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新幹線電車の速度制御  

2022 年 4 月  持永 芳文 

新幹線電車は交流 25kV の電力を架線から受けて、誘導電動機で駆動しています。その速

度制御方式や誘導電動機の回転数などについて説明します。 

1. PWM コンバータ・インバータ システムの基本回路構成 

交流電気車の代表的な制御方式には、整流器式と PWM（pulse width modulation：パル

ス幅変調）コンバータ式があります。PWM コンバータ式は、PWM 変調のコンバータで交

流電圧を直流定電圧に変換し、中間コンデンサで VVVF (variable voltage variable 

frequency：可変電圧可変周波数) インバータと連結して誘導電動機を駆動する方式です。 

図 1 は PWM コンバータ・インバータ システムによる交流電車の主回路構成であり、新

幹線電車における IGBT (insulated gate bipolar transistor) を用いて 2 段構成にした 3 レ

ベル回路の例です(1)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
パンタグラフより単相交流電力が供給され、その交流電力が PWM コンバータで直流電

力に変換され、コンデンサ (FC) に蓄えられます。負荷には VVVF インバータおよび誘導

電動機が接続されており、このコンデンサに蓄えられたエネルギーを消費しながら誘導電

動機を駆動します。PWM コンバータを架線側変換装置、VVVF インバータを電動機側変換

装置と呼ぶこともあります。 

PWM コンバータは、直流側のコンデンサ (FC) の電圧 Ed が設定値よりも低い場合は、

入力電流 Is を増やすことで交流電源から供給される電力を増加させ、逆に設定値より高い

場合は Is を減少させて、電力一定制御を行っています。 

新幹線の電車線路電圧は、標準電圧 25kV、最高電圧 30kV、最低電圧 22.5kV、瞬時最低

電圧 20kV としており、最低電圧より電圧が低下すると、PWM コンバータはゲートオフし

ます。一方、主変圧器の三次回路に接続されている回転補機は、瞬時（数秒）最低電圧 20kV

まで追随します。 

 

図 1  PWM コンバータ・インバータシステムの基本構成（3 レベル制御・IGBT 素子） 
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新幹線電車の主変圧器の定格二次電圧は 1200～1500V 程度で、直流コンデンサ（フィル

タコンデンサ）の電圧は変換装置の半導体素子の耐圧などにより異なりますが、2500～

3000V 程度です。 

新幹線電車の交流側電流は当初の 300 系電車（16 両編成・最高 270km/h）で、力行時の

最大電流は 800A 程度、均衡電流は 400A 程度です(2)。 

図２は PWM コンバータの入力電圧と電流の関係です(1)。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  PWM コンバータの入力電圧と電流の関係 

変圧器二次電圧を Es、リアクトル（Ls：変圧器リアクタンスに相当）電圧を EL、コンバ

ータ入力電流を Is とすると、力行時は、EL の位相が＋90°になるように Ec のベクトルを制

御して Is と Es を同相とし、力率１の制御を行います。回生時は EL の位相が－90°になる

ように Ec のベクトルを制御して Is と Es を－180°とし、力率－1 の制御を行います。この

結果、高い変換効率が期待できます。 

2. PWM コンバータの波形の改善 

当初の 300 系電車など GTO (gate turn-off) サイリスタを用いた 2 レベルの PWM コン

バータについて、A 相（架線側変換器の上相）の相電圧と B 相（架線側変換器の下相）の

相電圧は変調波の位相が 180°異なり、コンバータ入力電圧は A 相と B 相の出力電圧の差に

なるので、変圧器二次側（PWM コンバータ一次側）の電圧 Es と電流 Is は図 2(a)のような

波形になります。Es の波高値はフィルタコンデンサの電圧です。 

 すなわち、変圧器の一次側は正弦波ですが、変圧器の二次側（架線側変換器の入力側）は

図 3 の Es のような矩形波状になり、この電圧降下は変圧器の内部リアクタンスが負うこと

になります。 

   

   

 

 

 

（a） 2 レベルコンバータ       (b）3 レベルコンバータ 

図 3  変圧器二次側（コンバータ一次側）の交流側電圧・電流波形 
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主変圧器の一次側波形には、コンバータの交流側と同様に、電流波形にリプル成分が発生

し、電流波形がひずむことになります。この高次調波成分がパンタグラフや車輪を通して架

線やレールに流れ込み、電力供給系統や信号・通信系統などに影響を及ぼすことになります。

そこで、GTO サイリスタを使用した当初の 300 系電車は、2 レベルでキャリア周波数が

420Hz（60Hz×7 パルス）で高調波が多く、架線側変換器を多重化して位相差運転を行っ

ていました。 

最近の新幹線車両では、使用する電力用半導体を高速でオン・オフする IGBT を用いる

ことにより（キャリア周波数約 1 500Hz）電圧波形の矩形波を細分化することが可能にな

りました。さらに、前述の図 1 に示すように、IGBT を 2 段直列に接続する（3 レベル制御）

ことで、電圧を 2 段階に加圧できて、図 3（b）に示すように、電圧・電流波形ともに格段

に改善され、より正弦波に近い形になっています。さらに 2020 年 7 月 1 日に東海道新幹線

で営業開始した N700S（Supreme）はコンバータとインバータに低損失かつ高温下での作

動可能な SiC（silicon carbide）を搭載し、小型・軽量化を図っています(3)。 

なお、在来線の交流車両では、コンバータ側が 3 レベル、インバータ側が 2 レベルとし

てコストの低減を図っていることが多くみられます。 

3. 誘導電動機の可変電圧可変周波数制御（VVVF 制御） 

VVVF インバータによる電動機駆動の原理は直流電車と同じですので、質問番号 2021-

0163（電気鉄道）直流電車の速度制御 をご参考にしてください。 

誘導電動機の回転数は電源周波数と滑りにより決まります。誘導電動機のトルクは電動

機電圧 V と電源周波数𝑓 との比の 2 乗に比例するので、可変電圧可変周波数 (VVVF) 制御

インバータを用いて、𝑉 𝑓⁄  を一定に保てば、トルクは一定とすることができます。 

VVVF インバータ装置は、前述の図 1 の右側の電動機側変換装置に示すように、電力用

半導体素子とダイオードが並列に接続されたモジュール 3 組（U、V、W 相）で構成されて

おり、電力用半導体素子のオン、オフにより電気回路を切り替え、直流を交流に逆変換しま

す。誘導電動機は滑りで車輪の径差を吸収できることから、一般に 1 インバータに 4 台の

誘導電動機が接続されています。 

誘導電動機の回転数𝑛(min-1) は、電源周波数(インバータ周波数)を𝑓 (Hz) 、滑りを s、滑

り周波数を𝑓 、誘導電動機の極数を𝑃とすると、次式で表されます。 
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   ・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) 

表 1 は列車速度と電動回転数およびインバータ周波数の例です。 

表 1  列車速度と電動回転数およびインバータ周波数の例 

種類 列車速度 

v  (km/h) 

電動機回転数 

𝑛 (min-1) 

歯数比 

G 

インバータ周波数 

𝑓  (Hz) 

通勤電車 100 4576 7.07 157 

新幹線電車 270 5142 2.96 173 
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新幹線電車のインバータ周波数は最高速度で 170Hz 程度であり、インバータ制御によれ

ば回路の接続を変えることなく、電圧と電流の位相関係を制御して停止時に回生ブレーキ

をかけることができます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

N700 系新幹線電車           E5 系新幹線電車 
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