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東京都交通局荒川線8900形車両用電機品
Electric equipment of Series 8900 for Bureau of Transportation Tokyo Metropolitan 
Government

１．まえがき 

東京都交通局荒川線は三ノ輪橋－早稲田間12.2kmを結ぶ

路線で，沿線は下町から山の手，商店街から住宅地であり，

気軽に乗れる雰囲気を持っている。飛鳥山公園の桜や，沿線

住民のボランティア活動によりバラの花が車窓から楽しめ，

沿線のカフェなどが雑誌やタウン誌で特集されるなど，地域

に密着した特徴がある。

東京都交通局は鉄道・バスなどの公共交通に対して安全・

安心の確保，質の高いサービスの提供を進めている。更新時

期を迎えた7000形車両を置き換える目的で，新形車両として

8900形車両を導入することになった。

当社は8900形車両用電機品として集電装置，VVVFイン

バータ制御装置一式，主電動機，補助電源装置（SIV装置），

戸閉装置，運転台関係の機器などを納入した。

以下にその概要と納入した電機品について紹介する。

２．車両概要と主要諸元

荒川線のすべての停留所はバリアフリー対応に改修されて

おり，プラットホームはかさ上げされ，車両の出入口との段

差がないようになっている。そのため車体は低床式ではなく，

従来形の高床式ながら出入口にステップなどは設けられてい

ない。

8900形車両の外観を図１，車両主要諸元を表１に示す。

■ 図1 車両外観
Fig.1 Exterior of vehicle

■ 表１　車両主要諸元
Table1 Specification of vehicle 

項　目 仕　様

車両構成 単車

軌間 1372mm

架線電圧 DC600V

空車自重･定員 自重18.5t　定員62人

車両最大寸法 長さ13000mm×幅2200mm×高さ3800mm
（集電装置折り畳み高さ）

最高速度 40km/h

加速度 0.83m/s2（3.0km/h/s） （応荷重付）

常用最大減速度 1.25m/s2（4.5km/h/s）

非常減速度 1.38m/s2（5.0km/h/s） （空制のみ）

制御方式
２レベル方式三相電圧形PWMインバータ，
ベクトル制御,回生発電ブレンディングブ
レーキ

主電動機 三相かご形誘導電動機

駆動装置 WN継手式平行カルダン駆動方式

歯数比 6.54（85/13）

車輪径 660mm（新製）　600mm（最小）

３．集電装置（PT7148-A2）

集電装置は，9000形車両や8800形車両などで採用されてい

るものと同形のシングルアーム形である。

すり板は純カーボンすり板を１本使用しており，舟は非常

にシンプルな構造となっている。

台枠は荒川線の他の車両に取り付けができる構造となって

おり，共通化を図っている。

４．VVVFインバータ装置（RG699-A1-M）

主回路システムは主ヒューズ箱，高速度遮断器箱，断流器

箱，フィルタリアクトル，VVVFインバータ装置，ブレーキ

抵抗器で構成される。

このシステムの特長は，

（1）主回路素子は定格1700V・800AのIGBTで，１つのパッ

ケージに２素子を収めた２in１形モジュール素子を４個

使用する。主回路素子の冷却は，ファンモータによる強

制冷却によりVVVFインバータ装置の小型化を図ってい

る。
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（2）モジュール素子の１個は回生発電ブレンディングブレー

キのチョッパ素子として動作する。回生電圧が上昇して

セット値以上になると発電ブレーキの負担を増加させる。

逆に架線電圧が下がった場合は回生ブレーキの負担を増

やし，セット値以下では回生ブレーキに戻る。

（3）高速度遮断器および単位スイッチにデアイオングリッド

方式のアークレスタイプを採用し，保守軽減とぎ装箱の

がいしを不要としている。

（4）ベクトル制御による高速のトルク演算機能と，主電動機

速度演算による回転数情報の複合化によるハイブリッド

ベクトル制御を採用し，トルク応答性向上を図っている。

（5）フィルタリアクトルは屋根上ぎ装としている。

５．主電動機（TDK6051-A）

小型・軽量・高効率の三相かご形誘導電動機である。

ストレーナは通気抵抗が少なく，塵埃の分離効率が高い遠

心分離式のクリーンストレーナを採用している。

主電動機の主要諸元を表２に示す。

■ 表２　主電動機主要諸元
Table2 Specification of traction motor 

項　目 仕　様

方式 三相かご形誘導電動機

駆動方式 台車装架平行カルダン方式

定格 １時間

出力 60kW

電圧 440V

電流 107A

周波数 55Hz

回転速度 1610min-1

６．SIV装置（RG4072-A-M）

従来の車両は，屋根上ぎ装の空調用電源装置を車両の補助

電源装置に利用していた。8900形車両は新規の床下ぎ装SIV

装置とし，空調装置や他装置へ電源供給する。これにより車

両の重心を下げることが可能になった。

主回路素子は定格1700V・1200AのIGBT素子を使用した

直接変換方式の２レベルPWMインバータで，１つのパッ

ケージに２素子を収めた２in１形モジュール素子を３個使用

する。直接変換形インバータ方式とすることでシンプルな回

路構成とした。

IGBT素子の採用により高周波動作を行い，低騒音化，出

力波形の歪率低減，および三相交流フィルタ回路部品の小型

軽量化を実現し，必要なトランス・リアクトル類を含めたす

べての機器を１箱に内蔵している。

主回路素子の冷却にヒートパイプを使用し，冷媒には純水

を用いることで環境性を考慮した装置としている。

SIV装置の制御にはマイクロプロセッサ（MPU）を採用し，

瞬時値制御を行うことで，入力電圧変動および負荷変動時に

おいても，常に安定した三相出力電圧を出力する。

SIV装置の主要諸元を表３，主回路接続図を図２，外観を

図３に示す。
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■ 表３　SIV装置主要諸元
Table3 Specification of static inverter

項　目 仕　様

方
式

回路方式 ダイレクト変換２レベルインバータ方式

制御方式 PWM制御による出力電圧制御

冷却方式 自然冷却方式（ヒートパイプ方式）

入
力

定格電圧 DC600V

電圧変動範囲 DC360 ～ 720V

出
力

定格容量 21kVA

定格出力電圧 三相
AC200V

単相
AC100V

直流
DC24V

直流
DC100V

定格出力 15kVA 1.5kVA ３kW 0.5kW

出力周波数 60Hz±１Hz 60Hz±１Hz － －

歪率 ５%以下（定格点にて） － －

負荷力率 0.85遅れ － －

電圧精度 ±５%

■ 図2 SIV装置主回路接続図
Fig.2 Circuit diagram of static inverter 

■ 図3 SIV装置
Fig.3 Static inverter
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７．戸閉装置（Y6-1000AR，Y4-A）

前扉用は，片引き扉用の空気式戸閉装置（Y6-1000AR）で,  

電磁弁，戸閉スイッチを一体化して省スペース化を図ってい

る。 ピ ス ト ン ス ト ロ ー ク は 最 大1020mmで， 開 口 幅 が

1000mmの扉に対応している。

中扉用は，両開き扉用の空気式戸閉装置（Y4-A）で，同様

に電磁弁，戸閉スイッチを一体化して省スペース化を図って

いる。ピストンストロークは最大665mmで，降車をスムー

ズにするために開口幅が1300mmの扉に対応している。

８．その他の納入機器

駆動装置に取り付ける速度計発電機，運転台に速度計補償

器，運転台計器盤に取り付ける速度指示計を納入している。

運転台の主幹制御器およびブレーキ制御器は，王子駅前－

飛鳥山間にある67‰こう配における運転操作の対応のため，

従来の車両からツーハンドル方式に統一されている。それぞ

れ力行４ノッチ，ブレーキ７段＋非常＋抜取りのポジション

を持っており，これらを納入している。

運転台の機器配置を図４に示す。

■ 図4 運転台
Fig.4 Cab

電車の速度，運転操作状態，戸閉装置の開閉信号，時刻な

どをCFカードに記録する運転状況記録装置を納入している。

CFカードに記録されたデータは専用の解析ソフトによりパソ

コンで表示ならびに解析処理が可能である。この装置は国土

交通省の“鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第86条の

２ 列車の運転状況を記録する装置”に準拠した機器である。

運転状況記録装置の外観を図５に示す。

■ 図5 運転状況記録装置
Fig.5 On-board driving information system

９．その他の更新車両

９．１ 7700形車両

7000形車両を置き換えるもうひとつが7700形車両である。

7000形車両は，元は1955 ～ 56年製の車両であるが，1977年

に車体新造による更新を実施している。7700形車両は，この

7000形車両の車体鋼体を利用して，台車および一部の電機品

は8900形と同一品を新製して組み合わせる大規模改修が実施

されたものである。

前扉は片開きで開口幅900mmだったのを1000mmに拡大し

た扉とし，中扉は元の幅のまま片開きで開口幅1100mmの扉

としている。運転台左下に新規に小窓が設けられ，乗務員の

目視による乗降客の安全確認が容易になっている。

当社は集電装置，VVVFインバータ装置一式（主ヒューズ

箱，高速度遮断器箱，断流器箱，フィルタリアクトル，ブレー

キ抵抗器を含む），主電動機，戸閉装置，運転台関係の機器

などを納入している。

7700形車両の最初の１両は2016年５月30日から営業運転を

開始した。2016年度末までに計８両の予定で進められている。

東京都交通局の職員などで構成されたプロジェクトチームに

よるクラシックモダン調の塗装案の採用により，全部で３色

のカラーリングが揃う予定である。

7700形車両の外観を図６に示す。

■ 図6 車両外観
Fig.6 Exterior of vehicle
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９．２ 8500形更新車両

8500形車両は1990 ～ 93年製の荒川線初のVVVFインバー

タ制御車両である。主回路素子にGTO素子を使用しており，

電機品の更新時期になってきていることから，当社はVVVF

インバータ装置一式（高速度遮断器箱，断流器箱，フィルタ

リアクトル，ブレーキ抵抗器を含む），主電動機などを納入

した。なお客室のリニューアルは，先立って2011 ～ 12年に

実施されている。

2013年度１両，2014年度２両の電機品更新工事が完了し，

2017年度以降に２両の予定である。

8500形更新車両の外観を図７に示す。

■ 図7 車両外観
Fig.7 Exterior of vehicle

10．むすび

8900形車両の最初の２両は2015年９月18日から営業運転を

開始した。2016年度は２両が竣工して，２両ごとに色を変え

て全部で８両・４色のカラーリングが揃う。

今後の新製および更新計画が完了すると8900形８両，7700

形８両，8500形更新５両となり，従来の車両である9000形２

両，8800形10両と合わせて営業車両33両はすべてVVVFイン

バータ制御方式となり，省エネルギー化が図られ，電機品に

関しては，ほとんどが同一の機器あるいはユニット類に統一

されることにより，保守面の効率向上が図られることになる。

また車内設備も新規になり，利用客から好評の声があがっ

ている。

王子駅前－飛鳥山間は道路併用軌道で，こう配67‰と曲線

半径50-58mが加わった，日本で有数の厳しい条件の軌道で

ある。その区間の走行状況を図８に示す。

最後に，本システムの完成にあたりご指導を賜った東京都

交通局，アルナ車両株式会社，京王重機整備株式会社ならび

にご協力いただいた関係会社各位に厚く御礼申し上げる。

■ 図8 王子駅前－飛鳥山間の67‰こう配を上る
Fig.8 Going up on a slope of 6.7% at Oji-ekimae and Asukayama
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