技術論文

空転安定化制御の提案および現車試験検証

空転安定化制御の提案および現車試験検証
Proposal and Test Run of Wheel Slip Stabilizing Control

This paper proposes and demonstrates a novel slip stabilizing control method for electric railway vehicles to
achieve both high acceleration and riding comfort. The method stabilizes wheel velocity during wheel slips and
avoids diverging of wheel slipping that can cause vibrations, noises or wheel and rail damage. The method also
achieves slower re-adhesion with less longitudinal shock. The test run results show that the method achieves both
higher acceleration and better riding comfort than the conventional re-adhesion control method.
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も望ましくないという見解もある［14］。その観点から，空転

鉄輪とレールの摩擦による粘着力（接線力）を利用した粘着

状態を維持して高い加減速度を狙う制御は，空転状態におけ

式鉄道では，雨天等により接線力係数の最大値である粘着係

る不安定をいかにして安定化できるかが重要であると考えら

数が低下すると，空転・滑走が発生する。そのため，トルク

れる。例えば，これまでに積極的に再粘着させずに空転状態

を引き下げることによる空転・滑走再粘着制御が多く用いら

を安定的に維持する方法として，車体の基準速度を設けてす

［1］

れている 。

べり速度のフィードバック系を構築する手法等が提案されて

空転・滑走再粘着制御は種々の方法が提案されているが，

いる［13］。しかしながら，車両構成や主回路構成によっては，

その多くは空転・滑走を検知すると，急速に主電動機のトル

基準速度の算出が困難な場合もあり適用可能な車両が限定さ

クを引き下げて強制的に再粘着させる方法である。例えば，

れる。

速度センサレスベクトル制御と外乱オブザーバを用いた空
転・滑走再粘着制御手法では，高い粘着係数利用率と乗り心
地を両立できることが報告されている［2］。
一般的に接線力はすべり速度が1km/h程度以下でピーク
をもち，その後徐々にすべり速度上昇にともない減少する特
性となっていることから，このピーク近傍にすべり速度を維
持することが，接線力の最大化の実現とみることができる。
しかしながらその一方で，空転・滑走によりすべり速度が大
きい状態が維持すると，すべり速度が大きい領域で接線力が
増大することも報告されている［3］～［10］。これは一見，すべり
速度が大きい領域で新たなピークが生じているようにもみら
れるものの，そのメカニズムとしてすべりエネルギーによる
車輪・レール接触面の温度上昇や油分・汚れ等の清掃効果に
より，図１に示すように粘着係数が低い状態から高い状態に

■ 図1 接線力特性
Fig.1 Tangential friction force characteristics

遷移して，みかけ上滑り速度が大きい領域で接線力が増加し
たようにみえるという説明がされており，モデル化の試みも
［6］～
［10］

みられる

。そのため，トルクを積極的に引き下げて短

た車体基準速度を用いることなく，空転状態を安定的に維持

時間で再粘着させる手法が適切かどうかは議論の余地があ

して加速度と乗り心地を両立する方法として，すべり加速度

り，空転・滑走状態をある程度維持することにより加減速度

をゼロとするフィードフォワード制御によりすべり速度の急

［11］～
［13］

を確保する手法も検討されている

8

そこで本論文では，積極的なトルク引下げを行わずに，ま

変を抑制する手法を提案する。提案法は，フィードフォワー

。

しかしながら，接線力ピークを超えた空転・滑走状態は不

ド制御であるためすべり速度を一定に維持することは困難で

安定な状態であり，空転の発散や急な再粘着等生じやすく，

あるものの，すべり速度の変動を抑制することにより空転状

乗り心地悪化や車輪踏面・レールの損傷等の観点から必ずし

態を安定的に維持し，ゆっくりとした自己再粘着を期待し，
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をゼロに置き換えた際のトルクを図２赤実線に示す安定化ト

加速度と乗り心地向上を両立する手法である。
また，制動（ブレーキ）時において，主電動機に負のトルク
を発生させる電気ブレーキと，車輪踏面制輪子を押し付ける

ルク

として出力することにより，すべり速度の急変を

抑制する空転安定化制御を提案する。

ことにより車輪に直接ブレーキ力を発生させる空気ブレーキ

すべり加速度をゼロに制御するということは，すべり速度

が併用される電空協調制御が用いられる場合が多い。電空協

を一定に維持することを意味するが，フィードフォワード制

調制御における電気ブレーキの滑走制御として力行時の空転

御であることから必ずしもすべり速度が一定に維持されるわ

制御と同一制御の適用が可能であるものの，滑走制御の積極

けではない。しかしながら，すべり加速度が比較的ゼロに近

的なブレーキトルクの引き下げは空制補足が増大することに

い値を維持されることが期待される。すなわち，すべり速度

よる悪循環により電制失効を招き，最悪の場合は大滑走やフ

が急に大きくなる空転発散を防ぐとともに，再粘着する場合

ラット発生を招く恐れがある。そのため，積極的なトルク引

もゆっくり再粘着することになるため，再粘着時の前後

き下げを行わない制御は，回生率向上やフラット防止の観点

ショックの抑制が期待される。

からも有効と考えられる。
本論文では，提案手法の現車試験検証を実施し，従来空転
再粘着制御と加速度および乗り心地評価により，提案手法が
空転状態を安定的に維持する結果加速度向上と良好な乗り心
地の両立が実現可能なことを示す。さらに同一の制御をブ
レーキ時の滑走制御としても有効に働くことを確認する。
２．空転安定化制御
２．１

既存空転再粘着制御の例

従来の空転・再粘着制御の例として，速度センサレスベク
トル制御と外乱オブザーバを用いた空転・再粘着制御［2］を比
較対象とする（以下従来法）。この手法は，速度センサレスベ
クトル制御の推定速度の微分値である演算軸加速度を用いた
加速度検知により空転を検知し，図２破線に示すように空転
検知時の接線力推定値に基づき再粘着のためのトルク
および空転しない限界付近のトルクである

を算出する。

これらのトルクは，シミュレーション・台車試験装置・現車
試験等により経験的に求めた係数を接線力推定値に乗じたも

■ 図2 車輪周速度およびトルク指令
Fig.2 Wheel velocity and torque command

のであり，良好な乗り心地で高い粘着係数利用率を実現でき
ている［2］。
２．３
２．２

空転安定化制御の概要

空転安定化制御理論

文献［15］における再粘着のためのトルク引き下げと同様

トルク引き下げを最小限に抑制して空転状態を維持するこ

に，安定化トルク

は，すべり加速度指令

と推定車

とにより，
トルク引き下げによる加速度低下抑制とあわせて，

体加速度

接線力増大によるさらなる加速度向上の可能性がある。しか

主電動機回転子・歯車装置・輪軸の等価合成慣性モーメント

しながら，空転状態においては基本的にすべり速度の増大に

および推定負荷トルク

，歯車比

，車輪径

と，主電動機からみた

，を用いて，

対して接線力が低下する不安定状態である。そのため，空転
が発生するとすべり速度が発散し振動・騒音やレール・車輪



の損傷や，突然再粘着することによる前後ショックの発生と

（1）

いった問題が生じる。
そこで本論文では，すべり速度の検出が不要で空転状態を

により算出される。なお，すべり加速度指令

は本論文

安定的に維持する手法として，空転検知時に従来法の改良方

においてはゼロとしているが，現車での微調整目的としてわ

法として提案されているすべり加速度のフィードフォワード

ずかに変化させることも考えて，ゼロ以外の値もとることを

［15］

制御によるトルク引き下げ

において，すべり加速度指令

可能としている。
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（1）
式より，安定化トルク出力時の動輪系の等価的なブロッ
ク図を図３に示す。なお，後述のとおり本論文での現車試験
において安定化トルク

は空転検知ごとの更新として値

を保持する構成としているものの，ここでは挙動把握の理解
のために安定化トルク

が連続的に出力されているもの

としている。
すべり加速度指令

と推定車体加速度

の加算により

得られる車輪周加速度指令のフィードフォワード制御によ
り，トルク指令を算出する。ここで，フィードフォワード制
御のモデルは等価合成慣性モーメント

の1慣性系としてい

ることから，駆動・制動力となるレール・車輪間の前後接線
力

を主電動機軸からみたものである負荷トルク

は外乱

となる。そこで，外乱オブザーバにより推定負荷トルク

■ 図3 空転安定化制御のブロック図
Fig.3 Block diagram of slip stabilizing control

を推定して相殺することにより，接線力によらずにすべり加
速度のフィードフォワード制御を実現する。すなわち，粘着
係数，車体重量，MT比の違いや勾配変化等の影響を受けず
に，すべり加速度のフィードフォワード制御を実現できる。
ところで，空転制御において高い加減速度確保のためには，
接線力

の最大化が目的といえる。それにも関わらず，本

制御では接線力

は外乱として扱っており，制御量として

扱ってはいない。しかしながら，空転検知直後に安定化トル
クを更新することにより，すべり速度に対する接線力のピー
ク近傍で維持されるため，結果的に高い接線力
きる。さらに，空転状態維持による接線力

２．４

空転安定化制御の実現方法

安定化トルク

の更新方法として，随時更新する方法

や一定周期で更新する方法が考えられる。一方で，本制御は
シミュレーションにより再現困難な空転状態を維持した制御
であり，現車において不測の事態を防ぐために，現車での実
績のある従来法をベースとした提案法の実現方法を検討
する。
従来法をベースとした空転安定化制御の実現手法として，

を維持で

従来法と同様に演算軸加速度による空転検知を用いる。図４

の増大も期待

に示すように空転検知（矢印破線）を行うと，空転検知時の推
定負荷トルク

できることから，高い加減速性能確保につながる。
なお，制動
（ブレーキ）時は主電動機トルクを負にする電気
ブレーキのほかに，車輪踏面にブレーキ制輪子を押し付ける

ク

および推定車体加速度

用いて安定化トル

を演算し，一定期間保持した後一定の傾斜でトルク

を引き上げる。そして，再び空転検知を行うと，その瞬間の

空気ブレーキを併用した電空協調ブレーキが用いられる場合

推定負荷トルク

および推定車体加速度

も多い。VVVFインバータからの空気ブレーキ力

の把握

安定化トルク

を用いて同一のパターンを繰り返す。な

は困難であるものの，接線力

の合力

お，推定負荷トルク

と空気ブレーキ力

を主電動機軸からみたものが負荷トルク

となり，外乱と

を用いた新たな

は従来法と同一の推定器（外乱オブ

ザーバ）を用いており，推定車体加速度

は速度センサレス

して一括して相殺されることから空気ブレーキ力の把握不要

ベクトル制御で得られる推定速度より，空転の影響を受けな

でフィードフォワード制御が成立する。

い時定数の擬似微分より推定している［10］。

本構成によりすべり加速度のフィードフォワード制御が成

前述の理由より各種推定誤差により必ずしも実際のすべり

立することから，理想的な状態ではすべり加速度がすべり加

加速度がゼロにはならない。しかしながら，図４に示すよう

速度指令

と一致する。しかしながら，実際には車体加

にすべり速度が増大する方向に誤差が生じた際は，ふたたび

速度および負荷トルクの推定遅れおよび誤差の影響を受け

空転検知を行うことにより安定化トルクが更新され空転の発

る。前者は，空転の影響の分離が困難であり，また後者は台

散が抑制される。一方で，すべり速度が減少方向に誤差が生

車・駆動系振動の影響を受け推定遅れや誤差が生じることか

じた際はやがて再粘着するが，従来法にくらべてトルクの引

らフィードフォワード制御の誤差が生じ，すべり加速度が必

き下がりが小さい（トルクの絶対値が大きい）ことから，ゆっ

ずしもすべり加速度指令

くり再粘着に向かうことになる。そのため，高い接線力が得

と一致しない。

られるすべり速度に対する接線力ピーク付近の停滞時間が長
くなるとともに，再粘着時の加速度低下や前後ショックが低
減される。また，空転時のすべりエネルギーによって接線力
増大が発生した際も同様にすべり速度が減少すると同時に，

10
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３．現車試験検証

あわせて接線力増大による加速度向上も期待できる。
なお，従来法において演算軸加速度による空転検知の閾値

３．１

現車試験概要

は，台車振動時の誤検知により不必要なトルク引下げによる

空転安定化制御の挙動把握のために，図５に示す3M5T編

加速度低下が生じることを防ぐために余裕を設ける必要が

成を用いて散水走行試験を実施した。電動車はそれぞれ同一

あった。一方で提案法においては，粘着状態において安定化

台車内の2台の定格出力200kWの主電動機を1群のVVVFイ

トルク

の演算は接線力推定の逆算となるため，空転誤

ンバータで並列駆動する構成であり，編成中すべてのVVVF

検知を発生しても検知時の主電動機トルクが安定化トルク

インバータにそれぞれ従来法および提案法の制御を実装して

として出力されトルク引き下げが生じず加速度低下に
はつながらない。そのため，空転検知閾値の余裕を削減可能

散水走行試験を実施した。
提案法において，すべり加速度指令

をゼロとした場合，

であり，すべり速度の小さいうちでの安定化制御への移行お

徐々にすべり速度が増大することも懸念されることから，わ

よび，頻繁な安定化制御の更新を実現できる。

ずかに負の値とすることも考えられる。しかしながら今回は，

また，従来法では空転検知頻度が高いと平均トルクが低下
して加速度低下を招くことから，再粘着後に空転しない範囲
のトルクである

挙動把握・評価が容易なように，すべり加速度指令

はゼ

ロとして現車走行試験を実施した。

の保持時間は1秒前後（今回の現車試験

なお，従来法および提案法は同一編成を用いて同一日の直

では1.0秒）とすることにより空転検知頻度を抑えていた。一

線・平坦の同一箇所での評価としており，時間帯は異なるも

方で提案法では，空転検知によるトルク引き下げは空転が発

のの営業時間閑散時の同一パターンダイヤ中である。また，

散しない範囲でのトルク引き下げであり，加速度低下にはつ

評価地点から6km程度離れた地点における気温は，従来法走

ながらないため，安定化トルク

行時は28.7℃，提案法走行時は23.7℃であった［16］。

の保持時間を従来法の

の保持時間比べて短くし，その後素早く引き上げるよ
うにすることにより，空転が発散しない範囲で接線力を極力

さらにあわせて，同一の制御が電空協調制御におけるブ
レーキ制御にも適用可能なことの確認も同時に実施した。

活用できるようにした。

■ 図5 試験編成
Fig.5 Test train

３．２

現車試験結果

従来法および提案法の散水加速試験結果を図６に示す。
なお，試験結果はMC1車のそれぞれ進行方向前方の台車を1
群，後方の台車を2群としており，トルクは空転制御絞り込
み前のトルク指令とVVVFインバータ内で演算されている出
力トルク値を重ねている。また，今回車両構成の都合から車
体基準速度の検出ができなかったことから，すべり速度は車
両中の最小軸速度のフィルタおよび変化率リミッタ処理を組
み合わせた後処理による車体速度推定値から推定している。
■ 図4 車輪周速度およびトルク指令
Fig.4 Wheel

velocity and torque command

この手法では，微小空転の継続時等の絶対値は誤差が生じう
るが，すべり速度の変化の把握は可能と考えている。
図６（a）より，従来法での散水加速では空転を検知すると
積極的に短時間トルクを引き下げて，再粘着を実現している
ことがわかる。また，再粘着時のすべり速度は急速に小さく
なっており，素早い再粘着を実現していることがわかる。
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（a）Conventional re-adhesion control

（b）Slip stabilizing control

■ 図6 現車試験結果
Fig.6 Test run results
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一方，図６
（b）の提案法での散水加速では，従来法に比べ

た め， 加 速 度 に よ る 単 純 比 較 は 必 ず し も 適 切 で は な い。

てトルク引下げが少なく，細かく連続的に安定化トルクが更

例えば，気温が高いほど粘着係数が上昇する傾向があり，高

新されて変化し続けていることがわかる。起動直後にすべり

い加速度が見込まれる［5］。しかしながら，提案法での走行試

速度が2km/h程度まで広がっているものの，すべり速度がほ

験時の方が従来法走行時に比べて気温が低く，粘着係数が低

ぼ一定に維持された後にゆっくりと再粘着しており，接線力

下して加速度が低下する傾向にあったにも関わらず加速が良

増大により自己再粘着したことが予測される。また，車体速

好であった。さらに，編成内の3両の電動車のうち2両は散水

度15km/hから40km/h程度では，すべり速度が微小な状態を

位置から大きく離れていたため散水の影響を受けにくかった

維持して，微小空転維持と再粘着を繰り返しており，すべり

といえる。すなわち，従来法の方が有利な条件であり，なお

速度が微小のうちに安定化トルクが更新された結果，接線力

かつ加速度の差が生じにくい状況であったにも関わらずこれ

ピーク付近への停滞を実現できていると推察できる。なお，

だけの差が生じたことは，提案法は従来法に比べて高い加速

この速度域で台車振動による空転誤検知が生じていたことも

性能を有しているとみなせる。

考えられるが，空転検知が繰り返された結果，すべり速度急

従来法に比べて提案法においては，空転検知閾値を低下さ

変を抑制するトルク指令が空転の抑制効果としても作用した

せており，また再粘着後の保持時間を短くし，その後の引き

と推察される。従来法では問題になっていた空転誤検知が本

上げ率も高めている。すなわち，提案法は従来法に比べて空

制御では問題とはならず，空転発生の予防としても貢献した

転検知頻度を高めていることを意味している。

ともみなせるため，本制御特有の結果とみなせる。

従来法においては，空転検知すると大きくトルクを引き下

中高速域においては，比較的すべり速度が大きくなるもの

げ，必要以上の空転検知は加速低下を招くことから，台車振

の，おおむね1km/h程度，最大でも4km/h以下に維持されて

動による空転誤検知が発生しない範囲で敏感に空転検知感度

いる。また，いずれの速度域においても，提案法は従来法に

が設定されており，これ以上空転検知感度を敏感にすると台

比べてゆっくりと再粘着する傾向がみられ，急速な再粘着を

車振動による空転誤検知が多発して加速度低下につながる。

抑制できているといえる。

また，従来法での再粘着後の保持時間およびその後の引き上

今回すべり加速度指令

をゼロとしたことから，トルク

げ率は，経験的に高い加速度を得られる1秒程度で再空転す

引き上げにより徐々にすべり速度が増大していくことが懸念

るような値としており，再粘着後の保持時間の短縮およびそ

された。しかしながら，すべり速度が増大していった際も安

の後の引き上げ率を提案法と同等にすると，空転検知・トル

定化トルクの更新が繰り返すことにより空転の発散が抑制さ

ク引き下げのサイクルが頻繁になり加速度低下を招くことに

れて数秒以内に自己再粘着している。フィードフォワード制

なる。

御の誤差がないとすれば，原理的に今回のトルクパターンで

すなわち，提案法は従来法に比べ，空転検知時のトルク引

は接線力増大なしで再粘着はしないことから，比較的すべり

き下げが小さく加速度低下への影響が少ないことから，積極

速度の小さい範囲に留まっていたにも関わらず，すべりエネ

的に空転検知させる設定が可能になり，時々刻々変化する粘

ルギーにより接線力が増大し自己再粘着に至ったとみなせる。

着状態に対してきめ細かな制御が実現できたことも，加速度

なお，本制御において空転検知感度，保持時間や保持時間

向上を実現できた一つの要因といえる。

経過後のトルク引き上げ率といったパラメータによって傾向
が変わる可能性があるが，今回スケジュールの都合上これら
を変更しての検討することはできなかった。また，路線や車
両の状況が変化した際の再現性や，変化についても現時点で
十分な確認ができているとはいえない。そのため，今後さま
ざまな条件で現車走行試験を行い状況が変化した際の挙動確
認および，各種パラメータ変更による挙動変化を把握して，
本制御の有用性を確認したい。
３．３

加速性能比較

図７に従来法および提案法の車体速度の変化を示す。図７
より，提案法は従来法に比べて高い加速度を実現しているこ

■ 図7 車体速度変化
Fig.7 Change of velocity with respect to time

とがわかる。
ところで，粘着係数は時々刻々さまざまな要因で変化する
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３．５

乗り心地評価

空転・再粘着制御時の乗り心地の評価として，車体前後衝

電空協調制御時の滑走制御への適用

ブレーキ時の電空協調制御時に，空転安定化制御を滑走制

動の観点から前後加速度の時間微分値であるジャーク（躍度・

御として適用した際の試験結果を図10に示す。図10より，

加加速度）による再粘着時の前後ショックの評価が重要であ

滑走時にすべり速度が1 ～ 3km/h程度に維持され，滑走が増

［2］

る 。一方で，空転時の台車振動発生時等により継続的な振

大することなく，数秒以内に自己再粘着を繰り返しながら安

動が発生した際は，ジャークよりも車体前後振動による乗り

定的に制御できていることがわかる。このことから，提案法

心地悪化も考えられる。そこで，従来法および提案法の床面

は電空協調制御においても滑走状態の安定化を実現できてい

前後加速度を用いて，ジャーク評価および前後振動乗り心地

ることが確認され，同一制御アルゴリズムを用いて空転安定

評価を行う。なお，前後振動乗り心地は，高周波領域の特性

化と滑走安定化が実現できることが確認された。

［17］

を見なおした左右乗り心地フィルタを用いた

本制御は，滑走検知時のトルク絞り込みが小さいことから，

。

なお，いずれの評価手法に関しても，空転制御の乗り心地

電空協調制御における電気ブレーキの絞り込みが最低限とな

評価として確立している手法ではないものの，車両前後衝動

ることから，余計な空気ブレーキの補足を抑制でき，回生率

および車両前後振動という性格の異なる観点に着目した二種

向上や空気ブレーキ増大の悪循環によるフラット発生の回避

類の主観要素の入る余地がない評価手法を用いていることか

の期待ができる。

ら，客観性のある評価と考えている。
空転検知ごとの区間で床面前後加速度のジャーク絶対値の
最大値を車体速度ごとにプロットしたものである図８およ
び，10km/hごとに区切り床面前後加速度の振動乗り心地評
価を行った図9のどちらにおいても，70 ～ 80km/hの速度域
を除き提案法は良好な乗り心地を実現できる従来法［2］に比べ
てさらなる乗り心地向上を実現しており，ゆっくり再粘着す
ることによるトルクショック抑制の効果とみなせる。
なお，75km/h付近でジャーク評価および振動乗り心地評
価の両者においても提案法が悪化している。提案法での散水
加速試験結果である図6
（b）において，75km/h程度である37
秒付近で床面前後加速度が振動していることがわかる。この
要因として，安定化トルクの更新サイクルが台車の固有振動

■ 図8 前後ジャークピーク値
Fig.8 Peak values of longitudinal jerk

数と一致し空転検知とトルク引き下げを繰り返す台車振動を
誘発し，その結果ジャーク評価および振動乗り心地評価が悪
化したと推察される。
空転制御における台車振動の誘発はあらゆる手法でみら
れ，トルクパターン等の最適化により回避できることが知ら
れている［18］,［19］。今回はスケジュールの都合上，調整変更し
ての走行試験を行うことができなかったものの，各種調整に
よってこの台車振動誘発の抑制は可能と見込まれる。

■ 図9 乗り心地レベル
Fig.9 Ride quality level
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■ 図10 滑走制御の現車試験結果
Fig.10 Deceleration test run results

４．あとがき

間に，試験走行の機会をいただきました阪急電鉄株式会社の

本論文では空転時に再粘着のために積極的にトルクを引き

皆さまに深く御礼申し上げます。

下げずに，空転状態を安定的に維持して自己再粘着を期待す
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