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鉄道車両用 補助電源装置について
1. はじめに

このようにして、三相交流を大容量化して

「補助電源装置」は、架線からの電力を補

補助回路で使用するようになると、補助回路

助回路用の電力に変換して供給する役割をも

機器の交流化が進んだ。例えば、ブレーキや

つ装置である。補助回路とは、冷・暖房、照

台車の空気バネに使用する「圧縮空気」を作

明、電動空気圧縮機などのサービス機器や車

り出す電動空気圧縮機(エアー・コンプレッサ)

両の制御のための低圧回路などの総称であ

の電動機にも三相誘導電動機が使用されるよ

る。（「補助回路」に対して、モータを駆動す

うになった結果、補助電源装置の重要性が一

る高圧回路を「主回路」と呼んでいる。）

層高まった。

今回は主に直流電車の補助電源装置の役
割、システムの概要について紹介する。

さらに、制御回路用低圧直流電源(DC100V
･DC24V 等 ) としても、三相交流電力を降圧・
整流することにより定電圧電力が得られるこ
とから、これらの低圧回路を利用した制御機
器の活用が進んだ。
電動発電機が採用され始めた頃は数 kVA の
容量のものが多かったが ､ その後の冷房装置

図1

静止型電源装置の外観 ( 例 )

搭載により大容量化が進み ､ 最近では ､260
～ 280kVA クラスのものまで製作するよう

2. 補助電源装置の役割

になってきた。

当初、補助回路は走行制御装置を主体とし

補助電源装置は、車両内の全ての電気装置

た各制御機器への制御電源の供給や、室内灯

に電力を供給するシステム ( バッテリーへの

への電力を供給する位置付けで直流架線電圧

充電を含む ) であるため、近年容量の増大と

を抵抗で分圧して得ていたが、その後、各種

高い信頼性が要求されている。

制御機器の制御電源、室内灯、扇風機等の用
途で、架線電圧 ( 主回路電位 ) とは「絶縁され
た」扱いやすい汎用機器が使用できる交流の

3. 補助電源装置の方式
補助電源がシステムとして確立するのは、

低圧電源を供給する補助電源装置が求められ

電動発電機 (MG:Motor Generator) の実用

るようになった。

化からであった。補助電源システムの車両搭

冷房装置が導入されると、電源に大容量の

載が進むにつれ、冷房装置付車両が増加した。

三相交流を使用することになり補助電源装置

この結果、MG の大容量化が進んだ。そして、

は大容量化され、さらに走行制御システムと

一層の小型・軽量化、低騒音化、省メンテナ

切り離されて、独自のシステムとしての重要

ンス化を目指し、並行して発達してきた高耐

性を認識されるようになった。

圧、大容量の半導体を応用した静止型変換器

これにより直流架線電圧に直に接続していた
暖房器 ( ヒータ ) も、三相交流電力で使用でき
るようになり、客室内の脱高圧が実現された。

(SIV:Static InVerter) へと、
姿を変えてきた。
以下に電動発電機および静止型変換装置の
特徴などを示す。
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(1) 電動発電機 (MG)

後半からは回転部分を持たない静止型変換装

その名の通り電動機と発電機を組み合わせ

置 (SIV) に移行した。

たもので、架線からの直流電力でモータを回転

(3) 静止型変換器 (SIV)

させ、これと同軸上の発電機により一定の低圧

架線からの直流電力を三相交流に変換し

電圧を発生させる装置。回転機のため整流子や

出力するインバータ装置である。動作原理は

ブラシなどのメンテナンスが必要であった。

VVVF 装置と同様であるが、こちらは出力電

図 2 に MG の概略構成を示す。

圧と周波数を一定に制御するCVCF(Constant
Voltage Constant Frequency) 装 置 と な っ

架線

ている。
歴史的には電動発電機の大容量化と並行し

三相
出力

て、1960 年代からパワーエレクトロニクス

Generator

Motor

を活用した静止化の研究が進められ、回転体
を介さずにエネルギ変換する静止型変換装置
が実用化された。その後、1980 年代に半導

モータ制御器

体技術の発達とパワーエレクトロニクスの進
歩により大容量出力システムを構成すること
が出来るようになると、回転部を持たないた

ﾚｰﾙ

図2

めメンテナンスの低減が実現できることなど

MG 概略構成図

から、一気に SIV が主流の時代となった。
SIV の回路方式は「ブースタ方式」、「昇降

(2) ブラシレス電動発電機 (BL-MG）
電動発電機の駆動制御用にサイリスタイン

圧方式」、「ダイレクト変換方式」、等様々な

バータを構成し、このインバータと「同期電

変遷を遂げてきたが、近年は、IGBT 素子使

動機＋同期発電機」を組み合わせたブラシレ

用のダイレクト変換の２レベルインバータ方

ス電動発電機 (BL-MG) が実用化され、1972

式が一般的となっている。
図 3 に最近の直流電車で一般的な SIV の概

年以降国内の電鉄会社に大量に採用された。

略構成と機能を示す。

整流子とブラシを持たないため従来の MG に
比べ省メンテナンスが図られたが、回転摩耗

最近は、補助電源故障時のサービス低下を

部分が残ること、一層の小型・軽量化、低騒

防ぐため、待機二重系や並列同期型などの冗

音化、省メンテナンス化を目指し 1980 年代

長系 SIV も採用されている。
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SIV 装置は、高速度遮断器、入力フィルタ部、充放電回路部、インバータ部、交流フィルタ部、
出力変圧器等で構成されている。
主要部位の機能は下記の通りである。
・高速度遮断器：

架線と接続させるための接触器。過電流時は開放動作して架線から切り離す。

・フィルタリアクトル FL：

急激な電流の変化を抑制する。FC と FL で逆 L 字形フィルタを構成

している。
・フィルタコンデンサ FC：
・充放電抵抗器：
・スイッチ：

直流電圧の一時的貯蔵用およびインバータ動作の高調波除去用。

FC への起動時充電電流および停止時放電電流の抑制用。

充電抵抗器短絡用の単位スイッチ。

・パワーユニット：

直流電圧を交流電圧に変換する電力変換ユニット。IGBT、冷却部、ゲート基

盤等から構成されている。
・交流リアクトル、交流コンデンサ：

パワーユニットで変換された方形波を正弦波に平滑させる

交流フィルタ。
・出力変圧器：

1 次電圧を所望の 2 次電圧に変換する。高圧回路と補助回路の絶縁もしている。

・制御 AMP：

マイコン搭載の基盤により、接触器制御、ゲート制御、保護制御を行う。

・放電接触器 DCHK：

SIV 停止時に FC の電荷の放電を行う接触器。

4. おわりに
「補助電源装置」の役割と代表的な方式を
紹介させて頂きました。名称は「補助電源装
置」ですが、最近は車両内の全ての電気装置
に電力を供給するシステム ( バッテリへの充
電を含む ) として高い信頼性が要求され重要
度がますます増しています。床下で毎日早朝
から深夜まで働き続けている補助電源装置に
時々目を向けていただければ幸いです。

図4

待機二重系 SIV の外観 ( 例 )

(東洋電機製造株式会社 交通技術部 井上 昌義)
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