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(57)【要約】
【課題】列車の定速走行時における高効率な運転制御を
実現すること。
【解決手段】定速走行時、各車両１に備えられた制御装
＊

置３０は、現在の走行速度Ｖｉ と目標速度Ｖ との速度
差ΔＶ及び加速度αに基づいて稼動する主変換装置２０
の稼動台数Ｎｉ を決定し、決定した稼働台数Ｎｉ を基に
自主変換装置２０が稼動対象であるか否かを判断する。
自主変換装置２０が稼動対象ならば自主変換装置２０を
稼動し、稼動対象でないならば停止させる。またこのと
き、主変換装置２０は、主電動機１０及び主変換装置２
０の総合効率が最も高い状態となるよう、自主変換装置
２０を稼動させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の電動車を有して構成される列車に具備された複数の主変換装置それぞれの稼動を
制御して、現在の走行速度を所与の目標速度に保つ定速走行制御を行う定速走行制御方法
であって、
現在の走行速度と前記目標速度との速度差、及び、現在の加速度を算出する算出工程と
、
前記算出された速度差及び加速度に基づいて、所定の動作条件で稼動させる主変換装置
を決定する稼動装置決定工程と、
前記決定された主変換装置それぞれを共通の前記動作条件で稼動し、他の主変換装置を
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停止させる稼動制御工程と、
を含む定速走行制御方法。
【請求項２】
前記稼動装置決定工程は、現在稼動中の主変換装置の台数に対して増減する主変換装置
の台数を、前記算出された速度差及び加速度に基づいて決定する増減台数決定工程を含み
、前記決定された増減台数に基づいて前記動作条件で稼動させる主変換装置を決定する工
程である請求項１に記載の定速走行制御方法。
【請求項３】
前記稼動装置決定工程は、
所定の優先順位に従って稼動させる主変換装置を決定する優先順決定工程と、
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前記優先順位を定期的に変更する優先順位変更工程と、
を含む請求項１又は２に記載の定速走行制御方法。
【請求項４】
複数の電動車を有して構成される列車に具備されたＮ台（Ｎ≧２）の主変換装置それぞ
れの稼動を制御して、現在の走行速度を所与の目標速度に保つ定速走行制御を行う前記主
変換装置それぞれの制御装置であって、
Ｍ台（Ｎ≧Ｍ）の主変換装置を稼動させる場合に自制御装置の制御対象の主変換装置を
稼動させるか否かを判定可能な稼動判定データを記憶する記憶手段と、
現在の走行速度と前記目標速度との速度差、及び、現在の加速度を算出する算出手段と
、
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前記算出された速度差及び加速度に基づいて、前記Ｎ台の主変換装置のうち、共通する

所定の動作条件で稼動させる主変換装置の台数を決定する稼動台数決定手段と、
前記決定された主変換装置の台数と前記稼動判定データとに基づいて、自制御装置の制
御対象の主変換装置を稼動させるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段により稼動させると判定された場合に自制御装置の制御対象の主変換装置
を前記動作条件で稼動させ、稼動させないと判定された場合に当該主変換装置を停止させ
る稼動制御手段と、
を備えた制御装置。
【請求項５】
複数の電動車を有して構成される列車に具備された複数の主変換装置それぞれの稼動を
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制御して、現在の走行速度を所与の目標速度に保つ定速走行制御を行う前記主変換装置そ
れぞれの制御装置であって、
現在の走行速度と前記目標速度との速度差、及び、現在の加速度に基づいて、自制御装
置の制御対象の主変換装置を所定の動作条件で稼動させるか否かを判定可能な複数種類の
稼動判定データを記憶する記憶手段と、
現在の走行速度と前記目標速度との速度差、及び、現在の加速度を算出する算出手段と
、
前記記憶手段に記憶された複数種類の稼動判定データから択一的に稼動判定データを選
択する選択手段と、
前記算出された速度差及び加速度と前記選択された稼動判定データとに基づいて、自制
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御装置の制御対象の主変換装置を稼動させるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段により稼動させると判定された場合に自制御装置の制御対象の主変換装置
を前記動作条件で稼動させ、稼動させないと判定された場合に当該主変換装置を停止させ
る稼動制御手段と、
を備えた制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、列車の走行速度を所与の目標速度に保つ定速走行制御方法等に関する。
【背景技術】
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【０００２】
従来、電気車の走行制御では、例えば、全編成の車両重量から所定の加速度を得るため
に必要なトルクを算出し、必要トルクを各電動機で分担するように各電動機を制御してい
る。しかしながら、この制御方法では、効率化という点で問題があった。即ち、電動機効
率と電動機を駆動するインバータ効率との積で表される総合効率は、電動機にかかる負荷
が高くなるほど（高負荷）、総合効率が高くなり、逆に電動機にかかる負荷が低くなるほ
ど（低負荷）、総合効率が著しく低下する。つまり、必要トルクが小さいほど、総合効率
が低くなり、その結果、編成全体としての効率が悪くなる。
【０００３】
そこで、効率化を図るための技術として、全編成の車両重量とノッチ指令等に応じた加
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速度とによって必要な引張力（必要トルク）を算出し、その必要トルクに応じて電動機の
稼動台数を求め、稼動する各電動機の一台当たりの出力値を決定する技術が知られている
（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平７−３０８００４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
上述の特許文献１の技術では、全編成の車両重量と所望の加速度によって必要トルクを
算出し、算出した必要トルクに応じて電動機の稼動台数や電動機一台あたりの出力値を決
定している。しかしながら、特許文献１の技術は、必要トルクの大きい加速走行時の制御
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であり、効率の観点から、必要トルクが比較的小さい定速走行にはそのまま適用できなか
った。本発明は、上記事情に鑑みて為されたものであり、列車の定速走行時における高効
率な運転制御を実現することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記課題を解決するための第１の発明は、
複数の電動車を有して構成される列車に具備された複数の主変換装置それぞれの稼動を
制御して、現在の走行速度を所与の目標速度に保つ定速走行制御を行う定速走行制御方法
であって、
現在の走行速度と前記目標速度との速度差、及び、現在の加速度を算出する算出工程（
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例えば、図１２のステップＡ１５〜Ａ１７）と、
前記算出された速度差及び加速度に基づいて、所定の動作条件で稼動させる主変換装置
を決定する稼動装置決定工程（例えば、図１２のステップＡ２３）と、
前記決定された主変換装置それぞれを共通の前記動作条件で稼動し、他の主変換装置を
停止させる稼動制御工程（例えば、図１２のステップＡ２５〜Ａ２９）と、
を含む定速走行制御方法である。
【０００６】
この第１の発明によれば、現在の走行速度と目標速度との速度差、及び、現在の加速度
に基づいて、所定の動作条件で稼動させる主変換装置が決定され、決定された主変換装置
それぞれが共通の動作条件で稼動されるとともに、他の主変換装置が停止されることで、

50

(4)

JP 2007‑325338 A 2007.12.13

走行速度を所与の目標速度に保つ定速走行制御が実現される。
【０００７】
つまり、列車に具備される全ての主変換装置のうち、一部の主変換装置が稼動され、他
の主変換装置は停止される。この結果、全ての電動機のうち、稼動される主変換装置によ
り駆動される一部の電動機のみで列車が駆動されることになる。ところで、電動機とこの
電動機を駆動する主変換装置との総合効率は、電動機にかかる負荷が高くなるほど（高負
荷）、高い。このため、一部の主変換装置のみを稼動させることで、列車全体としての効
率が向上し、消費電力の低減が実現される。またこの場合、主変換装置の動作条件を、電
動機と主変換装置との総合効率が最も高効率となる条件とすることで、更なる高効率化が
図れる。尚、電動機と主変換装置の仕様は予め分かっているため、その動作条件を予め定
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めておくことができる。
【０００８】
第２の発明は、第１の発明の定速走行制御方法であって、
前記稼動装置決定工程は、現在稼動中の主変換装置の台数に対して増減する主変換装置
の台数を、前記算出された速度差及び加速度に基づいて決定する増減台数決定工程を含み
、前記決定された増減台数に基づいて前記動作条件で稼動させる主変換装置を決定する工
程である定速走行制御方法である。
【０００９】
この第２の発明によれば、現在稼動中の主変換装置の台数に対して増減する主変換装置
の台数が、走行速度と目標速度との速度差及び加速度に基づいて決定され、決定された増
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減台数に基づいて、所定の動作条件で稼動させる主変換装置が決定される。
【００１０】
このように、目標速度との速度差及び加速度に基づいて増減台数を決定することで、走
行速度を速やかに目標速度に近づけるように制御できるとともに、稼動する主変換装置の
台数を適切且つ容易に決定できる。ここで、増減台数の決定としては、例えば、走行速度
が目標速度より速い場合には、増減台数を負、即ち稼動する主変換装置の台数を減少させ
、逆に走行速度が目標速度より遅い場合には、増減台数を正、即ち稼動する主変換装置の
台数を増加させるようにすることが望ましい。
【００１１】
第３の発明は、第１又は第２の発明の定速走行制御方法であって、
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前記稼動装置決定工程は、
所定の優先順位に従って稼動させる主変換装置を決定する優先順決定工程と、
前記優先順位を定期的に変更する優先順位変更工程と、
を含む定速走行制御方法である。
【００１２】
この第３の発明によれば、所定の優先順位に従って稼動させる主変換装置が決定される
とともに、この優先順位が定期的に変更される。つまり、優先順位が変更されることで、
稼動する主変換装置の数が同じであっても、その時々で稼動する主変換装置が異なる、即
ち駆動される電動機が変化する。ところで、優先順位を固定とすると、優先順位が高い主
変換装置が高頻度で稼動され、優先順位の低い主変換装置の稼動頻度は低くなる。しかし
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、優先順位が変更されることで、各主変換装置がほぼ均等に稼動され、主変換装置及び電
動機の稼動の偏りが防止される。また、各主変換装置及び電動機の稼動時間が均等になる
結果、稼動による発熱時間がほぼ均等になるため、一部の機器の寿命が極端に短くなるこ
となく、全体として各機器の寿命低下が防止される。
【００１３】
第４の発明は、
複数の電動車を有して構成される列車に具備されたＮ台（Ｎ≧２）の主変換装置それぞ
れの稼動を制御して、現在の走行速度を所与の目標速度に保つ定速走行制御を行う前記主
変換装置それぞれの制御装置（例えば、図１の制御装置３０）であって、
Ｍ台（Ｎ≧Ｍ）の主変換装置を稼動させる場合に自制御装置の制御対象の主変換装置を
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稼動させるか否かを判定可能な稼動判定データを記憶する記憶手段（例えば、図４の自車
両データ３１０及び優先車両データ３２０）と、
現在の走行速度と前記目標速度との速度差、及び、現在の加速度を算出する算出手段（
例えば、図４の定速走行制御部１００；図１２のステップＡ１５〜Ａ１７）と、
前記算出された速度差及び加速度に基づいて、前記Ｎ台の主変換装置のうち、共通する
所定の動作条件で稼動させる主変換装置の台数を決定する稼動台数決定手段（例えば、図
４の定速走行制御部１００；図１２のステップＡ２１）と、
前記決定された主変換装置の台数と前記稼動判定データとに基づいて、自制御装置の制
御対象の主変換装置を稼動させるか否かを判定する判定手段（例えば、図４の定速走行制
御部１００；図１２のステップＡ２５）と、
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前記判定手段により稼動させると判定された場合に自制御装置の制御対象の主変換装置
を前記動作条件で稼動させ、稼動させないと判定された場合に当該主変換装置を停止させ
る稼動制御手段（例えば、図４の定速走行制御部１００；図１２のステップＡ２７〜Ａ２
９）と、
を備えた制御装置である。
【００１４】
この第４の発明によれば、現在の走行速度と目標速度との速度差、及び、現在の加速度
に基づいて、所定の動作条件で稼動させる主変換装置の台数を決定し、決定した主変換装
置の台数と記憶されている稼動判定データとに基づいて制御対象の主変換装置を稼動させ
るか否かを判定し、稼動させると判定した場合には制御対象の主変換装置を所定の動作条
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件で稼動し、稼動させないと判定した場合には停止することで、現在の走行速度を所与の
目標速度に保つ定速走行制御を行う主変換装置それぞれの制御装置が実現される。
【００１５】
これにより、定速走行時には、列車に具備される全ての主変換装置のうち、一部の主変
換装置が稼動され、他の主変換装置は停止される。この結果、全ての電動機のうち、稼動
される主変換装置により駆動される一部の電動機のみで列車が駆動されることとなる。と
ころで、電動機とこの電動機を駆動する主変換装置との総合効率は、電動機にかかる負荷
が高くなるほど（高負荷）、高い。このため、一部の主変換装置のみを稼動させることで
、列車全体としての効率が向上し、消費電力の低減が実現される。またこの場合、主変換
装置の動作条件を、電動機と主変換装置との総合効率が最も高効率となる条件とすること
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で、更なる高効率化が図れる。尚、電動機と主変換装置の仕様は予め分かっているため、
その動作条件を予め定めておくことができる。
【００１６】
第５の発明は、
複数の電動車を有して構成される列車に具備された複数の主変換装置それぞれの稼動を
制御して、現在の走行速度を所与の目標速度に保つ定速走行制御を行う前記主変換装置そ
れぞれの制御装置であって、
現在の走行速度と前記目標速度との速度差、及び、現在の加速度に基づいて、自制御装
置の制御対象の主変換装置を所定の動作条件で稼動させるか否かを判定可能な複数種類の
稼動判定データを記憶する記憶手段と、
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現在の走行速度と前記目標速度との速度差、及び、現在の加速度を算出する算出手段と
、
前記記憶手段に記憶された複数種類の稼動判定データから択一的に稼動判定データを選
択する選択手段と、
前記算出された速度差及び加速度と前記選択された稼動判定データとに基づいて、自制
御装置の制御対象の主変換装置を稼動させるか否かを判定する判定手段と、
前記判定手段により稼動させると判定された場合に自制御装置の制御対象の主変換装置
を前記動作条件で稼動させ、稼動させないと判定された場合に当該主変換装置を停止させ
る稼動制御手段と、
を備えた制御装置である。
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【００１７】
この第５の発明によれば、現在の走行速度と目標速度との速度差及び現在の加速度と、
記憶されている複数種類の稼動判定データから択一的に選択された稼動判定データとに基
づいて、制御対象の主変換装置を稼動させるか否かを判定し、稼動させると判定した場合
には制御対象の主変換装置を所定の動作条件で稼動し、稼動させないと判定した場合には
停止することで、現在の走行速度を所与の目標速度に保つ定速走行制御を行う主変換装置
それぞれの制御装置が実現される。
【００１８】
これにより、定速走行時には、列車に具備される全ての主変換装置のうち、一部の主変
換装置が稼動され、他の主変換装置は停止される。この結果、全ての電動機のうち、稼動
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される主変換装置により駆動される一部の電動機のみで列車が駆動されることとなる。と
ころで、電動機とこの電動機を駆動する主変換装置との総合効率は、電動機にかかる負荷
が高くなるほど（高負荷）、高い。このため、一部の主変換装置のみを稼動させることで
、列車全体としての効率が向上し、消費電力の低減が実現される。またこの場合、主変換
装置の動作条件を、電動機と主変換装置との総合効率が最も高効率となる条件とすること
で、更なる高効率化が図れる。尚、電動機と主変換装置の仕様は予め分かっているため、
その動作条件を予め定めておくことができる。
【発明の効果】
【００１９】
本発明によれば、列車に具備される全ての主変換装置のうち、一部の主変換装置が稼動
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され、他の主変換装置は停止される。この結果、全ての電動機のうち、稼動される主変換
装置により駆動される一部の電動機のみで列車が駆動されることとなる。電動機とこの電
動機を駆動する主変換装置との総合効率は、電動機にかかる負荷が高くなるほど（高負荷
）、高い。このため、列車全体としての効率が向上し、消費電力の低減が実現される。ま
たこの場合、主変換装置の動作条件を、電動機と主変換装置との総合効率が最も高効率と
なる条件とすることで、更なる高効率化が図れる。
【００２０】
また、車両毎に独立して主変換装置の稼動が制御される。このため、全ての主変換装置
を統括して稼動制御するための装置や、該装置と各主変換装置とを繋ぐ伝送線が不要とな
り、コストやスペースの削減、車両の軽量化が実現される。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態を説明する。
［全体構成］
図１は、本実施形態における列車編成の一例を示す図である。同図に示すように、列車
は複数の車両１が連結されて編成される。尚、列車を構成する車両は電動車或いは付随車
であるが、ここでは全ての車両１が電動車であるとする。そして、電動車である各車両１
には、主電動機１０と、主変換装置２０と、制御装置３０とが備えられており、何れも同
一仕様であるとする。また、編成のうちの一の車両１（同図では、先頭車両）には、更に
、走行速度検出部４０と、定速走行開始指示部５０と、定速走行終了指示部６０とが備え
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られている。
【００２２】
走行速度検出部４０は、列車の現在の走行速度Ｖを検出する。具体的には、車軸に取り
付けられて検出した車軸の回転速度から列車の走行速度Ｖを算出する速度センサとしても
良いし、或いは、速度センサを用いない公知の速度センサレス制御により走行速度Ｖを推
定することにしても良い。検出された走行速度Ｖは、各車両１の制御装置３０それぞれに
出力される。
【００２３】
定速走行開始指示部５０は、走行中、定速走行（定速運転）の開始指示操作が為される
と、各車両１の制御装置３０それぞれに対して、定速走行開始指示を目標速度Ｖ

＊

ととも
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に出力する。定速走行の開始指示操作は、運転士による定速ノッチ操作や定速ボタンの入
操作である。
【００２４】
定速走行終了指示部６０は、定速走行の終了（解除）を判断すると、各車両１の制御装
置３０それぞれに対して、定速走行終了指示を出力する。具体的には、制動作用時や、定
速ノッチ以外のノッチ操作が為されたとき、或いは定速ボタンの切操作が為されたときに
停止走行を終了すると判断する。尚、これら走行速度検出部４０、定速走行開始指示部５
０及び定速走行終了指示部６０は、何れも公知の技術であるため、詳細説明は省略する。
【００２５】
主電動機１０は、架線（不図示）から主変換装置２０を介して供給される三相交流電力
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によって車軸（不図示）を回転駆動する電動機であり、例えば三相交流誘導電動機で実現
される。
【００２６】
主変換装置２０は、インバータを含んで構成され、制御装置３０から入力される制御信
号に従って、架線（不図示）から供給される直流電力を交流電力に変換して主電動機１０
に供給する。即ち、インバータは、例えばＩＧＢＴ等の半導体スイッチング素子から成り
、制御装置３０から入力される制御信号に従ってスイッチング駆動され、供給される直流
電力を可変電圧／可変周波数の三相交流電力に変換して主電動機１０に供給する。
【００２７】
［原理］
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本実施形態は、定速走行時において、各主変換装置２０の稼動を制御することで編成全
体としての消費電力の低減を図る実施形態である。
【００２８】
図２は、主電動機１０の機器特性の一例を示す図である。同図では、横軸を主電動機１
０の出力Ｐ、縦軸を主電動機１０の効率ηとして、主電動機１０の出力Ｐに対する効率η
を示している。同図に示すように、効率ηは出力Ｐによって異なる。大まかには、出力Ｐ
が大きくなるほど効率ηが高くなるが、出力Ｐがある程度以上になると、それ以降は効率
ηが徐々に低くなる。
【００２９】
図３は、本実施形態の原理を説明するための図である。同図（ａ）は、従来の定速走行
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制御であり、同図（ｂ）は、本実施形態の定速走行制御である。何れも、電動車であるＮ
台の車両１から編成される列車を定速走行制御する場合を示している。
【００３０】
従来の定速走行制御では、同図（ａ）に示すように、Ｎ台の主変換装置２０の全てを稼
動し、定速走行に要するトルク（必要トルク）がＮ台の主電動機１０で分担される。この
とき、各主電動機１０は、例えば図２の機器特性上のＡ点で駆動されるとすると、各主電
動機１０の出力ＰはＰＡ であり、効率ηはηＡ である。つまり、編成全体の主電動機１０
の出力の総和ＰＴ

Ａ

は、ＰＴ

Ａ

＝Ｎ×ＰＡ 、となる。また、主電動機１０の一台当たりの

損失ＲＡ は、ＲＡ ＝ＰＡ ×（１−ηＡ ）、となる。従って、編成全体の損失ＲＴ

Ａ

は、次

式（１）となる。
ＲＴ

Ａ
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＝Ｎ×ＰＡ ×（１−ηＡ ）

＝ＰＴ

Ａ

×（１−ηＡ ）

・・（１）

【００３１】
これに対して、本実施形態では、図３（ｂ）に示すように、Ｎ台の主変換装置２０のう
ち、一部のｎ台の主変換装置２０を稼動し、他の（Ｎ−ｎ）台の主変換装置２０は停止す
る。即ち、ｎ台の主電動機１０が駆動され、必要トルクがｎ台の主電動機１０で分担され
る。つまり、駆動される各主電動機１０にかかる負荷は、同図（ａ）に示す従来よりも高
い。例えば図２に示す機器特性上のＢ点で駆動されるとすると、各主電動機１０の出力Ｐ
はＰＢ （＞ＰＡ ）であり、効率ηはηＢ （＞ηＡ ）である。
【００３２】
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Ｂ

は、ＰＴ

Ｂ

＝ｎ×ＰＢ 、となる。

は、同図（ａ）に示す従来の場合の総和出力ＰＴ

Ａ

に等しい。ま

た、主電動機１０の一台当たりの損失ＲＢ は、ＲＢ ＝ＰＢ ×（１−ηＢ ）、となる。従っ
て、編成全体の損失ＲＴ
ＲＴ

Ｂ

Ｂ

は、次式（２）となる。

＝ｎ×ＰＢ ×（１−ηＢ ）

＝ＰＴ

Ｂ

×（１−ηＢ ）

・・（２）

【００３３】
式（１），（２）を比較すると、ηＡ ＜ηＢ 、であるから、ＲＴ

Ａ

＞ＲＴ

Ｂ

、である。

即ち、本実施形態のほうが従来よりも編成全体の損失ＲＴ が小さい。つまり、本実施形態
によれば、従来に比較して効率が向上し、消費電力の低減が実現される。
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【００３４】
［制御装置］
図４は、制御装置３０の内部構成の一例を示す図である。同図によれば、制御装置３０
は、処理部である定速走行制御部１００を有するとともに、定速走行制御プログラム２０
０と、データ群３００とを記憶している。データ群３００には、自車両データ３１０と、
優先車両データ３２０と、初期稼働台数算出データ３３０と、稼動増減台数テーブル３４
０と、走行速度データ３５０と、目標走行データ３６０と、稼動状況データ３７０とが含
まれている。制御装置３０は、上述のように各車両１に備えられており、各制御装置３０
が独立して同一の定速走行制御を行う。以下、制御装置３０の制御対象の主変換装置２０
や、この主変換装置２０によって駆動される主電動機１０を特に区別する場合には、該制
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御装置３０及び主電動機１０それぞれを、「自制御装置３０」及び「自主電動機１０」と
いう。
【００３５】
定速走行制御部１００は、定速走行開始指示部５０から定速走行の開始指示が入力され
ると、定速走行制御プログラム２００に従い、データ群３００を基に、指示された目標速
度Ｖ

＊

を保つように定速走行（定速運転）させる定速走行制御処理を行う。

【００３６】
具体的には、先ず、走行速度検出部４０により検出された現在の走行速度Ｖを基に、初
期稼働台数算出データ３３０を参照して、主電動機１０の最大出力ＴＥ及び走行抵抗Ｒｒ
を判断する。
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【００３７】
図５に、走行速度Ｖと、主電動機１０の最大出力ＴＥ及び走行抵抗Ｒｒとの関係の一例
を示す。同図では、横軸を走行速度Ｖ、縦軸を最大出力ＴＥ及び走行抵抗Ｒｒとしたグラ
フを示している。同図によれば、主電動機１０の最大出力ＴＥは、走行速度Ｖが所定値に
達するまではほぼ一定であり、この所定値を超えると、走行速度Ｖの上昇につれて減少す
る。また、走行抵抗Ｒｒは、走行速度Ｖの上昇につれて上昇する。この各グラフを表す関
数式が、初期稼働台数算出データ３３０として記憶される。
【００３８】
次いで、定速走行制御部１００は、判断した主電動機１０の最大出力ＴＥ及び走行抵抗
Ｒｒを基に、次式（３）に従って、主電動機１０の初期稼働台数Ｎ０ を算出する。
Ｎ０ ＝Ｒｒ／ＴＥ
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・・（３）

但し、初期稼動台数Ｎ０ は正数であり、走行抵抗Ｒｒを最大出力ＴＥで除した値を、小
数点以下を切り上げた値として算出される。
【００３９】
初期稼働台数Ｎ０ を決定すると、続いて、優先車両データ３２０を参照し、一編成の全
ての主変換装置２０のうち、稼動させるＮ０ 台の主変換装置２０を決定する。
【００４０】
優先車両データ３２０は、主変換装置２０を稼動させる際の優先順位を指定するデータ
である。図６に、優先車両データ３２０のデータ構成の一例を示す。同図によれば、優先
車両データ３２０は、稼動する主変換装置２０を決定する際の優先順位が最も高い主変換
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装置２０が備えられている車両１の車両番号を格納している。この優先車両データ３２０
に格納された車両番号の車両１に備えられた主変換装置２０の優先順位が最も高く、以降
は車両番号順に優先順位となる。最後尾車両の次は、先頭車両となる。尚、車両番号は、
例えば先頭車両を基準とした最後尾車両までの連番（例えば、先頭車両から順に「１」、
「２」、・・・）となっている。
【００４１】
定速走行制御部１００は、優先車両データ３２０で指定される車両１から連続する後続
のＮ０ 台の車両１それぞれに備えられている主変換装置２０を、稼動対象の主変換装置２
０とする。
【００４２】
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その後、定速走行制御部１００は、自主変換装置２０が稼動対象の主変換装置２０であ
るかを判断し、稼動対象ならば、制御対象である自主変換装置２０を稼動（動作）させ、
稼動対象でないならば、停止させる。このとき、当該制御装置３０が備えられている車両
１（以下、「自車両」という）が編成中の何れの車両１であるかは、自車両データ３１０
を参照して判定する。図７に、自車両データ３１０のデータ構成の一例を示す。同図によ
れば、自車両データ３１０は、自車両の車両番号を格納している。また、主変換装置２０
を稼動する場合、主電動機１０の出力が、主変換装置２０及び主電動機１０の総合効率が
最も高い状態で出力するよう、主変換装置２０を稼動させる。このときの主変換装置２０
の制御パラメータは、その仕様によって予め定められるため、主変換装置２０の稼動制御
はＯＮ／ＯＦＦ制御に近いものになる。
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【００４３】
ここで、各主変換装置２０の稼働状況は稼動状況データ３７０に格納される。図８に、
稼動状況データ３７０のデータ構成の一例を示す。同図によれば、稼動状況データ３７０
は、主変換装置３７１毎に、稼働状況３７２を対応付けて格納している。稼働状況３７２
には、稼働中或いは停止中を示すデータが格納される。
【００４４】
その後、定速走行制御装置３０は、定速走行終了指示部６０から定速走行の終了指示が
入力されるまでの間、所定時間ΔＴ毎に次の処理を繰り返す。即ち、次式（４）に従って
、走行速度検出部４０により検出された現在の走行速度Ｖｉ と、目標速度Ｖ

＊

との速度差

ΔＶを算出する。
ΔＶ＝Ｖ

＊
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−Ｖｉ

・・（４）

【００４５】
また、次式（５）に従って、現在の加速度αを算出する。
α＝（Ｖｉ −Ｖｉ

− １

上式（５）において、Ｖｉ

）／ΔＴ
− １

・・（５）

は、前回の走行速度、即ち時間ΔＴだけ過去の時点での

走行速度である。尚、定速走行制御の開始直後では、初期速度Ｖ０ を前回速度Ｖｉ

− １

と

する。
【００４６】
ここで、目標速度Ｖ

＊

は、例えば図９に一例を示す目標速度データ３６０に格納されて

いる。また、現在速度Ｖｉ 及び前回速度Ｖｉ

− １

は、例えば図１０に一例を示す走行速度
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データ３５０に格納されている。
【００４７】
次いで、算出した速度差ΔＶ、及び加速度αを基に、稼動増減台数テーブル３４０を参
照して、主変換装置２０の増減台数ｎを決定する。ここで、増減台数ｎは整数値である。
即ち、増減台数ｎが正値の場合、主変換装置２０の稼動数を増加させることになり、負値
の場合、稼動数を減少させることになる。
【００４８】
図１１に、稼動増減台数テーブル３４０のデータ構成の一例を示す。同図によれば、稼
動増減台数テーブル３４０は、速度差３４１及び加速度３４２の組み合わせ毎に、増減台
数ｎを対応付けて格納している。尚、同図では、現在の走行速度Ｖが目標速度Ｖ

＊

に近い
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場合には現在の走行速度Ｖを保つよう、速度差ΔＶが「−０．５〜０．５」の範囲では増
減台数ｎが「０」に設定されている。
【００４９】
同図によれば、例えば、速度差ΔＶが正（ΔＶ＞０）、且つ加速度αが正（α＞０）の
場合（走行速度が目標速度Ｖ

＊

より遅く、且つ加速中の場合）には、増減台数ｎが正値、

即ち稼働台数を増加させるように設定され、その増加台数ｎは、速度差ΔＶが大きいほど
、また加速度αが小さいほど、多くなるように設定されている。
【００５０】
また、速度差ΔＶが正（ΔＶ＞０）、且つ加速度αが負（α＜０）の場合（走行速度Ｖ
が目標速度Ｖ

＊

より遅く、且つ減速中の場合）には、増減台数ｎは正値、即ち稼働台数を

10

増加させるように設定され、その増加台数ｎは、速度差ΔＶが大きいほど、また加速度｜
α｜が大きいほど、多くなるように設定されている。但し、増加台数ｎが増加する度合い
は、上述の「速度差ΔＶが正（ΔＶ＞０）、且つ加速度αが正（α＞０）」の場合に比較
して大きい。これは、走行速度Ｖが目標速度Ｖ

＊

より遅いのにも関わらず、減速している

ためである。
【００５１】
また、速度差ΔＶが負（ΔＶ＜０）、且つ加速度αが正（α＞０）の場合（走行速度Ｖ
が目標速度Ｖ

＊

より速く、且つ加速中の場合）には、増減台数ｎは負値、即ち稼働台数を

減少させるように設定され、その減少台数｜ｎ｜は、速度差｜ΔＶ｜が大きいほど、また
加速度αが大きいほど、多くなるように設定されている。
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【００５２】
また、速度差ΔＶが負（Δ＜０）、且つ加速度αが負（α＜０）の場合（走行速度Ｖが
目標速度Ｖ

＊

より速く、且つ減速中の場合）には、増減台数ｎは負値、即ち稼働台数を減

少させるように設定され、その減少台数｜ｎ｜は、速度差｜ΔＶ｜が大きいほど、また加
速度｜α｜が小さいほど、多くなるように設定されている。但し、増加台数ｎが減少する
度合いは、上述の「速度差ΔＶが負（ΔＶ＜０）、且つ加速度αが正（α＞０）」の場合
に比較して小さい。これは、走行速度Ｖが目標速度Ｖ

＊

を超えているのに対して、減速し

ているためである。
【００５３】
定速走行制御部１００は、稼動増減台数テーブル３４０を参照して、算出した速度差Δ
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Ｖ及び加速度αの組に対応する増減台数ｎを判断する。そして、現在の主変換装置２０の
稼動台数Ｎｉ に、判断した増減台数ｎを加算して、次に稼動対象とする主変換装置２０の
台数Ｎｉ

＋ １

を決定する。尚、主変換装置２０の現在の稼動台数Ｎｉ は、稼動状況データ

３７０を参照して判断する。
【００５４】
続いて、優先車両データ３２０を参照して、次に稼動対象とするＮｉ

＋ １

台の主変換装

置２０を決定する。そして、自主変換装置２０が稼動対象であるか否かを判断し、稼動対
象ならば、自主変換装置２０を稼動させ、稼動対象でないならば、停止させる。
【００５５】
以上の処理を、定速走行終了指示部６０から終了指示が入力されるまでの間、所定時間
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ΔＴ毎に繰り返す。終了指示が入力されると、定速走行制御を終了し、通常の加減速走行
制御に移行する。
【００５６】
［処理の流れ］
図１２は、制御装置３０による定速走行制御処理の流れを説明するためのフローチャー
トである。この処理は、定速走行開始指示部５０から定速走行の開始指示が入力され、定
速走行制御部１００が定速走行制御プログラム２００を実行することで実現される。
【００５７】
同図によれば、定速走行制御部１００は、先ず、走行速度検出部４０から入力される現
在の走行速度Ｖを判定する（ステップＡ１）。次いで、初期稼働台数算出データ３３０を
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参照して、現在速度Ｖでの走行抵抗ＴＥ及び主電動機１０の最大出力ＴＥを算出する。そ
して、式（３）に従って、主変換装置２０の初期稼動台数Ｎ０ を算出する（ステップＡ３
）。
【００５８】
続いて、全ての主変換装置２０から、稼動対象とするＮ０ 台の主変換装置２０を決定す
る。即ち、優先車両データ３２０を参照し、指定される車両１から連続するＮ０ 台の車両
１それぞれに備えられているＮ０ 台の主変換装置２０を、稼動対象とする（ステップＡ５
）。そして、自主変換装置２０が稼動対象であるか否かを判断する。稼動対象ならば（ス
テップＡ７：ＹＥＳ）、自主変換装置２０を稼動させ（ステップＡ９）、稼動対象でない
ならば（ステップＡ７：ＮＯ）、自主変換装置２０を停止させる（ステップＡ１１）。

10

【００５９】
その後、定速走行制御部１００は、所定時間ΔＴ毎に次の処理を繰り返す。即ち、走行
速度検出部４０から入力される現在の走行速度Ｖｉ を判定する（ステップＡ１３）。次い
で、式（４）に従って、現在速度Ｖｉ と目標速度Ｖ

＊

との速度差ΔＶを算出する（ステッ

プＡ１５）。また、走行速度データ３５０を参照し、式（５）に従って、現在の加速度α
を算出する（ステップＡ１７）。
【００６０】
続いて、定速走行制御部１００は、稼動増減台数テーブル３４０を参照し、算出した速
度差ΔＶ及び加速度αを基に、稼動対象とする主変換装置２０の増減台数ｎを決定する（
ステップＡ１９）。次いで、稼動状況データ３７０を参照して判断した現時点での稼働台
数Ｎｉ に、決定した増減台数ｎを加算して、次の稼働台数Ｎｉ

＋ １
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を決定する（ステップ

Ａ２１）。そして、優先車両データ３２０を参照し、次に稼動するＮｉ

＋ １

台の主変換装

置２０を決定する（ステップＡ２３）。
【００６１】
その後、定速走行制御部１００は、自主変換装置２０が稼動対象であるか否かを判定す
る。稼動対象ならば（ステップＡ２５：ＹＥＳ）、自主変換装置２０を稼動させ（ステッ
プＡ２７）、稼動対象でないならば（ステップＡ２５：ＮＯ）、自主変換装置２０を停止
させる（ステップＡ２９）。
【００６２】
続いて、定速走行制御を終了するか否かを判断する。定速走行を終了するか否かは、定
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速走行終了指示部６０から定速走行の終了指示が入力されたか否かにより判断する。定速
走行を終了しないならば（ステップＡ３１：ＮＯ）、ステップＡ１３に戻り、定速走行を
終了するならば（ステップＡ３１：ＹＥＳ）、定速走行制御処理を終了する。
【００６３】
［作用・効果］
このように、本実施形態によれば、定速走行時、各車両１に備えられた制御装置３０は
、現在の走行速度Ｖｉ と目標速度Ｖ

＊

との速度差ΔＶ及び加速度αに基づいて稼動する主

変換装置２０の稼動台数Ｎｉ を決定し、決定した稼働台数Ｎｉ を基に、制御対象である自
主変換装置２０が稼動対象であるか否かを判断する。そして、自主変換装置２０が稼動対
象ならば、自主変換装置２０を稼動し、稼動対象でないならば停止させる。つまり、編成
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の全ての主変換装置２０のうち、一部の主変換装置２０が稼動され、他の主変換装置２０
は停止される。即ち、全ての主電動機１０のうち、稼動される主変換装置２０で駆動され
る一部の主電動機１０のみが駆動され、他の主変換装置２０で駆動される主電動機１０は
駆動されない。またこのとき、主変換装置２０は、主電動機１０及び主変換装置２０の総
合効率が最も高い状態で稼動制御される。このため、全ての主変換装置２０を稼動させる
従来と比較して、編成全体としての効率が向上し、消費電力の低減が実現される。
【００６４】
また、各車両１に備えられた制御装置３０それぞれが独立して定速走行制御を行う。こ
のため、各主変換装置２０を統括して定速走行制御指令を行うための運転支援装置や、こ
の運転支援装置と各車両１の主変換装置２０とを繋ぐ伝送線が不要となり、コストやスペ
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ースの削減、車両の軽量化が実現される。
【００６５】
［変形例］
尚、本発明の適用可能な実施形態は、上述の実施形態に限定されることなく、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能なのは勿論である。
【００６６】
（Ａ）優先順位の変更
例えば、稼動させる主変換装置２０の優先順位を変更することにしても良い。具体的に
は、変更タイミングとしては、例えば、定速走行中の所定時間毎や、定速走行制御が行わ
れる毎（例えば、定速ノッチ操作毎）に変更する。また、優先順位の変更としては、例え

10

ば、優先車両データ３２０に格納される車両番号を、１車両分だけ後続の車両１の車両番
号に変更する。
【００６７】
このように、稼動させる主変換装置２０の優先順位を変更することで、稼動する主変換
装置２０の台数が同じであっても、その時々で実際に稼動する主変換装置２０が異なる。
これにより、各主変換装置２０及び主電動機１０がほぼ均等に稼動される。その結果、稼
動による発熱時間がほぼ均等になるため、一部の機器の寿命が極端に短くなることなく、
各機器の全体的な寿命低下が防止される。
【００６８】
（Ｂ）主変換装置２０の稼動の判断
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また、制御装置３０による制御対象の主変換装置２０を稼動するか否かの判断を、算出
した速度差ΔＶ及び加速度αが所定の稼動条件を満たすか否かに応じて判断することにし
ても良い。この場合、主変換装置２０毎に、異なる速度差ΔＶ及び加速度αの稼動条件を
適用する。
【００６９】
図１３に、各主変換装置２０に適用する速度差ΔＶ及び加速度αの稼動条件の一例を示
す。同図では、主変換装置２０を稼動させる速度差ΔＶ及び加速度αの値の範囲（稼動範
囲）を示しており、同図（ａ）〜（ｃ）それぞれにおいて、その稼動範囲が異なる。そし
て、例えば一編成に３台の主変換装置２０が備えられている場合、１両目の車両１には同
図（ａ）に示す稼動範囲（１）を適用し、２両目の車両１には同図（ｂ）に示す稼動範囲
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（２）を適用し、３両目の車両１には同図（ｃ）に示す稼動範囲（３）を適用する。これ
により、速度差Ｖ及び加速度αの値によって、編成全体で稼動される主変換装置２０の台
数が異なることになる。
【００７０】
更にこの場合、各主変換装置２０に適用する稼動範囲を、適当なタイミングで（例えば
、所定時間毎）切り替えることにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】列車編成の一例。
【図２】主電動機の機器特性の一例。
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【図３】本実施形態の定速走行制御の原理の説明図。
【図４】制御装置の内部構成。
【図５】走行速度Ｖと電動機の最大出力ＴＥ及び走行抵抗Ｒｒとの関係の一例。
【図６】優先車両データのデータ構成の一例。
【図７】自車両データのデータ構成の一例。
【図８】稼働状況データのデータ構成の一例。
【図９】目標速度データのデータ構成の一例。
【図１０】走行速度データのデータ構成例。
【図１１】稼動増減台数テーブルのデータ構成例。
【図１２】定速走行制御処理の流れ図。
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【図１３】主変換装置に適用する稼動範囲の一例。
【符号の説明】
【００７２】
１

車両
１０

主電動機

２０

主変換装置

３０

制御装置

１００

定速走行制御部

２００

定速走行制御プログラム

３００

データ群

３１０

自車両データ

３２０

優先車両データ

３３０

初期稼動台数算出データ

３４０

稼動増減台数テーブル

３５０

走行速度データ

３６０

目標速度データ

３７０

稼働状況データ

４０

走行速度検出部

５０

定速走行開始指示部

６０

定速走行終了指示部

【図１】

【図２】
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【図３】
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【図７】

【図８】

【図５】
【図９】

【図１０】

【図６】

【図１１】

【図１２】
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