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駆動システム

Propulsion System
快適な走り!

Propulsion system for stable acceleration/ deceleration and quiet operation

主幹制御器
Master controller

主電動機
Traction motor

特 長
Features
一次磁束基準形ベクトル制御により,安定した加速・
減速が可能となり,乗り心地も向上します。
メンテナンスをほとんど必要としません。
コストパフォーマンスに優れています。

Stable acceleration/deceleration by stator-flux-based
vector control for greater passenger comfort
Minimal maintenance work

Superior functions at low-cost

VVVFインバータ
VVVF inverter

フィルタリアクトル
Filter reactor

サージアレスタ
Surge arrester

サージアレスタ
Surge arrester

制御装置
Controller
ブレーキチョッパユニット
Brake chopper unit
リレーユニット
Relay unit
インバータユニット
Relay unit
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補助電源装置

Auxiliary Power Supply System (APS)
用途に応じ，最適なソリューションを提案します。

Fuji provides the best solution for every customer's operating service requirements.
商用絶縁方式
Utility frequency (50/60Hz) isolation transformer system
変圧器
Main transformer

高周波絶縁方式
Medium frequency isolation transformer system
Input

Input
Inverter

バッテリ・チャージャー・
ユニット
Battery charger unit

Transformer

Output filter

DC / AC

DC-DC converter
To
auxiliary
loads

MF-Inverter

Inverter

DC / AC

AC / DC

MF-Transformer

Output filter
DC / AC
Output
Inverter

To
auxiliary
loads

出力ACL
Output AC filter inductor
インバータ・ユニット
Inverter unit

絶縁トランスの周波数を高くすることで，トランス
とリアクトルの寸法・質量を 約1/10とし，小型軽
量を達成しています。

冷却体
Heat sink
制御ユニット
Control unit

Auxiliary power unit of Fuji Electric has been used in any environment in the world.
納入地域例
Examples of supply areas

入力DCL
Input DC filter
inductor

特 長
Features
High efficiency
That a small number of parts in a simple circuit
configuration, has achieved high efficiency.

High reliability
That the control is simple and the number of components
is small, has high reliability.
Saving maintenance
It requires almost no maintenance

寒冷地：ウクライナ キエフ市地下鉄
熱帯 ：シンガポール地下鉄

Cold area
: Kyiv Metro, Ukraine
Tropical zone: Singapore Mass Rapid Transit

アメリカ大陸：ワシントン市地下鉄
欧州
：ウクライナ キエフ市地下鉄
アフリカ大陸：南アフリカ
豪州
：ニューサウスウェールズ州

Americas: Washington D.C. Metro
Europe : Kyiv Metro, Ukraine
African Continent : South Africa
Australian Continent: New South Wales

(屋根上搭載）

(Roof Mount)

シンガポール地下鉄

Singapore MRT

仕様例
Examples of specification
車種（電気品種類）
kind of car (Kind of electrical equipment)
電車（静止型補助電源装置）
Electric car (Static inverter)
気動車（エンジン発電機）
Diesel train (Engine generator)

入力
Input
DC1500V
DC750V
AC20/25kV
走行用エンジン
Engine for propulsion

客車（エンジン発電機）
Passenger car (Engine generator)

専用エンジン
Engine for generator

＊1 ベルト結合
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By increasing the frequency of the isolation transformer,
it becomes about one-tenth the size and weight of the
inductor and the transformer, and has achieved a
reduction in box size and weight.

富士電機の補助電源装置は世界のあらゆる環境で使用されています。

リレーユニット
Relay unit

高効率
回路構成がシンプルで部品点数が少ないため，高効
率を達成しています。
高信頼性
制御が単純で部品点数が少ないので，高信頼性を実
現しています。
省メンテナンス
保守をほとんど必要としません。

特 長
Features

Belt coupling

＊2 油圧結合

Hydraulic coupling

発動機変動回転
Variable speed gen.
発動機定回転
Constant speed gen.

＊3 直接結合

出力
Output
AC440V, 3φ
AC380V, 3φ
AC440V, 3φ
DC24V

最大容量
Maximum capacity
260kVA
130kVA
180kVA
8kW＊1

AC440V, 3φ

25kVA＊2

AC440V, 3φ

440kVA＊3

Direct coupling
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列車制御/案内表示システム

電気駆動式ドアシステム

Electric Driven Door System
富士電機は最新のパワーエレクトロニクス技術を応用した鉄道車両用
電気駆動ドアで，安全で快適な交通システムに貢献しています。

Train Control and Monitoring / Passenger
Information Display System

Fuji Electric contributes to the safety and Comfortableness of the transportation system by
supplying the electrical drive door system for rolling stock with state-of the art power
electronics technologies.
特 長

PID♯6

PID♯5

PID♯6

PID♯5

PID♯6

PID♯4

PID♯3

PID♯4

PID♯3

PID♯4

PID♯1

PID♯2

PID♯1

PID♯2

PID♯1

PID♯2

ESW

JR East
Series E231
Series E233
Series E531
ニューヨーク市営
地下鉄 R160B
New York City
Transit R160B

DDU

Devices

CP

PEC

Door Control
System

Local Interface Unit
BCU

Local Interface Unit
APS

Door Control
System

PA

BCU

Local Interface Unit

Central
Control Unit
（CCU）

Propulsion

直接駆動による超高信頼性型
Direct drive mechanism to establish super high reliability

ESW

TCMS and PIDS network are combined
through Ethernet switches (ESW)

HVAC

Linear motor driven type

JR東日本
E231系
E233系
E531系

PIDC(S)

TＣＭSとPIDSネットワークは，
イーサネット・スイッチ(ESW)を通じて統合されます。

ニューヨーク市営
地下鉄 R160B
New York City
Transit R160B

リニアモータ方式

Wireless
module

Passenger Information Display System (PIDS)

PIDC(M)

DDU

リニアモータによる
直接駆動
Linear motor direct
drive

CP

PID♯3

ESW

営業試験完
Service Test
(2010~2012)

Mc

V

Bt

Propulsion

小型軽量機器による省スペース対応型
Small and light-weight equipment to save the installation space

T

PID♯5

HVAC

Flat cup permanent magnet
motor driven type

APS

PA

FCPM方式

ゆりかもめ
7300系
Yurikamome Series
7300

V

HVAC

FCPM駆動
Flat Cup Permanent
magnet Motor drive

Wireless
module

Mc

Devices

主な適用例
Major product application

CP

PEC

外観
Exterior

Internet

Ring, tree or star topology can be selected based on
types of devices being implemented to keep wiring to a
minimum and to realize system redundancy.
Ethernet can be used to link and integrate the TCMS with
the PIDS and other systems.

Door Control
System

駆動メカニズム
Drive mechanism

対象機器の特性に合わせ，リング，ツリー，スター
のネットワーク接続が選択可能で，省線化，冗長化
が図れます。
Ethernetを適用し，列車制御システム，案内表示シ
ステム，その他のシステムの連携や統合が可能です。

BCU

Advanced power electronics and software technology to
integrate safety design
Accurate and intelligent performance in obstacle
detection
Small and light equipment with flat motor to simply
refurbish from a pneumatic system
Easy maintenance and inspection free from pneumatic
piping
Simplified installation structure without pneumatic piping
Direct drive mechanism to provide super high reliability
than ball screw mechanism

Devices

最新のマイクロエレクトロニクス技術とソフトウェ
ア技術により高い安全性を実現します。
応答性に優れ，高精度な戸挟み検知動作が可能です。
薄型モータにより，小型化・軽量化を実現し，空気
方式からの更新を容易にします。
空気配管が不要なため，保守・点検が簡単です。
空気配管が不要なため，取付けが簡単です。
直接駆動方式により，スクリュー方式より高信頼性
を実現します。

Features

Battery

Features

CP

長

PEC

特

Central
Control Unit
（CCU）

Train Control and Monitoring System (TCMS)
Loader

冗長構成

Redundancy

継続(不停止)運転が可能です。
Continue operation can be performed

Ring Topology

If the ring breaks at a particular link, the transmission can
be sent via the reverse path in the case of a single failure.

V

Propulsion Control Unit

Bt

Battery

APS Auxliary Power Supply
CP
ESW

Air Compressor

Ethernet Switch

Ethernet (100BASE-TX)

• Ring, tree or star topology can be selected based on types of devices being implemented to keep wiring to a minimum and to realize system redundancy.
• Ethernet can be used to link and integrate the TCMS with the PIDS and other systems.
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