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1. はじめに 

 電気鉄道においては、動力車は電池、燃料などのエネルギー源を搭載せず、外部か

ら電気エネルギーを供給してモーターを駆動する方式が普及している。この方式にす

ることで車体重量の軽量化、燃料タンクなど輸送上のデッドスペースの廃止などが可

能になる一方、線路だけでなく電源の供給がなければ走行することができなくなる。

また、電化に対応した動力車である電気車の登場により、それまでの動力車は線路だ

けあれば走行することができたが、電気車の対応する電源の種類により走行可能な線

路が限定されるようになった。電気鉄道は電化方式により分かれた存在となっている。 

 

2. 電化方式 

 電気鉄道を分ける電化方式について解説する。電化方式は使用する電源により直流

電化と交流電化に大別される。 

 

2.1. 直流電化 

 動力に電気を用い、動力車の外部から供給する電気鉄道は、我が国では 1895 年の

京都電気鉄道（後の京都市電の一部）における直流電化から始まった。初め直流電化

が採用された理由には、印加電圧により回転数を可変でき、電気車用として特性の優

れた直流直巻モーターを使用できることと、現在とは異なり交流の一般電力網が十分

に確立されておらず独自の給電体制をとっていたことが挙げられる。現在では交流の

電力網が発達し、電気鉄道の給電もこの送電網に組み入れられたため直流電化では変

電所で交流から直流に変換する必要があり、変電所の設備費用が高くなっている。 

 送電の際には高電圧にするほど同じ電流で大電力を送ることができるため、初めは

低電圧であったが、輸送力が大きい幹線に直流電化が広がるにつれて電源電圧は増大

した。現在では我が国の直流電化路線における電圧として 600V、750V、1500V が

使用されている。中でも 1500V が最も多く使用されている。 

 同じ直流電化でも電源電圧が異なれば制御のための回路も異なり、複数の電圧に対

応した制御装置を持つ車輛（複電圧車）でない限り直通することはできない。 

 

2.2.  交流電化 

 交流電化は、我が国では 1955 年に仙山線作並－山形間で初めて採用された。交流



電化の実用化が遅れた背景には、交流を直流に変換するための電気車に搭載できる小

形の整流器の開発が遅れたこと、交流モーターの一種である誘導モーター駆動のため

に交流の周波数を変化することが当時の技術では困難であったことが挙げられる。尚、

交流整流子モーターを用いて整流器を省略した車輛（例：国鉄 ED44 形）も存在した

が交流整流子モーターは低速時の回転力が低い、保守に難があるなど使用上難点があ

り小数の試作に終わっている。 

交流電化の利点には、変圧器を用いて電圧を自由に上下できるため、架線での送電

時に高電圧を使用でき、架線における電力損失、電圧降下を少なくできるため、変電

所の数を削減できること、交流の送電網が発達した下では変電所で電圧変換のみをす

ればよく費用を削減できること、また、車上の変圧器でモーターに与える電圧を自由

に制御できるため、直流電化では抵抗をモーターに対し直列に挿入しモーター印加電

圧を制御していたが抵抗が不要になり電力損失が減るというものがある。一方、交流

電化の欠点には整流器が高価であり、車輛にかかる費用が高くなるというものがある。 

 我が国の交流電化路線における電圧は、20000V、25000V が採用されている。

20000V が JR 在来線並びにつくばエクスプレスで、25000V が新幹線で採用されて

いる。電源周波数は我が国の送電網が 50Hz、60Hz に分かれていることに倣い、両周

波数が採用されている。 

 

3.  セクション 

 セクションとは、2 つの変電所が電気を供給する範囲（饋電範囲）の境界である。

電気鉄道の規模が小さい内は、電源供給は 1 つの変電所で事足りるが、電化区間の距

離が増加すると電車線路（架線、第三軌条など電力の伝送路）の電気抵抗による電圧

降下が発生するし電力を電気車に伝送できなくなるため、1 つの変電所で賄える距離

は直流電化では数キロメートル、交流電化では 20-30キロメートルである。このため、

長距離の電化区間では 2 つの変電所から来る電車線路の境界が生ずる。また、異なる

電化方式、同じ電化方式でも異なる電圧の区間の境界では電車線路を接続できないた

めセクションが生ずる。異なる鉄道会社の境界で、会社間の電源を分離するためにセ

クションを設けることもある。セクションの様相は電化方式により大きく異なる。 

 

3.1.  直流セクション 

 直流電化では、異なる変電所の架線を接続すると変電所間の電圧差（電気車の消費

電流の変動、架線における電圧降下により完全に０にすることは困難）により電流が

流れ、過電流で架線や変電所を焼損する危険がある。このため、異なる変電所の架線

は接続されておらず、境界では 2 つの架線が並行して敷設されている。これをエアセ

クションという。エアセクション通過時は集電装置により変電所を短絡することにな



り、変電所間の電圧差による電流が流れるため、短時間で通過しなければならない。

エアセクション内で架線の電流に影響を与える力行、回生ブレーキを用いてもよいが、

使用時の電流が架線、変電所に負荷をかけない程度になるよう調整されなければなら

ない。エアセクション内で停車すると長時間にわたり 2 つの架線を短絡することにな

るため、してはならない。また、直流電化でも異なる電圧の境界では僅かな時間も短

絡することが許されないためエアセクションとすることができず、セクション中に電

圧の加わらない架線である無電区間を含むデッドセクションとなる。異なる鉄道会社

の境界で電源の分離を行う場合もデッドセクションとすることがある。 

 

3.2.  交流セクション 

 交流電化では、異なる変電所の架線を接続すると変電所間の電圧、位相差により電

流が流れ、過電流で架線や変電所を焼損する危険がある。このため、異なる変電所の

架線は接続されてはおらず、間に無電区間が挟まれている。これをデッドセクション

という。直流電化の場合とは異なり、交流では電圧が時々刻々と変化するため公称電

圧が同じでも変化の仕方（位相）が異なれば接続した際に電流が流れ、異なる変電所

の短絡時の電流が大きくなるから、短時間でも短絡することがあってはならない。こ

のため、交流セクションでは電気車は力行してはならない。下図は実際の交流セクシ

ョン（JR 奥羽本線大館－下川沿間）の様子である。左にある標識がセクション開始の

標識であり、架線が碍子と架線状の絶縁物で絶縁されている様子が分かる。 

 

交流セクション 

3.3. 交直セクション 

 我が国では 1950 年代以降主に東北、北陸、九州の地方幹線で交流電化が進展し、

東京、大阪など大都市部で以前から行われていた直流電化との突き合わせが生ずるよ

うになった。この境界が交直セクションである。 

交直セクションの方式には地上切り替えと車上切り替えが存在する。前者は直流電

化と交流電化の境界において１つの線路上にある架線に印加する電気を直流、交流と



切り替えられるようにする方式であり、直流電気機関車と交流電気機関車を付け替え

ることで客車、貨車を異なる電化区間へ直通することができる。一方、電車が直通す

るには交直両用である必要がある。また、架線の印加電圧を切り替えるためのスイッ

チが必要となり、地上設備は複雑になる。後者は直流電化と交流電化の境界において

電気車側で直流用の回路、交流用の回路を切り替えるものであり、セクションの通過

を無停車で行える、交流セクションと同様の地上設備で済む一方、交直両用の電気車

が必要になる。 

 我が国では 1960 年代以降、動力分散の電車方式が主流になり、電車の直通のため

にはいずれの切り替え方式でも交直両用電車が必要になるため、地上設備がより簡単

な車上切り替え方式が主流となっている。 

2016 年 3 月現在、我が国に存在する交直セクションは以下の通りである。 

・JR 羽越本線村上－間島間（直流 1500V－交流 50Hz、20000V） 

・JR 東北本線黒磯（直流 1500V－交流 50Hz、20000V） 

・JR 常磐線取手－藤代間（直流 1500V－交流 50Hz、20000V） 

・JR 水戸線小山－小田林間（直流 1500V－交流 50Hz、20000V） 

・えちごトキめき鉄道梶屋敷－糸魚川間（直流 1500V－交流 60Hz、20000V） 

・JR 七尾線中津幡－津幡間（直流 1500V－交流 60Hz、20000V） 

・JR 北陸本線敦賀－南今庄間（直流 1500V－交流 60Hz、20000V） 

・JR 山陽本線門司（直流 1500V－交流 60Hz、20000V） 

つくばエクスプレス守谷－みらい平（直流 1500V－交流 50Hz、20000V） 

この内、黒磯駅が地上切り替え、他は車上切り替えである。下図は JR 東北本線黒磯

駅の架線電圧地上切換装置を示す。左にある鉄骨のやぐら状の装置が架線電圧の直流

と交流を切り替えるスイッチとなっており、ここから手前の架線へ給電している。そ

れぞれの線路毎に直流と交流を切り替えることができる。 

 

黒磯駅架線電圧地上切り替え装置 



4.  電気車 

 電気車とは、外部から電気を得て走行する鉄道車輛を指し、具体的には電気機関車、

電車のことを指す。電気方式により電気車の仕組みが異なるため走行できる区間は限

られる。異なる電化区間を直通するための電気車（複電圧車、交直流電気車、複数周

波数対応車）も存在し、電化方式で分かれた電気鉄道をつなぐ役目も果たしている。 

 

4.1.  直流電気車 

 我が国の電気車は直流から始まった。直流電化が最初に用いられた大きな理由は直

流直巻モーターを使用できるというものである。直流直巻モーターは回転数が印加電

圧に比例する、低速回転時は回転力（トルク）が強く高速回転になるにつれて弱くな

るという電気車用としてふさわしい特性を持つ。モーターに加わる電圧を制御するた

めには、簡単にはモーターに対し直列に抵抗を挿入し電圧を落とすという方法をとる。

この方式を抵抗制御という。また、1 輛の電気車に複数のモーターを搭載する場合は

モーターの直列接続（電源電圧を分圧するので低速時）、並列接続（電源電圧を分圧

しないので高速時）を切り替える直並列制御も利用される。電源電圧を変化させると

同じ制御段の時モーターに加わる電圧が電源電圧の変化に比例して変化するため、例

えば直流 1500V 用の電気車が直流 600V 区間に進入すると速度、牽引力の性能が低

下する。逆に低電圧用の電気車が高電圧の区間に進入することは抵抗やモーターの電

力損失増大による発熱を招き危険である。 

昭和 40 年代に入り半導体技術が進歩すると、サイリスタなど半導体スイッチ素子

を用いて直流モーター印加電圧を高速でスイッチングしスイッチ ON 時間の割合で平

均電圧を制御する電機子チョッパー制御が登場した。この方式は抵抗を必要としない

ため電力損失が少なく、また複数の電源電圧にも対応しやすい。昭和 50 年代後半に

は直流電圧をスイッチングして交流電圧に変換し、スイッチング素子の制御で交流の

周波数を可変する VVVF インバータが登場し、直流モーターの代わりに交流モーター

（誘導モーター）が使用されるようになった。 

 

4.2.  交流電気車 

 交流電気車では交流の電気の特性を活かした直流電気車と異なる特徴的な制御方式

を利用可能である。交流の電気は変圧器により電圧を自由に変化させられるため、モ

ーター印加電圧を抵抗の挿入ではなく変圧器により変化させることで制御できる。こ

の方式をタップ切換制御という。タップ切換制御では抵抗を用いないため電力損失が

少なく、また留め置きできるノッチの段数が増加する。また、昭和 40 年代以降、電

力用半導体技術の進歩により、サイリスタ位相制御という方式も登場した。サイリス

タという半導体スイッチ素子を用いて交流電圧をスイッチングし、交流波形変化の 1



周期の間でサイリスタを ON する時間を変えることでモーターに加わる平均電圧を制

御する方式である。この方法では機械的接点が存在しないため保守性が向上し、また

モーターの電圧を無段階で制御できるようになり走行特性も向上した。昭和 60 年代

以降は VVVF インバータが交流電気車にも使用され始めたが、大電力の交流の周波数

を直接かつ幅広く変化することは技術的に難しい（2016 年現在も実用化されていな

い）ため、一旦直流に整流してから直流電気車用の VVVF インバータを使用する方式

がとられている。 

 

4.3.  交直流電気車 

かつての日本国有鉄道、現在の JR グループにおいては、幹線の電化を昭和 30 年代

以前は従来からある直流、それ以降は地上設備の費用が安い交流で進めたために異種

の電化区間の接続点（セクション）が生じ、しかも、特急列車や貨物列車など異種の

電化区間をまたがって走る列車が存在したため車輛を直通する必要が生じた。この目

的のため、直流区間と交流区間を直通して運転するために製造された電気車が交直流

電気車である。 

 交直流電気車の制御装置設計の考え方には、直流用と交流用で全く違う装置を搭載

する、交流用の制御装置と直流を交流に変換する装置を搭載する、直流用の制御装置

と交流を直流に変換する装置を搭載する、の 3 種がある。第 1 の案は直流区間、交流

区間ともに電化の特性を活かした装置を搭載し高性能な走行が期待できるが装置が重

厚長大になりすぎるため電気車にふさわしいものではなく、第 2 の案は、昭和 30 年

代には大電力の直流を交流に変換する技術が確立されていなかったため採用されず、

交流を直流に変換する整流器は技術が確立していたために国鉄では第 3 の案が採用さ

れることとなった。 

 我が国の交直流電気車では直流電気車の走行装置をベースとして、交流電化区間で

は整流器を用いて直流に変換して走行する。抵抗制御全盛の時代だけでなく現在でも、

VVVF インバータ制御が直流電圧をスイッチングして交流モーターを制御する方式で

あることから、この方式が継続されている。 

 

4.4.  複電圧車、複数周波数対応車 

 複電圧車とは、複数の電源電圧に対応した電気車である。複数の電源電圧に対応す

るために、電圧に応じて制御回路を切り替える構造になっている。直流の抵抗制御車

では高電圧側で直列抵抗を追加で挿入する、モーターの直並列を電圧によりつなぎ変

え印加電圧を調整する、という方法がとられる。チョッパー制御、VVVF インバータ

制御車ではスイッチング素子の制御でモーター印加電圧を調整するため抵抗制御車よ

り複電圧対応が容易である。交流電気車については変圧器で自由に電圧を変えられる

ため、容易に複電圧対応を実現できる。 



現存する複電圧車には、直流では箱根登山鉄道の全形式（旅客運用区間の強羅－箱

根湯本間が直流 600V だが車両基地のある入生田と箱根湯本の間が直流 1500V であ

るため）、交流では新幹線と在来線の直通（山形新幹線、秋田新幹線）における交流

25000V と 20000V の直通用の JR 東日本 E3 系、E6 系電車、2016 年に開通する北

海道新幹線の新幹線、在来線共用区間（青函トンネル）における交流 25000V と

20000V の直通用の JR 貨物 EH800 形電気機関車がある。過去には複数の電源電圧が

混在していた鉄道会社である京浜急行、名古屋鉄道、近畿日本鉄道、南海電鉄などで

例があった他、異会社間では国鉄（直流 1500V）と伊豆箱根鉄道駿豆線（直流 600V、

1959 年 1500V に昇圧）の直通もあった。 

尚、電圧の変化が小さい場合は複電圧用の装備をせずそのまま直通することも行わ

れる。現在も行われている伊予鉄道高浜線（直流 600V）と郡中線、横河原線（直流

750V）の直通がこれにあたる。 

 複数周波数対応車とは、交流、交直流電気車の内複数の電源周波数に対応した車輛

である。整流回路や補助電源回路が電源周波数により異なるため、電源周波数の境界

ではこれらの切り換えを行っている。 

我が国では交流電源の周波数として 50Hz と 60Hz が存在し、かつての国鉄は 50Hz、

60Hz 両方の周波数の交流電化区間を抱えていた。日本海縦貫線（東海道、湖西、北

陸、羽越、奥羽本線の大阪－青森間の総称、直流、交流 50Hz、60Hz の区間を持つ）

では優等列車や貨物列車で直通需要もあったため、また車輌の全国的な標準化のため

に複数周波数対応車が作られた。また、1997 年に長野まで、2015 年金沢まで開業し

た北陸新幹線では 50Hz、60Hz の電化区間が混在しているため、複数周波数対応車が

使用されている。尚、東海道新幹線は全線で 60Hz の交流を使用しており、一般の送

電網が 50Hz である富士川以東では変電所において周波数変換を行っている。 
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