製品紹介

成都地下鉄1号線車両用電機品

成都地下鉄1号線車両用電機品
Electric Equipment for the Electric Vehicle of Chengdu metro corporation, LTD. for Line 1

１．まえがき

２．車両諸元

成都は中華人民共和国の四川省の省都で，
「パンダ」
の故郷，
小説
「三国志」
の舞台として有名な都市である。

表１に車両諸元を示す。
当社の中国向け電機品としては初のDC1500V・架線集電

市の総面積は約1万2千平方キロメートル，総人口は1千万

方式となっている。
（従来はDC750V・第三軌条方式）

人を超え，そのうち約六百万人が市中心部に居住している。
中国の中核都市として人口と自動車交通量の増加は顕著で，
2005年
「成都市都市快速軌道交通建設計画」が国家計画委員

■ 表１ 車両主要諸元
Table1 Major features of vehicle
項

会で批准され，同年地下鉄1号線の工事が開始された。
2008年5月12日には同市郊外を震源地とする大地震が発生
したことは記憶に新しいが，郊外で大きな被害を受けたもの
の，都市部の被害は小さく地下鉄工事も順調に進められてい
る。2009年4月，
当社電機品を採用したプロト車両が完成した。
図１に車両外観を示す。
■ 図１ 車両外観
Fig.1 Exterior of vehicle

目

仕

様

編成

Tc-Mp-M-M-Mp-Tc

車両質量 ton

Tc：31 , Mp・M：35

定員（最大）人

Tc：226（290）, M・Mp254（325）

車体

ステンレス鋼製，Ｂ型車
長さ 19000mm ×幅 2800mm ×高さ 3800mm

軌間

1435mm

電気方式

DC1500V

主電動機

三相かご形誘導電動機 190kW × 4 台 / 両

駆動方式

中実軸平行カルダン式

制御方式

速度センサレスベクトル制御方式
ＶＶＶＦインバータ制御
電気指令ブレーキ（回生付）

制御電圧

DC110V

補助電源装置

三相 AC380V 185kVA 50Hz（直流出力を含む）

歯数比

99/14=7.07

車輪径

840mm（新製）
，770mm（最小）

最高運転速度

80km/h

加速度

1.00m/S3 （3.6km/h/s）

減速度

1.0m/S3 （3.6km/h/s）
（常用最大）
，
（非常，空気制動のみ）
1.2m/S3（4.32km/h/s）

架空線式

TD 継手

３．納入主要機器
３. １ VVVFインバータ装置
VVVFインバータ装置の外観を図２に示す。
この車両に当社は中国の電機メーカ湘潭電機股份有限公司

主回路システムは，VVVFインバータ装置，断流器箱，フィ

（以下湘潭電機）
を代表に，当社の中国合弁企業である湖南湘

ルタ・リアクトル，ブレーキ抵抗器，主電動機より構成され

電東洋電気有限公司
（以下湘洋電気）
，三井物産株式会社，三

ている。VVVFインバータ装置は4台の主電動機を一括制御

井物産プラントシステム株式会社と連合体を構成し，主回路

する方式を採用している。

電機品，補助電源システム，制御伝送システム
（以下TMS）
，

インバータ制御は，主電動機に速度センサを設けない速度

運転台機器，ブレーキシステム
（ナブテスコ株式会社製）
を納

センサレス・ベクトル制御で，速度の検出が速い演算速度を

入した。中国国産化率の要求にしたがい，主回路機器及び補

使用することにより，空転・滑走時などの高速トルク制御を

助電源システムは当社の設計あるいは監修のもとで湘潭電機

実現している。更にブレーキチョッパ回路を有し，回生・発

及び湘洋電気が製造を行っている。

電ブレンディング制御により安定した電気ブレーキ動作を確

プロト車電機品に続き量産車電機品を納入し，2010年まで
に合計17編成分を納入する。

保し，低速度まで電気ブレーキを動作させている。
走行に関わる指令は，TMSを経由した制御伝送を使用し，
手動運転・自動運転に対応している。
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３. ６ 制御伝送システム

■ 図２ VVVF インバータ装置外観
Fig.2 VVVF Inverter

制御伝送システム
（TMS）
は列車の力行・制動制御，母線断
路器や受給電装置などの重要機器の制御，空調装置やPIDSな
どのサービス機器の制御を行うとともに，接続された機器の
状態監視，故障発生時のガイダンス表示，各種情報の記録等
を行う。基幹伝送系として国際規格IEC61375-1に適合する
WTB
（Wire Train Bus）
，MVB
（Multifunction Vehicle Bus）
を採用し，各機器とのインターフェースとしてCANopenネッ
トワークを採用している。WTB及びMVBはそれぞれ二重化

３. ２ 主電動機

構成とし，システム全体のアベイラビリティの向上を図って

主電動機は当社が基本設計したものを湘潭電機が設計・製

いる。主要な構成機器には，
先頭車に搭載されるCCU
（Central

作したもので，190kW
（1時間定格）のかご型誘導電動機であ

Control Unit）
，DDU
（Drivers Display Unit）
，中間車に搭載

る。冷却は外扇式で，上部に鋼網併用重力式ストレーナを装

されるMGW
（MVB ／ CAN Gateway）
，全車に搭載される

備している。

RIO
（Remote Input ／ Output）
， IF- UT （Interface Unit）
などがある。

３. ３ 駆動装置及び継手
駆動装置はTD
（Twin-Disc）継手を用いた平行カルダン駆
動方式で，歯車装置は，はすば歯車による一段減速で，歯数

■ 図４ 実装状態の主幹制御器とデータ表示中の
モニタ表示器（左）
Fig.4 Master controller and DDU

比99/14=7.07，モジュール６mm，中心距離362mm，圧力角
26°
，ネジレ角20°
である。歯車箱は，上下二分割式で，材質
には騒音，振動の低減が期待できる球状黒鉛鋳鉄
（FCD）を
採用している。
歯車と各軸受への潤滑は，
共通の潤滑油によっ
て行い，大歯車の回転による完全飛沫方式である。
３. ４ 補助電源装置
装置の外観を図３に示す。
本装置はインバータ装置
（SIV）
・高速度遮断器・整流装置
により構成されている。
出力は三相AC380V 185kVA
（直流出力含む）
であり，直流
出力はDC110V
（18kW）
及びDC24V
（1kW）
である。
また，受給電装置が搭載されており，万が一故障した場合は

■ 図５ 制御伝送システムCCU 外観
Fig.5 CCU

列車モニタの指令により，故障ユニット側に延長給電される。
■ 図３ 補助電源装置外観
Fig.3 SIV

４．むすび
３. ５ 主幹制御器

本稿作成時点でプロト車両は中国山東省青島の車両メーカ

主幹制御器は牽引／制動一体型のワンハンドル方式で，
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で完成後，各種試験を実施しており，引き続き量産車両の製

ノッチのないステップレスである。操作角に応じた信号は

作にかかっている。本システムの完成にあたりご指導いただ

PWM指令器によりPWM信号に変換されTMSに入力される

いた，成都地鉄有限責任公司をはじめ関係各社にお礼を申し

ほか，TMS停止時にも列車運行を継続できるよう，各車の

上げるとともに，本システムが成都市民のために役立つこと

VVVF・制動システムにも接続されている。

を願ってやまない。
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