ＪＮＲ信越本線電化に伴い、アプト式を廃止するた
め、高粘着電気機関車を開発。初めて全電動カム軸となる。 

1957 ＪＮＲ交流電気機関車で、わ
が国初の水銀整流器イグナイトロン
による低圧側位相制御を実現。 

1959 ＪＮＲ交流電気機関車で、
わが国初のエクサイトロンによる
低圧側連続位相制御を実現。 

1973 新交通システム(ＮＴＳ)
の開発(新潟鉄工と共同)に参入。
試験車による実験運転開始。 

1981 大阪市の新交通ニュー
トラム(三相交流600V)用に、直
流分巻主電動機のサイリスタ
位相制御式制御装置を納入。 

1993 関西国際空港内の新交通
システム(三相交流600V)に、直
流分巻主電動機のサイリスタ位
相制御式制御装置を納入。 

1994 東京臨海新交通「ゆりか
もめ」(三相交流600V)用に、直
流分巻主電動機のサイリスタ位
相制御式制御装置を納入。 

1995 香港新空港向けＡＰＭ用
に、直流分巻主電動機のサイリス
タ位相制御式制御装置を納入。 

1969 日立がわが国初の界磁チョッパ
装置を、東急電鉄に正式納入。 

1971 複巻主電動機使用回生車用の界磁チョッパ装置量産品
を、京王帝都電鉄に納入。補助電源(ＭＧ／ＳＩＶ)からの励磁
方式と並んで、もう一つの標準的な励磁制御方式となる。 

1985 添加励磁方式の回生ブレーキ付き制御装置が、
ＪＮＲ山手線用に完成(東芝,当社が設計担当)。 

1982 マイクロプロセッサを使用した回生車用制御装置を、
京成電鉄に納入。電車にも、最先端の制御素子を導入。 

1997 直流主電動機用の抵抗制御カム軸式制御器の量産を終了。ＶＶＶＦに主役を譲る。 

1969 ＪＮＲ交流電気機関車
で、わが国初のサイリスタによ
る位相制御を実現。 
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チョッパ・ＶＶＶＦ の 流れ 

電機子チョッパ制御 
電力用半導体のスイッチング動作により、直
流電圧を降圧／昇圧して、直流主電動機に供
給し、力行／回生制御を行わせる。 
起動抵抗器が不要なので、制御効率が高いが、
直流電源側にＬＣフィルタが必要である。 

1918 当社創立、電気鉄道車両用電機品の国産化を狙い、 
英国ディッカー社と製作／販売契約を締結 

第２次世界大戦 

ＶＶＶＦ（Variable Voltage, Variable Frequency） 
インバータによる、ＩＭ（Induction Motor）の制御 
電力用半導体のスイッチング動作により、直流電圧を３相交流電圧に変換し、３相ＩＭに供給
する。滑り周波数をマイナスにすれば、回生ブレーキとなる。 
起動抵抗器が不要なので、制御効率が高いこと、および直流電源側にＬＣフィルタが必要な点
は、チョッパ制御と同様であるが、主電動機が整流子なしのＩＭになることと、力行／回生で
主回路の切り替えが不要になる点が、チョッパ制御と比べて大きな利点である。 

1970 ドイツ・ＢＢＣ社が、世界初のＶ
ＶＶＦ制御のディーゼル電気機関車
(DE2500)を試作、ドイツ国鉄等で試験。 

1980 当社製逆導通サイリスタ使
用の実験用ＶＶＶＦ装置を、相模
鉄道で車内設置により実施。 

1975 ドイツ・ジーメンス社が、路面
電車用ＶＶＶＦ制御装置を開発。 

1976 ドイツ・ＢＢＣ社(および機械メーカ)が、
上記 DE2500形を基にＶＶＶＦ制御の貨物用電気
機関車(E120)を完成し、ドイツ国鉄に納入。 

1963 ドイツのジーメンス社により、チョッ
パ制御蓄電池機関車完成。 

1965 ドイツで、架線式チョッパ
制御電気機関車完成。 

1965 営団・荻窪線で、わが国初の発
電ブレーキ付きチョッパ制御(三菱製)
の現車試験実施。 

1967 ＪＮＲ横須賀線で、回生ブレーキ付きチョッ
パ制御車(101系改造,東芝製)の現車試験実施。 

1967 当社初の、回生ブレーキ付きチョッパ制御の現
車試験を東京都地下鉄で実施。チョッパによるわが国
初の本線上での回生試験となった(変電所に抵抗設置)。 

1982 三菱が、わが国初の路面電車
用ＶＶＶＦを、熊本市に納入。 

1968 営団・東西線で、営団初の回生ブレーキ付き
チョッパ制御車の現車試験実施。 

1968 チョッパ制御式電気自動車の試作が始まる。 

1969 イタリアのミラノ地下鉄で、力行のみの
チョッパ制御車が完成。 

1970 わが国初の営業用チョッパ制御車(力行の
み)が、阪神電鉄で運転開始。 

1971 わが国初の営業用回生ブレーキ付きチョッパ
制御車が、営団・千代田線で運転開始。 

1972 海外初の回生ブレーキ付きチョッパ制御車が、
フランス・パリ地下鉄で運転開始。 

1972 世界初のブレンディングブレーキ式チョッパ制御
車が、米国・サンフランシスコＢＡＲＴで運転開始。 

1974 直並列チョッパ方式の現車試験を、前年の京浜急
行に続き、ＪＮＲ根岸線でも現車試験を行う。２相２重
チョッパとの経済性上の相性が悪く、実用化を断念。 

1981 当社独自のＡＦＥチョッパ装置を、阪急で試用
開始。高速域で、連続自動的に弱界磁になる。 

1981 ＪＮＲの電機子チョッパ制御量産車運転開始
(共同設計)。中央線をすべてチョッパ車に置き換え。 

1981 当社独自のＡＦＥチョッパ装置を、東武鉄道・
東上線に始めて正式に納入。 

1982 ＪＮＲ山陽本線連続勾配区間(瀬野～八本松)用
補助機関車(EF67)に、当社が電機子チョッパ装置を納入。
わが国唯一のチョッパ機関車。 

1997 当社最後の電機子チョッパ(ＡＦＥ)装置を、
東武鉄道・東上線に納入。 

1982 当社初の回生ブレーキ付き
逆導通サイリスタ式ＶＶＶＦ装置
の現車試験を、阪急電鉄で実施。
これは、わが国初の郊外電鉄本線
上の回生ブレーキ付きＶＶＶＦ試
験走行となった。 

1983 日立がＧＴＯ式ＶＶＶＦ試作品
を、東急電鉄で夜間本線試験。 

1984 日立の改良型ＧＴＯ(2.5kV)式ＶＶＶＦ
装備車が、大井町線で営業運転開始。 

1984 東芝のＧＴＯ(2.5kV)式ＶＶＶＦ装備
車が、大井町線で営業運転開始 

1984 東急電鉄に、ＧＴＯ(4.5kV)
式ＶＶＶＦを納入、大井町線で営
業運転。初の坂道後退からの起動
機能を採用。 

1984 ＪＮＲ常磐線(千代田線乗り
入れ車)に、フロン沸騰冷却ＧＴＯ
式ＶＶＶＦ(共同設計)を納入。 

1987 わが国初のヒートパイプ冷却式ＧＴＯ式ＶＶＶＦを、広島電鉄に納入。
これ以降、ヒートパイプ冷却が当社の標準となる。 

1987 ＪＮＲ分割により、
８つのＪＲグループ会社が
発足。 

1988 世界初の８モータ／１イン
バータヒートパイプ冷却ＧＴＯ式
ＶＶＶＦを、東急電鉄に納入。 

1988 1988埼玉博覧会向けリニアモータＨＳＳＴ
車に、ヒートパイプ強制風冷ＧＴＯ式ＶＶＶＦを
納入。 

1990 当社初の逆導通ＧＴＯ式
ヒートパイプ冷却ＶＶＶＦを、
広島電鉄に納入。 

1992 発電ブレーキ付きヒートパイプ冷却Ｇ
ＴＯ式個別ＶＶＶＦを、ＪＲ四国に納入。 

1992 三菱が、ＪＲ東(試作901系)向
けに、ＧＴＯブリックを使用したＶＶ
ＶＦを納入。 

1991 中部ＨＳＳＴ社向けリニアモータ実験車用に、
逆導通ＧＴＯ式ＶＶＶＦを納入し、実験運転開始。 

1994 わが国初のブレンディング・ブ
レーキ方式逆導通ＧＴＯ式ＶＶＶＦを、
ＪＲ東日本・新潟地区に納入。 

1995 当社初のＩＧＢＴ式３レベルＶＶ
ＶＦを、東急電鉄に納入。ＧＴＯからＩ
ＧＢＴへの移行が始まる。 

1997 東京臨海新交通「ゆりかもめ」(三相交
流600V)を用いて、コンバータ＋インバータ
ＶＶＶＦ性能試験実施。新交通でもインバー
タ化が始まる。 

1997 中部ＨＳＳＴ社向け大型リニア
モータ実験車用に、ＩＧＢＴ式ＶＶＶ
Ｆ(３レベル,瞬時空間ベクトル制御)を
試験、低騒音化の効果を確認。 

1998 中国・北京地下鉄向けに、
ＧＴＯ式ＶＶＶＦを納入。 

2002 低床式路面電車用屋根上取り付け
形ブレンディングブレーキ方式ＩＧＢＴ
式ＶＶＶＦを、中国の長春市に４セット
納入。 

2001 当社初の低床式路面電車用屋根上取
り付け形ブレンディングブレーキ方式ＩＧ
ＢＴ式ＶＶＶＦを、鹿児島市に納入。超低
床式路面電車の分野に本格進出。 

1999 車両用速度センサレス・ベクト
ル制御ＶＶＶＦを開発し、ＪＲ東日本
で現車試験実施。センサレスの実用化
が一歩近づく。 

2000 パナマ運河の更新用電気機関車の第１
陣を納入、ＩＭ駆動用のＶＶＶＦは産業用の
ＶＦ６１を基に設計。 

2002 2005年開催の愛知国際博覧会のアク
セス(東部丘陵線)に使用されるリニアモー
ターカー(HSST)用ＶＶＶＦを、愛知高速交通
より受注(開業は2005年) 

1999 三菱が、路面電車用ＶＶＶＦ(床下取り
付け)を、東急電鉄に納入。 

2002 ＪＲ東日本・山手線から武蔵野線に転属
する通勤形車の改造に、当社の速度センサレス
ＶＶＶＦ採用。 

2003 阪急電鉄に、速度センサ
レスＶＶＶＦを納入。 

1938 英国イングリッシュ・エレクトリック社との契約満了 
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補助電源システム の 流れ 
ＤＣ出力電動発電機 
（ＤＣ－ＭＧ） 

制御、照明などに用いる 
ＤＣ１００Ｖを出力する。 

1918 当社創立、電気鉄道車両用電機品の国産化を狙い、英国ディッカー社と製作／販売契約を締結。 

第２次世界大戦 

1996 大阪市地下鉄、京都市地下鉄
ほかに、ＢＬ－ＭＧを納入。これで
ＢＬ－ＭＧの製作を終了。 

完全無ブラシ 
ＤＣ電動発電機 
（ＢＬ－ＭＧ） 
ＤＣ電源サイリスタ電動機
と同期発電機を共通鉄心で
構成し、同軸上の励磁機出
力を回転整流器でＤＣに変
換し回転界磁を励磁する。
その起動方式にも特徴があ
る。 

1976 回転子鉄心を従来の突
極界磁から円筒界磁に改良し、
制御回路にマイクロプロセッ
サを使用したＢＬ－ＭＧを、
名古屋市地下鉄に納入。 

1987 ＪＮＲ分割により、
８つのＪＲグループ会社が
発足。 

1920 鉄道院から鉄道省に変わった。 1926 当社初のＭＧ(複電圧,複整流子,2kW)を、京成電軌に納入。 

ＡＣ出力電動発電機（ＡＣ－ＭＧ） 
主として空調、照明用の３相ＡＣを出力する。 

ＡＣ電気車用 
電動発電機 
単相コンデンサ・モー
タ＋ＡＣ出力発電機 

1928 当社初の単整流子ＭＧ(DC1500V,3kW)を、新京阪鉄道(現・阪急電鉄京都線)に納入。 

1935 回生ブレーキ用励磁機を同軸に持つＭＧを、阪和電鉄に納入。 

1938 英国イングリッシュ・エレクトリック社との契約終了。 

1949 鉄道省からＪＮＲ(日本国有鉄道)に移行。 

1953 当社初のＡＣ
出力ＭＧを、京阪電
鉄に納入。 

1953 三菱がＷＨ社の技術
によるＡＣ出力ＭＧを、営
団丸の内線に納入。 

1971 小型の励磁機と
軸端取り付けの整流器
を持ったＧ側無ブラシ
ＭＧを完成し、阪神電
鉄に納入。 

1964 東海道
新幹線用のＭ
Ｇを納入. 

1970 冷房用大容量ＭＧ
(出力140kVA)を京阪電鉄
に納入。 

1972 世界初のＢＬ－ＭＧを、相模
鉄道に納入。この後、２５年間にわ
たり、ＢＬ－ＭＧを供給し続ける。 

1975 出力 250kVAの大型Ｂ
Ｌ－ＭＧを、ＪＮＲ在来線交
直電車で試験。 

1980 ＪＮＲの電気機関車用に、
ＢＬ－ＭＧ(120kVA)を納入。 

1985 ＪＮＲ山手線用新造車
の添加励磁電源として、ＢＬ－
ＭＧ出力を利用。 

1983 静止形補助電源装置（ＳＩＶ）
が実用化時代に入り、ＭＧの需要が減
少を始める。 

1982ごろ 新幹
線用補助電源
も静止形に変わ
り、ＭＧの新製
は終了。 

1982ごろ Ｄ
Ｃ出力ＭＧの
生産が、ほぼ
終了。 

1984ごろ ＤＣ電動機を
用いたＭＧの製作を、ほ
ぼ終了。 

静止形補助電源 
（ＳＩＶ） 

半導体の進歩に伴い、電力用スイッ
チング素子のみによって、ＤＣから
ＡＣへの変換が容易になり、回転機
を用いない補助電源システムが可能
となった。 

1966 サイリス
タを使用した
チョッパ＋イン
バータ方式のＳ
ＩＶを試作し、
展示。 

1967 サイリス
タを使用したマ
クマレー方式直
接形ＳＩＶを試
作し、阪急電鉄
で現車試験。 

1968 世界初の量産形ＳＩＶ(自社製高圧サイリスタを
使用した直接形)を、東京都地下鉄６号線に納入。 

1979 新幹線用補助電源を、ＭＧから静止形に変更す
るため、試作車(962形)で２方式のＣＶＴが比較され、
当社の提案にもとずく方式が採用され、東北・上越新
幹線(200系)に採用されることになった。 

1980 複合形ＳＩＶを試
作し、阪急電鉄で試用。 

1983 初のブースター式
ＳＩＶを、横浜市地下鉄
に納入。 

1984 ブースター式ＳＩ
Ｖを各電鉄に納入し、電
車線電圧の急変に強い性
能などが、高い評価を受
ける。 

1984 昇圧チョッパ式
ＳＩＶを、西武鉄道・
山口線に納入。 

1987 初の高周波形ＤＣ／
ＤＣコンバータを、埼玉博覧
会用ＨＳＳＴに納入。 

1988 初の１２相ＰＷ
Ｍ式ＳＩＶを、東京都
地下鉄に納入。 

1988 ブースター式Ｓ
ＩＶを、初めてＪＲ各
社に納入。 

1991 当社初の、２重チョッパ
方式ＤＣ／ＤＣコンバータを、
東京都地下鉄に納入。 

1993 当社初の、ＩＧＢＴ直接
形３レベルＳＩＶを、東京都に
納入。 

1995 ＪＲ東日本向けに、新幹線
初のＩＧＢＴ式ＳＩＶを納入。こ
れ以降、ＪＲ各社の新幹線は、す
べてＩＧＢＴ式となる。 

1999 横浜市地下鉄向けに、
ＩＧＢＴ式直接形２レベルＳ
ＩＶを納入。1983年納入のブー
スター式の置き換え用。 

1990 昇降圧チョッパ方
式ＳＩＶを開発し、京王帝
都電鉄に納入。 

1991 ＪＲ各社(東日本,
四国)、阪急電鉄、京王電
鉄向けに、昇降圧チョッ
パ式ＳＩＶを納入。ブー
スター式に代わって、こ
の方式が当社の標準と
なった。 

1996 ＩＧＢＴ直接形３
レベルＳＩＶを、私鉄各
社に納入。以後の私鉄向
けＳＩＶは、直接形が標
準となる。 

2001 当社初の、DC1500V区間用ＩＧ
ＢＴ直接形２レベルＳＩＶを、ＪＲ東
日本に納入。 

1980 ＪＮＲ在来線用ＢＬ－
ＭＧ(190kVA)の納入開始。 

1973 ＪＮＲ新幹線50/60Hz直通
用ＢＬ－ＭＧ試作機を納入。 
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集電・戸閉・列車内情報システムの流れ 

戸閉装置 
（床置形） 

集電装置（シングルアーム形） 
シンプルで斬新な形状、低騒音、折り畳み位置か
らの強い上昇力、屋根上占有スペースの圧縮など、
優れた特徴を持つ。 

第２次世界大戦 

集電装置 
（ダイヤモンド形） 

戸閉装置 
（鴨居形） 
両開き戸に最適、
戸袋や座席下より
保守容易 

列車内情報 
モニタ・システム 

1998 三菱の列車情報管理
システムＴＩＭＳが、ＪＲ
東日本の通勤形車に採用。 

1998 香港新空
港向けＡＰＭ用
に、簡易形列車モ
ニタ装置を納入。 

2001 新幹線・ＪＲ在来線・私鉄のすべ
て新造車両用パンタグラフが、原則とし
てシングルアーム形になった。 

2001 東京都上野動
物園モノレール用に、
ＬＣＤ表示式列車モニ
タ装置を納入。 

1956 フランスのフェブレー社が、シングル
アーム形パンタグラフを開発。特許を武器に、
世界中に強力に売り込み開始。 

1977 当社初の鴨居
取り付け形戸閉機械
(Y1)を完成し、名鉄で
試用。 

1930 鉄道省電気機関車の米国ＷＨ社製をモデルにした共同設計品完成。 

1920 鉄道省の中央線・山手線がポールからパンタグラフに切り替え。 

1927 わが国初のドアエンジンを当社が米
国から輸入し、阪神国道電軌に納入。 

1921 当社のパンタグラフ(ＧＥの図面による)を、阪神急行電鉄に納入。 

1923 鉄道省が、当社の標準形パンタグラフを、標準品として採用。 

1931 鉄道省に、ドアエンジンを納入。 

1918 当社創立、電気鉄道車両用電機品の国産化を狙い、 
英国ディッカー社と製作／販売契約を締結 
同社の技術には、集電装置・戸閉装置は含まれていなかった。 

1908 国の鉄道の所管が、逓信省から
鉄道院に変わる。 

1920 鉄道院が、鉄道省になる。 

1922 関東大震災。 

1949 鉄道省からＪＮＲ
(日本国有鉄道)に移行。 

1987 ＪＮ
Ｒ分割によ
り、８つの
ＪＲグルー
プ会社が発
足。 

1925 Ｄ形パンタグラフを開発、国内シェアの大部分を獲得。 

1932 鉄道省電車用の戦前の標準形完成。 

1928 わが国初の国産ドアエンジンＡ形を新京阪電鉄
(現・阪急電鉄京都線)に、Ｃ形を阪神電鉄に納入。ド
アエンジン・メーカとしての基礎ができた。 

1951 平行リンクによる高追随性パンタグラフＰＴ３５を完成。
電車の高速化に対応。。 
1953 平行リンクによる高追随性の電気機関車用パンタグラフ
ＰＳ１５(共同設計)完成、ＥＨ１０に採用。 

1955 なびき機構を追加した改良パンタグラフＰＴ４２を完成。 

1958 ＪＮＲの電気
機関車用改良パンタ
グラフＰＳ１７完成。 

1964 ＪＮＲ東海道新
幹線電車用に、わが国
初の下枠交差形パンタ
グラフを完成。 

1969 在来線向け初
の下枠交差形パンタ
グラフ完成。 

1973 新交通シ
ステムＮＴＳ用
の３相交流用小
形パンタグラフ
完成。 

1958 ＪＮＲの在来線電車の高速化用パンタグラフＰＳ１６完成。 

集電装置 
（新交通用） 

1971 フェブレー社のシング
ルアーム形パンタグラフを、
京阪電鉄で現車試験。 

1978 ＪＮＲの青函トンネル用電
気機関車のために、シングルアー
ム形パンタグラフが２社で試作さ
れベンチテストのみ実施。 

1981 軽快電車ワーキンググルー
プの一員としてＺパンタを製作し、
広島電鉄・長崎電軌に納入。 

1982 トロリーアシスト
式電動ダンプトラック用
シングルアーム形パンタ
グラフを試作。 

1992 当社初の路面
電車用シングルアー
ム形パンタグラフを、
函館市に納入。 

1992 新幹線向け低
騒音シングルアーム
形パンタグラフの開
発が始まる。 

1989 米国メトロノー
ス鉄道向けに、大ストロ
クのシングルアーム形パ
ンタグラフを試作。 

1989 当社初のシン
グルアーム形パンタ
グラフを、大阪地下
鉄に多数納入。 

1990 当社も、わが国の
環境に合ったシングル
アーム形パンタグラフを
完成し、今後の標準に。 

1990 ＪＲ東海で、
当社の高速用シング
ルアーム形パンタグ
ラフの現車試験。 

1994 新幹線向け低騒音
シングルアーム形パンタ
グラフの初の現車試験を、
ＪＲ東日本で実施。 

1974 戸閉
力弱め装置
付きドアエ
ンジンを、東
京都地下鉄
に納入。 

1978 鴨居取り
付け形戸閉機械
を、北総開発鉄道
に正式納入。 

1990 わが国初のスト
ローク切り替え型戸閉
機械を、小田急電鉄に
納入。 

1986 当社の鴨居
取り付け形戸閉機
械が、ＪＮＲに採
用。 

1964 ＪＮＲ新幹線に、わ
が国初の列車情報モニタシ
ステム登場。 

1977 マイコン式モニ
タシステムが登場。 

1988 三菱が、車両情報システムＴＩＳ
(モニタ・指令・検査を統合)を開発 

1982 当社初の列車モニタ装置
試作品(光ファイバ伝送)を、京阪
電鉄で試用。 

1984 光ファイバ伝送方式の
列車モニタ装置を、阪急電鉄
の新造車で試用。 

1988 当社初の、
ワイヤ伝送・マト
リックス表示式列
車モニタ装置を、
阪急新造車用とし
て正式納入。 

1992 ヨーロッ
パで開発されて
いる列車モニ
タ・システムの
導入を検討した
結果、断念。 

1994 マトリックス
表示式列車モニタ装
置を、京阪電鉄に初
めて正式納入。 

1996 当社初の
ＬＣＤ表示式列車
モニタ装置を、東
急電鉄に納入。 

1999 パナマ運河の更
新用電気機関車の第
１陣分に、簡易形列車
モニタ装置を納入。 

1997 中国・北京地下鉄向けに、
列車モニタ装置を納入。 

1938 英国イングリッシュ・エレクトリック社との契約満了。 
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