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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄道車両の振動を測定して異常を検知する鉄道車両の異常検知装置において、鉄道車両
の特定部位の振動を測定するセンサと、該センサで測定した振動を一定走行距離毎にサン
プリングするサンプリング手段と、該サンプリング手段でサンプリングした振動データか
ら特定の周波数成分を抽出するバンドパスフィルタと、該バンドパスフィルタで抽出した
振動ピークとあらかじめ設定した振幅しきい値とを比較して振動ピークが振幅しきい値を
連続して超えた状態で走行した継続距離を算出する距離算出手段と、該距離算出手段で算
出した前記継続距離とあらかじめ設定されている正常時に発生しうる振動ピークでの継続
距離しきい値とを比較し、前記継続距離が前記継続距離しきい値を超えたときに異常と判
定する演算手段とを備え、前記継続距離は、あらかじめ走行速度範囲を設定した速度域毎
の継続距離と、走行速度に関係のない継続距離とがあり、速度域毎の継続距離は、その範
囲内の走行速度で振動ピークが振幅しきい値を超えたときに走行距離が加算され、走行速
度に関係のない継続距離は、全速度域において振動ピークが振幅しきい値を超えたときに
走行距離が加算されることを特徴とする鉄道車両の異常検知装置。
【請求項２】
　前記距離算出手段は、前記継続距離と、該継続距離とは別の低振動継続距離とを算出す
るものであって、前記振動ピークと前記振幅しきい値とを比較し、振動ピークが振幅しき
い値を超えているときには前記継続距離に走行距離を加算するとともに前記低振動継続距
離をリセットし、振動ピークが振幅しきい値を超えていないときには前記継続距離を保持
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するとともに前記低振動継続距離に走行距離を加算し、低振動継続距離があらかじめ設定
したリセット距離を超えたときには前記継続距離をリセットすることを特徴とする請求項
１記載の鉄道車両の異常検知装置。
【請求項３】
　前記振幅しきい値は、正常時に発生しうる振動ピークの範囲内で複数の値が設定されて
いることを特徴とする請求項１又は２記載の鉄道車両の異常検知装置。
【請求項４】
　前記振幅しきい値及び前記継続距離しきい値は、前記バンドパスフィルタで抽出した周
波数成分毎に個々に設定されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載
の鉄道車両の異常検知装置。
【請求項５】
　前記振幅しきい値及び前記継続距離しきい値は、鉄道車両の走行速度に応じて設定され
ていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載の鉄道車両の異常検知装置。
【請求項６】
　前記振幅しきい値及び前記継続距離しきい値は、鉄道車両の進行方向に応じて設定され
ていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項記載の鉄道車両の異常検知装置。
【請求項７】
　前記振幅しきい値及び前記継続距離しきい値は、各鉄道車両毎に個々に設定されている
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項記載の鉄道車両の異常検知装置。
【請求項８】
　前記正常時に発生しうる振動ピークは、車両完成時の状態で繰り返し試験走行を行い、
この試験走行中に得られた振動ピークであることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか
１項記載の鉄道車両の異常検知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道車両の異常検知装置に関し、詳しくは、鉄道車両の走行時の振動の状態
から車体や台車等の異常発生を検知する鉄道車両の異常検知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速走行する鉄道車両においては、車体や台車に異常が生じると走行が不安定になって
高速走行を継続することが困難になるため、鉄道車両を減速又は停止させる必要がある。
鉄道車両に異常が生じた場合には、走行中に車体や台車に固有の異常振動が発生するため
、車体や台車等の振動を検出して異常を検知することが行われている。
【０００３】
　従来の鉄道車両の異常検知装置として、列車を編成する複数の鉄道車両の特定部位の振
動加速度をセンサでそれぞれ測定し、バンドパスフィルタで処理した後に正規化し、これ
をしきい値と比較することにより、鉄道車両に発生した異常を初期段階で検知できるよう
にしたものが提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００４－９０８４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載された異常検知装置では、それまでの異常検知装置に比べて異常
を早期に検知することはできるが、複数の車両の特定部位における各測定値に差がないと
きを最も正常な状態としているため、各車両における振動発生源とセンサ取付位置との間
に介在するばね系の特性誤差やセンサの取付誤差が大きいときには、これらの誤差に起因
する測定誤差も異常振動と判定してしまうおそれがあった。
【０００５】
　そこで本発明は、鉄道車両の特定の部位の振動を測定し、測定した振動ピークの状態を
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、あらかじめ求めた正常時の振動ピークの状態と比較することにより、ばね系の特性誤差
やセンサの取付誤差に関係なく、鉄道車両に発生した異常振動を早期にかつ確実に検知す
ることができる鉄道車両の異常検知装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の鉄道車両の異常検知装置は、鉄道車両の振動を測定
して異常を検知する鉄道車両の異常検知装置において、鉄道車両の特定部位の振動を測定
するセンサと、該センサで測定した振動を一定走行距離毎にサンプリングするサンプリン
グ手段と、該サンプリング手段でサンプリングした振動データから特定の周波数成分を抽
出するバンドパスフィルタと、該バンドパスフィルタで抽出した振動ピークとあらかじめ
設定した振幅しきい値とを比較して振動ピークが振幅しきい値を連続して超えた状態で走
行した継続距離を算出する距離算出手段と、該距離算出手段で算出した前記継続距離とあ
らかじめ設定されている正常時に発生しうる振動ピークでの継続距離しきい値とを比較し
、前記継続距離が前記継続距離しきい値を超えたときに異常と判定する演算手段とを備え
、前記継続距離は、あらかじめ走行速度範囲を設定した速度域毎の継続距離と、走行速度
に関係のない継続距離とがあり、速度域毎の継続距離は、その範囲内の走行速度で振動ピ
ークが振幅しきい値を超えたときに走行距離が加算され、走行速度に関係のない継続距離
は、全速度域において振動ピークが振幅しきい値を超えたときに走行距離が加算されるこ
とを特徴としている。
【０００７】
　さらに、この構成の異常検知装置において、前記距離算出手段は、前記継続距離と、該
継続距離とは別の低振動継続距離とを算出するものであって、前記振動ピークと前記振幅
しきい値とを比較し、振動ピークが振幅しきい値を超えているときには前記継続距離に走
行距離を加算するとともに前記低振動継続距離をリセットし、振動ピークが振幅しきい値
を超えていないときには前記継続距離を保持するとともに前記低振動継続距離に走行距離
を加算し、低振動継続距離があらかじめ設定したリセット距離を超えたときには前記継続
距離をリセットすることを特徴としている。
【０００９】
　さらに、前記振幅しきい値は、正常時に発生しうる振動ピークの範囲内で複数の値が設
定されていること、前記振幅しきい値及び前記継続距離しきい値は、前記バンドパスフィ
ルタで抽出した周波数成分毎に個々に設定されていること、前記振幅しきい値及び前記継
続距離しきい値は、鉄道車両の走行速度に応じて設定されていること、前記振幅しきい値
及び前記継続距離しきい値は、鉄道車両の進行方向に応じて設定されていること、前記振
幅しきい値及び前記継続距離しきい値は、各鉄道車両毎に個々に設定されていること、前
記正常時に発生しうる振動ピークは、車両完成時の状態で繰り返し試験走行を行い、この
試験走行中に得られた振動ピークであることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の鉄道車両の異常検知装置によれば、鉄道車両の任意の位置に取り付けたセンサ
から得られる振動ピークをあらかじめ正常時に求めておき、この正常時の振動ピークを基
準とし、同じセンサから走行時に得られた振動ピークの状態に基づいて異常の有無を判定
するので、ばね系の特性誤差やセンサの取付誤差にはまったく影響されずに、車両に発生
した異常振動を早期かつ確実に検知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１乃至図８は本発明の鉄道車両の異常検知装置の一形態例を示すもので、図１は異常
検知装置の概略を示すブロック図である。まず、鉄道車両１１は、車体１２が前後の台車
１３．１３に空気ばね等を介して支持されている。この鉄道車両１１に設けられた異常検
知装置は、台車１３に取り付けられたセンサ１４と、該センサ１４で測定した振動を所定
の条件でサンプリングする手段であるサンプリング部１５と、該サンプリング部１５でサ
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ンプリングした信号を演算処理して異常の有無を判定する手段である演算部１６とを備え
ており、サンプリング部１５及び演算部１６には車両搭載機器を管理する管理装置１７か
ら速度データ等が送られ、演算部１６から管理装置１７には判定結果が送られる。センサ
１４は、台車１３における上下方向、左右方向、前後方向、回転方向のいずれか少なくと
も一つの振動を測定するもので、振動加速度を測定する場合には加速度センサが、振動角
度を測定する場合にはジャイロセンサがそれぞれ用いられる。このセンサ１４で測定した
振動データは、サンプリング部１５に送られる。
【００１４】
　図２は、本形態例のサンプリング部１５におけるデータサンプリングの一例を示すフロ
ーチャートである。まず、ステップＳ１で走行距離［ｍ］及び走行時間［ｓ］の初期化を
行う。最初の走行距離及び走行時間の初期化は、通常、始発駅にて行われる。ステップＳ
２では、管理装置１７から受信した速度データに基づき、走行時間と走行速度［ｍ／ｓ］
との積を走行距離に加算し、続いてステップＳ３で走行時間［ｓ］の初期化を行った後、
ステップＳ４で、前のステップＳ２で加算された走行距離を、あらかじめ設定された等距
離サンプリング周期［ｍ］、例えば４ｍと比較し、走行距離が等距離サンプリング周期未
満（ＮＯ）の場合にはステップＳ２に戻り、再び走行距離を加算し、ステップ３で走行時
間を初期化してステップＳ４に進む手順を繰り返す。
【００１５】
　ステップＳ４で、前記ステップＳ２で加算された走行距離が等距離サンプリング周期以
上と判断されたときには（ＹＥＳ）、ステップＳ５に進み、センサ１４から振動データを
収集して演算部１６に送る。そして、ステップＳ６に進んで走行距離を初期化した後、ス
テップＳ２に戻って前記手順を順次繰り返す。
【００１６】
　したがって、サンプリング部１５は、積算した走行距離が等距離サンプリング周期以上
となったとき、すなわち、一定の距離毎にセンサ１４から振動データを収集し、等距離サ
ンプリングデータとして演算部１６に送る。演算部１６では、得られた等距離サンプリン
グデータに基づいてデータ処理を行い、異常の有無を判定する。
【００１７】
　演算部１６は、特定の周波数成分を抽出するバンドパスフィルタと、該バンドパスフィ
ルタで抽出した振動ピークとあらかじめ設定した振幅しきい値とを比較して振動ピークが
振幅しきい値を連続して超えた状態で走行した継続距離を算出する手段である距離算出部
と、該距離算出部で算出した前記継続距離とあらかじめ設定されている正常時に発生しう
る振動ピークでの継続距離しきい値とを比較する手段である比較部とを備えている。
【００１８】
　この演算部１６では、最初に、車両完成時の状態で、この車両が営業運転で走行する区
間で繰り返し試験走行を行い、この試験走行中に得られた前記等距離サンプリングデータ
に基づいて振幅しきい値及び継続距離しきい値［ｍ］を設定するデータ処理を行う。デー
タ処理では、図３に示すように、異常振動の要因によって発生する振動の空間周波数［１
／ｍ］の領域が異なり、車輪の回転に起因する振動は０．３２０～０．４６０［１／ｍ］
、ピニオン軸の回転では、１次で０．９２０～１．３８０［１／ｍ］、２次で１．８８０
～２．６６０［１／ｍ］、枕木間隔（０．６ｍ）に起因する振動は１．３８０～１．８８
０［１／ｍ］等の空間周波数域となることから、まず、採取した等距離サンプリングデー
タをバンドパスフィルタ（ＢＰＦ）で処理し、空間周波数成分を所定の領域に分割する。
なお、空間周波数に領域が発生するのは、主として車輪の削正による直径の変化によるも
のである。
【００１９】
　次に、抽出した各空間周波数域毎の振動ピークの絶対値を求め、空間周波数域毎に絶対
値の平均（振動ピーク絶対値平均）を求める。この振動ピーク絶対値平均は、例えば、１
００～１０５［ｋｍ／ｈ］、１０５～１１０［ｋｍ／ｈ］、１１０～１１５［ｋｍ／ｈ］
のように、５［ｋｍ／ｈ］刻みとした各走行速度域毎に算出する。そして、算出した各走
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行速度域における振動ピーク絶対値平均に基づいて振幅しきい値を設定する。この振幅し
きい値は、例えば、振動ピーク絶対値平均を１．５倍、２倍、２．５倍・・・のように一
定倍した値とする。
【００２０】
　さらに、各振幅しきい値と振動ピークとを比較し、振動ピークが振幅しきい値を連続し
て超える距離（継続距離）及び振幅しきい値を超えない範囲で連続して走行する距離（低
振動継続距離）をそれぞれ算出し、得られた継続距離の中の最大値を継続距離しきい値［
ｍ］に設定する。振幅しきい値及び継続距離しきい値は、各走行速度域、空間周波数域、
車両進行方向毎にそれぞれ設定され、また、各車両１１、各台車１３におけるばね系の特
性誤差やセンサ１４の取付誤差等による影響を無くすために各振動測定位置毎に個々に設
定される。
【００２１】
　図４に、空間周波数域１．３８０～１．８８０［１／ｍ］において、振動ピーク絶対値
平均（Ａｐ）を１．５倍、２．０倍・・・１１．０倍、１３．０倍することによって設定
した各振幅しきい値と、５［ｋｍ／ｈ］刻みで分割した各走行速度域及び全速度域とにそ
れぞれ対応する継続距離しきい値の一例を示す。なお、継続距離しきい値がゼロとなって
いる部分は、測定した振動ピークが、該当する速度域における振幅しきい値を超えた時点
で異常と判定されることになる。
【００２２】
　このようにして振幅しきい値及び継続距離しきい値を設定した後、営業運転等において
演算部１６が異常検知のためのデータ処理を図５に示す手順で行う。まず、ステップＳ１
１で、振動ピークが振幅しきい値を超えた状態で連続的に走行した距離である継続距離と
、振動ピークが振幅しきい値を超えない状態で連続走行した距離である低振動継続距離と
をリセットしてゼロにした後、ステップＳ１２で振動ピークの取り込みを行う。振動ピー
クは、前述のしきい値の設定のときと同様に算出したデータであって、すなわち、センサ
１４で測定した振動を一定距離毎にサンプリング部１５でサンプリングして等距離サンプ
リングデータとし、この等距離サンプリングデータを演算部１６でバンドパスフィルタ処
理してから絶対値としたデータである。
【００２３】
　次に、ステップＳ１３で、取り込んだ振動ピークと振動しきい値とを比較し、振動ピー
クが振幅しきい値を超えていると判断したときには（ＹＥＳ）、ステップＳ１４に進んで
低振動継続距離をリセットした後、ステップＳ１５で継続距離に走行距離を加算する。こ
のとき、継続距離は、各走行速度域に応じた継続距離及び全速度域における継続距離の双
方に走行距離をそれぞれ加算する。続いてステップＳ１６で加算後の継続距離と継続距離
しきい値とを比較する。
【００２４】
　ステップＳ１６で継続距離が継続距離しきい値を超えたと判断しときは（ＹＥＳ）、ス
テップＳ１７に進んで演算部１６から管理装置１７に異常振動発生の信号が送られる。ス
テップＳ１６で継続距離が継続距離しきい値を超えていないと判断しときは（ＮＯ）、ス
テップＳ１２に戻って次の等距離サンプリングデータを取り込む。
【００２５】
　また、ステップＳ１３で振動ピークが振幅しきい値を超えていないと判断したときには
（ＮＯ）、ステップＳ１８に進んで低振動継続距離に走行距離を加算し、続いてステップ
Ｓ１９で走行距離を加算した後の低振動継続距離とリセット距離とを比較する。ステップ
Ｓ１９で低振動継続距離がリセット距離を超えていないと判断したときには（ＮＯ）、ス
テップＳ１２に戻って次の等距離サンプリングデータを取り込む。一方、ステップＳ１９
で低振動継続距離がリセット距離を超えたと判断しときは（ＹＥＳ）、ステップＳ２０で
継続距離をリセットした後、ステップＳ１２に戻って等距離サンプリングデータの取り込
みを行う。
【００２６】
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　図６は、演算部１６が異常検知のためのデータ処理を行っているときの振動しきい値、
振動ピーク絶対値、走行速度域に応じた継続距離（Ｅ１，Ｅ２）及び全速度域における継
続距離（Ｆ）、低振動継続距離及びリセット距離（Ｇ）の関係を示している。まず、図６
（Ａ）において、走行速度がＶ１～Ｖ２の速度域で振動ピーク絶対値が振動しきい値を超
えた時点から両継続距離（Ｅ１，Ｆ）への走行距離の加算が始まる（Ｔ１）。振動ピーク
絶対値が振動しきい値を下回ったときには（Ｔ２）、継続距離（Ｅ１，Ｆ）の値をそれぞ
れ保持するとともに、これとは別に設定された低振動継続距離への走行距離の加算が始ま
る。この状態で振動ピーク絶対値が振動しきい値を超えたら継続距離（Ｅ１，Ｆ）への走
行距離の加算を再開するとともに低振動継続距離はリセットする（Ｔ３）。そして、振動
ピーク絶対値が振動しきい値を下回った状態で走行し、低振動継続距離があらかじめ設定
したリセット距離（Ｇ）、例えば４ｍを超えたら（Ｔ４～Ｔ５）、両方の継続距離（Ｅ１
，Ｆ）をリセットする。リセット後に振動ピーク絶対値が振動しきい値を超え始めたら（
Ｔ６）、継続距離（Ｅ１，Ｆ）への走行距離の加算を再開する。
【００２７】
　このとき、前記図４に示したように、各走行速度域において、振幅しきい値が複数設定
されている場合には、各振幅しきい値のそれぞれにおける継続距離の加算を行う。例えば
、走行速度域Ｖ１～Ｖ２での振動ピーク絶対値平均をＡｐ、取り込んだ振動ピークをａ、
振幅しきい値を１．５＊Ａｐ、２．０＊Ａｐ、２．５＊Ａｐ、３．０＊Ａｐ・・・とした
ときに、振動ピークａが２．５＊Ａｐと３．０＊Ａｐとの間にあるとき、すなわち、２．
５＊Ａｐ＜ａ＜３．０＊Ａｐのときには、速度域Ｖ１～Ｖ２における振幅しきい値１．５
＊Ａｐ、２．０＊Ａｐ、２．５＊Ａｐの各々の継続距離（Ｅ１）と全速度域の継続距離（
Ｆ）とに走行距離をそれぞれ加算する。
【００２８】
　図６（Ａ）の状態から、図６（Ｂ）に示すように走行速度域がＶ２～Ｖ３に変化すると
、Ｖ１～Ｖ２の速度域に対応する継続距離（Ｅ１）は保持された状態となり、Ｖ２～Ｖ３
の速度域に対応する継続距離（Ｅ２）への走行距離の加算が始まる（Ｔ７）。一方、全速
度域における継続距離（Ｆ）は、走行速度が変化してもそのまま連続して走行距離が加算
されていく。この速度域においても、振動ピーク絶対値が振動しきい値を一定距離連続し
て下回ってリセット距離（Ｇ）を超えたときには、Ｖ２～Ｖ３の速度域に対応する継続距
離（Ｅ２）及び全速度域における継続距離（Ｆ）の双方がリセットされてゼロとなる（Ｔ
８）。
【００２９】
　さらに、図６（Ｂ）の状態から、図６（Ｃ）に示すように走行速度域が再びＶ１～Ｖ２
に変化すると、全速度域における継続距離（Ｆ）は、リセット後のゼロから走行距離を加
算していく状態になるが、Ｖ１～Ｖ２の速度域に対応する継続距離（Ｅ１）は、図６（Ａ
）の最終状態で保持した継続距離に走行距離を加算していく状態になる（Ｔ９）。
【００３０】
　これにより、走行速度が変化しても、連続的に振動ピーク絶対値が振動しきい値を超え
るような状態のときには、全速度域における継続距離（Ｆ）が継続距離しきい値を超えた
ときに異常と判定することになる。また、特定の速度域で振動ピーク絶対値が振動しきい
値を超えるときには、その速度域での継続距離（Ｅ１，Ｅ２）を保持しておくことにより
、該速度域での異常振動を確実に検知することができる。また、走行速度に依存する振動
も確実に判別することができる。
【００３１】
　なお、前述の継続距離しきい値の設定は、図５及び図６で示した手順と同様にして行い
、ステップＳ１５にて加算され、ステップＳ２０でリセットされるまでの継続距離の最大
値を各速度域、各振幅しきい値に応じてそれぞれ記憶しておき、ステップＳ１６は行わず
、最終的に記憶した継続距離の各最大値をそれぞれの継続距離しきい値とする。
【００３２】
　図７は、ある速度域における正常時の振動ピーク絶対値平均の２乗に対して一定のゲイ
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ン（異常模擬ゲイン）を乗じた振動を与えたときの異常検知間隔を確認する実験を行った
結果を示すものである。この図から明らかなように、３倍のゲインを与えたときには１０
０ｍ弱の走行距離で異常振動を検知することができ、大きなゲインを与えたときには数ｍ
の走行距離で異常振動を検知できることがわかる。
【００３３】
　したがって、正常時に発生しうる振動ピークに対して振幅しきい値を複数設定するとと
もに、各速度域における振幅しきい値に応じて継続距離しきい値をそれぞれ設定しておく
ことにより、ポイント通過時や高速走行時のすれ違い等で正常時に発生しうる振動ピーク
範囲内で比較的大きな振動が発生しても、そのときの走行距離が継続距離しきい値を超え
ない場合には異常と判定することはなく、車輪フラットのように正常時に発生しうる振動
ピーク範囲内の小さな振動であっても連続的に発生する振動については、走行速度に関係
なく継続距離しきい値を超えた時点で確実に異常振動と判定することができる。また、大
きな異常振動については、振幅しきい値及び継続距離しきい値を適切に設定しておくこと
によって早期に検知することができる。さらに、図８に示す関係から、走行速度域と空間
周波数域毎に振幅しきい値と継続距離しきい値とをそれぞれ設定することにより、時間に
依存した異常振動も検知することが可能となる。
【００４４】
　本形態例に示すように、センサ１４からの振動データをバンドパスフィルタで処理し、
検知対象となる部分に特有の周波数成分を抽出してから異常の有無を判定することにより
、高周波成分等の振幅が小さい異常振動も確実に検出することができる。また、車両完成
時の状態で繰り返し試験走行を行い、この試験走行中に得られた振動ピークを正常時の状
態とし、これを基準にして判定を行うので、各車両における振動発生源とセンサ取付位置
との間に介在するばね系の特性誤差やセンサの取付誤差に関係なく、各測定部位毎に異常
振動の発生を確実に検知することができる。また、異常振動の継続距離や基準分布との差
に基づいて判定を行うので、しきい値を正常時に発生しうる振動の範囲内に設定すること
ができ、小さな異常振動の発生も確実に検知することができる。
【００４５】
　また、本形態例において、演算部１６が異常振動を検知したときには、演算部１６から
管理装置１７に異常振動発生の信号が送られる。異常振動発生の信号を受信した管理装置
１７は、乗務員支援モニタ等を利用して乗務員に異常振動が発生したことを通報したり、
必要に応じて自動的に列車を所定速度まで減速あるいは停止させたりする。
【００４６】
　なお、本形態例では、台車にセンサを取り付け、主として走り装置の異常振動を検知す
る例を挙げて説明したが、センサを車体に取り付けることによって車体の異常振動を検知
することも可能であり、台車や車体の複数の位置にセンサをそれぞれ取り付けて車両各部
の異常振動を検知することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】異常検知装置の概略を示すブロック図である。
【図２】データサンプリングの一例を示すフローチャートである。
【図３】異常振動の要因と発生する振動の空間周波数との関係を示す図である。
【図４】振幅しきい値と速度域とに対応する継続距離しきい値の一例を示す図である。
【図５】異常検知のためのデータ処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】継続距離の算出手順を説明するための図である。
【図７】異常模擬ゲインを乗じた振動を与えたときの異常検知間隔を確認する実験を行っ
た結果を示す図である。
【図８】走行速度と空間周波数とから時間周波数を求めた図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１１…鉄道車両、１２…車体、１３…台車、１４…センサ、１５…サンプリング部、１
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【図１】
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