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空転再粘着制御時の台車挙動解析
Dynamics analysis of truck during re-adhesion control

Adhesion and wheel slip phenomena should be well clarified when improving the performance of anti-slip readhesion control of railway truck. The vibration of the truck caused by motor torque reduction in the re-adhesion
control also affects the control performance greatly. Therefore, the detailed modeling of truck including traction
devices is important. However, in many studies, only two-dimensional dynamics of the truck were considered. In
this study, a three-dimensional model of the truck with parallel Cardan drives including rolling motion is presented.
The model is validated by comparisons with measurements in a test run of real vehicle conducted in a previous
research. The simulation result describes the behavior of the truck under re-adhesion control such as the difference
of wheel loads and the rotation of truck flame. Pitching and rolling vibration of the truck frame in a specific mode
also occurs by motor torque reduction in re-adhesion control. It is shown that there can be a continual misdetection
of slip because of the vibration of truck when the primary vertical damping coefficient is small. The misdetection is
prevented by shallowing the motor torque reduction. The appropriate amount of motor torque reduction to avoid the
misdetection can be identified in connection with the primary vertical damping coefficient.
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ら見ると左右線対称ではなく，歯車箱取り付け位置等のため

鉄輪とレールの前後方向の摩擦力
（前後接線力・粘着力）
に

点対称の構造となっている。このため駆動時にはロールを含

て加減速する粘着式鉄道は，雨天等により接線力係数の最大

む三次元的な車両挙動が発生することが定性的に知られて

値である粘着係数が低下して，加減速のために必要な前後接

いる。

線力の発生ができなくなると空転・滑走が発生する。空転・

そこで本研究では，日本国内の電車で最も広く用いられて

滑走は，加減速不良や車輪・レールの損傷・摩耗の原因とな

いる平行カルダン駆動台車を対象に，台車の三次元構造を考

ることから，空転・滑走を検知して主電動機のトルクを引き

慮したモデルを構築するとともに，接線力係数の詳細なモデ

［1］

下げる空転・滑走再粘着制御が用いられてきている 。
空転・滑走再粘着制御は種々の手法が提案されているが，

ルを構築する。さらに，現車で多くの実績のある外乱オブザー
バによる接線力推定に基づく空転再粘着制御方式を，構築し

空転・滑走の素早い検知や，適切なトルク引き下げによる確

たシミュレーションに組み込み，空転再粘着制御時の三次元

実な再粘着と高い加減速度の両立が重要な課題となる。しか

的な台車挙動を明らかにする。

しながら，空転検知やトルク引き下げは台車のダイナミクス
挙動と深く関わっており，台車振動による空転の誤検知によ

２．空転再粘着制御方式

る不適切なトルク引き下げや，トルク引き下げにより台車振

２．１

動を誘発して乗り心地悪化や，さらなる空転誤検知の悪循環

空転再粘着制御におけるトルク引き下げ手法

空転再粘着制御は空転を検知して素早くトルク引き下げを
行うものであり，空転検知は動輪速度の変化率である動輪加

に陥るといった課題がある。
再粘着制御時に発生する車両ダイナミクスについては，こ
［2］
～
［6］

れまでさまざまな研究がなされてきている

。例えば，各

速度や，基準速度との差により検知することが一般的である。
空転検知後のトルク引き下げ量の決定方法は，空転再粘着制

軸個別電動機制御方式の電気機関車において，再粘着制御に

御の性能に大きく影響し，確実な再粘着を実現しながら，過

よって他軸に空転が誘発されることを明らかにしその解決を

大なトルク引き下げによる前後ショックや加速不良をいかに

図った研究［2］や，インバータ制御の電車において，台車振動

防ぐかが重要である。

による再粘着制御時のモータ負荷トルク推定誤差の改善を
［3］

図った研究 ，再粘着制御におけるトルク絞り込みの傾きと
［4］

トルク引き下げ方式は種々の方式が実際に用いられている
が，大別してフィードバック的な方式とフィードフォワード

台車振動の関係を評価した研究 等がある。しかしながら，

的な方式にわけられる。フィードバック的な方式は，例えば

過去の電気車の空転・滑走や再粘着制御を対象とした研究は，

図１
（a）のように，空転検知後に徐々にトルクを引き下げて，

ほとんどが車両の前後系と上下系のみを考慮した二次元のモ

動輪加速度低下等による収束検知によりトルク引き下げを終

デルを用いている。一方，電気車の駆動台車の構造を上部か

了するといった方式であり，時々刻々変化する適切なトルク
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引き下げ量に臨機応変に対応可能といえる［7］。しかしながら，

の鉄道車両で実用されている［8］［9］。

徐々にトルクを引き下げて適切な引き下げ量を決定するため，

図２に本研究で用いる空転再粘着制御の主電動機トルク指

再粘着に必要なトルクに絞り込むまで時間を要することから，

令値を示す。センサレスベクトル制御で得られる主電動機角

素早い再粘着が困難といえる。

加速度推定値が閾値を超えることにより空転を検知する。空

一方で，フィードフォワード的な方式は，図１
（b）
のように，

転検知後，主電動機トルク指令値を引下トルク まで瞬時に

空転検知時に決定したトルク引き下げ量までほぼステップ状

低下させ，引下時間

に素早く引き下げる方法であり，素早い再粘着が可能である。

ク指令値を保持トルク まで増加させ，保持時間

しかしながら，適切なトルク引き下げ量の決定が困難であり，

する。

トルク引き下げ量が不足した際は再粘着失敗する場合もある。
また，急激なトルク引き下げにより台車内の力のバランスが

の間維持する。その後，主電動機トル
の間維持

引下トルク および保持トルク の値は，空転検知時の主電
動機負荷トルク推定値である を元に以下のように決定する。

急変して，台車振動を誘発しやすい傾向がある。
（1）

（2）
ここで
係数

，

はそれぞれ引下係数，保持係数であり，引下

は空転検知時の主電動機トルク指令値に応じて可変と

する。
以上のトルク変化により，わずかな引下時間

の間に確実

に再粘着を行い，保持時間 の間は再空転しない範囲のでき
るだけ大きなトルクで加速を行う。保持時間

(a) An example of feedback methods

の終了後は，

通常の主電動機トルク指令値への復帰を開始し，再び空転を
検知した場合は同様の動作を繰り返す。
なお，
複数の主電動機を1台のインバータで制御する場合は，
複数の主電動機のトルクの平均値がトルク指令値に追従す
る。主電動機の角速度に差が生じた際は，誘導電動機の電気
的なすべりの差により，角速度が大きい主電動機のトルクが
減少し，角速度が小さい主電動機のトルクが増大するように
変化することから，受動的に再粘着制御が実現され等価的に
1台の主電動機で制御するとみなすことが可能である［10］。
なお，
本研究のシミュレーションでは1台車内の2台の主電動機を，
1台のインバータで駆動するものとしている。

(b) An example of feedforward methods

■ 図１ 空転再粘着制御のトルク引き下げ方式
Fig.1 Variation of re-adhesion control methods

２．２

接線力推定を用いた空転再粘着制御

本研究で対象とする外乱オブザーバを用いた接線力推定に
よるトルク引き下げ方式は，フィードフォワード的な制御の
一種であり，外乱オブザーバにより推定した空転検知時の負
荷トルク
（接線力推定値を主電動機トルクに換算したもの）
に
基づきトルクを引き下げることにより時々刻々変化する粘着
状態に応じたトルク引き下げを実現する手法［5］であり，多く

2

■ 図２ 空転再粘着制御時の主電動機トルク指令
Fig.2 Torque command of the re-adhesion control
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３．シミュレーションモデル
３．１

車両モデルの概要

（4）

本研究で扱う平行カルダン駆動台車のモデル［11］を図３に
示す。

（5）

台車枠に固定された2台の主電動機の駆動力は，軸継手を
介して各歯車箱内部の小歯車に入力される。歯車箱は，輪軸

ここで， は一般化座標ベクトル，

は質量行列， は一般

に固定された大歯車の回りを回転できる。この回転運動は，

化力ベクトル， はラグランジュ乗数， は拘束条件式の左辺

歯車箱吊りゴムを介して，台車枠と連成した振動となる。大

であり，

歯車および歯車箱は， 軸正方向に向かって前軸では左側に，

（6）

後軸では右側に設置されている。なお左右輪の静止輪重の差
は，上下軸ばねの自然長を左右で変えることにより，零に調
整する。車輪・レール間の接線力は，前後軸ばねとけん引リ

である。運動方程式
（4）
，
（5）を一般化α法で数値積分する。

ンクを介して，車体に伝達される。

今回は式の見通しを良くするため，運動方程式は線形化し，

本論文では単純化のため，各部品の 軸方向の並進および

クロス項を無視した形で導出した。

軸回りの回転の自由度は考慮しない。車体は1台車あたりに
分割したモデルとし， 軸方向のみ自由度をもつものとした。

３．３

接線力モデル

車輪・レール間に働く車両進行方向の力である接線力Fは，
３．２

車両の運動方程式

輪重Pと接線力係数 f を用いて，

車輪とレールの接触は， 軸方向の運動学的拘束を用いて
モデル化する。 軸正方向に向かって左前輪における拘束条

（7）

件は，

と表される。本研究では，接線力係数のモデル化にPolachモ
（3）

デル［12］を用いる。Polachモデルでは，接線力係数特性のさま
ざまな特徴を調整することができる。調整可能な特徴は，例
えば線形クリープ領域のクリープ係数，粘着限界をとるすべ
り率の大きさ，巨視すべり領域におけるクリープ力の低下の

と表される。ただし

は前軸質量中心の 座標，

イヤント角で表した前軸のロール角，

は，ブラ

はレール頭頂面

特性等である。これにより，多様な条件下での接線力係数特
性を再現することが可能である。

の 座標である。また，輪軸・歯車箱間，大歯車・小歯車・

本研究では，Polachモデルを用いて日本国内の現車試験結

歯車箱間についても拘束条件を設定する。ダランベールの原

果と合致するようにパラメータの調整を行ったが，経験的に

理とラグランジュの未定乗数法より，運動方程式は以下で表

知られている速度上昇に伴う粘着係数の低下が考慮されてい

される。

ないことから，速度による粘着係数の変化も含めるようにし

■ 図３ 平行カルダン駆動台車モデル
Fig.3 Truck model with traction system
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４．シミュレーション結果
た。速度による粘着係数の変化は，車輪・レール間の巨視的
［13］

な 摩 擦 係 数 の 変 化 に よ っ て 生 じ るとさ れ る
Polachモデルに用いる摩擦係数

。 そ こ で，

を速度の関数とすることに

より，日本国内の経験式［14］に合致する粘着係数の特性を得た。
本研究で用いる接線力係数は，以下の式で表される。

４．１

シミュレーション結果

3章で構築したシミュレーションモデルに2章で示した再粘着
アルゴリズムを組み込んでシミュレーションを実施した［11］。な
お，シミュレーションモデル・条件は，文献［15］における従来法
と同等として現車との定性的な傾向の一致を確認している。
シミュレーション結果の主電動機推定速度，トルク指令値，
空転検知に用いる主電動機角加速度推定値を図５に示す。図
５より，主電動機角加速度推定値が閾値を超過すると，トル
クを引き下げて短時間で再粘着していることがわかる。また，

（8）

再粘着後一定時間経過後トルクを引き上げた直後に再度空転
が発生していることから，保持トルクの値が空転しない範囲
で極力高い値であり，空転を抑制しながら極力高いトルクを
確保できていることがわかる。

ここで，

（9）

（10）
であり，Gはせん断弾性係数， ,

は接触楕円半軸，

は

Kalkerの線形クリープ係数， は縦すべり率， はすべり速度，

(a) Estimated wheel velocity

は速度， ， ， ， ， は接線力特性を表すパラメータ
である。また，

は本研究で導入した摩擦係数の速度依存

性を表す関数であり，今回は，

（11）

を用いた。計算した接線力係数特性の一例について，輪重40
kNの場合に速度とすべり速度に対してプロットしたものを，

(b) Motor torque command

図４に示す。

(c) Estimated angular acceleration of the motor
■ 図４ 接線力係数特性の一例
Fig.4 An example of tangential coefficient characteristics

4

■ 図５ シミュレーション結果
Fig.5 Simulation results
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再粘着制御時の台車挙動に関する考察

４．２．
１

すべり速度に関する考察

図６に図５で示したシミュレーションにおけるすべり速度
を示す。なお，点線は接線力係数がピークとなるすべり速度
であり，粘着領域と空転領域の境界に相当する。図５より，
粘着領域から空転領域に入った状況で空転検知し，引下時間
内に粘着領域に復帰することにより，再粘着制御が成功して
いることがわかる。

■ 図７ シミュレーション時の接線力
Fig.7 Tangential force of the simulation

■ 図６ シミュレーション時のすべり速度
Fig.6 Slip velocity of the simulation

４．２．
２

各輪の接線力に関する考察

図７にシミュレーション時の各輪の接線力を，図８に各輪
の輪重を示す。図７より，空転と再粘着を繰り返すことで接
線力が変動している様子が見て取れる。また，力行時の接線
力は右後輪で最も大きく，左前輪で最も小さいことが分かる。

■ 図８ シミュレーション時の輪重
Fig.8 Wheel loads of the simulation

図８の各軸の軸重から，力行時の輪重は右後輪，左後輪，
右前輪，左前輪の順に大きい。前軸の2輪では減少，後軸の2
輪では増加していることから，軸重移動の発生が確認できる。
輪重が最大，最小の車輪は，接線力が最大，最小の車輪と一
致しており，輪重差が接線力差の発生に寄与していることが
分かる。
図９に各輪の接線力係数と粘着限界を示す。接線力係数は
空転時を除いて前軸が後軸より大きく，接線力とは逆の傾向
を示している。この原因は，図６に示すように前軸のすべり
速度が後軸より大きく，より粘着限界に近いためである。以
上より，接線力が右後輪で大きく左前輪で小さいのは，輪重
差が原因であることが分かる。なお，本論文では車体のロー

■ 図９ シミュレーション時の接線力係数
Fig.9 Tangential coefficient of the simulation

ル自由度を考慮していないが，考慮した場合には左右の輪重
差が変化することにより，接線力差も変化すると考えられる。
図10に主電動機トルク指令値および各軸の主電動機実ト
ルクを示す。図10において，後軸の主電動機実トルクが前軸
よりも大きいが，これは誘導電動機の電気的な特性により各
軸のすべり速度の差を縮小させる向きにトルク差が発生する
ことに起因しており，各軸の軸重変動に応じたトルク変動が
発生する結果として接線力係数の平準化が実現されている。
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■ 図10 シミュレーション時の主電動機トルク
Fig.10 Motor torque of the simulation

４．２．
３

台車枠姿勢に関する考察

図11に台車枠のピッチ角とロール角を，図12に台車枠に

■ 図12 シミュレーション時の軸ばね力
Fig.12 Axle spring force

作用する上下軸ばね力を示す。
図11より，進行方向に向かって台車枠の左前方が沈み込ん

５．台車挙動による再粘着制御の影響把握

でいる。この台車枠姿勢の影響で，図12の上下軸ばね力は前

本研究で対象としている接線力推定に基づく再粘着制御

軸で増加，後軸で減少し，各軸では左側のほうが大きいこと

は，引下係数が不適切な場合トルク引き下げを繰り返して加

がわかる。これは，図８で示した輪重の増減とは逆である。

速不良に至ることが経験的に知られている。そこで，引下係

制動時を除く付随台車においては，輪重は台車枠姿勢から

数

と軸箱上下減衰係数

を変化させて加速不良に至る状

決定される軸ばね力によって求まることが知られているのに

況を再現して現象把握を行う。さらに，適切に再粘着制御が

対して，駆動・制動時は輪軸に輪重と軸ばね力以外の力が発

実現できる引下係数

の範囲を明らかにする［18］。

生することから，輪重や軸重の増減の向きを台車枠姿勢から
求まる輪軸に作用する上下軸ばね力変動のみで考慮すること
はできない。例えば，本シミュレーションのような駆動時に

５．１

台車振動による空転誤検知

軸箱上下減衰係数

を1500 N s/mに半減させた際に，図

おいては，輪軸には輪重と軸ばね力のほかに，歯車のかみ合

13に示すように空転検知が連続的に発生してトルクが大幅に

い力といった駆動系の反力の作用が影響する。

減少して，加速不良に至ることが確認された。図13
（c）
をみ

過去の現車試験において，力行時や制動時に，各軸の軸重

ると，空転検知が多発した期間に空転検知に用いる主電動機

の増減と上下軸ばね力の大きさの増減が逆となる現象が報告

角加速度推定値に大きな振動が発生していることがわかる。

されているが［16］［17］，本研究で構築した主電動機・駆動装置

また，図13
（d）
のすべり速度において，2回目以降の空転検知

を含む台車モデルによりその現象を再現できているといえる。

時は粘着領域にあることから，空転していないにもかかわら
ず空転を誤検知して，不要なトルク引き下げを生じていると
いえる。

■ 図11 台車枠のピッチ角およびロール角
Fig.11 Pitch and roll angle of the track frame

6

(a) Estimated Wheel Velocity

東洋電機技報 第144号 2021年

技術論文

空転再粘着制御時の台車挙動解析

空転誤検知が発生した

= 1500 N s/mのシミュレーション

時の，1回目の空転検知前後における各角加速度成分を図14
に示す。主電動機トルク引き下げによって発生した各成分の
振動は，図14
（a）では減衰しているのに対し，図14
（b）では
振幅が徐々に増大している。また，図14
（b）
では各成分が同
位相で重畳している。このときの台車の振動状態の模式図を
図15に示す。台車枠のピッチングとローリングに歯車箱が付
随して振動している。車両モデルのモード解析を実施した結
果，この振動は特定のモード形状とそのときの固有振動数
（7.9 Hz）
によく一致していることが判明した。

(b) Motor torque command

以上より，軸箱上下減衰係数が小さい場合に誤検知が連続
して発生する原因は，最初の空転検知後の主電動機トルク引
き下げにより，台車枠のピッチングとローリングに歯車箱が
付随するモードの振動が発生して，空転検知に用いる主電動
機角加速度推定値に台車各部の振動成分が同位相で重畳する
ためと考えられる。

(c) Estimated angular acceleration of the motor

(a) cw = 3000 N s/m

(d) Slip velocity of the wheel
■ 図13 台車振動による空転誤検知
Fig.13 Misdetection caused by truck vibration

空転検知に用いる主電動機角加速度推定値は，主電動機回
転子と台車枠に剛結合されている主電動機の固定子の間の相
対角加速度

を推定したものである。すなわち，

は，主

電動機回転子の角加速度だけでなく，台車各部の角加速度成
分の和で表すことができ，以下のように表すことができる。

(b) cw = 1500 N s/m

（12）

■ 図14 主電動機角加速度の各成分
Fig.14 Components of angular acceleration of motor

ここで
角加速度，

,

,

はそれぞれ輪軸，歯車箱，台車枠のピッチ

は歯車比である。

空転誤検知が発生しなかった

= 3000 N s/mの場合と，
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■ 図15 空転誤検知発生時の台車振動
Fig.15 Vibration of truck which causes misdetection

５．２

(b) Motor torque command

トルク引下げ不足による再粘着失敗

引下係数

を0.14以上大きくした場合においても，図16に

示すように図13同様に連続的に空転検知が発生してトルクが
低下して加速不良に至る状況が発生した。
しかしながら，この際の車輪周速度は図16
（a）
に示すよう
に一時的に大きく増加している。すべり速度である図１６
（c）
をみると，主電動機トルク引き下げにも関わらず空転領域に
留まりすべり速度が大きい状況を維持していることがわかる。
すなわち空転誤検知が連続した図13とは現象が大きく異な
り，引下係数を増加させたことで再粘着に必要なトルク引き
(c) Slip velocity of the wheel

下げが不足して再粘着失敗に至ったことがわかる。さらに再
粘着成功まで空転検知と繰り返しトルクを引き下げた結果，
再粘着後の保持トルクの値が粘着限界に対して小さい値を維

■ 図16 トルク引下げ不足による再粘着失敗
Fig.16 Re-adhesion failure by excessive reduced torque

持してしまい粘着係数を有効に利用できていないといえる。
この状況は，短時間で確実に再粘着させた後に空転しない
範囲でできるだけ高いトルクを維持するという，本研究で用

５．３

適切な再粘着制御を実現可能な引下係数範囲

図17は，軸箱上下減衰係数

= 1500 N s/m，3000 N s/m，

いた再粘着制御の狙いのいずれも実現できておらず，望まし

4500 N s/mの各条件において，引下係数

くない状況である。

がらシミュレーションを繰り返し実施した際の空転再粘着制

の値を変更しな

御結果であり，空転再粘着制御の失敗・成功・1回もしくは連
続的な空転誤検知で分類している。図17のとおり，軸箱上下
減衰係数

= 1500 N s/mのとき，引下係数

を0.03 ～ 0.1

程度大きくすることで，誤検知が発生せずに適切な空転再粘
着制御が実現できることが確認できた。
軸箱上下減衰係数

= 3000 N s/mのときは，引下係数

を小さくした場合に誤検知が発生したが，2回以上連続して誤
検知することはなかった。さらに

= 4500 N s/mのときは，

誤検知はまったく発生しなかった。これは軸箱上下減衰係数
(a) Estimated Wheel Velocity

の増加により，台車枠のピッチング・ローリング振動が抑
制されるためと考えられる。
以上の結果より，台車振動特性によって適切な引下係数の
範囲が異なることがわかり，また，軸箱上下減衰係数が低い
場合はその範囲が狭く，適切な引下係数の選定が重要である
といえる。
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