寄稿

BEC819 系交流架線式蓄電池電車
の量産開発について
1. はじめに

型電車である BEC819 系交流架線式蓄電池

九州旅客鉄道株式会社 ( 以下、
「JR 九州」)
では、旧国鉄時代から承継している気動車の

電 車 ( 愛 称 名「DENCHA( デ ン チ ャ )」) の 量
産開発・製作を行った。

老朽取替時期を迎えている。比較的短い非電

そして、平成 28 年 10 月 19 日より筑豊本

化区間を走行している気動車の置換えを目的

線の若松－折尾間 ( 図１) で営業運転を開始し

に、平成 25 年度に実施した 817 系改造試作

ている。

車の走行試験の知見をもとに、『人と地球の
未来にやさしい』をコンセプトとした次世代

2. システムの概要
「DENCHA(Dual ENergy CHArge train)」
は、交流架線区間で車体床下に搭載した主回
路蓄電池に走行に必要なエネルギーを充電し
ながら走り、架線のない区間では主回路蓄電
池のみのエネルギーで走行する「交流架線式
蓄電池電車」である。
車体構体は JR 九州の 817 系と同じアルミ

図1

運転区間

ダブルスキン構体を採用しており、車両形式
は BEC819 系となる。
交流電化区間と非電化区間の境界駅が折尾
駅となるが、交流電化区間となる直方方面か
ら折尾駅までは、パンタグラフを上昇させた
架線走行モードにて走行を行い、惰行・停車
中に架線から主回路蓄電池に充電を行う。あ
わせて、ブレーキ時には回生エネルギーを蓄
電池に蓄えることで、エネルギー損失の少な

図２

い主回路システムを実現できた。

車両外観

また、架線のある駅で、停車している際に
急速充電を行うことで充電時間を短縮するこ
とが可能である。一方、折尾から若松方面に
九州旅客鉄道株式会社
鉄道事業本部
運輸部車両課 主査
はたけだ

けんじ

畠田 憲司

かけての非電化区間においては、パンタグラ
フを下降させた状態で走行を行う蓄電池走行
モードで走行する。蓄電池走行モードでもブ
レーキ時の回生エネルギーを主回路蓄電池に
蓄え、エネルギーの再利用を行う。蓄電池走
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図３

運行イメージ

行モードでは、室内灯や空調などの補機電力

に追加する形で主回路が構成されている。回

もすべて主回路蓄電池からのエネルギーで駆

路の特徴として、主変換装置が1群構成となっ

動する。

ていること、主変圧器には補助電源装置に電

平成 24 年度より平成 25 年度までの 2 ヵ

力を供給するための 3 次巻線がついているこ

年で、817 系 1000 代をベースに改造した

とが挙げられる。このため、駅停車中に走行

試作車を製作して走行試験を実施した。その

モードを切り替えると室内灯が消灯するとい

際に次の様な課題が明らかになった。

う事象が発生する。また、3 次巻線への加圧
が必要なことから、電池走行モードでも屋根

①改造車ベースであったことから、床下に搭
載する主回路蓄電池のスペースに制約があ
り容量が不足した。

上まで約 20000V が加圧された状態となり、
安全面でも不安の残るシステムであった。
これに対し、BEC819 系量産車の主回路

②電車と同じパンタグラフ折畳み高さでは、
非電化区間に存在する狭小トンネルに干渉
する可能性がある。
③電化・非電化の境界駅で走行モードを切り
替える際に、室内灯が消灯する。
④非電化区間において、誤ってパンタグラフ
を上昇させたまま走行する危険性がある。
図４

改造試作車主回路

これらの問題を解決しながら、平成 26 年度
より量産車設計を開始し、平成 28 年度には量
産先行車を製作して、走行試験まで実施した。
3. 車両の特徴
(1) 主回路システム
817 系改造試作車の主回路システムを ( 図
４) に示す。改造試作車は可能な限り 817 系
の床下機器を流用し開発が行われた。すなわ
ち、架線から車両を駆動するシステムはその
ままに、蓄電池システムを主変換装置の中間

図５

量産車主回路
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は (( 図５) に示す）、新たに床下機器構成を再

ロゴマークでデザインされている。

検討することからはじめた。前述の改造車と

パンタグラフ折畳み高さを低くするために

同様に主変換装置の中間に主回路蓄電池を配

設けた低い屋根構体部分には空気シリンダ上

置しているが、主変換装置を２群構成とした

昇・ばね下降式のパンタグラフを設置した。

ことで冗長性を確保した。また、補助電源装

これまで JR 九州では、ばね上昇・シリンダ

置が主回路蓄電池システムと並列に主変換装

下降式のパンタグラフを多く採用してきた

置の中間に設置されたことから、主変圧器の

が、折畳み時はフックで固定する構造となっ

３次巻線を省略することができ、走行モード

ており、非電化区間にて何らかの衝動でフッ

切替時の室内灯の消灯や蓄電池走行モード時

クが外れると機械的にパンタグラフが上昇し

の屋根上加圧もなくなり、効率の良いより安

た状態で走行する危険性があったため仕様変

全な主回路システムを構築することができ

更を行った。
前照灯は JR 九州で初めて LED を採用し、

た。

夜間での視認性向上を図った。
また、車体床下 (Tc 車側 ) に搭載した主回路

(2) エクステリア
車体外観は 817 系 2000 代の車体をベー

蓄電池箱は、他の機器との識別を容易にする

スに、
「地球環境にやさしい」をイメージし

ため、青色で塗装されている。大容量の主回

た青色を配色し、個性ある電池をあしらった

路蓄電池を必要としたことから、Tc 車の床下

表１

主な諸元

19500mm
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のほとんどが主回路蓄電池となった。そして、
主回路蓄電池箱の上部には夜間でも認識可能
とするため、緑色表示灯を設けている。

図７

エネルギーフロー

(4) 半自動ドア機能の採用
図６

主回路蓄電池箱

(3) インテリア
BEC819 系運転台には 12.1 インチのワイ
ド画面モニタを設置しており、車両の制御状

BEC819 系には省エネ効果を高めるため
に、お客さま乗降ドアに半自動ドア機能を採
用している。車内ドア横に「開」「閉」ボタ
ンを、車外ドア横に「開」ボタンを設けてい
る。

態やサービス機器の状態のほか、主回路蓄電

半自動ドア機能による省エネ効果を確認す

池の温度や電圧など蓄電池電車として必要な

るため、ドア開閉試験による開閉有無による

情報の管理と監視を行っている。運転台機器

平均補機消費電力の違いを検証した。ドア開

配置は、817 系と電化区間での共用を想定し

閉試験は 30 秒間ドアを開けた後、2 分 30 秒

て、運転席側面の急速充電を開始するスイッ

間ドアを閉める動作を 7 サイクル実施した。

チや蓄電池走行起動スイッチなどのほかは、

その結果、ドア閉状態での平均補機消費電力

可能な限り 817 系 2000 番台を踏襲してい

と比較すると、ドア閉状態のほうが約 2 割消

る。

費電力量の少ないことを確認した。半自動ド

客室内は 9 つのデザインからなる 10 人掛

アを採用することで室内温度の維持に寄与で

けロングシート腰掛を各車 4 つずつ配置して

き、消費電力量を抑える効果があることが改

いる。また主回路蓄電池箱のスペースを確保

めて実証された。

するために、817 系までは床下に搭載してい
た機器の一部を、各車車内妻側に設置した機
器室に収納した。このため、817 系では車体
妻側にあった座席を BEC819 系では省略し
ている。
ドアカモイ部には千鳥配置で 17 インチワイ
ドの車内表示器 MSV(Multi Support Vision)
を設置している。また、機器室の壁には車両
の電力の流れを表すエネルギーフローを表示
するためのMSVを各車に設けている（図７）。

図８

ドア開閉試験結果

トイレは臭いが少ない清水空圧式汚物処理装

また、戸閉め装置には、障害物検知・戸挟

置を採用し、清潔感のある電動車イスにも対

み防止機能を有しており、障害物検知の際に

応した車内空間を設けている。

は脱出の容易化を図っている。
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(5) パンタグラフインターロックシステム

停止・強制パン下げを行う。

電化区間から非電化区間に進入する際に、
蓄電池走行モードにモード変換せずにパンタ

② 非電化区間から電化区間へ進行する場合

グラフ上昇状態で交流架線式蓄電池電車が非

a.地上側に設置したIDタグの信号(下り進行、

電化区間へ進入することも想定される。
そこで、パンタ上昇状態で走行することによ

パン上げ ) を車両が受信すると、モニタ画
面上に注意喚起が表示される。

る架線終端の碍子やパンタグラフなどの設備

b. 駅停車後にパンタグラフ上昇を行わずに車

損傷を防止することを目的に、パンタグラフイ

両を前進させることがないように、車両停

ンターロックシステムを開発・搭載した。本

止後の力行を禁止する指令が働く。

装置は、既存の 817 系などに搭載されている
ホーム検知装置の機能を拡張して開発された。

c. 走行前にパンタグラフ上昇を行うことによ
り力行禁止が解除され走行が可能となる。
d. 万が一、必要なパンタ操作を行う前に力行

インターロックシステムの概要は以下のと

禁止の指令が解除され、パンタグラフを下
降させたま電化区間へ力行を開始しても、

おりである。

設備を損傷することがないため走行には支
① 電化区間から非電化区間へ進行する場合

障がない。

a. 地上側に設置した ID タグ ( Ａ ) の信号 ( 上
り進行、パン下げ ) を車両が受信するとモ
ニタ画面上に注意喚起が表示される。
b. 駅停車後にパンタグラフ降下を行わずに車
両を前進させることがないように、車両停
止後の力行を禁止する指令が働く。

4. 走行試験結果
平成 28 年 4 月下旬から 8 月初旬にかけて、
BEC819 系「DENCHA」の性能評価のため
の走行試験を行った。
試験概要は以下のとおりである。

c. 走行前にパンタグラフ降下を行うことによ
り、力行禁止が解除され走行が可能となる。
d. 万が一、パンタグラフ下降を行う前に力行
禁止の指令が解除され、パンタグラフを上

① 主な試験区間
筑豊本線 ( 若松－折尾間、中間－桂川間 )
篠栗線 ( 桂川－博多間 )

昇させたまま非電化区間へ力行を開始して

② 試験実施項目

も、架線終端の手前に設置している非常停

a. 加減速性能評価試験

止用 ID タグ ( Ｂ ) の信号により列車を非常

b. 航続距離試験

図９
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c. 急速充電試験
d. 主回路蓄電池温度測定

主回路蓄電池箱の内部には冷却および箱内
温度を均一化する目的でファンを搭載してい
るが、今後は蓄電池温度上昇抑制のための最

そして、試験結果については以下のとおり

適制御を模索する必要がある。

となった。
(1) 加減速性能
加減速性能については、電車相当 (2.6km/
h/s) と気動車相当 (1.5km/h/s) の性能を持た
せているが、ほぼ設計値どおりであることが
確認できた。
(2) 航続距離
航続距離試験については、筑豊本線の中間
－桂川間 ( 片道 30.4km) で実施し、空調など
に消費する平均補機駆動消費電力が 24kW と

図 10

急速充電所要時間

比較的小さい条件で 1 往復半 ( 約 90km) 走行
できることを確認した。
(3) 急速充電時間
急速充電に要する時間は、最短充電時間の
理論値 (150A の定電流充電のみで充電完了
すると仮定した場合の計算値 ) に対して、最
大でもプラス 1.5 分以内の間で充電が完了す
ることがわかった。若松－折尾間往復の消費

図 11

蓄電池温度上昇結果

SOC (SOC：充電率 ) が高付加条件で 26% と
試算されており、若松－折尾間往復走行後の
充電でも目標とする 10 分以内に完了するこ
とが確認できた。

5. おわりに
交流架線式としては国内初の営業運転を無
事に遂行することができた。今後は、長く沿
線のお客さまに愛される車両となることを期

(4) 主回路蓄電池温度

待したい。

長く主回路蓄電池の寿命を持たせるために

また、共同開発に参画された株式会社日立

は温度上昇の抑制をする必要がある。温度上

製作所と公益財団法人鉄道総合技術研究所の

昇の測定は、平成 28 年 7 月 27 日の真夏日

皆様をはじめ、ご尽力いただいた関係各位に

の日中帯において試験データを採取し検証を

心からの謝意を表する。

行った。結果は、最高気温が 40℃近くまで
上がった環境下でも、蓄電池モジュール温度
は最大で 53℃であった。主回路蓄電池とし
て運用する際に問題のない温度上昇結果であ
る。
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