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(57)【要約】
【課題】鉄道車両がトンネルを走行中に発生する車両動
揺やバラスト飛散等の原因と考えられる、鉄道車両の床
面と地面との間の空間と、鉄道車両の側面とトンネル壁
面との間の空間とで形成されるＬ字状空間に発生する蛇
行流れを低減する方法を提供する。
【解決手段】鉄道車両１の床面と地面２との間の車両床
下空間（Ｓ１）と、鉄道車両１の側面とトンネル壁面３
との間の車両側方空間（Ｓ２）とで形成されるＬ字状空
間（Ｓ）に発生する蛇行流れを低減する方法において、
Ｌ字状空間（Ｓ）に蛇行流れ低減手段としての移動分離
板４を設け、移動分離板４は、鉄道車両１の下部コーナ
ー部に、鉄道車両の長手方向に沿って設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄道車両の床面と地面との間の車両床下空間と、前記鉄道車両の側面とトンネル壁面と
の間の車両側方空間とで形成されるＬ字状空間に発生する蛇行流れを低減する方法におい
て、
　前記Ｌ字状空間に蛇行流れ低減手段を設けることを特徴とする、鉄道車両がトンネル走
行中に発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項２】
　前記蛇行流れ低減手段は、前記Ｌ字状空間を、前記車両床下空間と前記車両側方空間と
に分離する分離手段からなっていることを特徴とする、請求項１に記載の、鉄道車両がト
ンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項３】
　前記蛇行流れ低減手段は、前記Ｌ字状空間を、前記車両床下空間と前記車両側方空間と
に分離する分離手段と、前記車両床下空間と前記車両側方空間の少なくとも一方の流れを
速めて、前記車両床下空間と前記車両側方空間の少なくとも一方に発生する渦流を抑制す
る渦流抑制手段とからなることを特徴とする、請求項１に記載の、鉄道車両がトンネル走
行中に発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項４】
　前記蛇行流れ低減手段は、前記Ｌ字状空間を、前記車両床下空間と前記車両側方空間と
に分離する分離手段と、前記車両床下空間および前記車両側方空間の少なくとも一方の流
れと、前記鉄道車両の側方流れとの速度勾配を減少させて、前記車両床下空間および前記
車両側方空間の少なくとも一方に発生する渦流を抑制する渦流抑制手段とからなることを
特徴とする、請求項１に記載の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方
法。
【請求項５】
　前記分離手段は、前記鉄道車両の下部コーナー部に、前記鉄道車両の長手方向に沿って
設けた移動分離板からなることを特徴とする、請求項２から４の何れか１つに記載の、鉄
道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項６】
　前記分離手段は、前記地面と前記トンネル壁面とのコーナー部に、前記コーナー部に沿
って設けた固定分離板からなることを特徴とする、請求項２から４の何れか１つに記載の
、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項７】
　前記分離手段は、前記地面と前記トンネル壁面とのコーナー部に、前記コーナー部に沿
って間隔をあけて設けた分離単板からなることを特徴とする、請求項２から４の何れか１
つに記載の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項８】
　前記分離手段は、前記地面と前記トンネル壁面とのコーナー部に設けた送風機からなる
ことを特徴とする、請求項２から４の何れか１つに記載の、鉄道車両がトンネル走行中に
発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項９】
　前記渦流抑制手段は、前記鉄道車両の床下および前記鉄道車両の側面の少なくとも一方
に、送風口を前記鉄道車両の走行方向下流側に向けて設置した送風機からなることを特徴
とする、請求項３、５から８の何れか１つに記載の、鉄道車両がトンネル走行中に発生す
る蛇行流れの低減方法。
を有するものである。
【請求項１０】
　前記渦流抑制手段は、前記鉄道車両の床下に、前記鉄道車両の内側に向けて傾斜させて
設置した偏向板からなることを特徴とする、請求項３、５から８の何れか１つに記載の、
鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法。
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【請求項１１】
　前記渦流抑制手段は、流れを前記鉄道車両の床下に送ることが可能な、前記鉄道車両の
先頭構造からなることを特徴とする、請求項３、５から８の何れか１つに記載の、鉄道車
両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項１２】
　前記渦流抑制手段は、流れを前記鉄道車両の床下に送ることが可能な前記鉄道車両の断
面形状からなることを特徴とする、請求項３、５から８の何れか１つに記載の、鉄道車両
がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項１３】
　前記渦流抑制手段は、前記鉄道車両の床面に形成された切り欠き部の端部を塞ぐ塞ぎ板
からなることを特徴とする、請求項３、５から８の何れか１つに記載の、鉄道車両がトン
ネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項１４】
　前記渦流抑制手段は、前記地面から上方に突出して設けた突出板からなることを特徴と
する、請求項３、５から８の何れか１つに記載の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する
蛇行流れの低減方法。
【請求項１５】
　前記蛇行流れ低減手段は、前記地面に形成した凹陥部からなることを特徴とする、請求
項３、５から８の何れか１つに記載の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの
低減方法。
【請求項１６】
　前記蛇行流れ低減手段は、前記地面に、送風口を前記鉄道車両の走行方向下流側に向け
て設置した送風機からなることを特徴とする、請求項３、５から８の何れか１つに記載の
、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法。
【請求項１７】
　前記渦流抑制手段は、前記鉄道車両の床下に、送風口を前記鉄道車両の内側に向けて設
置した送風機からなることを特徴とする、請求項４から８の何れか１つに記載の、鉄道車
両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法、特に、鉄道車
両がトンネルを走行中に発生する車両動揺やバラスト飛散等の原因と考えられる、鉄道車
両の床面と地面との間の空間と、鉄道車両の側面とトンネル壁面との間の空間とで形成さ
れるＬ字状空間に発生する蛇行流れを低減する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道車両のような細長い物体が地面近くを移動するという状況は、自動車や航空機等に
はない鉄道分野特有なものであり、それに付随する流体力学を把握することは重要である
。
【０００３】
　本願発明者等は、図１７に示すように、鉄道分野特有の流れである編成列車の鉄道車両
１の床面と地面２との間の空間の流れについて調べた。車両床下空間の流れは、床下機器
、台車、輪軸、線路、バラスト（若しくはスラブ）等が存在する複雑な流路形状により、
複雑な流れになっている。
【０００４】
　以下、鉄道車両１の床面と地面２との間の空間を車両床下空間といい、鉄道車両１の側
方の空間を車両側方空間という。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　現在までの研究では、主として実測、模型実験により平均流れ場の知見は得られている
が、非定常流れ場についての知見は、ほとんどないのが現状である。
【０００６】
　そこで、本願発明者は、車両床下空間の流れの非定常流れと、鉄道車両の走行中に発生
する車両動揺やバラスト飛散等との関係について調べた。
【０００７】
　その結果、車両床下空間に、以下の原因により蛇行流れが発生し、この蛇行流れが車両
動揺やバラスト飛散等の発生原因となる可能性があることが分かった。
【０００８】
　蛇行流れの発生原因は、以下の通りである。
【０００９】
　図１８に示すように、鉄道車両１の走行中における、車両床下空間の流れ（Ａ）と車両
側方空間の流れ（Ｂ）の速度分布は、車両床下空間の流れ（Ａ）の速度分布の方が、床面
と地面との間の空気抵抗の関係で、車両側方空間の流れ（Ｂ）の速度分布より小さい。
【００１０】
　このように、車両床下空間の流れ（Ａ）と車両側方空間の流れ（Ｂ）との速度分布が均
一でないと、高速側から低速側への流れの巻き込みにより、鉄道車両１の床下に渦流（Ｃ
）が千鳥状に発生し、この渦流（Ｃ）が原因で、図１９に示すように、車両床下空間に蛇
行流れ（Ｄ）が発生する。
【００１１】
　上述した例は、鉄道車両が明かり区間を走行する場合であるが、本願発明者等は、図２
０に示すように、鉄道車両１がトンネルを走行する場合に発生する車両動揺やバラスト飛
散等についても調べた。
【００１２】
　この結果、鉄道車両１の側面とトンネル壁面３との間の空間（以下、明かり区間と同様
に、車両側方空間Ｓ２という。）においても、車両床下空間（Ｓ１）におけると同様に、
蛇行流れが発生すること、および、車両床下空間（Ｓ１）と車両側方空間（Ｓ２）とで形
成されるＬ字状空間（Ｓ）（図２１参照）において、図２２に示すように、蛇行流れ（Ｅ
）が発生し、この蛇行流れ（Ｅ）が車両動揺やバラスト飛散等の発生原因となる可能性が
あることが分かった。
【００１３】
　なお、図２２は、車両床下空間（Ｓ１）と車両側方空間（Ｓ２）とを水平に展開して図
示したものである。
【００１４】
　従って、この発明の目的は、鉄道車両がトンネルを走行中に発生する車両動揺やバラス
ト飛散等の原因と考えられる、Ｌ字状空間（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）を低減する方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本願発明者等は、上記目的を達成するために、鋭意検討を重ねた結果、以下のような知
見を得た。
【００１６】
　Ｌ字状空間（Ｓ）に分離手段を設けて、Ｌ字状空間（Ｓ）を、車両床下空間（Ｓ１）と
車両側方空間（Ｓ２）とに分離すれば、Ｌ字状空間（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）を低
減することができる。
【００１７】
　また、Ｌ字状空間（Ｓ）に蛇行流れ低減手段を設けて、渦流（Ｃ）（図１８参照）その
ものの発生を抑制すれば、車両床下空間（Ｓ１）および車両側方空間（Ｓ２）の少なくと
も一方に発生する蛇行流れ（Ｄ）（図１９参照）を低減することができるので、Ｌ字状空
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間（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）を低減することができる。
【００１８】
　この発明は、上記知見に基づきなされたものであり、下記を特徴とするものである。
【００１９】
　請求項１に記載の発明は、鉄道車両の床面と地面との間の車両床下空間と、前記鉄道車
両の側面とトンネル壁面との間の車両側方空間とで形成されるＬ字状空間に発生する蛇行
流れを低減する方法において、前記Ｌ字状空間に蛇行流れ低減手段を設けることに特徴を
有するものである。
【００２０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記蛇行流れ低減手段は、
前記Ｌ字状空間を、前記車両床下空間と前記車両側方空間とに分離する分離手段からなっ
ていることに特徴を有するものである。
【００２１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記蛇行流れ低減手段は、
前記Ｌ字状空間を、前記車両床下空間と前記車両側方空間とに分離する分離手段と、前記
車両床下空間と前記車両側方空間の少なくとも一方の流れを速めて、前記車両床下空間と
前記車両側方空間の少なくとも一方に発生する渦流を抑制する渦流抑制手段とからなるこ
とに特徴を有するものである。
【００２２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記蛇行流れ低減手段は、
前記Ｌ字状空間を、前記車両床下空間と前記車両側方空間とに分離する分離手段と、前記
車両床下空間および前記車両側方空間の少なくとも一方の流れと、前記鉄道車両の側方流
れとの速度勾配を減少させて、前記車両床下空間および前記車両側方空間の少なくとも一
方に発生する渦流を抑制する渦流抑制手段とからなることに特徴を有するものである。
【００２３】
　請求項５に記載の発明は、請求項２から４の何れか１つに記載の発明において、前記分
離手段は、前記鉄道車両の下部コーナー部に、前記鉄道車両の長手方向に沿って設けた移
動分離板からなることに特徴を有するものである。
【００２４】
　請求項６に記載の発明は、請求項２から４の何れか１つに記載の発明において、前記分
離手段は、前記地面と前記トンネル壁面とのコーナー部に、前記コーナー部に沿って設け
た固定分離板からなることに特徴を有するものである。
【００２５】
　請求項７に記載の発明は、請求項２から４の何れか１つに記載の発明において、前記分
離手段は、前記地面と前記トンネル壁面とのコーナー部に、前記コーナー部に沿って間隔
をあけて設けた分離単板からなることに特徴を有するものである。
【００２６】
　請求項８に記載の発明は、請求項２から４の何れか１つに記載の発明において、前記分
離手段は、前記地面と前記トンネル壁面とのコーナー部に設けた送風機からなることに特
徴を有するものである。
【００２７】
　請求項９に記載の発明は、請求項３、５から８の何れか１つに記載の発明において、前
記渦流抑制手段は、前記鉄道車両の床下および前記鉄道車両の側面の少なくとも一方に、
送風口を前記鉄道車両の走行方向下流側に向けて設置した送風機からなることに特徴を有
するものである。
【００２８】
　請求項１０に記載の発明は、請求項３、５から８の何れか１つに記載の発明において、
前記渦流抑制手段は、前記鉄道車両の床下に、前記鉄道車両の内側に向けて傾斜させて設
置した偏向板からなることに特徴を有するものである。
【００２９】
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　請求項１１に記載の発明は、請求項３、５から８の何れか１つに記載の発明において、
前記渦流抑制手段は、流れを前記鉄道車両の床下に送ることが可能な、前記鉄道車両の先
頭構造からなることに特徴を有するものである。
【００３０】
　請求項１２に記載の発明は、請求項３、５から８の何れか１つに記載の発明において、
前記渦流抑制手段は、流れを前記鉄道車両の床下に送ることが可能な前記鉄道車両の断面
形状からなることに特徴を有するものである。
【００３１】
　請求項１３に記載の発明は、請求項３、５から８の何れか１つに記載の発明において、
前記渦流抑制手段は、前記鉄道車両の床面に形成された切り欠き部の端部を塞ぐ塞ぎ板か
らなることに特徴を有するものである。
【００３２】
　請求項１４に記載の発明は、請求項３、５から８の何れか１つに記載の発明において、
前記渦流抑制手段は、前記地面から上方に突出して設けた突出板からなることに特徴を有
するものである。
【００３３】
　請求項１５に記載の発明は、請求項３、５から８の何れか１つに記載の発明において、
前記蛇行流れ低減手段は、前記地面に形成した凹陥部からなことに特徴を有するものであ
る。
【００３４】
　請求項１６に記載の発明は、請求項３、５から８の何れか１つに記載の発明において、
前記蛇行流れ低減手段は、前記地面に、送風口を前記鉄道車両の走行方向下流側に向けて
設置した送風機からなることに特徴を有するものである。
【００３５】
　請求項１７に記載の発明は、請求項４から８の何れか１つに記載の発明において、前記
渦流抑制手段は、前記鉄道車両の床下に、送風口を前記鉄道車両の内側に向けて設置した
送風機からなることに特徴を有するものである。
【発明の効果】
【００３６】
　この発明によれば、Ｌ字状空間（Ｓ）に分離手段を設けて、Ｌ字状空間（Ｓ）を、車両
床下空間（Ｓ１）と車両側方空間（Ｓ２）とに分離することにより、Ｌ字状空間（Ｓ）に
発生する蛇行流れ（Ｅ）を低減することができる。
【００３７】
　また、この発明によれば、Ｌ字状空間（Ｓ）に蛇行流れ低減手段を設けて、渦流（Ｃ）
そのものの発生を抑制することにより、車両床下空間（Ｓ１）および車両側方空間（Ｓ２
）の少なくとも一方に発生する蛇行流れ（Ｄ）を低減することができるので、Ｌ字状空間
（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法の一実施
形態を示す概略断面図である。
【図２】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法の別の実
施形態を示す概略断面図である。
【図３】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさらに
別の実施形態を示す概略断面図である。
【図４】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさらに
別の実施形態を示す概略断面図である。
【図５】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさらに
別の実施形態を示す概略底面図である。
【図６】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさらに
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別の実施形態を示す概略底面図である。
【図７】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさらに
別の実施形態を示す概略断面図である。
【図８】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさらに
別の実施形態を示す概略断面図である。
【図９】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさらに
別の実施形態を示す概略断面図である。
【図１０】鉄道車両床下の切り欠き部に発生する渦流の説明図である。
【図１１】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさら
に別の実施形態を示す概略断面図である。
【図１２】図１１に示す実施形態の概略底面図である。
【図１３】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさら
に別の実施形態を示す概略側面図である。
【図１４】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさら
に別の実施形態を示す概略断面図である。
【図１５】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさら
に別の実施形態を示す概略側面図である。
【図１６】この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法のさら
に別の実施形態を示す概略底面図である。
【図１７】地面上の鉄道車両を示す概略斜視図である。
【図１８】車両床下空間に発生する渦流の説明図である。
【図１９】車両床下空間に発生する蛇行流れの説明図である。
【図２０】トンネル内の鉄道車両を示す概略斜視図である。
【図２１】Ｌ字状空間に発生する蛇行流れの説明図である。
【図２２】Ｌ字状空間に発生する蛇行流れの展開図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法の一実施形態を
、図面を参照しながら説明する。
【００４０】
　図１は、この発明の、鉄道車両がトンネル走行中に発生する蛇行流れの低減方法の一実
施形態を示す概略断面図である。
【００４１】
　図１において、１は、トンネル内の地面２上を走行する鉄道車両、３は、トンネル壁面
、４は、鉄道車両１の下部コーナー部に、鉄道車両１の長手方向に沿って取り付けた蛇行
流れ低減手段として分離手段である。この分離手段は、移動分離板４からなっている。移
動分離板４は、車両床下空間（Ｓ１）と車両側方空間（Ｓ２）とによって形成されるＬ字
状空間（Ｓ）を、車両床下空間（Ｓ１）と車両側方空間（Ｓ２）とに分離する機能を有し
ている。
【００４２】
　このように、鉄道車両１に移動分離板４を設けることによって、Ｌ字状空間（Ｓ）を車
両床下空間（Ｓ１）と車両側方空間（Ｓ２）とに分離することができるので、Ｌ字状空間
（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）（図２１、図２２参照）を低減することができる。この
結果、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバラスト飛散等を低減することができる
。
【００４３】
　別の分離手段を図２に示す。この分離手段は、地面２とトンネル壁面３とのコーナー部
に、コーナー部に沿って設けた固定分離板５からなっている。
【００４４】
　このように、地面２とトンネル壁面３とのコーナー部に固定分離板５を設けることによ
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って、Ｌ字状空間（Ｓ）を車両床下空間（Ｓ１）と車両側方空間（Ｓ２）とに分離するこ
とができるので、Ｌ字状空間（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）を低減することができる。
この結果、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバラスト飛散等を低減することがで
きる。
【００４５】
　以上のように、分離手段により、Ｌ字状空間（Ｓ）を、車両床下空間（Ｓ１）と車両側
方空間（Ｓ２）とに分離すれば、Ｌ字状空間（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）を低減する
ことができるので、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバラスト飛散等を低減する
ことができるが、別の蛇行流れ低減手段としての渦流抑制手段を設けて、渦流（Ｃ）その
ものの発生を抑制すれば、車両床下空間（Ｓ１）および車両側方空間（Ｓ２）の少なくと
も一方に発生する蛇行流れ（Ｄ）を低減することができるので、Ｌ字状空間（Ｓ）に発生
する蛇行流れ（Ｅ）を低減することができる。
【００４６】
　図３に、別の蛇行流れ低減手段としての渦流抑制手段を示す。この渦流抑制手段は、地
面２とトンネル壁面３とのコーナー部に、コーナー部に沿って間隔をあけて設けた分離単
板６からなっている。
【００４７】
　このように、地面２とトンネル壁面３とのコーナー部に分離単板６を設けることによっ
て、コーナー部の流れが速まるので、Ｌ字状空間（Ｓ）の流れが速まり、Ｌ字状空間（Ｓ
）に発生する蛇行流れ（Ｅ）を低減することができるので、鉄道車両１の走行中に発生す
る車両動揺やバラスト飛散等を低減することができる。
【００４８】
　図４に、さらに別の蛇行流れ低減手段としての渦流抑制手段を示す。この渦流抑制手段
は、地面２とトンネル壁面３とのコーナー部に設けた送風機７からなっている。
【００４９】
　このように、地面２とトンネル壁面３とのコーナー部に送風機７を設け、送風機７から
送風すれば、Ｌ字状空間（Ｓ）の流れが速まり、Ｌ字状空間（Ｓ）に発生する蛇行流れ（
Ｅ）を低減することができるので、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバラスト飛
散等を低減することができる。
【００５０】
　図５に、さらに別の蛇行流れ低減手段としての渦流抑制手段を示す。この渦流抑制手段
は、鉄道車両１の床下に設置された送風機８からなっている。送風機８は、流速を増加す
る機能を有し、鉄道車両１の長手方向に間隔をあけて複数台、設置されている。送風機８
の送風口は、鉄道車両１の走行方向（Ｐ）の下流側に向けられている。
【００５１】
　このように、鉄道車両１の床下に送風機８を設置し、鉄道車両１の走行中に、送風口か
ら鉄道車両１の下流側に向けて送風することによって、車両床下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ
）（図１８参照）が速まるので、車両床下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ）と車両側方空間（Ｓ
２）の流れ（Ｂ）（図１８参照）の速度分布が均一になる。これによって、車両床下空間
（Ｓ１）に発生する渦流（Ｃ）（図１８参照）を抑制することができるので、Ｌ字状空間
（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）を低減することができる。この結果、鉄道車両１の走行
中に発生する車両動揺やバラスト飛散等を低減することができる。
【００５２】
　なお、送風機８は、鉄道車両１の車間部に設置しても、あるいは、鉄道車両１の台車部
に設置しても良い。
【００５３】
　図６に、さらに別の蛇行流れ低減手段を示す。この蛇行流れ低減手段は、鉄道車両１の
床下に、鉄道車両１の内側に向けて傾斜させて設置した偏向板９からなっている。偏向板
９は、鉄道車両１の長手方向に間隔をあけて複数対、設置されている。偏向板９は、鉄道
車両１の走行方向（Ｐ）に向かって広がるように設置されている。
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【００５４】
　このように、鉄道車両１の床下に偏向板９を設置することによって、鉄道車両１の走行
中に、流れが鉄道車両１の床下の中央部に偏向されて集まり、鉄道車両１の床下流れが速
まるので、車両床下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ）と車両側方空間（Ｓ２）の流れ（Ｂ）の速
度分布が均一になるので、上記実施形態と同様に、鉄道車両１の走行中に発生する車両動
揺やバラスト飛散等を低減することができる。
【００５５】
　さらに別の蛇行流れ低減手段を図７に示す。この蛇行流れ低減手段は、流れを鉄道車両
１の床下に送ることが可能な、鉄道車両１の先頭構造からなっている。この先頭構造は、
鉄道車両１の先頭に形成した、流れを取り入れる開口１０からなっている。開口１０は、
鉄道車両１の先頭から鉄道車両１の床下に向かって形成されている。
【００５６】
　このように、鉄道車両１の先頭に開口１０を形成することによって、鉄道車両１が走行
中（図中、走行方向をＰで示す）に、流れが鉄道車両１の床下に送られるので、車両床下
空間（Ｓ１）の流れ（Ａ）と車両側方空間（Ｓ２）の流れ（Ｂ）の速度分布が均一になる
。この結果、上記実施形態と同様に、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバラスト
飛散等を低減することができる。
【００５７】
　別の先頭構造を図８に示す。この先頭構造は、鉄道車両１の頭部に傾斜部１１を形成し
たものからなっている。傾斜部１１は、鉄道車両１の先頭から鉄道車両１の床下に向かっ
て形成されている。
【００５８】
　このように、鉄道車両１の先頭に傾斜部１１を形成することによって、鉄道車両１が（
Ｐ）方向に走行中に、流れが鉄道車両１の床下に送られるので、車両床下空間（Ｓ１）の
流れ（Ａ）と車両側方空間（Ｓ２）の流れ（Ｂ）の速度分布が均一になる。この結果、上
記実施形態と同様に、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバラスト飛散等を低減す
ることができる。
【００５９】
　さらに別の蛇行流れ低減手段を図９に示す。この蛇行流れ低減手段は、流れを鉄道車両
１の床下に送ることが可能な鉄道車両１の断面形状からなっている。この断面形状は、鉄
道車両１の側面下部コーナー部に形成された切り欠き１２からなっている。切り欠き１２
は、鉄道車両１の長手方向に沿って形成されている。切り欠き１２は、断面、直線状に形
成しても、曲線状に形成しても良い。
【００６０】
　このように、鉄道車両１の側面下部コーナー部に切り欠き１２を形成することによって
、鉄道車両１が走行中に、車両床下空間（Ｓ１）の流れが速くなるので、車両床下空間（
Ｓ１）の流れ（Ａ）と車両側方空間（Ｓ２）の流れ（Ｂ）の速度分布が均一になる。この
結果、上記実施形態と同様に、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバラスト飛散等
を低減することができる。
【００６１】
　別の断面形状は、同図に示すように、鉄道車両１の床下に形成した凹部１３からなって
いる。凹部１３は、鉄道車両１の長手方向に沿って形成されている。
【００６２】
　このように、鉄道車両１の床下に凹部１３を形成することによって、鉄道車両１が走行
中に、車両床下空間（Ｓ１）の流れが速くなるので、車両床下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ）
と車両側方空間（Ｓ２）の流れ（Ｂ）の速度分布が均一になる。この結果、上記実施形態
と同様に、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバラスト飛散等を低減することがで
きる。
【００６３】
　本発明者によれば、図１０に示すように、鉄道車両１の床下に切り欠き部１４が形成さ
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れていると、切り欠き部１４内に渦流（Ｆ）が発生し、この渦流（Ｆ）によって、車両床
下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ）が低下することが分かった。
【００６４】
　そこで、車両床下空間（Ｓ１）の流れの低下を軽減するために、図１１、図１２に示す
ように、蛇行流れ低減手段としての塞ぎ板１５を切り欠き部１４の端部に設ける。
【００６５】
　このように、切り欠き部１４の端部に塞ぎ板１５を設けることによって、車両床下空間
（Ｓ１）の流れ（Ａ）の低下を軽減することができるので、車両床下空間（Ｓ１）に発生
する蛇行流れ（Ｄ）を抑制することができる。この結果、Ｌ字状空間（Ｓ）に発生する蛇
行流れ（Ｅ）を抑制することができるので、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバ
ラスト飛散等を低減することができる。
【００６６】
　塞ぎ板１５は、矩形状の板材でも良いが、図１２に示すように、先端部を鋸歯状に形成
したものであれば、渦流（Ｆ）の発生をより効果的に抑制することができる。
【００６７】
　以上の実施形態は、何れも、蛇行流れ低減手段を鉄道車両１側に設けたものであるが、
蛇行流れ低減手段は、地面２側に設けても良い。
【００６８】
　以下、蛇行流れ低減手段を地面２側に設けた実施形態について、図面を参照しながら説
明する。
【００６９】
　図１３に示す蛇行流れ低減手段は、地面２から上方に突出して設けた突出板１６からな
っている。突出板１６は、鉄道車両１の走行方向に沿って間隔をあけて設けられている。
【００７０】
　このように、地面２に突出板１６を設けることによって、車両床下空間（Ｓ１）の流れ
（Ａ）が速まり、車両床下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ）と車両側方空間（Ｓ２）の流れ（Ｂ
）の速度分布が均一になる。この結果、鉄道車両１の走行中に発生する渦流が抑制される
ので、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバラスト飛散等を低減することができる
。
【００７１】
　別の蛇行流れ低減手段を図１４に示す。この蛇行流れ低減手段は、地面２に形成した凹
陥部１７からなっている。凹陥部１７は、鉄道車両１の走行方向に沿って間隔をあけて設
けられている。
【００７２】
　このように、地面２に凹陥部１７を設けることにょって、車両床下空間（Ｓ１）の流れ
（Ａ）が速まり、車両床下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ）と車両側方空間（Ｓ２）の流れ（Ｂ
）の速度分布が均一になる。この結果、上記実施形態と同様に、鉄道車両１の走行中に発
生する車両動揺やバラスト飛散等を低減することができる。
【００７３】
　さらに別の蛇行流れ低減手段を図１５に示す。この蛇行流れ低減手段は、地面２に設置
した送風機１８からなっている。送風機１８は、鉄道車両１の走行方向に沿って間隔をあ
けて設けられている。送風機１８の送風口は、鉄道車両１の走行方向（Ｐ）の下流側に向
けられている。
【００７４】
　このように、地面２に送風機１８を設置し、鉄道車両１の走行中に、送風口から鉄道車
両１の下流側に向けて送風することによって、車両床下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ）が速ま
り、車両床下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ）と車両側方空間（Ｓ２）の流れ（Ｂ）の速度分布
が均一になる。この結果、上記実施形態と同様に、鉄道車両１の走行中に発生する車両動
揺やバラスト飛散等を低減することができる。
【００７５】
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　以上の実施形態は、何れも、車両床下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ）と車両側方空間（Ｓ２
）の流れ（Ｂ）の速度分布を均一にして、Ｌ字状空間（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）を
抑制し、これによって、鉄道車両１の走行中に発生する車両動揺やバラスト飛散等を低減
するものであるが、図１６に示すように、蛇行流れ低減手段を、鉄道車両１の床下に、送
風口を鉄道車両１の内側に向けて対向設置した送風機１９からなるものとしても良い。送
風機１９は、鉄道車両１の長手方向に間隔をあけて複数対、設置されている。
【００７６】
　このように、鉄道車両１の床下に送風機１９を設置し、鉄道車両１の走行中に、送風口
から鉄道車両１の内側に向けて送風することによって、車両床下空間（Ｓ１）の流れ（Ａ
）と車両側方空間（Ｓ２）の流れ（Ｂ）の速度勾配が減少する。これによって、車両床下
空間（Ｓ１）に発生する渦流（Ｃ）を抑制することができるので、Ｌ字状空間（Ｓ）に発
生する蛇行流れ（Ｅ）を低減することができる。この結果、鉄道車両１の走行中に発生す
る車両動揺やバラスト飛散等を低減することができる。
【００７７】
　以上の実施形態は、蛇行流れ低減手段を、車両床下空間（Ｓ１）のみに設けた場合であ
るが、蛇行流れ低減手段は、車両側方空間（Ｓ２）のみ、あるいは、車両床下空間（Ｓ１
）および車両側方空間（Ｓ２）の両方に設けても良い。
【００７８】
　また、上記分離手段と上記渦流抑制手段を適宜、組み合わせても良いことは勿論である
。
【００７９】
　以上、説明したように、この発明によれば、Ｌ字状空間（Ｓ）に蛇行流れ低減手段とし
ての分離手段を設けて、Ｌ字状空間（Ｓ）を、車両床下空間（Ｓ１）と車両側方空間（Ｓ
２）とに分離することにより、Ｌ字状空間（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）を低減するこ
とができる。この結果、鉄道車両１がトンネルを走行中に発生する車両動揺やバラスト飛
散等を防止することができる。
【００８０】
　また、この発明によれば、Ｌ字状空間（Ｓ）に蛇行流れ低減手段としての渦流抑制手段
を設けて、車両床下空間（Ｓ１）および車両側方空間（Ｓ２）の少なくとも一方に発生す
る蛇行流れ（Ｄ）を低減することによって、Ｌ字状空間（Ｓ）に発生する蛇行流れ（Ｅ）
を低減することができる。この結果、鉄道車両１がトンネルを走行中に発生する車両動揺
やバラスト飛散等を防止することができる。
【符号の説明】
【００８１】
　Ａ：車両床下空間の流れ
　Ｂ：車両側方空間の流れ
　Ｃ：渦流
　Ｄ：蛇行流れ
　Ｅ：蛇行流れ
　Ｆ：渦流
　Ｓ：Ｌ字状空間
　Ｓ１：車両床下空間
　Ｓ２：車両側面空間
　１：鉄道車両
　２：地面
　３：トンネル壁面
　４：移動分離板
　５：固定分離板
　６：分離単板
　７：送風機
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　８：送風機
　９：偏向板
　１０：開口
　１１：傾斜部
　１２：切り欠き
　１３：凹部
　１４：切り欠き部
　１５：塞ぎ板
　１６：突出板
　１７：凹陥部
　１８：送風機
　１９：送風機
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