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交直セクションの手前に設置される
「惰行標」

関門トンネルの415系
交直流セクションを行く国鉄近郊形電車

　全国にはいくつかの交直セクションがあるが、山陽本線の下関～門司間に設
置されたセクションはその中でも最初期に設置されたものである。この区間に
ある本州と九州をつなぐ海底トンネル・関門トンネルは開通当初から直流電化
されているが、九州地区の電化は交流で行われることとなり、門司駅構内の門
司駅ホーム～関門トンネル入口付近に交直セクションが設置された。
　現在、下関～門司間を走行する旅客列車は「普通」のみで、国鉄時代に製造

された 415 系電車（JR 九州所属）が充当される。下関、門司の両駅では、出発
前に交直切換器の動作試験が行われ、ホームには激しい空気音（作動音）が響
き渡る。無電圧区間を通る際には、惰行で走行する必要があるため、列車は時
速 40km 程度の速度を維持する必要がある。415 系電車はサービス電源供給用
の静止形インバータ（SIV：static inverter）を搭載していないため、無電圧区
間を走行する際は室内灯が消灯する。

門司駅のホーム端部（下関寄り）には、
運転士に交直切替がある旨を伝える
注意喚起板が設置されている

門司を出発するとすぐに交直セクションに入る。
出発信号機は山陽本線（関門トンネル）と鹿児島本
線（門司港）のそれぞれのものが設置されている

無電圧区間の架線（ちょう架線・トロリ線）。懸垂
がいしが設置されている

関門間の交直セクションは車上で交直流が切替られる。
無電圧区間を走行する際には室内の蛍光灯が消える

関門トンネル区間を挟む列車に充当される415系
電車。国鉄交直流電車のスタイルを今に伝える

415系電車の先頭部には、架線電圧を検知する静電
アンテナが設置されている

415系は数少ない国鉄型電車の生き残り。車体番号
などの標記も国鉄時代のものが踏襲される
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第 1 章 電気方式による電気鉄道の分類
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図 1.4.1　架線終端標識　
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図 1.4.2 電車線区分標識

菱形パンタグラフ （PS16）

下枠交差形パンタグラフ（PS22）

シングルアームパンタグラフ （PS232）
単位（mm）

　　４　標識

　標識は形、色などにより物の位置、方向、条件を表示するものであり、列
車運転上、昼夜間を問わず、遠距離から認識できるものでなければならない。
電車線路標識の照明方法は、標識自体に光源を有するアンドン式のものと、
列車のヘッドライト光源の照明による反射を利用するスコッチライト式があ
る。以下に各種の電車線路標識について述べる（4）（6）。
　１. 架線終端標識

　電車または電気機関車の無架線の線路への進入防止のため設置されるもの
である。その表示は図 1.4.1 に示すように、赤色電光形を描いた白色灯また
は反射板による。
　この標識は、本線の架空電車線路の終端や、車両入替えの頻繁な側線の架
空電車線路の終端において、線路の左側に施設される。
　２. 電車線区分標識

　この標識は乗務員に対して電車線のセクション箇所を確認させるものであ
る。表示は図 1.4.2 に示すように、赤色帯状一本を描いた白色長方形のスコ
ッチライト式で、セクション始端で線路の左側に設置する。
　３. 死線標識

　電車線路の死線箇所を示し、電気車の惰行区間を指示する。交流電気鉄道

[コラム]在来線電車のパンタグラフ（pantograph）
　日本では古くから菱形パンタグラフが用いられている。枠組は上枠と
下枠からなり、下枠の根元を軸受で支持し、軸受間を釣合棒で結合して
おり、上部に舟形のすり板体を設けている。
　下枠交差形パンタグラフは、折畳み状態のレール方向の枠組長さが菱
形の 2/3 と短く、屋根上占有面積が小さい特長がある。このため、分散
式冷房機搭載の電車、交流・交直流の電車などに使用される。
　シングルアームパンタグラフは、1955（昭和 30）年にフランスのフェ

(うす)

ブレー社で開発されて欧州で使
用されている高速大容量のもの
がある。同社の特許が切れたこ
とから、日本でも軽量化と保守
の軽減を目的に 1990（平成 2）
年ころから開発された。上枠と
下枠が 1 本で構成され、雪に強
い特徴がある。
　JR在来線では、静的押上げ力
を直流用は 54N（5.5kgf × 9.8）、
交流用は44N（4.5kgf×9.8）、舟
体の長さは例えばPS16形の場合
で1 880mm（すり板は1 110mm）
としている。国鉄・JRの在来線
では以前は焼結合金すり板が広
く用いられていたが、最近はカ
ーボンに金属を混合したメタラ
イズドカーボンすり板などカー
ボン系すり板が広く用いられて
いる。民鉄はカーボンすり板が
広く用いられている。
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第２章　直流き電方式

ちょう架線

トロリ線

ちょう架線

トロリ線

40m～ 50m

150mm

30
0m
m

以
上

図 2.2.4　エアージョイント

図 2.2.5　エアージョイントと各種コネクタ（京王線・ツインシンプル架線）（ａ／左）平行部分と京
王 7000 系電車　（b ／中）架線相互を接続する各種コネクタ　（c ／右）引留め（滑車式バランサ）

図 2.2.3　エアーセクションと引留め（き電ちょう架方式）（a ／左）平行部分（オーバーラップ）＋
E233 系電車　（b ／右）引留め（ばねバランサ）
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図 2.2.2　エアーセクション

準離隔は普通鉄道は 150mm である。図 2.2.5 は京王線・調布～府中間の直
流 1 500V エアージョイントを通過する 7000 系電車と、架線相互を電気的に
接続する、M-T コネクタ、M-M コネクタ、T-T コネクタ、および引留めである。
　４. インシュレータセクション

　インシュレータセクション（insulator section）は、主として駅構内の上
下線や側線に使用され、事故時や作業区分の際に、列車運転への影響を小区
間に限定するための装置である。電気的および機械的に十分な強度を有し、
パンタグラフの通過に支障しないようにしている。
　直流電気鉄道用インシュレータセクションは、当初は絶縁材に樫を使用し
た木製セクション（木部の長さは約 840mm）が使用されていたが、木部破

　トロリ線の引上げ箇所にある区分用がいしの下端は、本線がパンタグラ
フで押し上げられたときに、パンタグラフと衝突しないようにする必要が
あり、トロリ線の最大押し上げ量を 150mm と考えて､ 50mm の余裕をみて、
200mm 以上引上げることにしている。区分用がいしの下端を 200mm 以上
引上げるためには、平行部分の径間を 50m 以上にする必要がある。
　また、セクションではちょう架線とトロリ線は M-T コネクタで結んで電圧
を均圧し、出口交差を原則としている。図 2.2.3 は変電所前のエアーセクシ
ョンを通過する JR 東日本 E233 系電車と引留めである。
　３. エアージョイント

　図 2.2.4 はエアージョイントであり、エアーセクションと同様の構成で、
架線相互を機械的に区分し、電気的にはコネクタで接続する装置である（7）。
区分用のがいしがなく、電車線の平行部分は 40m 以上とし、電線相互の標

（a）平面

（b）側面

（a）平面

（b）側面
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