寄 稿
東急東横線・東京メトロ副都心線相互直通運転に
向けた車両改修ならびに各種確認試験について
た新たな路線への乗り入れを実施するにあた

1. はじめに
東京急行電鉄では、2013 年 3 月 16 日よ

り、東横線の車両には全ての路線を走行出来

り東横線と東京メトロ副都心線との相互直通

るよう各種装置を搭載する必要があった。必

運転を開始した。東横線は 2004 年よりみな

要な機能については各社と調整の上、共通の

とみらい線と、副都心線は 2008 年より東武

規格仕様を決定した。路線によって保安装置

東上線、西武池袋線と相互直通運転を開始し

が異なり、東京メトロ副都心線・西武有楽町

ていたため、今回の相互直通運転開始に伴い

線はＡＴＣ、西武池袋線・東武東上線はＡＴ

鉄道事業者 5 社による首都圏ネットワークの

Ｓを採用しているため、一体型の保安装置を

更なる充実が図られた。

新規で採用した。

本稿では、相互直通運転に向けて実施した
車両改修内容、相直前の各種確認試験・試運
転内容について述べる。

表１

保安装置一覧

路線名

保安装置

東急東横線
横浜高速みなとみらい線
東京メトロ副都心線

CS － ATC

西武有楽町線

図１

相互直通運転区間

西武池袋線

西武 ATS

東武東上線

東武 ATS

乗務員室内の機器配置については、5 社間
で決定した規格仕様に基づき全面的に改修し
た。東京メトロ副都心線内はワンマン運転を

2. 車両改修内容
東京メトロ、東武鉄道、西武鉄道といっ

実施しているため、乗務員がさまざまな操作
を行えるようドア開閉スイッチ、乗降促進ス
イッチ、ATO 出発スイッチ等を手元に配置
した。また、ホーム上の状況を確認するため
の乗降監視モニター機器 (ITV モニター ) を設
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置した。なお、改修工事の効率向上を図るた
め、2010 年度以降に導入した新造車両はソ
フト以外の上記改修内容を仕様として含んだ
状態で導入した。
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しかしながら、車両の回送に際しては目黒
線・南北線車両限界が 2,800mm であるの
に対し、回送する車両は最大 2,820mm と
なるため、構築物やホームと接触しないか確
認する必要があった。そのため、既に目黒
線・南北線を走行している東急 3000 系・東
京メトロ 9000 系の各号車の車体外板・車
側灯部分に発泡スチロールを取り付け車両幅
2,820mm と同等の状態にし、当該区間を深
図２

相互直通運転用に改修した乗務員室内
機器

夜に走行して回送に支障がないことを事前に
確認した。

車両改修の実施当初、東横線には 9000 系
と 5000 系の車両が所属しており、両車系
の改修工事を検討していたが、導入してから
20 年以上経過している 9000 系車両につい
ては搭載機器の更新など車両新造と同等の大
規模な改修工事となってしまうこと、ブレー
キ応答性が低く東京メトロ副都心線内のATO
運転に必要とされる停止精度を十分に確保す
ることが困難であること等を鑑み、改修工事
を実施せず、5000 系車両に統一することと

図３

車体に取り付けた発泡スチロール

した。なお、9000 系車両はすべて東急大井
町線へ転籍することとした。

3.2 誘導障害試験
相互直通運転開始にあたり、各路線に設置

3. 相直前の各種確認試験・試運転の実施

されている信号保安設備に対し、車両の搭載

3.1 事前回送ルートの選定

機器が動作時に発生する電磁波等が悪影響を

相互直通運転開始前に各社車両の各種試運

与えないかを確認する試験を以下の要領で実

転および乗務員の習熟運転の実施を計画した

施した。

が、東横線と東京メトロ副都心線の線路が相

①弊社車両が他社線内の信号機器に与える影

互直通運転開始日までつながらないため、そ

響を確認する試験

れまでの間に車両を回送する必要があった。

東急車をあらかじめ他社線内へ回送し、車

検討の結果、東急目黒線が東京メトロ南北線

両の制御装置および補助電源装置を使用する

と既に相互直通運転を開始しており、市ヶ谷

ことで発生するノイズが信号機器に対し影響

駅にて有楽町線内に進入することができるた

がないことの確認を行った。東急車は搭載し

め、東横線～目黒線～南北線～有楽町線～副

ている制御装置・補助電源装置の種類によっ

都心線という回送ルートにより、既存の路線

て 3 車種に分類し、東京メトロ・東武鉄道・

を活用して車両回送する案が浮かび上がっ

西武鉄道の各線内にて試験を実施したところ、

た。

ノイズが規定値内であり既設信号機器に対し
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影響がないことが確認された。しかしながら、

その結果、すべての車種においてノイズが

東武線内の一部信号機器に対しては補助電源

規定値内であることを確認した。

装置起因の帰線ノイズが規定値を超過し不合

3.3 走行安全確認試験

格であったため、補助電源装置のスイッチン

車両が走行した際に、線路形状による脱線

グ方式を 2 相変調から 3 相変調に変更するこ

や車体傾斜超過による建築物との接触等がな

とで帰線ノイズの低減を図ることで対応した。

いことを確認するための走行安全確認試験

②他社車両が東急線内の信号機器に与える影

(Q/P 試験 ) を実施した。なお、本試験は異常

響を確認する試験

時も含め走行する可能性がある区間を実際に

東急東横線および回送ルートの目黒線等に

走行し、車両の脱線係数値および車体の横変

設置してある各種信号機器に対し、新しく当

位量・ホームとの離隔量を測定した。

該線区を走行するメトロ車・東武車・西武車

①走行安全確認試験

が与える影響について確認試験を行った。試

Q/P 試験用車輪・車軸を先頭車両の４軸に

験の対象となった信号機器と試験対象車種を

装着し、乗り入れ各社が予め指定した曲線半

表２に示す。

径が小さな区間を低速 (10km/h 以下 ) で走行

表２

試験対象信号機器および車種

した際の輪重およびレール面に対する横圧を
測定することで、車両の脱線係数値を算出し
低速走行時のせりあがり脱線の危険性につい
て評価を行った。

試験対象である全11車種を東急線内に事前
回送することは車庫容量上不可能であること、
試験車両を1車種ごとに回送した場合は試験期

図５

東急車に取り付けた Q/P 試験用車輪・
車軸

間が長期にわたってしまうことを考慮し、東
急線の信号機器を

図４
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メトロ新木場車庫、

るため、安全率を考慮し、脱線係数値が目安

西武小手指車庫に

値 1.14 以下であれば脱線に対する安全度が

仮設し短期間で集

高いと考えられる。試験結果では脱線係数値

中的に試験を実施

が目安値を超える箇所はなかったため、脱線

した（東武車の試

に対する安全度は十分であるということが確

験はメトロ新木場

認された。

車庫にて実施）
。

②横変位量試験

新木場車庫に設置した信号機器
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ね、空気ばねの左右動を測定し、線路形状等

る走行実績はなく、車両側装置と地上側装置

の軌道条件に起因する車体傾斜を考慮した車

の結合確認および停止精度・運転時分を調整

体の横変位量を算出することで高速走行時の

する試運転を、対象となる全 38 編成を順次

安全性の評価を行った。満車状態は車内に水

東京メトロ副都心線に回送し実施した。なお、

槽を搭載することで再現した。また、車体外

副都心線渋谷駅については相互直通運転前に

板に最大幅 30mm の発泡スチロールを取り

営業使用していない番線も含めて調整する必

付けて走行し、ホームとの離隔が十分に確保

要があったため、夜間に渋谷駅の信号システ

されているかについても確認している。

ムのみを東京メトロから東急に切り換えて試

その結果、東急車のホーム側横変位量の最

運転を実施した。試運転対象車が全 38 編成

大値は 26.8mm であり、車両限界とホーム

と多く、2011 年 10 月より試運転を開始し

との離隔 60mm に対し十分余裕があること

約 1 年半かけて停止精度・運転時分が限度内

が確認された。また、取り付けた発泡スチロー

となるようＡＴＯソフトの調整を実施した。

ルもホームに摺損することはなく、車体の横

なお、西武有楽町線新桜台～小竹向原、東

変位量に対するホーム離隔は十分確保されて

武東上線朝霞～和光市の区間については到着

いるということが確認された。

駅にホームドアが設置してあるため、ＡＴＯ
装置の停止機能のみを利用したＴＡＳＣ運
転を実施している。同区間に関しては代表
車種のみ試運転を実施し、所定停止位置±
450mm の範囲内で停止できる精度が確保で
きていることを確認した。
4. おわりに
約3年にわたるさまざまな準備が実を結び、
2013 年 3 月 16 日より東急東横線と東京メ
トロ副都心線との相互直通運転は無事に開始

図６

車内に搭載した水槽

された。３．１で述べた回送方法にて各社の
車両を事前に回送し習熟運転を実施したこと

3.4 ＡＴＯ調整試運転

で車両の仕様違い、不具合の大部分を相互直

東京メトロ副都心線内にはホームドアが全

通運転前に確認および解消できたことが功を

駅に設置されており、一定の範囲内に停車し

奏し、３か月経過した現在まで大きなトラブ

なければ車両のドア部とホームドア開口部が

ルなく運用されている。

ずれてしまい乗客の乗り降りができなくなっ

本相互直通運転の開始に伴うネットワーク

てしまう。このような状況を防止するために、

の充実により、更なる利便性の向上に寄与し、

ＡＴＯ装置（Automatic Train Operation）

東横線がより魅力的な沿線としてお客様にア

による車両の自動走行を実施しており、各駅

ピールできることを大いに期待している。

の所定停止位置に対して± 450mm 以内に停
止する精度が求められている。東急車は相互
直通運転開始に向けた車両改修の際にＡＴＯ
装置を新規に取り付けているためＡＴＯによ
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