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多摩都市モノレール株式会社向け回生電力貯蔵装置
Regenerative Power Storage System for Tokyo Tama Intercity Monorail Co.,Ltd.

　Tokyo Tama Intercity Monorail Co.,Ltd. has newly introduced regenerative power storage system (E3 Solution 
System) with the aim of replacing former regenerative power absorbing device innovated at Hino substation.
　This system consists of bidirectional DC/DC converters and Lithium-ion batteries, and has principally two 
functions: the former is to reuse regenerated power from trains by charging or discharging batteries at normal 
operation and the latter is to supply power to trains which stop between stations if substations cut off in emergencies. 
We did the emergency-run test on the main line and confirmed that the system was able to evacuate 7 trains.
　This paper describes the outline of this regenerative power storage system.
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１．まえがき 

当社は，平成28年６月，多摩都市モノレール株式会社の日
野変電所にて使用していた回生電力吸収装置（回生インバー
タ装置）の置き換えとして，回生電力貯蔵装置（E3 Solution 
System）を納入した。

本装置は，車両制動時の余剰回生電力を回生吸収用蓄電池
に充電し，力行等による電車線電圧低下時に放電を行うこと
で，回生電力を有効に再利用する機能と，停電により電車線
への送電が停止した際，非常走行用蓄電池に接続を切り替え，
本線の駅間に停車した編成を最寄り駅まで退避させる非常走
行用の電源としての機能をもつ。なお，本装置の納入後現地
にて非常走行試験を行い，駅間に停車した７編成を最寄り駅
まで退避させることが可能であることを確認した。

本装置は，リチウムイオン電池部を株式会社GSユアサが，
DC/DCコンバータ部を当社が製作した。

以下，回生電力貯蔵装置の概要について紹介する。

２．納入機器概要

回生電力貯蔵装置外観を図１に，主回路接続図を図２に，
システムブロック図を図３に，本装置の主要諸元を表１に，
DC/DCコンバータ盤を図４に示す。また回生吸収用蓄電池
盤を図５に示す。

２．１ コンバータ盤

本装置は双方向型DC/DCコンバータにより構成されてお
り，コンバータの一次側に断路器・遮断器を介して電車線と
接続し，コンバータの二次側で，遮断器・切替器を介してリ
チウムイオン電池に接続する。本装置は，前述の基本構成を
２セット並列設置しており，システム全体としての定格容量
は2000kWである。仮に１セットが故障等で停止した場合で

も，容量は半減するがもう一方の装置で運転を継続できる。
電車線電圧は定格で約DC1500Vであり，一方の蓄電池側

の公称電圧は約DC750Vである。このため，電車線の電力を
吸収する場合は一次側の電車線電圧を降圧して二次側のリチ
ウムイオン電池を充電し，電車線に電力を放出する場合は，
二次側のリチウムイオン電池の電圧を昇圧して放電動作を行
い，双方向に電力のやりとりを行うことが可能なDC/DCコ
ンバータとしている。

■ 図１ 回生電力貯蔵装置外観
Fig.1 Regenerative electric power storage system
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■ 図３ システムブロック図
Fig.3 System block diagram

■ 図２ 主回路接続図
Fig.2 Main circuit diagram
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■ 表１ 主要諸元
Table1 Specifications of system

項　　目 仕　　様

主回路方式 高耐圧IGBT採用
双方向DC/DCコンバータ

制御方式

回生吸収運転モード
補充電モード PWM制御による電流制御

第一非常運転モード
第二非常運転モード PWM制御による電圧制御

冷却方式 ファンモータによる強制風冷

PWM周波数 720Hz

電車線

標準電圧 DC1500V

電圧変動範囲 DC900V ～ 1850V

最大入力電流 DC556A（１号あたり）：DC1800V時

最大出力電流 DC833A（１号あたり）：DC1200V時

回生吸収用
蓄電池

１モジュールあたり
のセル数 ８

電池構成 26モジュール直列×２並列
（１号あたり）

容量 37.4kWh
（１号，２号合計74.8kWh）

公称電圧 DC748V

電圧変動範囲 DC572V ～ 873V

最大充電電流 DC1200A（１号あたり）

最大放電電流 DC1200A（１号あたり）

 

■ 図４ DC/DCコンバータ盤
Fig.4 DC/DC converter panel

■ 図５ 回生吸収用蓄電池盤
Fig.5 Storage battery panel for regenerative electric power

２．２ 制御部のシステム構成

本装置の制御部は，充放電の制御を行う制御ユニットと充
放電の制御を行うために必要な制御パラメータを設定する
タッチパネルシステムから構成され，各コンバータ盤に１台
ずつ設置される。タッチパネルシステムは主にタッチパネル
とサーバPLC （Programmable Logic Controller） から構成
さ れ， タ ッ チ パ ネ ル はPOD （Programmable Operational 
Display） を採用している。

コンバータ盤内のサーバPLCと蓄電池盤は，RS-485シリア
ル通信により相互接続され，サーバPLCとPOD間はSXバス
と呼ばれるシリアル通信で接続される。さらに，１号コンバー
タ盤と２号コンバータ盤間はイーサネットにより相互に接続
され，リアルタイムに情報交換を行っている。本タッチパネ
ルシステムにより，POD画面にて自号だけでなく他号コン
バータ盤や蓄電池盤の運転状態や故障情報を含む状態情報を
一目で参照できるほか，コンバータ盤の運転条件に必要なパ
ラメータを入力し，それを他号コンバータ盤に反映させるこ
とが可能である。
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また，サーバPLCにはカレンダー機能および最大で20通り
の充放電パターンを設定する機能があり，時間帯に応じて充
放電パターンを自動的に切り替えることができる。これによ
り，適切な充放電が可能となる。

また，サーバPLCと制御ユニット間はRS-485にて接続され
ており，制御ユニットはサーバPLCから伝送された充放電パ
ターンや運転条件，蓄電池情報に基づき，蓄電池の充放電制
御を行う。図６にPODの画面表示例を示す。

■ 図６ POD表示例（状態表示画面）
Fig.6 Screen display of POD

２．３ 蓄電池盤

貯蔵デバイスである回生吸収用リチウムイオン電池は， 
１セルあたりの定格容量が25Ah，公称セル電圧が3.6Vであ
る。８セル直列接続で１モジュールとし，26モジュールを直

列接続している。この構成を２並列にすることで，蓄電池側
の充放電電流を２倍としている。なお，１並列あたりの充放
電電流は最大600Aであり，力行時，回生時の電流が急峻な
特性に対して急速充放電が可能である。

リチウムイオン電池は，電池管理装置で全体を監視してい
る。電池管理装置は全セル電圧，全モジュール温度，充放電
電流，SOC，状態・故障監視を行っており，各種情報はコン
バータのサーバPLCに対して伝送される。電池管理装置は，
全セル電圧を常に均一に維持する自動バランス制御機能と，
万一，セル電圧，モジュール温度や充放電電流が管理値を逸
脱するなどの異常が発生した場合は，主回路配線用遮断器を
強制開放して充放電を停止させる保護機能を有している。

３．充放電制御

本装置は，変電所から電車線への送電が健全である場合と，
停電により電車線への送電が停止した際に，駅間に停車した
編成を最寄り駅まで退避させる場合の両方に対応するため，
次に示す運転モードを有している。

３．１ 回生吸収運転モード 

変電所が健全である場合の運転モードであり，回生吸収用
蓄電池と接続し，電車の力行や回生等により電車線電圧が変
動した際の電圧補償を行うことを目的としたモードである。
本モードでは，以下に示す電車線電圧補償充放電制御と，電
池残量（State of Charge：SOC）調整充放電制御の２種類を組
み合わせた基本充放電パターンで充放電制御を行っている。

図７に基本充放電パターンを示す。

■ 図７ 基本充放電パターン
Fig.7 Basic operation pattern of discharge and charge
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３．１．１ 電車線電圧補償充放電制御

電車線電圧が一定の電圧を下回ったときに放電動作を行
い，一定の電圧を上回ったときに充電動作を行うことで，電
車線電圧の変動を一定範囲内に抑える制御である。

１日の電車線電圧は，時間帯によって大きく変動する。朝
夕のラッシュ時などは列車の本数が多くなるため，電車線電
圧が低下する傾向にある。逆に，昼間や夜間に列車本数が少
なくなる時間帯は電車線電圧が上昇する傾向にある。本装置
に内蔵された後述するタッチパネルシステムサーバPLCの機
能により，充放電パターンは最大で20通り設定でき，カレン
ダー機能で日付･時間に応じて自動的に充放電パターンの切
り替えが行われる。これにより，各時間帯の電車線電圧の変
動状況に応じて複数の充放電パターンを設けることができ，
適切な充放電を実現することができる。

３．１．２ SOC調整充放電制御

装置の機能として，低SOC状態からさらに放電が発生する
と，過放電を防止するため放電動作を停止する。一方，高
SOC状態からさらに充電が発生すると，過充電を防止するた
め充電動作を停止する。これら低SOCや高SOC状態となるの
を防止するため，本装置はSOCを常に一定範囲に保つ制御を
行う。

SOCが充電側，あるいは放電側に偏っている場合，かつ電
車線電圧が標準電圧近傍である場合，電車線電圧に影響を与
えない程度の小電流で調整充放電を行うことでSOCの偏り
を防止することが可能である。これをSOC調整充放電制御と
いう。

３．２ 補充電運転モード

非常走行用蓄電池は普段の回生吸収運用時には使用しない
ため，その間，微小放電によりSOCが徐々に低下する。これ
を補うため，タッチパネルシステムのカレンダー・時計機能
により，週一回，蓄電池切替盤にて非常走行用蓄電池側と接
続し，始発列車走行前に短時間充電を実施することで，常時
SOCを95%程度に保つようにする運転モードである。

３．３ 第一非常運転モード 

停電等により電車線への送電が停止した際，非常走行用蓄
電池を使用し，本線駅間で停車した編成を最寄り駅まで退避
させることに主眼を置いた運転モードである。電車線の抵抗
成分等による電圧降下を考慮し，送り出し電圧を通常の電車
線定格電圧よりも高い DC1550V程度とし，タッチパネルに
て設定したSOC下限等の設定値まで運転を行う。本モードで
は，電車線停電時，本線の駅間に停車中の最大７編成の列車
を，１編成ずつ最寄り駅まで退避させることを想定している。

３．４ 第二非常運転モード 

第一非常運転モードと目的は同じだが，こちらは回生吸収
用蓄電池を使用して送電を行う運転モードである。回生吸収
用蓄電池は平常時の電車線電圧補償に使用されるため，必ず
しも車両が非常走行を十分な時間行うだけのSOCが確保さ
れているとは限らないが，第一非常運転モードで非常走行用
蓄電池を放電し切った後に，なおも本線の駅間に編成が存在
する場合，本モードにより非常走行が可能である。

４．非常走行試験

本システムは，前述のとおり，非常走行用蓄電池と接続し
て第一非常運転をした際に，本線に停車中の最大７編成の列
車を，１編成ずつ最寄り駅まで退避させることを想定してい
る。

非常走行で使用する蓄電池は回生吸収用と異なり，大容量
タイプを採用している。表２に非常走行用リチウムイオン電
池部の主要諸元を示し，図８に非常走行用蓄電池盤を示す。

非常走行用蓄電池の容量は，本線に停車中の車両を最大７
編成分，最寄り駅まで退避させることが可能な容量を選定し
ている。

2016年７月，終電後に変電所からの送電を停止し，非常走
行試験を実施した。表３に非常走行試験条件を示す。

試験後，本システムには７編成分の走行後においても，車
両を走行させるだけの余力があり，問題なく車両の走行が可
能であることを確認した。

 
■ 表２  非常走行用蓄電池諸元

Table2 Specifications of storage battery for emergency run

項　　目 仕　　様

非常走行用
蓄電池

１モジュール
あたりのセル数 12

　電池構成 16モジュール直列×３並列（１号あたり）

　容量 101.2kWh（１号，２号合計202.4kWh）

　公称電圧 DC710V

　電圧変動範囲 DC528V ～ 798V

　最大充電電流 DC375A（１号あたり）

　最大放電電流 DC900A（１号あたり）
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■ 図８ 非常走行用蓄電池盤
Fig.8 Storage battery panel for emergency run

■ 表３ 非常走行試験条件
Table3 Test conditions of emergency run

項　　目 条　　件

営業編成数 １編成

車両条件 空車，空調切

最高速度 15km/h

走行区間

第一非常運転 多摩センター駅 ～ 上北台駅
※駅数：19，距離：16.0km

第二非常運転 上北台駅 ～ 高松駅
※駅数：６，距離：4.2km

走行形態
第一非常運転 多摩センター駅から万願寺駅までの７駅は

各駅停車，以降は上北台駅まで通過

第二非常運転 上北台駅から高松駅まで通過

５．むすび

本稿では，多摩都市モノレール株式会社に納入し，実線区
にて現在稼働している回生電力貯蔵装置について紹介した。
今後本装置が，電車線電圧低下の問題を抱える鉄道事業者各
位や，モノレール，地下鉄をはじめ，停電時にお客さまを避
難誘導することが困難な鉄道事業者各位において，有効なシ
ステムとしてご採用いただければ幸甚である。

最後に，この回生電力貯蔵装置の完成に多大なご指導，ご
助言を賜った多摩都市モノレール株式会社，株式会社GSユ
アサ，およびご協力いただいた関係メーカ各位に厚く御礼申
し上げる。
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