試験報告

圧雪状況における加速不能状況の把握・改善の試み

圧雪状況における加速不能状況の把握・改善の試み
Investigations of stuck tram in pressurised snow conditions

Trams can get suck in pressurised snow on a street running track. This paper shows experiments which reproduce
pressurised snow conditions in order to investigate the mechanism to be stuck. The experimental results show that
snow pressurised by human does not affect tram starting, while snow pressurised by heavy vehicle can stick a tram.
It is clarified continuation of wheel slip without acceleration polishes surface of the snow, and it causes the snow
more slippery and difficult to move. The results indicate propulsion inverters need to prevent the continuation of
wheel slip, thus this paper shows an example of wheel re-adhesion control adjustments to avoid them.
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車輪・レールの接線力
（粘着力）
を用いて加減速する粘着式
鉄道では，雨天等の湿潤状態で空転・滑走が発生すると加減
速性能が大幅に低下することから，空転・滑走を検知し，抑
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■ 表１ 車両主要諸元
Table1 Specifications of the tram
項

目

仕

様

車両編成

制して極力粘着限界付近を維持することにより，加速低下を
極力抑制する空転・再粘着制御が用いられる。特に，道路と
の併用軌道区間を有する路面電車では加減速性能低下は，ダ
イヤ乱れだけでなく道路渋滞の要因となることから，湿潤状
態での加減速性能維持は重要な課題である。そのなかでも，

（●印は駆動軸を示す）
車両重量および定員

降雪地帯の併用区間では降雪による直接的な粘着係数低下の
影響のみでなく，併用軌道内の積雪が乗用車やトラック等の
道路走行車両により踏み固められることによる走行抵抗の増
加もあいまって，加速不能に至ることがしばしばみられる。
しかしながら，そのような事象は併用軌道の早朝に発生す
ることが多く，現象の把握が不十分であり，また運転操作や
粘着制御での対応可否・対応方法等に関しては，不明確な状
況である。そこで，筆者らは併用軌道の圧雪状態を模擬して

車

自 重

定 員

2000形

18.0t

58人

3000形

19.0t

58人

最高速度

40km/h

直線加速度

3.0km/h/sec（0.833m/sec2）

最大減速度

4.5km/h/sec（1.250m/sec2）

電気方式

DC600V 架空電車線方式

制御装置
主電動機

VVVFインバータ装置
（SiCハイブリッドモジュール，2M1C制御）
TDK6302-A

試験走行を行うことにより，圧雪による走行不能状況を把握
するとともに，空転制御による改善の可能性に関して調査を
行った。
２．車両・装置概要
２．１

車両概要

今回試験に用いた車両は，図１に示す函館市企業局の2000
形 路 面 電 車 で ある。2000形は 冷 房 付きの3000形とともに，
1993年から導入されたVVVFインバータを適用した単行の路
面電車であり，4軸のうち第2・3軸の2軸を1台のインバータで
駆動するものである。2000形の主要諸元を3000形とともに
表１に示す。

20

種

■ 図１ 車両外観
Fig.1 Exterior of the tram
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装置概要

転検知の有無によりトルクの上げ下げが決定されることから，

当社では，1990年に路面電車向けに小型化を実現した逆導
通GTOサイリスタを用いたVVVFインバータを開発し，国内

空転速度が大きい場合は再粘着前にトルクを引き上げてしま
い空転状態が持続する場合もある。

［1］

の多くの路面電車に導入している 。函館市企業局の2000形・
3000形もそのなかのひとつであるが，2018年度よりハイブリッ

② 接線力推定に基づく方式
外乱オブザーバにより，車輪・レール間の接線力を推定して，

ドSiCを用いたVVVFインバータに更新を開始している。
更新用VVVFインバータは，従来の路面電車用の逆導通

それに基づきトルクを引き下げて短時間で確実に再粘着を

GTOサイリスタインバータとぎ装互換と形状単純化の両立の

行ったのち，接線力推定値に基づき空転しない範囲の極力高

ために，ハイブリッドSiCを用いた小型化を実現して開発した

いトルクを維持する方法である［5］［6］。この手法は動輪のダイ

ものである。特にハイブリッドSiCによる損失低減による冷却

ナミクスモデルに基づいた制御であることから，確実な再粘

器の小型化を実現することにより，従来の逆導通GTOサイリ

着と空転の抑制を実現でき，高い粘着係数利用率と乗り心地

［2］
［3］

スタを用いたものに比べて単純な形状を実現している

。

を確保できる。その結果，ほぼ空転を感じることなく空転し

函館市企業局の2000形・3000形向けには，すでに他の事業者

ない範囲での加速が得られるのが特長であり，多くの車両で

向け逆導通GTOサイリスタの置き換えとして納入しているも

適用されている。

のをもとに，
耐寒対策等を行っている。装置外観を図２に示す。

③ 空転安定化制御
上記2方法は空転を極力抑制する方法に対して，空転安定
化制御は多少の空転を許容して維持することにより，水分除
去や温度上昇により粘着係数が上昇して高い加減速度が得ら
れることを期待した制御である［7］。空転状態は不安定である
ことから，空転発散による振動・騒音や，突然の再粘着によ
る前後衝動の問題があるが，
本手法ではすべり加速度のフィー
ドフォワード制御により空転状態を安定維持し，乗り心地の
悪化を抑制しながら高い加減速度を狙うことが特長である。
圧雪状態での空転という観点では，空転状態の維持による

■ 図２ VVVFインバータ装置
Fig.2 Propulsion inverter

圧雪の融解・破壊による加速性能の可能性が考えられ本制御
も適用可能な状態で準備したものの，後述のとおり空転維持
の優位性はみられなかったことから，本制御の試験は実施し

２．３

空転制御方法

ていない。

降雪地の併用区間であり，適切な空転制御が季節や状況等
で変化する可能性があるため，本装置の空転制御は2種類の

３．圧雪試験

制御方法を，鉄道事業者がスイッチにより変更可能なように

３．１

圧雪試験概要

したことが特長である。適用可能な空転制御方式は次の3種

併用区間の道路車両による圧雪を模擬する試験を実施し

類であり，そのうち2種類を選択できるようにプログラム上で

た。なお，本試験は試行錯誤的に試験方法を模索しながらの

割り当てを行う。

実施であり，なおかつ圧雪の状況の再現性確保が困難である
ことから，試験条件の統一や再現性は必ずしも確保できてお

① 粘着限界探査方式

らず，また，雪質や気温により結果が異なる可能性もあるの

時々刻々と変化する粘着限界に対して，空転検知に基づき

で条件により異なる結果があることをご容赦いただきたい。

トルクを引き下げ，空転検知しない場合トルクを引き上げる
ことを繰り返すことにより，粘着限界付近のトルクを探索す
［4］

３．２

体重による圧雪

る方法である 。この手法は，試行錯誤的に空転しないトル

軌道上に雪を積み，靴底に人間の体重をかけて圧雪状態を

クを把握する方法であるため，複雑な演算や物理モデルは不

再現した状態での車両走行を行った。試験車両を走行および，

要でありながら，さまざまな状況に対応可能であることが特

圧雪区間からの起動を試みたものの，問題なく起動できるこ

長である。一方で，積極的にトルクを上げ下げするため，他

とを確認した。また，その際に空転検知・空転制御の動作は

の2方式に比べて乗り心地が犠牲になる場合もある。また，空

なかった。
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図３に走行前後の軌道の状態を示すが，走行後の圧雪は除
去されており車輪とレールは接触状態となっていたことが示
唆されていた。

３．３

重機による圧雪

次に，併用軌道で道路車両による圧雪を模擬するために，
軌道上に雪を盛り上げた状態から，重機車両により雪を固め

このことから，靴底にかかる人間の体重による圧雪では，
車輪の輪重により圧雪が容易に除去されて走行に支障がない

た圧雪状態での同様の試験を実施した。図４に，重機での圧
雪の様子を示す。

ことがいえる。

(a) 走行前

■ 図４ 重機による圧雪
Fig.4 Snow pressurised by heavy vehicle

① 粘着を維持したままの加速不能
重機で圧雪したのちに圧雪部手前より加速させたところ，
圧雪部に入り車両は停止した。その状況から，力行ノッチを
投入したところ，図５に示すとおりトルクは発生したものの
車輪は回転せずに加速不能に至った。この際の状況としては，
トルク指令は最大に達しており，空転検知もすることなく最
大のトルクを発生していたにもかかわらず，車輪が回転でき
ない状況であった。
試験後のレールの状況としては，動輪付近は圧雪が除去さ
れており，車輪とレールが接触していたことが伺える。その
(b) 走行後

■ 図３ 体重による走行前後の圧雪状態
Fig.3 Snow pressurised by human

ため，圧雪による走行抵抗が力行トルクによる引張力を上回
り，一方で車輪とレールの間の粘着は確保されて空転は発生
しなかった状況といえる。湿潤・低温状態であることから粘
着係数が低下していることが想定されたが，それにも関わら
ず空転が発生しなかった要因としては，本車両は鋳鉄制輪子
を用いていることから車輪踏面が適度な粗さとなり，湿潤・
低温による粘着係数低下が少なかったことが要因と考えら
れる。
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■ 図５ 粘着維持状態での走行不能例
Fig.5 Stuck results with adhesion

■ 図６ 空転持続による走行不能例
Fig.6 Stuck results with wheel slip

② 空転維持による加速不能
一方で，同様に走行不能に陥りながら空転が持続した場合
もみられた。この現象は，粘着限界探査方式および接線力推
定に基づく方式のいずれでもみられたが，ここでは接線力推
定に基づく方式の例を紹介する。
図６は，接線力推定に基づく方式の空転制御適用時に，空
転状態が維持して，走行不能となった例である。この状況で
は運転開始2秒程度までは加速したが，その後空転状態に至
り車体は停止した。なお，推定速度は動輪の回転数を速度セ
ンサレスベクトル制御により推定した結果であるので，速度
が持続しているようにもみられるが，実際は車両が停止状態

■ 図７ 空転持続時に生じた鏡面化した圧雪層
Fig.7 Polished pressurised snow after wheel slip continuation

に陥り空転が持続していることを確認している。
この状態では，車輪は回転しているものの車体は停止状態
であったことから，走行抵抗に打ち勝つだけの前後力を発生
できなく，なおかつ粘着限界以上のトルクが継続していると

③ 自己再粘着現象
同様に走行不能に陥った状況で，空転制御が動作していな

いえる。また，空転・再粘着制御は動作していているものの，

いにも関わらず，空転と再粘着の動作が繰り返す現象がみら

空転が持続している状況である。

れた。その状況の一例を図８に示すが，最初に空転した直後

試験後のレール面をみると，図７に示すようにレール面に

に空転検知しトルク引き下げを行っているが，その後は指令ど

鏡面化した氷の層が発生しており，レール・車輪間の接触を

おりのトルクを出力したまま，空転と再粘着を繰り返している。

維持できていなかったことが伺え，その結果大幅に粘着係数

この際の車輪の動きを車外確認したところ，前方から数え

が低下したため空転状態に陥ったとみなせる。この結果から，

て第2軸は空転と再粘着を繰り返す一方，第3軸は回転してい

レール・車輪間の圧雪層がある状態で空転が持続すると，圧

ないことが判明した。この結果から，第2軸のレール・車輪間

雪の鏡面化を招く悪循環に陥ることが示唆された。また，空

は圧雪層が生じて大幅に粘着係数が低下したのに対して，第

転を維持して圧雪の融解・破壊が期待された空転安定化制御

3軸はレールと車輪の間が接触状態となっていたため，空転し

は，この結果から圧雪の鏡面化を促進させる可能性が高く逆

ない程度の粘着係数が確保されていたことが推測される。

効果との判断から，試験は見送った。

誘導電動機の並列接続では，トルク制御やセンサレスベク

ところで，空転を確実に抑制することを狙った接線力推定

トル制御の速度推定は，並列された誘導電動機の平均となる

に基づく空転・再粘着制御が動作したにも関わらず，空転が

ことが知られている。また，一部の軸のみ空転すると，その

持続してしまっている。本制御は，外乱オブザーバによる接

軸のすべり周波数が低下して電流が絞られ再粘着傾向となる

線力推定により，時々刻々と変動する粘着係数変動に対応で

のに対して，粘着軸の電流が増加して空転誘発傾向となり並

きることを特長としているものの，鏡面化した圧雪層による

列接続された軸の回転速度が近づくようにトルクが変化する

大幅な粘着係数の低下により，従来どおりの調整では適応困

ことが知られている［8］。そのため，今回は第2軸のみレール・

難であったとみなせる。

車輪間に圧雪層が形成されたため空転して，第3軸が粘着状
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態を維持した結果，第2軸のトルクは受動的に絞り込まれる一

は車両脱出を困難にしたり，後続車の走行にも支障をきたす

方で，第3軸のトルクは増大しながら空転誘発に至らなかった

場合も考えられることから，空転を維持せずに極力空転を抑

ことから，結果的に空転制御なしで第2軸が受動的に自己再粘

制する手法が適切と判断した。

着したとみなせる。

そこで，接線力推定に基づく方式で，鏡面化した圧雪層の

本事象は，各主電動機の電流や回転数計測により詳細のメ

ように大幅に粘着係数が低下した場合でも確実に再粘着でき

カニズムの解明・深度化が可能と考えていることから，今後

るように，
引き下げパラメータの見直しを行った。具体的には，

同様の計測の機会があればさらなる詳細の計測を実施したい

空転検知後のトルク引き下げを大きく
（深く）するとともに，

と考えている。

引き下げ状態の持続時間を長くすることにより，粘着係数が
大幅に低下しても確実に再粘着できるようにした。
引き下げパラメータの見直し後の試験結果を図９に示す。
図９より，空転検知によるトルク引き下げにより再粘着を実
現しており，空転状態の維持を防いでいることがわかる。こ
の結果でも，加速は実現できていないので加速不能状況の改
善にはならないものの，圧雪層の鏡面化による状況悪化を防
ぐことは可能と考えている。

■ 図８ 自己再粘着現象
Fig.8 Stuck results with self-re-adhesion

３．４

圧雪試験まとめ

以上をまとめると，重機による圧雪時の起動不能状態は，
車輪とレールの間の圧雪層の有無により車輪・レール接触が
維持できるかどうかということ次第で，表２のように決まる
と結論付けられる。なお，本試験結果は雪質や気温・車輪の
踏面状態等によって変化することが予想されることから，状

■ 図９ 調整による再粘着の実現
Fig.9 Realisation of re-adhesion after adjustment

況により傾向が変化する可能性は考えられる。
５．むすび
路面電車の併用軌道区間の積雪が道路車両で圧雪された状

■ 表２ 圧雪試験まとめ
Table2 Experimental results

況の把握・対策として，線路上に雪を積み圧雪した状態での

車輪・レール接触状態

走行試験を実施した。その結果，人間の体重を靴底でかけた

結果

程度の圧雪では，車両の走行への影響はないことが判明した。

２軸とも接触

車輪回転しない

１軸のみ接触し，もう1軸は
圧雪層が形成

空転・自己再粘着の繰り返し

２軸ともに圧雪層が形成

空転持続，圧雪層の鏡面化促進
による悪循環

一方で，
重機により圧雪した場合，
走行抵抗の増大により走行・
起動不能に陥ることが確認された。また，走行不能状況の動
輪の挙動は，レール・車輪間の圧雪層の有無に影響を及ぼし，
圧雪層がなくレールと車輪が接触状態となった場合は，粘着
状態として動輪は回転しない一方で，圧雪層が生じると空転

４．再粘着制御調整鏡面化防止対策

が維持されることが確認された。この空転維持状態は，圧雪

圧雪試験の結果，圧雪状態で走行抵抗が増大した場合走行

層を鏡面化して粘着状態の悪循環に陥ることが確認されたた

不能に陥り，そのなかでも車輪とレールの間に圧雪層がある

め，空転を持続させる制御は望ましくないといえ，加速不能

場合は空転状態が維持されることが判明した。また，この圧

に陥っても空転を抑制させることが適切といえる。そのため，

雪層が生じた状態で空転状態が維持されると圧雪層が鏡面化

空転制御のパラメータを調整して，走行不能状況で空転が持

して，さらなる粘着係数低下という悪循環に陥ることが判明

続することがないような対策を行った。

した。そのため，圧雪層が生じた場合空転を持続させること
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本対策は，加速不能を解消する方法ではないものの，圧雪
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