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(57)【要約】
【課題】 誘導電動機を用いる従来のインバータ制
御電車に対して、主に制御手段と一部センサを付加し、
過大な自連力の発生やブレーキの不均等を抑制すること
ができる鉄道車両制御方法を提供する。
【解決手段】 列車編成内の駆動軸に要する期待粘
着係数について、従来の２０％といった固定した値を用
いる方法に代えて、車輪滑走時の情報から実際の粘着係
数の推定値を算出し、その算出値が駆動軸の期待粘着係
数値より小さい場合には算出値を期待粘着係数として用
い、遅れ込め制御の量を削減する。なお、粘着係数の推
定値の算出方法は、車輪滑走時の当該軸のブレーキ力を
当該軸の軸重で割って求める。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
過大な自連力の発生やブレーキの不均等を抑制する鉄道車両制御方法であって、列車編
成内の駆動軸に要する期待粘着係数は、実際の粘着係数の推定値を、車輪滑走時の当該軸
のブレーキ力を当該軸の軸重で割ることにより求め、その算出値が駆動軸の期待粘着係数
値より小さい場合には、その算出値を期待粘着係数として用い、遅れ込め制御の量を削減
することを特徴とする鉄道車両制御方法。
【請求項２】
請求項１記載の鉄道車両制御方法において、前記遅れ込め制御の量の削減は、固定した
値を用いるのではなく、編成車両数が所定の車両数より増大した場合や、付随車に対する
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電動車比率が少ない場合に実施することを特徴とする鉄道車両制御方法。
【請求項３】
請求項１記載の鉄道車両制御方法において、前記遅れ込め制御の量の削減は、固定した
値を用いるのではなく、急曲線通過時の線路情報、または過大な左右振動加速度の情報の
何れかの情報を用いて実施することを特徴とする鉄道車両制御方法。
【請求項４】
請求項１記載の鉄道車両制御方法において、前記軸のブレーキ力は、減速度の指令量に
相当するブレーキノッチと速度と乗車重量の情報に加え、前記期待粘着係数を用いて、電
力回生ブレーキの分担を削減することを特徴とする鉄道車両制御方法。
【請求項５】
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請求項１記載の鉄道車両制御方法において、パンタ点の架線電圧が高いために電気ブレ
ーキの分担を減らす場合、不足分を機械（空気）ブレーキで補う電空協調（ブレンディン
グ）ブレーキ制御については、各車両別の１両一括制御に代えて、編成列車の電気ブレー
キ力を均等にするに、編成列車一括の電気ブレーキ制御用指令線を列車内に引き通し、そ
の指令に基づいて編成列車内の各車両の電気ブレーキ力を均等に配分することを特徴とす
る鉄道車両制御方法。
【請求項６】
請求項１記載の鉄道車両制御方法において、電動車のブレーキ制御方式については、１
両各軸個別制御式の電気指令式空気ブレーキ方式とし、滑走再粘着制御時の各軸個別の電
空協調ブレーキ制御を行うと共に、遅れ込めの制御の量を最大ブレーキ力の半分以下まで
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制限することを特徴とする鉄道車両制御方法。
【請求項７】
請求項１記載の鉄道車両制御方法において、列車の減速度、編成車両数、あるいは自連
力が、予め設定した値を超えた場合には、電気と空気のブレーキの急峻なジャーク量に代
えて、緩慢なジャーク量に制御することを特徴とする鉄道車両制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、鉄道車両制御方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
鉄道車両制御に、直流電動機と抵抗制御と発電ブレーキを用いたかつての旧型電車と、
その後の誘導電動機と電力変換器と電力回生ブレーキを用いる近年のインバータ制御電車
を例に、従来技術について説明する。
【０００３】
はじめに、日本の鉄道の軌間は、１０６７ｍｍであり、世界的には狭軌と呼ばれている
。鉄道導入当時の車体の幅は、英国の経験値を基に軌間の２倍であったが、現在の日本の
車体幅は、多くが軌間の約３倍まで拡大されている。因みに、自動車では１．３倍程度で
ある。軌間の大きさは、曲線半径やカントや車体の幅のみならず、車両の高さや長さ、台
車、軸重といった各仕様を制約する。例えば、狭軌では標準軌に比べ、低速走行時におけ
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る急曲線走行が許容される。しかし、一方で車体幅の拡大に伴い、乗り上がり脱線や座屈
脱線、高速走行時における蛇行動や転覆といった事故を防止する上での、線路状態や限界
速度や車両制御法への制約が増す。
【０００４】
例えば、鉄道車両の制御法の基本として、自動車のジャックナイフ現象やスネーク現象
に相当する座屈脱線の防止のための列車制御法がある。特に減速度の大きな電車列車の場
合、直流電動機と抵抗制御と発電ブレーキを用いたかつての旧型電車では、列車内のブレ
ーキ力の均等とブレーキ応答の均等を考慮した設計が尊重され、これに加えて、ブレーキ
力の急変や過大な自連力（車両間の自動連結器に加わる圧縮力）や横圧が生じない設計も
重視された。
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【０００５】
具体的には、
（１）直流電動機の出力が小さいこともあって、ＭＴ比（電動車Ｍ・付随車Ｔの比率）が
６Ｍ４Ｔというように、編成列車内でのＭ車の割合が多くなるようにしていた。
（２）列車内の電動車と付随車のブレーキ力は、各車とも同一の減速度となるように設計
された。
（３）電動車の常用ブレーキに併用される動力ブレーキには、失効しにくい簡易な発電ブ
レーキが用いられた。
（４）車輪踏面制輪子には、制輪子の溶着摩耗により踏面粗さを生成する高粘着な鋳鉄系
が用いられていた。
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（５）ＭＴ比６：４の駆動軸に要する期待粘着係数は１４％程度で、雨天時の粘着係数１
５％に近い値に設計された。
（６）台車には、急曲線の線路でも旋回が容易なボルスタを有し、軸バネには変位量の大
きなバネが用いられた。
（７）空気ブレーキ配管には絞りを設け、圧力変化率とジャーク（減速度変化率）量は緩
慢に抑えられた。
【０００６】
その後、電車の主回路方式が進化し、高出力で省保守の誘導電動機と高価な電力変換器
、及び電力回生ブレーキを有する従来のインバータ制御電車が普及した。その結果、コス
ト低減が優先され、部品点数も大幅に削減された。
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【０００７】
例えば、
（１）電動機出力が増大し、ＭＴ比で４Ｍ８Ｔというように編成列車におけるＭ車の割合
がかつての半分以下に集約された。
（２）列車内のブレーキは、付随車の機械ブレーキ力を電動車側で分担する遅れ込め制御
への依存が増大した。
（３）電動車の常用ブレーキには、架線電圧の影響で失効し易い電力回生ブレーキが普及
した。
（４）車輪踏面制輪子の材質には、制輪子の摩耗と表面粗さが小さくなる合成系や焼結系
が普及した。
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（５）ＭＴ比４：８の駆動軸に要する期待粘着係数は２０％以上で、雨天時の実際の粘着
係数は逆に１０％程度に低下した。
（６）台車は、空気バネになり、ボルスタレス式が普及し、軸バネは硬いゴムを用いる方
式が普及した。
（７）電空協調の制御性向上のため、空気ブレーキ回路の圧力変化率は増大し、配管上の
絞りは撤去された。
【特許文献１】なし
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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以上のような理由により、特に近年のインバータ制御車では、車輪・レール間の粘着力
（転がり摩擦力）や架線電圧といった外乱の影響を受け易くなり、それに関するトラブル
が増大した。その背景には、
（１）付随車に対する電動車割合が減る一方で速度向上したため、駆動軸に要する期待粘
着係数が従前の２倍以上になった。
（２）列車内の電動車と付随車のブレーキ力の差は、常用最大ブレーキ時の低速時に従前
の３倍以上になった。
（３）架線電圧や編成列車内の各電力変換器の電圧差により、電力回生ブレーキの失効や
絞り込みが多発しはじめた。
（４）車輪踏面が鏡面化し、期待粘着係数と実際の粘着係数の乖離も増大したため、車輪
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の滑走が多発しはじめた。
（５）期待粘着係数と実際の粘着係数の乖離により、滑走に伴う電力回生ブレーキのブレ
ーキ不均等が多発しはじめた。
（６）急曲線通過時の台車には、アンダーステアリング傾向が増大した。ブレーキ時には
空気バネ化により軸重移動量が増大し、縦勾配区間通過時においては硬いゴムを用いる方
式の軸バネにおいて輪重の偏りが増大した。
（７）空気ブレーキ回路の圧力変化率が増大したため、電力回生ブレーキ失効時のジャー
ク量が増大した。
【０００９】
以上の理由により、近年のインバータ制御電車では、従前の旧型電車に比べ、動的な自

20

連力や横圧が増大した。
【００１０】
そこで、従来のインバータ制御電車の課題を解決するために、本発明は、誘導電動機を
用いる従来のインバータ制御電車に対して、主に制御手段と一部センサを付加し、過大な
自連力の発生やブレーキの不均等を抑制することができる鉄道車両制御方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明は、上記目的を達成するために、
（１）過大な自連力の発生やブレーキの不均等を抑制する鉄道車両制御方法であって、列
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車編成内の駆動軸に要する期待粘着係数については、従来の２０％といった固定した値を
用いる方法に代えて、車輪滑走時の情報から実際の粘着係数の推定値を算出し、その算出
値が駆動軸の期待粘着係数値より小さい場合には算出値を期待粘着係数として用い、遅れ
込め制御の量を削減する方法である。なお、粘着係数の推定値の算出方法は、車輪滑走時
の当該軸のブレーキ力を当該軸の軸重で割って求める。
（２）電動車と付随車間の遅れ込め制御の量については、従来の固定した値を用いる方法
に代えて、編成車両数が所定の車両数より増大した場合や、ＭＴ比が１Ｍ２Ｔのように付
随車に対する電動車比率が少ない場合において、従来の遅れ込め制御の量を削減する。
（３）電動車と付随車間の遅れ込め制御の量については、従来の固定した値を用いる方法
に代えて、急曲線通過時の線路情報、または過大な左右振動加速度の情報の何れかの情報
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を用いて、従来の遅れ込め制御の量を削減する。
（４）電動車の電気ブレーキ力の演算については、従来のブレーキノッチ（減速度の指令
量に相当）と速度と乗車重量の情報に加え、上記（１）で算出した期待粘着係数を用いて
、電力回生ブレーキの分担を削減する。
（５）パンタ点の架線電圧が高いなどの理由で電気ブレーキの分担を減らす場合、不足分
を機械（空気）ブレーキで補う電空協調（ブレンディング）ブレーキ制御については、従
来の各車両別の１両一括制御に代えて、編成の電気ブレーキ力を均等にするための、列車
編成一括の電気ブレーキ制御用指令線を列車内に引き通し、その指令に基づいて編成内の
各車両の電気ブレーキ力を均等に配分する。
（６）電動車のブレーキ制御方式については、従来の一般的な１両４軸一括制御式の電気
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指令式空気ブレーキ方式に代えて、１両各軸個別制御式の新電気指令式空気ブレーキ方式
とし、滑走再粘着制御時の各軸個別の電空協調ブレーキ制御を行うと共に、遅れ込めの制
御の量を最大ブレーキ力の半分以下まで制限する。
（７）列車の減速度、あるいは編成車両数、あるいは自連力が、予め設定した値を超えた
場合には、従来の電気と空気のブレーキの急峻なジャーク量に代えて、従来値より緩慢な
ジャーク量に制御する。
【００１２】
以上、改善手段の多くは鉄道車両制御法の変更による。編成列車に新たに付加を要する
センサや装置も僅かですむ。すなわち、
上記（１）においては、付加すべきセンサや装置はなし。本発明に基づく鉄道車両制御
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法を採用する。
【００１３】
上記（２）においては、付加すべきセンサや装置はなし。本発明に基づく鉄道車両制御
法を採用する。
【００１４】
上記（３）においては、編成列車の両端制御車への左右振動センサか横圧センサを付加
する。または、ＧＰＳ（衛星測位システム）と線路情報を付加する。
【００１５】
上記（４）においては、付加すべきセンサや装置はなし。本発明に基づく鉄道車両制御
法を採用する。
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【００１６】
上記（５）においては、編成車両を連ねる電気ブレーキ制御指令線の付加と鉄道車両制
御法の機能を追加する。
【００１７】
上記（６）においては、電動車のブレーキ制御装置の個別制御化（ブレーキ制御装置の
交換）と鉄道車両制御法の機能追加が必要である。
【００１８】
上記（７）においては、付加すべきセンサや装置はなし。本発明に基づく鉄道車両制御
法を採用する。あるいは、編成列車中間の一部車両に対する自連力センサを設ける。
【発明の効果】
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【００１９】
本発明によれば、過大な自連力の発生やブレーキの不均等を抑制することができる。
【００２０】
より具体的には、
（Ａ）座屈脱線防止を向上させることができる。
【００２１】
（Ｂ）ブレーキの回生率を向上させることができる。
【００２２】
（Ｃ）機械ブレーキや車輪の保守を低減させることができる。
【００２３】
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（Ｄ）回生ブレーキの信頼性を向上させることができる。
【００２４】
（Ｅ）駆動と制御の性能を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
過大な自連力の発生やブレーキの不均等を抑制する鉄道車両制御方法であって、列車編
成内の駆動軸に要する期待粘着係数は、車輪滑走時の情報から実際の粘着係数の推定値を
車輪滑走時の当該軸のブレーキ力を当該軸の軸重で割って求め、その算出値が駆動軸の期
待粘着係数値より小さい場合には、算出値を期待粘着係数として用い、遅れ込め制御の量
を削減する。よって、過大な自連力の発生やブレーキの不均等を抑制することができる。
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【実施例】
【００２６】
以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００２７】
図１は本発明の実施例を示す鉄道車両の制御ブロック図である。
【００２８】
この図に示す列車内の電気と機械による制御とを併用する電空協調制御、遅れ込め制御
、駆動・力行制御を行う鉄道車両制御装置において、１は車両の制動の検出手段（既存の
車両が有している指令系）、２は力行のノッチ段の検出手段（既存の車両が有している指
令系）、３は車両の左右方向Ｇの検出センサ（自動車で用いられているエアバック用のＧ
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センサを用いることができる）、４はＭＴ（電動車と付随車）比の検出手段（既存の車両
が有している指令系）、５は線形・速度・滑走の有無の検出手段（既存の車両が有してい
る指令系）、６は自連力の検出センサ、７は横圧の検出センサ、８はパンタ点電流の検出
手段（既存の車両が有している指令系）、９はＧＰＳ、１６はデータ入力装置（線路情報
１７を入力可）、１０は各種の検出手段１〜９やデータ入力装置１６からのデータを取り
込んで最適な車両の制御を行う制御装置である。
【００２９】
また、制御装置１０によって制御の対象となる、ノッチ１１、電動機１３の電力を制御
する電動機制御器１２、電気ブレーキ１４、機械ブレーキ１５を備えている。
【００３０】
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まず、本発明に関連する各種用語について説明する。
【００３１】
電空協調制御とは、電気機関車や電車では空気ブレーキのほかに発電ブレーキ（車両の
運動エネルギーを主電動機で電気エネルギーに変換し、これを抵抗器に通電して熱として
消費させるもの）や電力回生ブレーキ（発電ブレーキと同様の方法によって生じた電気エ
ネルギーを電車線を通して他の負荷に消費させるもの）といった電気ブレーキが使用され
ているが、これらの電気ブレーキ力が飽和したり失効した場合などに空気ブレーキを作用
させるなど、各々のブレーキ力の和がブレーキ力指令値と一致するようにさせる制御方法
のことである。
【００３２】
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遅れ込め制御とは、電気ブレーキと空気ブレーキを併用するブレーキにおいて、付随車
（Ｔ）の空気ブレーキによる摩擦材料の摩耗を低減させるために、電動車（Ｍ）の電気ブ
レーキに付随車の分も分担させる制御法である。従って、電動車または電動車（Ｍ）と付
随車（Ｔ）などがユニットとなった編成列車の電気ブレーキ力が飽和状態となった場合、
もしくは電気ブレーキが失効した場合に、空気ブレーキによって制動力を捕捉する。付随
車の空気ブレーキは、電気ブレーキのみで負担しきれない強いブレーキの指令を受けた場
合や架線電圧が高い場合などに作用する。
【００３３】
この作用によって、電動車の電気ブレーキや回生ブレーキを最大限に使用し、付随車の
制輪子の摩耗の低減などが図られ、省エネルギーやメンテナンス低減などの利点をもつ。

40

付随車のブレーキシリンダ圧力の立ち上がり開始が遅れることから遅れ込め制御と名付け
られた（図２参照）。
【００３４】
なお、図２において、ＡはＴ車が本来必要とする常用最大ブレーキ力、Ｂは常用最大ブ
レーキＡの５０％以下の遅れ込め制御により減じられて作用するブレーキ力、Ｃは性能設
計上で要する期待粘着係数、Ｄは実際に算出された粘着係数、ＦはＭ車が本来必要とする
常用最大ブレーキ力、Ｅは遅れ込め制御により増大されて作用するＭ（電動）車のブレー
キ力をそれぞれ示している。
【００３５】
図２（ａ）から明らかなように、本発明においては、Ｔ車の遅れ込め制御の量は常用最
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大ブレーキＡの５０％以下とする。また、図２（ｂ）から明らかなように、Ｍ（電動）車
でＴ（付随）車の分まで分担する遅れ込め制御の量は常用最大ブレーキ力Ｆの５０％以下
とし、かつ期待粘着係数と同値以下であると同時に、実際に算出された粘着力と同値以下
とする。このようにすることで車輪滑走を抑制する。
【００３６】
図３は編成列車の遅れ込め制御ブレーキ時における列車座窟（スネーク）現象例を示す
図である。ここでは、２Ｍ３Ｔ編成列車を示しており、２１はＭ車又は機関車、２２，２
３，２５はＴ車、２４はＭ車である。
【００３７】
このような編成列車における遅れ込め制御ブレーキ時に列車座窟（スネーク）現象が発

10

生することがある。
【００３８】
自連力とは、車両間の連結器軸方向に作用する力をいう。自動連結器作用力の略称であ
る。自連力測定ピンと言われる、連結器と緩衝器を接続するピンに換えて挿入され、連結
器に作用する引っ張り力、圧縮力（自連力）を検出するセンサにより容易に測定すること
ができる。
【００３９】
横圧とは、車輪・レール間に作用する力のうち、レール方向に対して垂直な平面内にあ
り、かつ左右方向成分の分力をいう（図４における力Ｑ参照）。
【００４０】
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図５はその横圧の説明図であり、図５（ａ）はその連結器力左右方向成分の発生の説明
図、図５（ｂ）はその自連力の説明図、図５（ｃ）は横圧Ｑと輪重Ｐの説明図である。
【００４１】
横圧は、歪みゲージを貼った測定輪軸を組み込んだ試験車両を用いた車上測定、または
歪みゲージを貼った特定のレール上で車両を走行させることにより、運転条件や車種・車
軸の差を比較する地上測定によって測定する。
【００４２】
ジャーク制御とは、乗り心地ならびに力行・ブレーキ制御、電空協調制御における制御
の一つである。鉄道車両制御においては、引っ張り力やブレーキ力の制御開始時のトルク
変化率の制御のことを指す。力行や電気ブレーキの場合、主電動機電流によって制御され

30

る。空気ブレーキの場合、単純な絞り径切り換えの方法もある。なお、ジャークとは加・
減速度の時間変化率を指し、位置の時間による３階微分値に相当する。
【００４３】
粘着とは、列車を加速するための駆動力やブレーキ力の伝達を可能にするレール・車輪
間の摩擦現象をいい、レール・車輪間で車輪円周方向に作用する摩擦力を粘着力という。
【００４４】
粘着係数とは、レール・車輪間に作用する１車軸または１車輪当たりの車輪円周方向の
接線力を、１車軸または１車輪当たりのレールへの垂直力で除した接線力係数Ｆ／Ｗの最
大値を粘着係数（μ）という。
【００４５】

40

座屈脱線とは、複数の車両で組成された列車編成において、車両間に生じる圧縮連結器
の作用力により支持するばね装置の作用範囲を越えて車体が大きく変位する現象をいう。
【００４６】
本発明においては、
（１）列車編成内の駆動軸に要する期待粘着係数については、従来の２０％といった固定
した値を用いる方法に代えて、車輪滑走時の情報から実際の粘着係数の推定値を算出し、
その算出値が駆動軸の期待粘着係数値より小さい場合には算出値を期待粘着係数として用
い、遅れ込め制御の量を削減する。なお、粘着係数の推定値の算出方法は、車輪滑走時の
当該軸のブレーキ力を当該軸の軸重で割って求める。
【００４７】
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このためには、主に従来から装備されているセンサや装置を用いることができ、新たに
付加すべきセンサや装置はなくてすむが、本発明に基づく鉄道車両制御法の機能を追加す
る必要がある。
（２）電動車Ｍと付随車Ｔ間の遅れ込め制御の量については、従来の固定した値を用いる
方法に代えて、編成車両数が所定の車両数より増大した場合や、ＭＴ比が１Ｍ２Ｔのよう
に付随車Ｔに対する電動車Ｍの比率が少ない場合において、従来の遅れ込め制御の量を削
減する。
【００４８】
このためには、主に従来から装備されているセンサや装置を用いることができ、新たに
付加すべきセンサや装置はなくてすむが、本発明の基づく鉄道車両制御法の機能を追加す

10

る必要がある。
（３）電動車と付随車間の遅れ込め制御の量については、従来の固定した値を用いる方法
に代えて、急曲線通過時の線路情報、または過大な左右振動加速度の情報の何れかの情報
を用いて、従来の遅れ込め制御の量を削減する。
【００４９】
このためには、編成列車の両端制御車への車両の左右方向Ｇの検出センサ（左右振動セ
ンサ）３か横圧の検出センサ７を付加する。または、ＧＰＳ（衛星測位システム）９とデ
ータ入力装置１６から線路情報１７を入力して用いる。
（４）電動車の電気ブレーキ力の演算については、従来のブレーキノッチ（減速度の指令
量に相当）と速度と乗車重量の情報に加え、上記（１）で算出した期待粘着係数を用いて
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、電力回生ブレーキの分担を削減する。
【００５０】
このためには、主に従来から装備されているセンサや装置を用いることができ、新たに
付加すべきセンサや装置はなくてすむが、本発明に基づく鉄道車両制御法の機能を追加す
る必要がある。
（５）パンタ点の架線電圧（パンタ点の電流測定による架線電圧）が高いなどの理由で電
気ブレーキの分担を減らす場合、不足分を機械（空気）ブレーキで補う電空協調（ブレン
ディング）ブレーキ制御については、従来の各車両別の１両一括制御に代えて、編成の電
気ブレーキ力を均等にするための、列車編成一括の電気ブレーキ制御用指令線（図示なし
）を列車内に引き通し、その指令に基づいて編成内の各車両の電気ブレーキ力を均等に配

30

分する。
【００５１】
このためには、編成車両を連ねる電気ブレーキ制御指令線（図示なし）の付加と本発明
に基づく鉄道車両制御法の機能を追加する。
（６）電動車のブレーキ制御方式については、従来の一般的な１両４軸一括制御式の電気
指令式空気ブレーキ方式に代えて、１両各軸個別制御式の新電気指令式空気ブレーキ方式
とし、滑走再粘着制御時の各軸個別の電空協調ブレーキ制御を行うと共に、遅れ込めの制
御の量を最大ブレーキ力の半分以下まで制限する。
【００５２】
このためには、電動車のブレーキ制御装置の個別制御化（ブレーキ制御装置の交換）と
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本発明に基づく鉄道車両制御法の機能追加を行う。
（７）列車の減速度、あるいは編成車両数、あるいは自連力が、予め設定した値を超えた
場合には、従来の電気と空気のブレーキの急峻なジャーク量に代えて、従来値より緩慢な
ジャーク量に制御する。
【００５３】
このためには、主に従来から装備されているセンサや装置を用いることができ、新たに
付加すべきセンサや装置はなくてすむが、本発明に基づく鉄道車両制御法の機能を追加す
る必要がある。あるいは、編成列車中間の一部車両に対する自連力センサ６を設ける。
【００５４】
そこで、本発明の鉄道車両制御は、上記した検出センサ１〜９からの情報に基づいて制
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御装置１０によって、制御対象であるノッチ１１、電動機１３の電力を制御する電動機制
御器１２、電気ブレーキ１４、機械ブレーキ１５を制御することにより、上記したように
、過大な自連力の発生やブレーキの不均等を抑制するようにしている。
【００５５】
車両の制動の検出は、車両の制動力の検出手段１において、車両の速度計で速度の変化
をみることによって検出することができる。
【００５６】
力行のノッチ段の検出は、運転席に配置されたノッチの段の位置を検出する力行のノッ
チ段の検出手段２によって検出することができる。
【００５７】

10

車両の左右方向Ｇの検出は、曲線走行時の車両に作用する左右方向Ｇの力を検出する車
両の左右方向Ｇの検出センサ３によって検出することができる。
【００５８】
ＭＴ（電動車と付随車）比は、車両編成データに基づいて、ＭＴ（電動車と付随車）比
の検出手段４によって検出することができる。
【００５９】
線形・速度・滑走の有無の検出は、車両の変位と速度と加速度から線形・速度・滑走の
有無の検出手段５によって検出することができる。
【００６０】
自連力の検出は、連結器と緩衝器を接続する自連力測定ピンに配置された自連力の検出
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センサ６によって検出される。
【００６１】
必要な場合には、横圧の検出は、歪みゲージを貼った測定輪軸を組み込んだ試験車両に
よる車上測定を行い、横圧の検出センサ７によって行うことができる。
【００６２】
パンタ点電流の検出は、パンタ点電流を測定するパンタ点電流の検出手段８によって検
出され、パンタ点の電圧情報を得ることができる。
【００６３】
図６は本発明にかかる曲線線路における鉄道車両を示す図であり、図６（ａ）はその鉄
道車両の配置を、図６（ｂ）は車輪とレール間の粘着力の摩擦円のモデルを示す図である
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。
【００６４】
これらのの図において、２６は横圧、２７は自連力、２８はブレーキに用いられるベク
トル分、２９は案内力に用いられるベクトル分、３０は粘着係数に相当するベクトル分、
３１は曲線状のレール、３２は台車、３３は台車３２上に配置される車両、３４は連結器
である。
【００６５】
そこで、カーブで横方向の案内力を取られると、進行方向のブレーキ力は、図６（ｂ）
に示すベクトル分だけに減少する。したがって、期待粘着係数の削減を要する。
【００６６】

40

図７は本発明にかかる鉄道車両モデルを示す図である。
【００６７】
この図において、４１は車体、４２は台車枠、４３は輪軸、４４は空気ばね、４５はヨ
ーダンパとその緩衝ゴム、４６は牽引リンクの緩衝ゴム、４７は軸ばね、４８は軸ばねダ
ンパ、４９は軸箱前後支持剛性である。
【００６８】
なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変
形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
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本発明は、過大な自連力の発生やブレーキの不均等を抑制することができる安全な鉄道
車両制御に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の実施例を示す鉄道車両の制御ブロック図である。
【図２】編成列車の遅れ込め制御ブレーキ時における列車座窟（スネーク）現象例を示す
図である。
【図３】遅れ込め制御の説明図である。
【図４】レールに作用する力の説明図である。
【図５】横圧の説明図である。
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【図６】本発明の実施例を示す車両の配置例を示す図である。
【図７】本発明の実施例を示す台車部の構造を示す図である。
【符号の説明】
【００７１】
１

車両の制動の検出手段

２

力行のノッチ段の検出手段

３

車両の左右方向Ｇの検出センサ

４

ＭＴ（電動車と付随車）比の検出手段

５

線形・速度・滑走の有無の検出手段

６

自連力の検出センサ

７

横圧の検出センサ

８

パンタ点電流の検出手段

９

ＧＰＳ

１０

制御装置

１１

ノッチ

１２

電動機の電力を制御する電動機制御器

１３

電動機

１４

電気ブレーキ

１５

機械ブレーキ

１６

データ入力装置

１７

線路情報

２６

横圧

２７

自連力

２８

ブレーキに用いられるベクトル分

２９

案内力に用いられるベクトル分

３０

粘着係数に相当するベクトル分、

３１

曲線状のレール

３２

台車

３３

車両

３４

連結器

４１

車体

４２

台車枠

４３

輪軸

４４

空気ばね

４５

ヨーダンパとその緩衝ゴム

４６

牽引リンクの緩衝ゴム

４７

軸ばね

４８

軸ばねダンパ

４９

軸箱前後支持剛性
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