
製品紹介� 京成電鉄株式会社３１００形車両用電機品

１．まえがき

京成電鉄株式会社では，現在運行している3000形車両以来
16年ぶりに新型車両として，3100形車両を導入した。

3100形車のコンセプトは“受け継ぐ伝統と新たな価値の創
造”とされ，これまでの実績をもとにして，そのうえで最新
技術を取り込むことにより，訪日外国人旅客やバリアフリー
への一層の対応を含め，多様化するニーズに対応していくた
めの車両としてデビューした。

当社では，3100形車両用の電機品として，集電装置，主回
路システム，主電動機，駆動装置，主幹制御器，各種電機品
を納入した。

以下，納入した主な電機品について紹介する。

２．車両諸元

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 train

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

項　目 仕　様

編成
8両編成（6M2T）

M2CS M1S TS M1’ M2 TN M1N M2CN

空車重量（t） 33.7 34.3 28.1 33.8 31.5 28.2 34.3 33.6

定員（人） 122 133 133 133 133 133 133 122

架線電圧
（変動範囲） DC1500V（DC900-1800V）

最高速度 120km/h

加速度 0.97m/s2 （3.5km/h/s）

減速度 1.11m/s2 （4.0km/h/s） （常用最大）
1.25m/s2 （4.5km/h/s） （非常）

３．主回路システム

３．１　システム概要 

主回路システムの機器構成を表2，主回路接続図（概略）を
図2に示す。

特長として，主電動機の出力向上とパワー半導体の大電流
化により，回生ブレーキの動作領域の拡大が可能となり，回
生エネルギー量が向上した。また，VVVFインバータへハイ
ブリッドSiCモジュールを適用したことによる装置の小型軽
量化が挙げられる。

■ 表2主回路システム主要諸元
Table2 System configuration

項　目 仕　様

VVVF

ハイブリッドSiCモジュール
2レベル電圧型PWMインバータ
ハイブリッドベクトル制御による
VVVF制御
回生ブレーキ付き
1C4M接続×2群

断流器箱

定格　1800V　800A
電磁式高速度遮断器　1台

定格　1800V　800A
電磁式単位スイッチ　4台

フィルタリアクトル

空芯リアクトル
乾式自然冷却方式
定格　8mH　240A　
2台

３．１．１　VVVFインバータ装置（RG6045-A-M）

主回路システムはVVVFインバータ装置，断流器箱，フィ
ルタリアクトル，主電動機から構成されている。2017年1月
より3000形車両（3003-8,7号車）に対し，主回路システム全体
の高効率化，省エネルギー化を狙ったシステム（当社技報139
号20 ～ 24頁参照）を試験適用しているが，それらの試験結果
から，システムを量産用にブラッシュアップした。

インバータ装置は140kWの主電動機4台を駆動する1C4M
方式を2群搭載している。主回路には，還流ダイオードに炭
化ケイ素ショットキーバリアダイオード（SiC-SBD）を，ス
イッチ部にシリコンIGBT（Si-IGBT）素子を使用したハイブ
リッドSiCモジュールを適用した。3003-8,7号車での試験適用
時は3300V1200A級1in1素子を使用したが，パワー半導体の
さらなる高性能化と信頼性の向上により大電流化がなされ，
3300V1800A級1in1素子を適用している。

京成電鉄株式会社3100形車両用電機品
Electric equipment of Series 3100 train for Keisei Electric Railway Co., Ltd.
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また，誘電体技術の進展によるフィルタコンデンサのさら
なる小型化，装置内ユニット構成の見直し，制御回路の
DC24V化など，小型軽量，省メンテナンス化を追求した結果，
従来の3000形のインバータ装置比で質量35%低減，体積35%
削減，出力容量は1.3倍と大幅な高出力密度化を達成した。
また制御ユニットも刷新し，処理速度を従来の3倍，大容量
メモリの搭載により解析機能の向上などを図っている。

インバータ制御は速度センサレスベクトル制御であり，電
子部品点数の削減により信頼性を向上させている。また定速
制御機能を搭載しており，乗務員の運転扱い軽減を図って
いる。

ブレーキシステムはVVVF制御では標準的なT車遅れ込め
回生ブレーキ（軽負荷回生制御付）を採用している。3003-8,7
号車での試験適用時は，回生定トルクパターンを可能な限り
高速域まで設定したが，地上側変電設備との協調や，軽負荷
回生によるトルクの絞り込みを考慮し，8両編成における最
大回生電流を5000Aと設定したため，3000形供試よりも回生
電流最大値は小さくなっている。

VVVFインバータ装置の外観を図3に，性能曲線を図4に
示す。

■ 図3 VVVFインバータ装置
Fig.3 Propulsion inverter

■ 図2 主回路接続図（概略）
Fig.2 Main circuit diagram
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３．１．２　断流器箱 （SA157-A-M）

断流器箱は2群分の高速度遮断器，単位スイッチ，充電抵
抗器，放電抵抗器，HB電流制限抵抗器を搭載している。高
密度配置することにより従来の断流器箱よりも小型軽量化し
た。高速度遮断器はUM715シリーズ，単位スイッチは
UM630シリーズを採用し，いずれもデアイオングリッドに
よるアークレス遮断が可能な当社製の製品である。

断流器箱の外観を図5に示す。

■ 図5 断流器箱
Fig.5 Line breaker box

３．１．３　フィルタリアクトル（L3070-A）

フィルタリアクトルは8mH×1群 240Aの空芯リアクトル
を自然冷却方式の外箱に納めている。主電動機4台あたり1台
とし，VVVFインバータ装置1台あたり2台とした。

フィルタリアクトルの外観を図6に示す。

■ 図6フィルタリアクトル
Fig.6 Filter reactor

４．主幹制御器（ES9238-A-M）

主幹制御器は力行5段，切位置1段，常用ブレーキ7段，非
常ブレーキ1段の，両手T形ワンハンドル式である。主ハン
ドルはグリップ後側にデッドマンレバーを有しており，手首
を水平に保ったまま操作可能な平行リンク機構を3000形から

■ 図4 性能曲線
Fig.4   Performance curve
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引き続き採用した。
主幹制御器にはハンドルのほか，ブザースイッチ，ATS

確認スイッチ，パンタ下げスイッチ，定速スイッチを設置し
た。運転指令はカム接触器による接点信号である。

主幹制御器の外観を図7に示す。

■ 図7 主幹制御器
Fig.7 Master controller

５．主電動機（TDK6071-A）

主電動機は，三相かご形誘導電動機で，省メンテナンス，
高効率を特長とする全閉外扇形を採用している。2017年1月
より3000形の3003-8,7号車に試験搭載したTDK6179-Aの供試
実績を活かした設計としており，損失低減設計による高効率
化や，冷却構造の最適化による低騒音化により，環境への配
慮を実現している。

主電動機の1時間定格出力は140kWである。3100形は回生
ブレーキパターンの定トルク領域を拡大しており主電動機の
実効電流が増加するため，3000形用TDK6174-Aの1時間定格
出力125kWに対し15kW増強している。

全閉外扇形主電動機は外扇ファンにより外気を固定子背面
に設けられた通風路を通すことで冷却を行い，固定子コイル
や回転子などは外気とは仕切られた内部空間のみを循環する
冷却風により冷却を行っている。そのため，主電動機内部は
塵埃侵入による汚損がなく，従来の開放形主電動機では必要
であった内部の清掃作業が不要になるため，省メンテナンス
化が図られている。

主電動機の断面図を図8，外観を図9に，定格一覧を表3
に示す。

■ 図8 主電動機断面図
Fig.8   Traction motor sectional view

軸受構造にはビルトイン式軸受構造を採用している。全閉
外扇形主電動機では前述のとおり内部を清掃するための分解
は不要になるが，軸受やグリースを交換するための分解は従
来の開放形主電動機と同様に必要である。ビルトイン式軸受
構造は軸受やグリースを交換する際に回転子を本体から引き
抜くことなく軸受周り部品のみを分解することも可能な構造
であり，保守作業の容易化を図れるばかりでなく，従来はク
レーンを使う必要があった回転子引き抜き作業が不要になる
ため，作業の安全性向上にも貢献している。

■ 図9 主電動機
Fig.9Traction motor

■ 表3 主電動機定格
Table3Specifications 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駆動方式

通風方式 全閉外扇形

定格 1時間

出力 140kW

電圧 1100V

電流 96A

周波数 80Hz

極数 4極

回転速度 2375min-1

すべり 1.1%

効率 94.0%

力率 81.5%

６．むすび

以上，京成電鉄株式会社3100形車両用電機品の主な機器に
ついて概要を紹介した。

最後に，今回の製品の設計・製作にあたり，多大なご指導
を賜った京成電鉄株式会社，ならびにご協力いただいた関係
各位に厚く御礼申し上げる。
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