
一般概要
　APS は地表面から電力を供給し、そのため景観を損なう架線を排除する事ができる、
トラム向けの実証済み電力システムです。

適用
　APSは、中心部または周辺近郊における視覚的景観を保存することが重要な都
市向けに設計されています。 APSは、狭い通りにおいて架線を支持する架線柱を排
除できます。
　アルストムは、 私達のお客様が、 統合され信頼のおける実証済ソリューションを確
実に得るため、APS をインフラキット＋車両ロット契約におけるシタディストラムとして、
またはトラムターンキーシステム契約の一部としてご提供しています。 アルストムは
また、 軌道と車両更新プログラムの一環としても APS をご提供しています。

利点
　市場における唯一の運用実証済み架線なしトラム電力供給システム：2004年以降、
　フランス ・ ボルドーでは APS によるシタディストラムの車両は、 13.5km の複線区　
　間において 99.7％以上と言う安定したアベイラビリティーで、700 万キロ以上走行して
　います。
　地下鉄 ・ 通勤電車における標準的な第 3 軌条集電装置と同じ原理の滑り接触
　に基づいたシンプルな考え方によりトラム運用成績を最適化する高いアベイラビリティー
　サービス低下時と運行障害時 （例えば交差点での交通渋滞など） の両方におけ
　る高い弾力性
　制限なしの電力供給 （車上搭載の電力蓄積システムと比較して）
　歴史的な場所や、 軌道沿いの樹木、 都市環境の保存
　乗客、 歩行者および道路交通に対する総括的な安全証明
　消防団の梯子に対して頭上の障害物となるもの （架線） の排除
　幅の広い車両や、 狭い通りでより多くの交通を許容できる架線柱の排除
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切替 ・制御ユニット ： APS、 架線または予備バッテリー
間での電源切り替えを行います。
集電シュー ： 750V 給電レールから駆動用電流を集電
します。
アンテナ：第 3 軌条に埋め込まれた検知ループを通じて、
隣接する電力ユニットが車両を検知できる無線信号
コードを発します。
予備バッテリーユニット ： 電力が絶たれた際に車両を
走行させる事ができます。

温帯気候向けの標準型 APS
ドバイおよびブラジリア案件にて使用されている、
極限気候条件向けの熱帯型 APS

　電力は、 走行用軌道の中心となる位置に地表に埋め込
まれた、 区間に分かれた給電レールを通してトラム車両に
供給されます。 伝導区間は、 トラムが進むに従って、 トラ
ムの下で切－入－切を切り替え、 歩行者の総合的安全
を確保しています。 この第 3 軌条は、 3 メートルの絶縁区
間で隔離された 8 メートルの伝導区間により構成されます。
電力は埋設式電力ユニットにより伝導区間に供給されま
す。 第 3 軌条を通して伝わる電気は、 トラムの中央台車
の前後に位置する 2 つの集電シューにより集電されます。

　APS システムは、 実証されたフェイルセーフの地表給
電システムで架線を置き換え、 電力供給の制限なしで
架線システムと同等の性能を実現します。

ご提供できる製品

主要部品 主な技術的特徴

機能的特徴

　給電箱とき電線は軌道間またはレール間に埋め込むか、
または橋梁や高架の場合はデッキ下部に設置する事がで
きます。

　APS 安全原理：伝導区間はトラム車両の下部のみ加圧。
その結果、 車両により “覆われていない” 全ての区間は走
行レール電圧である 0Vcc となっています。
　APS システムの安全性は、 CERTIFER と STRMTG を含
む 5 つの認証機関により認証された、 専用の安全認証を通
して証明されています。

都市環境や歴史的遺産を保護
芝生を含むあらゆる道路仕上げに対応
EMC や音響規制の遵守
優れた効率

構成的特徴

電気的特徴

環境保護の特徴

環境制限

信頼性の特徴

安全性の特徴

標準型 APS 給電箱 熱帯型 APS 給電箱

電力供給 750V

外気温 日陰で 大 55℃

アベイラビリティー 2 キロの複線部において
99.95％

MTTR （平均修理時間 ) 平均 10 分

寿命 30 年

高表面温度 +85℃

切替箱

埋設式電力ユニット

予備バッテリーユニット

集電シューとアンテナ

伝導区間 絶縁区間 伝導区間加圧

駆動制御ユニット

運用時の給電箱
マンホールの 高周囲温度

+70℃

電力消費 架線システムと同じ効率
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