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広島電鉄株式会社1000形 超低床車両用電機品
Electric Equipments for the LRV Electric Vehicle of Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd.

1．まえがき

ティングとなっている。床面高さはレール面から入口部は

広島電鉄株式会社（以下広島電鉄と記す）は低床率100%の

330mm，車内は360mmとなっており，停留所の低いホーム

超低床車両の先駆けとして1999年から5000形「グリーンムー

からそのまま乗り込むことができる。客室内に段差がないの

バー」
，2005年から国産技術による5100形「グリーンムーバー

で車いすの移動にも制約がない。客用扉は電動式プラグドア

マックス」を導入して，好評を得てきた。しかしどちらも全

を採用している。5000形以降は圧縮空気レスのシステムと

長30m級車のために市内線の一部において営業運転ができな

なっている。

い路線があった。この解消を目指し，新たに全長18.6mの超
低床車両の開発を行った。
5100形の実績と性能，バリアフリー性を基本に，1000形は
市内線専用のワンマン運転仕様とし，より一層の機能性・静

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

目

仕
3車体2台車

粛性・メンテナンス向上を図った車両としている。
2012年に広島電鉄は電車開業100周年を迎え，記念車両と
位置付けられた1000形の2両は開業時の車両の塗装色をベー
スとした「アニバーサリー ･レッド」と祝杯をイメージした
杯（さかずき）を表すシルバーの組み合せの配色としている。
1001号車は
「PICCOLO（ピッコロ）」，1002号車は「PICCOLA
（ピッコラ）
」という愛称が付けられている。それぞれイタリ
ア語の
「小さい」
の男性／女性形容詞であり，未来を創造して
いく男の子/女の子をイメージしている。車両外観を図1に
示す。
当社は主回路用電機品，補助電源装置，列車情報装置，集

鋼製車体

車体構成

車両質量

24.3t

定員

86人 （うち座席33人）

車体

長さ18600mm×幅2496mm×高さ3645mm

客室床面高さ

レール面から360mm,入口部330mm

軌間

1435mm

電気方式

DC600V

主電動機

三相かご形誘導電動機

駆動方式

台車装荷式直角カルダン駆動方式
歯車形軸継手

制御方式

速度センサレスベクトル制御方式
VVVFインバータ制御
回生･発電ブレンディング,
油圧ディスクブレーキ,
保安ブレーキ（レールブレーキ）

制御電圧

DC24V

補助電源装置

三相AC220V 26kVA 60Hz
DC24V 10kVA

歯数比

44/7=6.29

車輪径

600mm（新製）

最高運転速度

40km/h（設計性能80km/h）

加速度

0.97m/s3 （3.5km/h/s）

減速度

1.33m/s3 （4.8km/h/s）（常用最大），
1.44m/s3 （5.2km/h/s）（非常）

電装置，主幹制御器，運転状況記録装置などを納入している。
以下，納入した主な電機品について紹介する。

様

100kW×4台

3．納入主要機器
■ 図1 車両外観
Fig.1 Exterior of Vehicle

３．
１

装置の外観を図2に示す。

2．車両諸元
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VVVFインバータ装置

主回路システムは高速度遮断器，断流器，フィルタリアク

車両主要諸元を表1に示す。

トル，VVVFインバータ装置，ブレーキ抵抗器，主電動機か

5100形は5車体3台車であったのに対し，1000形は3車体2台

ら構成されている。5100形は1C1M×2群制御を採用してい

車としている。
先頭車体に電動台車があり，中間車体はフロー

たが，1000形は小型・軽量化を目指し，1C2M制御としてハー
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ドウェアの単純化を図った。システムとしての冗長性は5100
形と同様に，編成に2台のVVVFインバータ装置を搭載する

歯車形軸継手を使用した直角カルダン駆動方式で，歯数比
44/7=6.29のハイポイドギヤによる一段減速である。
歯車箱の材質は5100形用のアルミ合金鋳物製一体型に対

ことにより確保している。
主回路用の半導体素子は1700V1200A級IGBT素子（2in1タ

し，1000形用は騒音・振動の低減が期待できる球状黒鉛鋳鉄

イプ）を使用し，主電動機制御単位の増加に対応している。

（FCD）製とし，分解・組立の容易な上下分割型を採用した。

また半導体素子の冷却は強制風冷方式とし，風路の解析を

車軸と歯車装置間はスプライン方式であり，車輪を浮かす
ことで駆動装置を分解せずに，軸端ナットと他装置間の結合

行った結果から機器配置を最適化している。
インバータ制御は5100形と同様に主電動機の速度センサを

部を外すだけで弾性車輪のフランジ交換が可能である。また

用いないセンサレスベクトル制御とし，きめ細かいトルク制

主電動機，駆動装置の検修においてもユニット単位での取り

御および空転・滑走検知再粘着制御によってスムースな乗り

外しが容易な構成になっている。

心地を実現している。またブレーキチョッパの機能により，
電車線電圧の状態によらず安定した電気ブレーキ力が得られ
る。キャリア周波数の見直しにより，電磁音の低騒音化を図っ
た。
装置の搭載は先頭車体の屋根上で，図2において左側から
ブレーキ抵抗器（2箱），中央にフィルタリアクトル，その奥
がVVVFインバータ装置である。

■ 図3 主電動機および駆動装置外観
Fig.3 Traction Motor and Gear Unit

３．４

補助電源装置

装置の外観を図4に示す。
5100形用より小型・軽量化を目指し，回路方式を高周波絶
縁型コンバータ方式と2レベルインバータ方式の併用とした。
本方式により内蔵する変圧器が小型品によって構成でき，補
助電源装置の小型化を実現した。高周波絶縁方式の採用と強
制風冷方式の見直しにより，低騒音化を図った。
メンテナンス時に使用する制御試験（空ノッチ試験）機能
は，5100形では補助電源装置内の試験スイッチの操作が必要
であり屋根上における作業だったが，1000形は列車情報装置
から補助電源装置への伝送を利用し，運転台表示器からの操

■ 図2 VVVFインバータ装置のシステム外観
Fig.2 VVVF Inverter and System

作でも試験を可能とした。
装置の搭載は中間車体の屋根上である。

３．２ 主電動機
主電動機は小型・軽量・高効率・低騒音の三相かご形誘導
電動機で，出力は1時間定格100kWである。低床率100%の路
面電車用に対応するため，主電動機は電動台車の台車枠の外
側にレール方向と平行に1台車の左右に装架し，1台の主電動
機によって前後輪を駆動している。
軸受部は長期非分解が可能な密閉式の構造とし，中間給油
が可能な構造としている。グリースは高耐熱品を使用してお
り，軸受寿命の延長を図っている。
主電動機の片軸端に油圧ディスクブレーキ装置を装着して
おり，電気ブレーキの補足として作動させる。
３．３ 駆動装置
主電動機および駆動装置の外観を図3に示す。

■ 図4 補助電源装置外観
Fig.4 SIV
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列車情報装置

4．むすび

鉄道車両用通信ネットワークの国際規格IEC 61375の大規

1000形の2両は，営業運転開始前の試運転時においてフル

模な改訂作業が進み，固定編成を対象とする鉄道車両用イー

ラッピングされた状態とし，特に1001号車は製作に関わった

サ ネ ッ ト 規 格 IEC 61375 Part 3-4 ECN（Ethernet Consist

3社の社名ロゴと電車開業100周年ロゴによるPR電車となっ

Network）が本年中に正式発行される見込みである。1000形

た。その時の車両外観を図6に示す。

用の列車情報システムとして，このIEC 61375-3-4 ECN規格
に準拠するシステムを開発した。
ECN規格は，基本的にOSIモデルの下位4層の範囲を規定
しているにすぎず，実際のシステムの構築のためには上位
プロトコルも規定する必要がある。本システムにおいては，
PROFINET IOを適用するとともに，UDP/TCPをサポート
し，ECN規格への適合を図った。
またシステムのアベイラビリティ向上を図るため，制御伝
送系およびモニタ系の二重化，RIOユニットの入出力回路の

■ 図6 試運転時のフルラッピングを施した車両外観
Fig.6 Full Wrapping Exterior of Vehicle

二重化，リングトポロジおよびMRPのサポートにも対応し
2013年2月14日に広島電鉄千田車庫において出発式を行い，

た。
本号10 〜 16ページの製品解説に詳細な内容を掲載してい

翌日から営業運転を開始し，今まで超低床車両が運行されて
いなかった市内線において順調に稼動している。

る。

なお2013年度は3両の増備車両が予定されている。
３．６

集電装置

最後に，本システムの完成にあたりご指導を賜った広島電

5000形から採用しているばね上昇電動降下方式のシングル

鉄株式会社，近畿車輛株式会社，三菱重工業株式会社ならび
にご協力いただいた関係メーカ各位に厚くお礼を申し上げる。

アーム形パンタグラフである。
全長30m級車はトロリーコンタクターと一旦停止位置との
関係によって運転時に先頭側になる1台を使用する必要があ

イーサネットは，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

るため2台搭載で切り換えて使用していたが，1000形は全長
参考関連文献

が短いため1台搭載としている。
⑴
３．７

主幹制御器

後藤，畠山：「広島電鉄㈱5100形電車用駆動･推進システ
ム」東洋電機技報111号，2005年3月，pp.27-30

運転台および主幹制御器の外観を図5に示す。中央のパネ

⑵ 「広島電鉄㈱5100形列車情報システム」

東洋電機技報113
号，2006年3月，p.27

ル画面は列車情報装置の運転台表示器である。
主幹制御器は右手操作形のワンハンドル方式で，指令は連
続のノッチレス方式，デッドマン機能付きである。5100形用

⑶ 「広島電鉄㈱5100形車用駆動装置」

東洋電機技報113号，
2006年3月，pp.28-29

に対してハンドルのにぎり部の形状を見直し，新たに運転状
況記録装置への出力機能をもたせている。

■ 図5 運転台および主幹制御器外観
Fig.5 Cab and Master controller
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