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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の鉄道車両により構成される鉄道車両の編成列車において、
　前記複数の鉄道車両の各鉄道車両は、直流電力供給用の直流電力バスを備え、当該直流
電力バスは複数の鉄道車両を編成することにより相互に接続されて前記編成列車内を引き
通され、
　各鉄道車両の車上機器の動作状態をモニタリング及び制御する端末装置と、当該端末装
置間を接続するための伝送路とを有し、編成長の変更及び連結される鉄道車両の種別に応
じて前記車上機器の起動停止、発電電力量、架線からの取り込み電力、回生時の前記架線
への電力回生量、駆動電力の少なくともいずれかを統括制御する列車制御システムを備え
、
　前記編成列車は、少なくとも、
　前記列車制御システムにより決定される前記発電電力量を発電して前記直流電力バスに
直流電力を供給する発電装置を搭載した第１の鉄道車両と、
　前記架線から受電し、前記直流電力バスに直流電力を供給する電源装置を搭載した第２
の鉄道車両と、
　前記列車制御システムにより決定される前記駆動電力に従って前記直流電力バスから供
給された直流電力を電圧／周波数可変交流電力に変換する電動機用電力変換手段と当該交
流電力で駆動され鉄道車両の牽引力を発生する交流電動機とを備えた第３の鉄道車両と、
　前記直流電力バスと接続された補助電源装置を備えた第４の鉄道車両と、から構成され
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、
　前記列車制御システムは、前記電動機用電力変換手段から前記交流電動機へ供給される
前記駆動電力と前記補助電源装置を介して前記編成列車上の負荷で消費される電力の和が
前記発電装置の発電電力と前記電源装置の出力電力の和を超えないように、前記交流電動
機と前記負荷の消費電力のいずれか一方または両方を制御し、
　前記第１の鉄道車両に搭載された前記発電装置は、内燃機関と、当該内燃機関の駆動力
を電気に変換する発電機と、当該発電機の出力電圧を直流電圧に変換して前記直流電力バ
スに電力を供給する第１の電力変換器とを有し、
　前記第２の鉄道車両に搭載された前記電源装置は、屋根上に搭載されたパンタと、床下
に搭載された変圧器及び架線の単相交流を直流電力に変換する第２の電力変換器を有し、
　屋根上にパンタを備えた前記第２の鉄道車両を少なくとも２台備え、当該２台の第２の
鉄道車両は前記編成列車の両端に配置され、
　前記編成列車の両端に配置される前記第２の鉄道車両のパンタは互いに電力ケーブルで
接続される
ことを特徴とする鉄道車両の編成列車。
【請求項２】
　請求項１に記載の鉄道車両の編成列車において、
　前記発電装置と前記電源装置の両方を稼動させる場合に、前記発電装置及び前記電源装
置は、前記直流電力バスの電圧を所定の制御目標電圧に制御する
ことを特徴とする鉄道車両の編成列車。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の鉄道車両の編成列車において、
　前記直流電力バスを二重化し、前記第１から前記第４の鉄道車両の各々は、前記二重化
した直流電力バスのいずれか一方と接続する選択手段を備えること
あるいは、
　前記直流電力バスを前記第１の鉄道車両側と前記第２の鉄道車両側の二つの給電区間に
分割する接触器を備え、前記給電区間それぞれの直流電力バスは、前記第３または前記第
４の各鉄道車両のいずれか一方と接続される
ことを特徴とする鉄道車両の編成列車。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の鉄道車両の編成列車において、
　前記列車制御システムは、前記編成列車の分割・併合に伴う編成構成を自動認識する機
能、または、当該分割・併合に伴う編成構成を集中して設定できる機能を有する
ことを特徴とする鉄道車両の編成列車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道車両用車上電気機器と、それを搭載した車両により構成される列車に係
り、特に異なる電力源に対応する技術と、それを適用した鉄道車両および鉄道車両の編成
列車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道には、トロリーワイヤーやサードレールを介して地上から列車に電力を供給する設
備が具備されている区間（以下、「電化区間」と言う。）と、地上からの電力供給設備が
なく列車自身が有している発電手段により電力を得る（または動力源により動力を得る）
区間（以下、「非電化区間」という。）の二種類の区間があり、列車量の多い区間が優先
的に電化される傾向にある。また、昨今では、エネルギー単価の高騰を背景に、非電化区
間の電化計画が進んでいる。
【０００３】
　列車の運用を効率的に行うためには、これらの区間を走行する列車を共通化することが
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必要である。列車の共通化の手段としては、電力源／動力源を持たない車両によって構成
される列車を、電化区間では電気機関車（またはディーゼル機関車）で牽引し、非電化区
間では内燃機関を動力源とする、例えば、ディーゼル機関車で牽引する方式が一般的に広
く用いられている。
【０００４】
　電気、ディーゼルに関らず機関車は、多くの機器を搭載しており、通常、列車を構成す
る客車の数倍の重量がある。例えば、新幹線列車のように、駆動装置をはじめとする列車
に必要な機能を分散配置した動力分散型の列車と比較して、機関車は、軸重のある車軸に
より、軌道へのダメージが大きくなる、あるいは、重量が集中した車両のブレーキ力の増
強が必要であるなどの理由により、列車の高速化に限界があると言う課題があった。
【０００５】
　一方で、機能分散型の列車においては、電化区間用、非電化区間用のそれぞれに最適化
する必要があり、共通化できないという課題がある。
【０００６】
　また、機関車が唯一無二の動力供給源である構成の列車では、機関車が故障した場合に
列車が立ち往生してしまう課題がある。さらに、最近の車両は窓ガラスが固定式になって
おり、車内の換気、温度管理には電気が必要であり、唯一の電力供給源でもある機関車が
故障した場合、車内環境が極端に悪化してしまうと言う課題がある。特に、電気機関車に
おいてはそれ自身に問題が無くとも架線への送電が停止してしまった場合にも、全ての乗
客へのサービスが停止しまうと言う課題がある。
【０００７】
　このような課題に対して、非特許文献１では、架線電圧またはディーゼルエンジンによ
る発電手段を有し、走行区間に合せて、これらを切替えることにより、上記の課題を解消
できる鉄道用車両を実現する手段が掲載されている。上記非特許文献１の方式では、複数
の電力源を有することができるので、いずれかの電力源に問題があった場合にも運行の継
続や、乗客サービスの継続的な提供が可能となる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Bombardier Transportation‘EcoActive Technologies〔MITRAC Hybrid
〕The Dual Power Propulsion Chain’［retrievedon 16 April 2010］Retrieved fromIn
ternet<URL:http//www.bombardier.com/files/en/supporting_docs/BT-ECO4-MITRAC_Hybr
id.pdf
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記非特許文献１の技術は、機関車への適用や、固定編成への適用が前
提とされており、機関車では編成荷重の分散によるトラックダメージの低減を達成できな
いと言う課題がある。また、固定編成においては輸送需要に応じて列車長を変更すること
ができないという新たな課題がある。
【００１０】
　さらに、電化区間のみを走行する列車への運用の場合にも、非電化区間用の大きな発電
手段（ディーゼルエンジン）を搭載する必要があり、かつ、非電化区間のみを走行する列
車においても、架線下でのみ必要な機器の搭載が必要であり、効率的な列車構成とはいえ
ないと言う課題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の鉄道車上電気機器を搭載した鉄道用車両を連結した列車は、発電装置を搭載し
た車両、架線から電力を得て列車に電力を供給する車両、駆動装置を搭載した車両、車上
機器に電源を供給する補助電源装置を搭載した車両、非常時に列車に電力を供給するため
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の発電装置を搭載した車両、電力蓄積手段を搭載した車両、過剰電力消費手段を搭載した
車両を設け、運行区間、乗客需要に応じて、これらの車両のすべてまたは一部を組合せて
なる列車において、編成内の車両間で電力を融通できる手段（コモンバスライン）を少な
くとも一系統を設けるとともに、編成を構成する車両の種別にかかわらず複数（二編成以
上）の編成を分割、併合できる機能を設ける。
【００１２】
　また、各車に搭載した端末装置とそれらを結ぶ伝送路からなる列車制御システムを搭載
し、車上の各装置の起動停止や、発電電力量、架線からの取り込み電力（回生時は、架線
への電力回生量）、駆動装置が消費する電力などを統括制御する。
【００１３】
　さらに、列車制御システムにおいては、編成構成および列車内の装置の種別、員数を自
動認識する機能および手動設定のための手段を設け、いずれか一方の機能にて編成構成を
認識する機能を設ける。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、駆動装置、電源装置、補助電源装置を異なる車両に搭載し、機能を編
成内に分散することで重量分散を図るとともに、駆動装置を有する車両と運用に合せた電
源車を組合せることで非電化のみを走行する列車、電化区間のみを走行する列車、電化、
非電化区間を通して運行される列車をそれぞれ最適化することができる。
【００１５】
特に、架線電圧を唯一の電力源とする編成においては、補助発電装置を有する車両を連結
することで、架線停電時にも乗客のサービスを継続的に提供することができる。
【００１６】
　また、編成構成にかかわらず複数の編成を分割・併合できる機能を活用することで、運
用開始前後および運用の途中で、適宜編成長を変更可能となり、さらなる運用範囲の拡大
が期待できる。
【００１７】
　さらに、これらの制御、状態表示を行う列車制御システムを搭載することで、電源の切
替機能の自動化、最適化を図ることがで、運転手、乗務員の負担軽減を図ることができる
。
【００１８】
　また、列車制御システムに編成構成を自動認識する機能（または、集中して設定できる
機能を持たせる）を持たせることにより、編成組替えに伴う車両の設定および編成の分割
・併合時の構成認識を容易に実現することができ、異なる列車の需要および運用中に分割
・併合があっても短時間で対応することができる。もちろん、運転手、乗務員、保守員な
どにより手動設定することも可能である。
【００１９】
　また、列車制御システムに地上との通信機能を持たせ、地上にて編成の設定および確認
を可能とすることで、列車の設定をさらに簡素化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は本発明の一実施形態を示す編成図である。
【図２】図２は本発明の一実施形態を示す編成図である。
【図３】図３は本発明の一実施形態を示す編成図である。
【図４】図４は本発明の一実施形態を示す編成図である。
【図５】図５は本発明の一実施形態を示す編成図である。
【図６】図６は本発明の一実施形態を示す編成図である。
【図７】図７は本発明の一実施形態を示す編成図である。
【図８】図８は本発明の一実施形態を示す編成図である。
【図９】図９は本発明の一実施形態を示す編成図である。
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【図１０】図１０は本発明の一実施形態を示す編成図である。
【図１１】図１１は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（列車を通常運
行するための主発電装置、例えばディーゼルエンジンなどの内燃機関を搭載した車両）を
示す図である。
【図１２】図１２は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（主発電装置、
架線電力取り込みにかかわる機器が十分な電力を得られない場合において、車上の乗客サ
ービス機器に電力を供給できる発電容量を有する補助発電装置、例えばディーゼルエンジ
ンなどの内燃機関を搭載した車両）を示す図である。
【図１３】図１３は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（列車を通常運
行するための主発電装置、例えば燃料電池などの発電手段を搭載した車両）を示す図であ
る。
【図１４】図１４は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（主発電装置、
架線電力取り込みにかかわる機器が十分な電力を得られない場合において、車上の乗客サ
ービス機器に電力を供給できる発電容量を有する補助発電装置、例えば燃料電池などの発
電手段を搭載した車両）を示す図である。
【図１５】図１５は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（屋根上に搭載
したパンタまたは他の車両に艤装されたパンタを介して交流架線から電力を得て、列車に
電力を供給する車両）を示す図である。
【図１６】図１６は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（他の車両に艤
装されたパンタを介して交流架線から電力を得て、列車に電力を供給する車両）を示す図
である。
【図１７】図１７は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（屋根上に搭載
したパンタまたは台車に搭載されたシューギアを介して直流架線またはサードレールから
電力を得て、列車に電力を供給する車両）を示す図である。
【図１８】図１８は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（電力変換器を
持たないが、屋根上にパンタを搭載し架線電力を取り込み他の車両に送電するとともに、
隣接する車両間の電力を送電するコモンバスラインを有する車両）を示す図である。
【図１９】図１９は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（屋根上に搭載
したパンタまたは他の車両に艤装されたパンタを介して交流架線から電力を得て、列車に
電力を供給する変圧器と電力変換装置が床下に艤装された車両）を示す図である。
【図２０】図２０は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（屋根上に搭載
したパンタまたは他の車両に艤装されたパンタを介して交流架線から電力を得て、列車に
電力を供給すると共に床下に補助発電装置が艤装された車両）を示す図である。
【図２１】図２１は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（駆動装置を搭
載した車両）を示す図である。
【図２２】図２２は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（車上機器に電
源を供給する補助電源装置と駆動装置を搭載した車両）を示す図である。
【図２３】図２３は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（車上機器に電
源を供給する補助電源装置を搭載した車両）を示す図である。
【図２４】図２４は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（隣接する車両
間の電力を送電するためのコモンバスラインを搭載した車両）を示す図である。
【図２５】図２５は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（電力蓄積手段
を搭載した車両）を示す図である。
【図２６】図２６は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（過剰電力を消
費する手段を搭載した車両）を示す図である。
【図２７】図２７は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（変圧器と電力
変換器（単相交流／直流変換）を床下艤装として搭載した車両）を示す図である。
【図２８】図２８は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（補助電源装置
を床下艤装として搭載した車両）を示す図である。
【図２９】図２９は本発明の一実施形態における列車制御システムの構成例を示す図であ
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る。
【図３０】図３０は本発明の一実施形態におけるコモンバスラインのアレンジを示す図で
ある。
【図３１】図３１は本発明の一実施形態におけるコモンバスラインのアレンジを示す図で
ある。
【図３２】図３２は本発明の一実施形態における車上機器の関連を示す図である。
【図３３】図３３は本発明の一実施形態における車上機器の関連を示す図である。
【図３４】図３４は本発明の一実施形態における車上機器の関連を示す図である。
【図３５】図３５は本発明の一実施形態における車上機器の関連を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
【実施例】
【００２２】
　本発明を構成する鉄道車両機能の例を図１１～図２６を用いて説明する。図１１は、列
車を通常運行するための電力を発電する車両１の構成図であり、車両１には、内燃機関（
例えばディーゼルエンジンなどの内燃機関）１０と、内燃機関１０の駆動力を電気に変換
する主発電機１１と、主発電機１１の出力電圧を安定した直流電圧に変換しコモンバスラ
イン１０００に電力を供給する電力変換器１２が搭載されている。複数の車両からなる列
車の電力源・駆動源となるため、１０、１１、１２の機器は車内に艤装された電源専用車
両となるため、乗客や荷物を載せることはないか、あっても非常に限られたスペースのみ
となる。
【００２３】
　図１２は、内燃機関１０Ａ、補助発電機１１Ａ、電力変換器１２Ａからなり、前記車両
１や、後述する車両２、車両２０２、車両２０３などの架線からの電力を変換してコモン
バスライン１０００に電力を供給する手段が機能不全、架線システムの不具合などにより
十分な電力を供給できない場合に起動され、乗客サービス機器に電力を供給するための発
電容量を有する補助発電装置を有する車両１Ａの構成図である。この車両に搭載されてい
る補助発電装置は、図１１に示した数ＭＷ程度の容量の主発電装置の約１０分の１の大き
さの数百ｋＷ程度の容量の装置であり、小型軽量で、床下に艤装することが可能であり、
乗客向けのスペースを十分に確保できる。
【００２４】
　図１３は、列車を通常運行するための電力を発電する車両１０１の構成図であり、車両
１０１には、燃料発電機などのリユース可能な発電装置１１１と、直流電圧に変換しコモ
ンバスライン１０００に電力を供給する電力変換器１１２が搭載されている。複数の車両
からなる列車の電力源・駆動源となるため、１１１、１１２の機器は車内に艤装された電
源専用車両となるため、乗客や荷物を載せることはないかあっても非常に限られたスペー
スのみとなる。
【００２５】
　図１４は、前記車両１や、後述する車両２、車両２０２、車両２０３などの架線からの
電力を変換してコモンバスライン１０００に電力を供給する手段が機能不全、架線システ
ムの不具合などにより十分な電力を供給できない場合に起動され、燃料発電機などのリユ
ース可能な発電手段１１１Ａと、直流電圧に変換しコモンバスライン１０００に電力を供
給する電力変換器１１２Ａが搭載され、乗客サービス機器に電力を供給するための発電容
量を有する補助発電装置を有する車両１０１Ａの構成図である。
【００２６】
　図１５は、パンタ２０を介して、図示していない（交流）架線から電力を取り込みコモ
ンバスライン１０００に電力を供給（または回生）する車両２を示す図である。パンタ２
０にて得た架線電力を変圧器２１にて、降圧し電力変換装置２２にて、安定した直流電圧
・電力に変換しコモンバスライン１０００に供給する。図１５の例では、パンタ２０は言
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うまでもなく屋根上に艤装される。変圧器２１と電力変換装置２２は、車両内に搭載され
ている。
【００２７】
　図１６は、パンタが無いことを除き車両２と同じ機能を有する車両２０１の構成図であ
る。この車両を、中間を編成に連結することで、架線からの入力電力容量を増加すること
ができる。この車両を編成内接続する場合は、特高ケーブル２００が必要である。
【００２８】
　図１７は、直流を前提としており、パンタ２０により取り込んだ電力を電力変換器２３
にて、安定した電圧に変換し、コモンバスライン１０００に供給する。サードレール方式
の場合においては、パンタ２０ではなく台車に装荷したシューギアを備える。
【００２９】
　図１８において、車両２０３は、パンタ２０を有し、ケーブル２００にて車両２または
車両２０１に架線電力を電送する機能を有する。
【００３０】
　図１９において、車両２０４は、パンタ２０を介して、図示していない（交流）架線か
ら電力を取り込みコモンバスライン１０００に電力を供給（または回生）する。パンタ２
０にて得た架線電力を床下に艤装された変圧器２１Ａにて降圧し、床下に艤装された電力
変換装置２２Ａにて、安定した直流電圧・電力に変換しコモンバスライン１０００に供給
する。図１９では、パンタ２０は屋根上に艤装されるが、変圧器２１Ａと電力変換装置２
２Ａは、床下に艤装され、乗客向けのスペースを十分に確保することができる。
【００３１】
　図２０において、車両２０５は、パンタ２０を介して、図示していない（交流）架線か
ら電力を取り込みコモンバスライン１０００に電力を供給（または回生）する。パンタ２
０にて得た架線電力を変圧器２１にて、降圧し電力変換装置２２にて、安定した直流電圧
・電力に変換しコモンバスライン１０００に供給する。また、図２０の車両２０４には補
助発電装置が搭載されており、補助発電装置１２１Ａと電力変換器１２２Ａが車両２０４
の床下に艤装されている。
【００３２】
　図２１は、コモンバスライン１０００から電力を得て、車輪を駆動する電動機３２を駆
動する電力変換装置３１からなる車両３を示す図である。この例では、一台の電力変換装
置で４台の電動機を駆動しているが、電力変換装置で駆動する電動機の数は、１台や２台
であっても良い。その際、車両３に搭載される電力変換装置の数は、一車両に具備される
電動機の数と、電力変換装置一台が駆動する電動機の数により、１台、２台、（３台）４
台のいずれでもよい。
【００３３】
　図２２は、図２１に示した構成の車両に加えて車上の負荷装置に電力を供給する補助電
源装置４１を追加して搭載した車両３０４を示している。この車両を連結することで、列
車を駆動するとともに車上の負荷装置に電力を供給することが可能となる。
【００３４】
　図２３は、補助電源装置４１を搭載し、コモンバスライン１０００に接続した車両４を
示している。
【００３５】
　図２４は、隣接する車両間の電力を融通するためのコモンバスライン１０００を搭載し
た車両５を示している。この車両は、電源、駆動装置、補助電源装置、後述する蓄電手段
、電力消費手段などはない車両である。（空調、照明などの自車内の負荷を除き、編成内
の電力融通にかかわる機器は、コモンバスライン１０００のみである。）
【００３６】
　図２５は、電力蓄積手段６１と、電力蓄積手段６１とコモンバスライン１０００間の電
力を制御する電力変換装置６２を搭載した車両６を示した図である。この車両６は、車両
３や車両３０４に搭載されている電動機３２が制動時に発電するエネルギー（回生エネル
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ギー）や編成内の余剰電力（電源装置の発生する電力と、駆動装置、補助電源装置によっ
て消費される電力の差分）をコモンバスライン１０００、電力変換装置６２を介して蓄積
し、加速時にそのエネルギーをコモンバスライン１０００に供給することで列車内のエネ
ルギー効率を向上する。また、電力変換装置６２にて電力蓄積手段６１の蓄積電力量、放
出電力量を調整することでコモンバスラインの電圧安定化を図る。
【００３７】
　図２６は、電力消費手段７１（例えば抵抗器）と、電力消費手段７１とコモンバスライ
ン１０００間の電力を制御する電力変換装置７２を搭載した車両７を示した図である。こ
の車両は、車両３や車両３０４に搭載されている電動機３２が制動時に発電するエネルギ
ー（回生エネルギー）や、編成内の余剰電力（電源装置の発生する電力と、駆動装置、補
助電源装置によって消費される電力の差分）を電力変換装置７２にて電力消費手段７１の
消費電力量を調整することでコモンバスライン１０００の安定化を図る。
【００３８】
　図２７は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（変圧器と電力変換器（
単相交流／直流変換）を床下艤装として搭載した車両）を示す図である。車両８の床下に
、変圧器２１Ａと電力変換装置２２Ａが艤装され、コモンバスライン１０００と接続され
ている。
【００３９】
　図２８は本発明の一実施形態における列車を構成する鉄道車両（補助電源装置を床下艤
装として搭載した車両）を示す図である。車両９の床下に、補助電源装置４１Ａが艤装さ
れ、コモンバスライン１０００と接続されている。
【００４０】
　図１は、上述した車両のうち、車両１、車両３、車両４を組合せた編成の例であり、非
電化区間および電化区間を編成内の発電手段を電力源として走行する列車を示している。
【００４１】
　図１の編成では、両端の車両１からコモンバスライン１０００を介して、車両３と車両
４に電力を供給する構成である。車両３に搭載された機器により、電動機３２を駆動して
列車を走行させる。また、車両４に搭載されている補助電源装置４１にて、編成内の負荷
に電力を供給する。これにより列車として必要な機能を実現する。
【００４２】
　また、両端の車両に搭載された異なる電力源からコモンバスライン１０００に電力を供
給する方式としては、次の（１）から（４）のいずれか、または、これらの組合せ（（３
）と（４）の組合せは除く）によって実現する。
（１）コモンバスライン１０００の制御目標電圧を共通にする
（２）前記列車制御システム２０００により、発電量を決定して制御する
（３）コモンバスライン１０００を二重化し、それぞれ異なる車両１に搭載される電力源
を接続するとともに、負荷となる車両３、車両４の機器をいずれか一方のコモンバスライ
ンに接続する。電力源と負荷は、二重化されたコモンバスラインのどちらにも接続できる
選択手段を持ち合わせることで、コモンバスラインの一方に故障があっても、電力源から
負荷への電力の伝送を可能とする。
（４）コモンバスライン１０００の給電区分を二区間に分割し、それぞれに異なる電力源
を接続し、負荷となる車両３、車両４の機器をいずれか一方のコモンバスラインに接続す
る。
【００４３】
　この場合、二つの給電区分に接触器を設けることで、一方の電源が故障した場合にも、
編成全体に電力を供給することが可能となる。
【００４４】
　必要に応じて、車両１の発電量は、編成内の車両３、車両４が消費する電力を基づいて
制御する。また、コモンバスライン１０００を介した列車内の安定した電力の送電、受電
のため、列車の総消費電力が、車両１の最大発電可能電力となるように車両３、車両４の
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消費電力に制限を設ける。すなわち、列車内の駆動にかかわる電力量と、補助電源装置を
介して列車上の負荷が消費する電力の総和が、列車内発電手段の最大発電量の和となるよ
うに、駆動力または車上負荷のいずれか一方または両方を制限する。
【００４５】
　以上により、編成内の発電電力、消費電力のバランスを取ることができ、コモンバスラ
イン１０００の過電圧や、低電圧による機器の停止を防ぐことができ、安定且つ継続的な
列車の運行を確保することができる。
【００４６】
　上記の機能は、図２９に示す列車制御システム２０００の搭載によって、更なる安定化
が可能である。列車制御システム２０００は、各車両に車上機器の動作状態をモニタリン
グ、制御する端末２００１と、これらの間を伝送路２００２で接続してなり、より高精度
、高速に、発電電力量、駆動力、車両負荷のモニタリングと制御、制限することができ、
これにより安定した列車の運行が可能となる。
【００４７】
　図１では、編成の中間に車両３、車両４を連結した例を示しているが、車両３、車両４
の代わりに、これらの車両の有する機能を併せ持つ車両３０４を列車に連結しても同様の
効果が得られる。もちろん、車両３、車両４をそのままに車両３０４を連結しても良い。
　また、単に車両を増結する場合、車両５を追加して連結することで、容易に編成長の変
更が可能である。
【００４８】
　車両６を連結することで、制動時のエネルギーを蓄積し、加速時に蓄積したエネルギー
を活用することができ、高効率化、燃料消費率の改善、機械ブレーキの負担を低減するこ
とができ、列車運用にかかわる費用を低減することができる。
【００４９】
　車両７を連結することにより、制動時のエネルギーを消費することで、機械ブレーキの
負担を低減することができ、列車運用にかかわる費用（ブレーキの保守費用）を低減する
ことができる。
【００５０】
　ここでは、６１、６２からなる電力蓄積手段、７１、７２からなる電力消費手段を有す
る専用車両、車両６、車両７を連結することを例にとって説明したが、これらの手段は、
編成内の他の車両、例えば車両１、車両３、車両４や、そのほか車両３０４などに、分散
配置しても良い。
【００５１】
　図１では、発電手段を有する車両１を列車の両端に連結し、双方を動作させているが、
編成長が短い場合には、いずれか一方のみを動作させ、他方を停止することで、発電手段
の稼動時間を短縮することができ、保守コストを低減することができる。さらなる、列車
運行の高効率化のため一端のみに車両１を連結しても良い。
【００５２】
　また、この場合、電力源となる車両１が一両のみとなるため、故障した場合の乗客サー
ビスの提供が困難となる。このような事態を避けるため、小容量の発電手段を有する車両
１Ａを連結しても良い。
【００５３】
　車両１Ａは、発電手段を床下に搭載しているため、乗客が乗車できる車両であり、編成
における連結位置に制約は無く、列車の乗車定員を増加させることができる。もちろん、
他の車両と車両１Ａを入れ替えることで、定員を減少させることなく、編成長の短縮、編
成重量の低減を図ってもよい。これにより、編成重量の増加を伴うことなく、乗客サービ
スの提供と、列車の移動が可能となる。
【００５４】
　車両１Ａの電源を編成内の唯一の電源とする場合において、列車の移動が優先される場
合は乗客へのサービス提供に必要な電力を、恒久的または一時的に制限し、列車の移動に
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必要な電力を確保しても良い。
【００５５】
　編成内に連結できる車両１Ａの車両数に制限はなく、複数連結し電力を確保してもよい
。（これらの発電手段の運転方法は、上述の（１）から（４）の方法を適用する。）上述
の機能については、手動または、前述の列車制御システムによる自動切換えによって実現
しても良い。
【００５６】
　また、車両１、車両１Ａについては内燃機関を電力源として説明しているが、車両１０
１、車両１０１Ａのように、燃料電池のような発電手段を電力源としても良い。
【００５７】
　一般に、列車が必要とする電力は、燃料電池の発電量の変化と比較して、高速に変化す
るため、列車が必要とする瞬間必要電力に過不足が生じる。
【００５８】
　該当の編成に電力蓄積手段を有する車両６を合せて連結することで、燃料電池の出力を
平均化することができ、より効率的な運転を実現できる。もちろん、車両６の機能を編成
内のほかの車両、例えば、車両１０１、車両３、車両４などに分散して配置しても同様の
機能が得られる。
【００５９】
　上述のように、編成長の変更、連結される車両の種別の識別、車上機器の制御は、図２
９に示した列車制御システム２０００によって、自動、運転手、乗務員、保守員などによ
る手動または半手動によって行う事で、列車を構成する機器のセッティングを確実且つ短
時間に実施できることは言うまでも無い。
【００６０】
　図２は、既に説明した車両のうち、車両１、車両３、車両４と車両２を組合せた編成の
別の例である。図１と異なる点は、列車への電力供給を車両１と、車両２の異なる電力源
によって行う点であり、図１の列車と同様に非電化区間および電化区間を編成内の発電手
段を電力源として走行するとともに、電化区間においては車両２に搭載されたパンタ２０
、変圧器２１、電力変換器２２を介して、架線から列車の電力源を得て走行する列車の例
を示している。
【００６１】
　図２の編成では、両端の車両１および車両２からコモンバスライン１０００を介して、
車両３と車両４に電力を供給する構成である。車両３に搭載された機器により、電動機３
２を駆動して列車を走行させる。また、車両４に搭載されている補助電源装置４１にて、
編成内の負荷に電力を供給する。これにより列車として必要な機能を実現する。
【００６２】
　両端の車両に搭載された異なる種別の電力源（車両１の発電手段および車両２の電力変
換手段）からコモンバスライン１０００に電力を供給する方式としては、次の（１）から
（４）のいずれか、または、これらの組合せ（（３）と（４）の組合せは除く）によって
実現する。
（１）コモンバスライン１０００の制御目標電圧を共通にする
（２）前記列車制御システム２０００により、発電量を決定して制御する
（３）コモンバスライン１０００を二重化し、それぞれ異なる車両１に搭載される電力源
を接続するとともに、負荷となる車両３、車両４の機器をいずれか一方のコモンバスライ
ンに接続する。
【００６３】
　電力源と負荷は、二重化されたコモンバスラインのどちらにも接続できる選択手段を持
ち合わせることで、コモンバスラインの一方に故障があっても、電力源から負荷への電力
の伝送を可能とする。
（４）コモンバスライン１０００の給電区分を二区間に分割し、それぞれに異なる電力源
を接続し、負荷となる車両３、車両４の機器をいずれか一方のコモンバスラインに接続す



(11) JP 5801999 B2 2015.10.28

10

20

30

40

50

る。
【００６４】
　この場合、二つの給電区分に接触器を設けることで、一方の電源が故障した場合にも、
編成全体に電力を供給することが可能となる。
【００６５】
　必要に応じて、車両１の発電量、車両２の電力変換量は、編成内の車両３、車両４が消
費する電力を基づいて制御する。また、コモンバスライン１０００を介した列車内の安定
した電力の送電、受電のため、列車の総消費電力が、車両１の最大発電可能電力と車両２
の最大電力変換量の和以下となるように車両３、車両４の消費電力に制限を設ける。
【００６６】
　すなわち、列車内の駆動にかかわる電力量と、補助電源装置を介して列車上の負荷が消
費する電力の総和が、列車内電力源（車両１の発電量＋車両２の電力変換量）の和となる
ように、駆動力または車上負荷のいずれか一方または両方を制限する。
【００６７】
　上記は、車両１と車両２の両方が稼動可能であることを前提としているが、非電化区間
においては車両２の電力変換量は零となり、車両１の発電量のみとなるため、列車内の駆
動にかかわる電力量と、補助電源装置を介して列車上の負荷が消費する電力の総和が、車
両１の最大発電量以下となるように、駆動力または車上負荷のいずれか一方または両方を
制限する。
【００６８】
　また、電化区間においては、電力変換効率の良い車両２のみを運転し、車両１の発電を
停止すること事があり、この場合においては、車両１の発電量は零となるため、列車内の
駆動にかかわる電力量と、補助電源装置を介して列車上の負荷が消費する電力の総和が、
車両２の電力変換量以下となるように、駆動力または車上負荷のいずれか一方または両方
を制限する。
【００６９】
　以上により、編成内の発電電力、消費電力のバランスを取ることができ、コモンバスラ
イン１０００の過電圧や、低電圧による機器の停止を防ぐことができ、安定且つ継続的な
列車の運行を確保することができる。
【００７０】
　上記の機能は、図２９に示す列車制御システム２０００の搭載によって、更なる安定化
が可能である。列車制御システム２０００は、各車両に車上機器の動作状態をモニタリン
グ、制御する端末２００１と、これらの間を伝送路２００２で接続してなり、より高精度
、高速に、発電電力量、駆動力、車両負荷のモニタリングと制御、制限することができる
。これにより安定した列車の運行が可能となる。
【００７１】
　図２の構成においては、電化区間にて電力系統に不具合があっても、車両１の発電手段
を起動して、列車に電力を供給することで、運転の継続が可能となる。
【００７２】
　非電化区間での車両１の発電手段の不全に、対応するためには、編成内に車両１Ａを追
加することで、既に図１の例で述べたように乗客へのサービス提供の確保と、列車の移動
が可能となる。この場合、電化区間でも車両１Ａの電力を活用することで、車両１の発電
手段を起動した場合よりもより、少ないエネルギーで、列車の移動が可能となる。
【００７３】
　図２では、編成の中間に車両３、車両４を連結した例を示しているが、車両３、車両４
の代わりに、これらの車両の有する機能を併せ持つ車両３０４を列車に連結しても同様の
効果が得られる。もちろん、車両３、車両４をそのままに車両３０４を連結しても良い。
【００７４】
　また、単に車両を増結する場合、車両５を追加して連結することで、容易に編成長の変
更が可能である。
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【００７５】
　図２においては、架線から電力を取り込む機能は車両２にのみ搭載されているが、電化
区間にて更なる出力を得る場合においては、車両３、車両４または、それらと同等の車両
（例えば３０４）を増結するとともに、図３２に示すように架線から電源を得る車両２を
（図２の右端の車両２に加え）少なくとも一両増結し、コモンバスライン１０００に電力
を供給する構成としても良い。これによって、編成内の電力容量を増大することができ、
長大編成や、列車の高速化に容易に対応することが可能となる。
【００７６】
　この構成の編成においては、図３３に示すように編成内の車両２のパンタ２０をケーブ
ル２００を介して接続することで、編成で２台のパンタを共通して利用することが可能と
なり、いずれか一方のパンタが故障しても、これを開放して、他方のパンタで運転を継続
することがかのうとなり、列車の信頼性を向上することができる。
【００７７】
　図３４は、パンタ２０を有さない車両２０１を編成の中間に増結し、屋根上に車両２に
搭載されているパンタ２０から、車両２０１までのケーブル２００を追加して、架線と車
両２０１に搭載された変圧器２１を接続し、車両２０１に搭載された電力変換装置２２を
介して、コモンバスライン１０００に電力を供給する編成構成した例である。
【００７８】
　ただし、パンタ２０、ケーブル２００、変圧器２１の関係を示しており、コモンバスラ
イン１０００は図示していない。
【００７９】
　図３４の構成によっても車両２を複数編成に連結した場合と、同様に、編成内の電力容
量を増大することができ、長大編成や、列車の高速化に容易に対応することが可能となる
。
【００８０】
　同様の効果が得られる他の例としては、図３５に示すようにパンタ２０とケーブル２０
０を有する車両２０３を増結して、ケーブル２００を介して、車両２０１に搭載された変
圧器２１を接続してもよい。ケーブル２００にて、車両２と車両２０３に搭載された電力
変換装置２２にて架線電圧を変換して、コモンバスライン１０００に電力を供給する方法
がある。
【００８１】
　この例においては、それぞれのパンタ２０を接続することで、編成で２台のパンタを共
通して利用することが可能となり、いずれか一方のパンタが故障しても、これを開放して
、他方のパンタで運転を継続することが可能となり、列車の信頼性を向上することができ
る。
【００８２】
　車両１Ａの追加による効果は、上記のいずれの編成構成（図２とそれから波及した構成
）においても、既に述べた効果が得られる。
【００８３】
　故障した場合の乗客サービスの提供が困難となる。このような事態を避けるため、小容
量の発電手段すなわち補助発電装置を有する車両１Ａを連結しても良い。車両１Ａは、発
電手段を床下に搭載しているため、乗客が乗車できる車両であり、編成における連結位置
に制約は無く、列車の乗車定員を増加させることができる。もちろん，既に編成を構成し
ている車両に補助発電装置を追加艤装しても良い。
【００８４】
　もちろん、他の車両と車両１Ａを入れ替えることで、定員を減少させることなく、編成
長の短縮、編成重量の低減を図ってもよい。これにより、編成重量の増加を伴うことなく
、乗客サービスの提供と、列車の移動が可能となる。車両１Ａの電源を編成内の唯一の電
源とする場合において、列車の移動が優先される場合は乗客へのサービス提供に必要な電
力を、恒久的または一時的に制限し、列車の移動に必要な電力を確保しても良い。
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【００８５】
　編成内に連結できる車両１Ａの車両数に制限はなく、複数連結し電力を確保してもよい
。（これらの発電手段の運転方法は、上述の（１）から（４）の方法を適用する。）
【００８６】
　ところで、電化区間においては、制動時のエネルギーを架線へ戻す回生ブレーキを利用
することができる。しかしながら、架線電圧が規定範囲外であったり、インフラ自身が回
生電力を受け付けない場合、ニュートラルセクション（き電区分の切り替えのための無電
源区間）通過時には、回生ブレーキを活用することができず、エネルギーの効率的な活用
、保守の低減が期待できないことがある。
【００８７】
　このような状態においては、車両６、車両７のいずれかまはた両方を編成に連結する。
車両６を連結することで、制動時のエネルギーを蓄電手段６１蓄積し、加速時に蓄積した
エネルギーを活用することで、高効率化、燃料消費率の改善、機械ブレーキの負担を低減
することができ、列車運用にかかわる費用を低減することができる。
【００８８】
　一方、車両７を連結することで、制動時のエネルギーを消費することで、機械ブレーキ
の負担を低減することができ、列車運用にかかわる費用（ブレーキの保守費用）を低減す
ることができる。
【００８９】
　ここでは、６１、６２からなる電力蓄積手段、７１、７２からなる電力消費手段を有す
る専用車両、車両６、車両７を連結することを例にとって説明したが、これらの手段は、
編成内の他の車両、例えば車両１、車両３、車両４や、そのほか車両３０４などに、分散
配置しても良い。
【００９０】
　車両１については内燃機関を電力源として説明しているが、車両１０１Ａのように、燃
料電池のような発電手段を電力源としても良い。
【００９１】
　一般に、列車が必要とする電力は、燃料電池の発電量の変化と比較して、高速に変化す
るため、列車が必要とする瞬間必要電力に過不足が生じる。
【００９２】
　該当の編成に電力蓄積手段を有する車両６を合せて連結することで、燃料電池の出力を
平均化することができ、より効率的な運転を実現できる。もちろん、車両６の機能を編成
内のほかの車両、例えば、車両１０１、車両３、車両４などに分散して配置しても同様の
機能が得られる。
【００９３】
　上述のように、編成長の変更、連結される車両の種別の識別、車上機器の制御は、図２
９に示した列車制御システム２０００によって、自動、運転手、乗務員、保守員などによ
る手動または半手動によって行う事で、列車を構成する機器のセッティングを確実且つ短
時間に実施できることは言うまでも無い。
【００９４】
　図３は、車両２を両端に接続した電化専用の編成を示す図である。図１、図２の例と同
じ中間車の組合せに、対して両端の車両を、前述の車両２とした、電化区間専用の列車で
ある。
【００９５】
　前記、両端に連結された二台の車両２に搭載されたパンタ２０、変圧器２１、電力変換
器２２を介して、架線から列車の電力源を得て、コモンバスライン１０００を介して、車
両３と車両４に電力を供給する構成である。車両３に搭載された機器により、電動機３２
を駆動して列車を走行させる。また、車両４に搭載されている補助電源装置４１にて、編
成内の負荷に電力を供給する。これにより列車として必要な機能を実現する。
【００９６】
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　両端の車両に搭載された二つの電力源からコモンバスライン１０００に電力を供給する
方式としては、次の（１）から（４）のいずれか、または、これらの組合せ（（３）と（
４）の組合せは除く）によって実現する。
（１）コモンバスライン１０００の制御目標電圧を共通にする。
（２）前記列車制御システム２０００により、発電量を決定して制御する。
（３）コモンバスライン１０００を二重化し、それぞれ異なる車両１に搭載される電力源
を接続するとともに、負荷となる車両３、車両４の機器をいずれか一方のコモンバスライ
ンに接続する。電力源と負荷は、二重化されたコモンバスラインのどちらにも接続できる
選択手段を持ち合わせることで、コモンバスラインの一方に故障があっても、電力源から
負荷への電力の伝送を可能とする。
（４）コモンバスライン１０００の給電区分を二区間に分割し、それぞれに異なる電力源
を接続し、負荷となる車両３、車両４の機器をいずれか一方のコモンバスラインに接続す
る。
【００９７】
　この場合、二つの給電区分に接触器を設けることで、一方の電源が故障した場合にも、
編成全体に電力を供給することが可能となる。
【００９８】
　必要に応じて、二台の車両２の電力変換量は、編成内の車両３、車両４が消費する電力
を基づいて制御する。また、コモンバスライン１０００を介した列車内の安定した電力の
送電、受電のため、列車の総消費電力が、車両１の最大発電可能電力と車両２の最大電力
変換量の和以下となるように車両３、車両４の消費電力に制限を設ける。
【００９９】
　すなわち、列車内の駆動にかかわる電力量と、補助電源装置を介して列車上の負荷が消
費する電力の総和が、列車内電力源（図３の例では、二台の車両２の電力変換量）の和と
なるように、駆動力または車上負荷のいずれか一方または両方を制限する。
【０１００】
　上記は、二台の車両２が有する電力変換機能が、稼動可能であることを前提としている
が、一台のみが稼動可能または、一台のみを稼動させた場合、列車内の駆動にかかわる電
力量と、補助電源装置を介して列車上の負荷が消費する電力の総和が、車両２の最大発電
量以下となるように、駆動力または車上負荷のいずれか一方または両方を制限する。
【０１０１】
　以上により、編成内の発電電力、消費電力のバランスを取ることができ、コモンバスラ
イン１０００の過電圧や、低電圧による機器の停止を防ぐことができ、安定且つ継続的な
列車の運行を確保することができる。
【０１０２】
　上記の機能は、図２９に示す列車制御システム２０００の搭載によって、更なる安定化
が可能である。列車制御システム２０００は、各車両に車上機器の動作状態をモニタリン
グ、制御する端末２００１と、これらの間を伝送路２００２で接続してなり、より高精度
、高速に、発電電力量、駆動力、車両負荷のモニタリングと制御、制限することができる
。これにより安定した列車の運行が可能となる。
【０１０３】
　図３の構成においては、電化区間にて地上の電力系統に不具合があって、列車内に搭載
されている電力変換装置が故障した場合、電力源を失い、乗客へサービスが提供できない
、列車を移動できない状態に陥る。
【０１０４】
　そこで、このような事態に対応するする手段として、編成内に車両１Ａを追加し、コモ
ンモードバスライン１０００を介して、列車に電力を供給することで、既に図１、図２の
例で述べたように乗客へのサービス提供の確保と、列車の移動が可能とする。
【０１０５】
　もちろん、車両１Ａの出力は、ここで述べた電力源を失った場合以外にも、電力供給が
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不十分な場合、列車遅延時の回復運転時に、追加電力源として活用しても良い。（この部
分は、図１、図２には記述していない。）
【０１０６】
　また、編成に連結する車両１Ａの台数には制限がなく、必要に応じて２台、３台連結し
ても良い。この場合、車両１Ａの発電する電力は、コモンバスライン１０００を介して、
編成内の車上機器に分配する。
【０１０７】
　そのほかにも、それぞれの車両１Ａが供給する車両を特定して、電力を供給しても良い
。（配電区分を、設定して区間内の負荷のみに電力を供給する。）
【０１０８】
　図３では、編成の中間に車両３、車両４を連結した例を示しているが、車両３、車両４
の代わりに、これらの車両の有する機能を併せ持つ車両３０４を列車に連結しても同様の
効果が得られる。もちろん、車両３、車両４をそのままに車両３０４を連結しても良い。
【０１０９】
　また、単に車両を増結する場合、車両５を追加して連結することで、容易に編成長の変
更が可能である。
【０１１０】
　図３において、車両３、車両４または、それらと同等の車両（例えば３０４）を増結す
ることで、より十分な駆動力と列車運用に必要な車上電源を確保しながら長大編成を構成
することができる。
【０１１１】
　図３において、編成の両端に連結されている二台の車両２に搭載されているパンタ２０
をケーブル２００にて接続することで、編成で２台のパンタを共通して利用することが可
能となり、いずれか一方のパンタが故障しても、これを開放して、他方のパンタで運転を
継続することが可能となり、列車の信頼性を向上することができる。
【０１１２】
　図３においては、架線から電力を取り込む機能有する車両２を編成の両端に連結してい
るが、いずれか一方または両方を編成の中間に連結しても良い。（→図３２と同じ）もち
ろん、パンタ２０をケーブル２００にて接続することで上記と同じ効果が得られる。一方
を中間に連結した場合は図３３に示されている。
【０１１３】
　図３４は、車両２に代わり、パンタ２０を有さない車両２０１を編成の中間に増結し、
屋根上に車両２に搭載されているパンタ２０から、車両２０１までのケーブル２００を追
加して、架線と車両２０１に搭載された変圧器２１を接続し、車両２０１に搭載された電
力変換装置２２を介して、コモンバスライン１０００に電力を供給する編成構成した例で
ある。
【０１１４】
　ただし、パンタ２０、ケーブル２００、変圧器２１の関係を示しており、コモンバスラ
イン１０００は示していない。
【０１１５】
　この構成によっても、図３と同じ効果が得られるとともに、敷設に費用が掛かるケーブ
ル２００を短くできるという利点がある。もちろん車両２０１を車両２１に近接すること
でさらに短縮化できる。
【０１１６】
　しかし、この場合には車両２０１と車両２の間に電力を消費する車両が存在しない、ま
たは消費する車両があっても全電力と比較して小さいため、コモンバスライン１０００が
負担する電力が極端に大きくなってしまうことがあるので、ケーブル２００の長さと、コ
モンバスライン１０００の電力集中の排除の観点からは、車両２０１を編成できるだけ中
心に配するのが理想である。
【０１１７】
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　同様の効果が得られる他の例としては、図３５に示すように、パンタ２０とケーブル２
００を有する車両２０３を増結して、ケーブル２００を介して、車両２０１に搭載された
変圧器２１を接続してもよい。ケーブル２００にて、車両２と車両２０３に搭載された電
力変換装置２２にて架線電圧を変換して、コモンバスライン１０００に電力を供給する方
法がある。
【０１１８】
　この例においては、それぞれのパンタ２０を接続することで、編成で２台のパンタを共
通して利用することが可能となり、いずれか一方のパンタが故障しても、これを開放して
、他方のパンタで運転を継続することが可能となり、列車の信頼性を向上することができ
る。
【０１１９】
　また、パンタを有する車両２０３と、パンタと電力変換機能を有する車両２間の距離を
できるだけ長く取る位置に前記車両２０３を連結することによって、パンタ間の距離が離
れ、架線を構成するワイヤーの‘張’が弱い区間においても、ワイヤーの機械的共振を発
生することなく、列車の速度を向上できるメリットがある。最も距離を確保できる車両２
０３の連結位置は、車両２と反対側の編成端である。（図３５の左端の車両９の位置）
【０１２０】
　車両１Ａの追加による効果は、上記のいずれの編成構成（図３とそれから波及した構成
）においても、既に述べた効果が得られる。
【０１２１】
　ところで、電化区間においては、制動時のエネルギーを架線へ戻す回生ブレーキを利用
することができる。しかしながら、架線電圧が規定範囲外であったり、インフラ自身が回
生電力を受け付けない場合、ニュートラルセクション（き電区分切替のための無電源区間
）通過時には、回生ブレーキを活用することができず、エネルギーの効率的な活用、保守
の低減が期待できないことがある。
【０１２２】
　このような状態においては、車両６、車両７のいずれかまはた両方を編成に連結する。
車両６を連結することで、制動時のエネルギーを蓄電手段６１蓄積し、加速時に蓄積した
エネルギーを活用することで、高効率化、燃料消費率の改善、機械ブレーキの負担を低減
することができ、列車運用にかかわる費用を低減することができる。
【０１２３】
　一方、車両７を連結するこで、制動時のエネルギーを消費することで、機械ブレーキの
負担を低減することができ、列車運用にかかわる費用（ブレーキの保守費用）を低減する
ことができる。
【０１２４】
　ここでは、６１、６２からなる電力蓄積手段、７１、７２からなる電力消費手段を有す
る専用車両、車両６、車両７を連結することを例にとって説明したが、これらの手段は、
編成内の他の車両、例えば車両１、車両３、車両４や、そのほか車両３０４などに、分散
配置しても良い。
【０１２５】
　車両１については内燃機関を電力源として説明しているが、車両１０１Ａのように、燃
料電池のような発電手段を電力源としても良い。
【０１２６】
　一般に、列車が必要とする電力は、燃料電池の発電量の変化と比較して、高速に変化す
るため、列車が必要とする瞬間必要電力に過不足が生じる。
【０１２７】
　該当の編成に電力蓄積手段を有する車両６を合せて連結することで、燃料電池の出力を
平均化することができ、より効率的な運転を実現できる。もちろん、車両６の機能を編成
内のほかの車両、例えば、車両１０１、車両３、車両４などに分散して配置しても同様の
機能が得られる。
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【０１２８】
　上述のように、編成長の変更、連結される車両の種別の識別、車上機器の制御は、図２
９に示した列車制御システム２０００によって、自動、運転手、乗務員、保守員などによ
る手動または半手動によって行う事で、列車を構成する機器のセッティングを確実且つ短
時間に実施できることは言うまでも無い。
【０１２９】
　以下は、図１から図３までの編成構成に対する共通する事項について説明する。列車制
御システム２０００においては、端末２００１の一部に全端末を統括管理する機能を持た
せる。
【０１３０】
　先頭車を車両１、車両２に置き換えることで容易に、走行区間を変更可能である。また
、中間車の増結、取外しにより編成長を自由に変更することが可能である。
【０１３１】
　増結する車両によって、非常電源確保（車両１Ａ、車両１０１Ａ）、回生電力の有効利
用および機械ブレーキの負担軽減（車両６）、機械ブレーキの負担軽減（車両７）を、実
現可能である。
【０１３２】
　これまでの説明は、交流架線を前提に説明しているが、直流架線（またはサードレール
）からパンタ２０（サードレールの場合にはシューギア）、電力変換器２３を介してコモ
ンバスライン１０００に電力を供給する機器を搭載した車両２０２を、車両２、車両２０
１、車両２０３の変わりに連結することで、直流架線下を走行する列車を提供することが
できる。
【０１３３】
　上述のように、駆動装置、電源装置、補助電源装置を異なる車両に搭載し、機能を編成
内に分散することで重量分散を図るとともに、駆動装置を有する車両と運用に合せた電源
車を組合せることで非電化のみを走行する列車、電化区間のみを走行する列車、電化、非
電化区間を通して運行される列車をそれぞれ最適化することができる。
【０１３４】
　特に、架線電圧を唯一の電力源とする編成においては、補助発電装置を有する車両を連
結することで、架線停電時にも乗客のサービスを継続的に提供することができ、列車運用
の高効率化を実現することが可能となる。
【０１３５】
　さらに、これらの制御、状態表示を行う列車制御システムを搭載することで、電源の切
替機能の自動化、最適化を図ることができ、運転手、乗務員の負担軽減を図ることができ
る。
【０１３６】
　また、列車制御システムに編成構成を自動認識する機能（または、集中して設定できる
機能を持たせる）を持たせることにより、編成組替えに伴う車両の設定および編成の分割
・併合時の構成認識を容易に実現することができ、異なる列車の需要および運用中に分割
・併合があっても短時間で対応することができる。もちろん、運転手、乗務員、保守員な
どにより手動設定することも可能である。
【０１３７】
　列車制御システムに地上との通信機能を持たせ、地上にて編成の設定および確認を可能
とすることで、列車の設定をさらに簡素化することができ、運用コストの低減が期待でき
る。
【０１３８】
　本発明により、軌道へのダメージが軽微で、非常時に対応でき、運行の自由度があり、
車両の有効利用が可能である、列車を提供することができる。
【０１３９】
　図４は、本発明の鉄道車両の編成列車の一実施形態を示す編成図である。図４において
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、鉄道車両の編成列車は、発電装置（例えば内燃機関）を搭載した車両１，パンタ２０を
搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給する車両で、変圧器と電力変換器（単
相交流／直流変換）を床下艤装として搭載した車両２０４，駆動装置３１を搭載した車両
３，隣接する車両間の電力のやり取りを行うためのコモンバスライン１０００を有する車
両５，変圧器２１Ａと電力変換器（単相交流／直流変換）２２Ａを床下艤装として搭載し
た車両８等から編成される。
【０１４０】
　図５は、本発明の鉄道車両の編成列車の一実施形態を示す編成図である。図５において
、鉄道車両の編成列車は、パンタを搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給す
る車両で、変圧器と電力変換器（単相交流／直流変換）を床下艤装として搭載した車両２
０４，パンタを搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給する車両で、補助発電
装置１２１Ａを床下艤装として搭載した車両２０５、複数の駆動装置３１を搭載した車両
３から編成される。
【０１４１】
　図６は、本発明の鉄道車両の編成列車の一実施形態を示す編成図である。図６において
、鉄道車両の編成列車は、発電装置（例えば内燃機関）を搭載した車両１，パンタを搭載
し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給する車両で、変圧器２１Ａと電力変換器（
単相交流／直流変換）２２Ａを床下艤装として搭載した車両２０４、複数の駆動装置３１
を搭載した車両３から編成される。
【０１４２】
　図７は、本発明の鉄道車両の編成列車の一実施形態を示す編成図である。図７において
、鉄道車両の編成列車は、パンタを搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給す
る車両で、変圧器２１Ａと電力変換器（単相交流／直流変換）２２Ａを床下艤装として搭
載した車両２０４，パンタ２０を搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給する
車両で、補助発電装置１２１Ａを床下艤装として搭載した車両２０５，駆動装置３１を搭
載した車両３，隣接する車両間の電力のやり取りを行うためのコモンバスライン１０００
を有する車両５，変圧器２１Ａと電力変換器（単相交流／直流変換）２２Ａを床下艤装と
して搭載した車両８，補助電源装置４１Ａを床下艤装として搭載した車両９から構成され
る。
【０１４３】
　図８は、本発明の鉄道車両の編成列車の一実施形態を示す編成図である。図８において
、鉄道車両の編成列車は、発電装置（例えば内燃機関）を搭載した車両１，パンタ２０を
搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給する車両で、変圧器２１Ａと電力変換
器（単相交流／直流変換）２２Ａを床下艤装として搭載した車両２０４，駆動装置３１を
搭載した複数の車両３，隣接する車両間の電力のやり取りを行うためのコモンバスライン
１０００を有する車両５，変圧器２１Ａと電力変換器（単相交流／直流変換）２２Ａを床
下艤装として搭載した車両８から編成される。
【０１４４】
　図９は、本発明の鉄道車両の編成列車の一実施形態を示す編成図である。図９において
、鉄道車両の編成列車は、パンタ２０を搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供
給する車両で、変圧器２１Ａと電力変換器（単相交流／直流変換）２２Ａを床下艤装とし
て搭載した車両２０４，パンタ２０を搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給
する車両で、補助発電装置１２１Ａを床下艤装として搭載した車両２０５，駆動装置３１
を搭載した車両３，変圧器２１Ａと電力変換器（単相交流／直流変換）２２Ａを床下艤装
として搭載した車両８，補助電源装置４１Ａを床下艤装として搭載した車両９から編成さ
れる。
【０１４５】
　図１０は、本発明の鉄道車両の編成列車の一実施形態を示す編成図である。図１０にお
いて、鉄道車両の編成列車は、発電装置（例えば内燃機関）を搭載した車両１，パンタ２
０を搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給する車両で、変圧器２１Ａと電力



(19) JP 5801999 B2 2015.10.28

10

20

30

40

50

変換器（単相交流／直流変換）２２Ａを床下艤装として搭載した車両２０４，駆動装置３
１を搭載した車両３，変圧器２１Ａと電力変換器（単相交流／直流変換）２２Ａを床下艤
装として搭載した車両８から編成される。
【０１４６】
　図１～図１０に示した鉄道車両の編成列車の構成図は、例示に過ぎず、既に示した種々
の鉄道用車上電気機器を搭載した鉄道用車両を組み合わせて連結することにより、駆動装
置、電源装置、補助電源装置、補助発電装置等を異なる車両に搭載し、機能を編成内に分
散することで重量分散を図るとともに、駆動装置を有する車両と運用に合せた電源車を組
合せることで非電化のみを走行する列車、電化区間のみを走行する列車、電化、非電化区
間を通して運行される列車をそれぞれ最適化することができる。
【０１４７】
　特に、架線電圧を唯一の電力源とする編成においては、補助発電装置を有する車両を連
結することで、架線停電時にも乗客のサービスを継続的に提供することができる。
【０１４８】
　また、編成構成にかかわらず複数の編成を分割・併合できる機能を活用することで、運
用開始前後および運用の途中で、適宜編成長を変更可能となり、さらなる運用範囲の拡大
が期待できる。
【０１４９】
　さらに、これらの制御、状態表示を行う列車制御システムを搭載することで、電源の切
替機能の自動化、最適化を図ることがで、運転手、乗務員の負担軽減を図ることができる
。
【０１５０】
　また、列車制御システムに編成構成を自動認識する機能（または、集中して設定できる
機能を持たせる）を持たせることにより、編成組替えに伴う車両の設定および編成の分割
・併合時の構成認識を容易に実現することができ、異なる列車の需要および運用中に分割
・併合があっても短時間で対応することができる。もちろん、運転手、乗務員、保守員な
どにより手動設定することも可能である。
【０１５１】
　また、列車制御システムに地上との通信機能を持たせ、地上にて編成の設定および確認
を可能とすることで、列車の設定をさらに簡素化することができる。
【符号の説明】
【０１５２】
　１　発電装置（例えば内燃機関）を搭載した車両
　１Ａ　非常時に列車に電力を供給するための発電装置を搭載した車両（※１にある内燃
機関の数分の一程度）
　２　交流架線から電力を得て列車に電力を供給する車両（パンタ付）
　３　駆動装置３１を搭載した車両
　４　車上機器に電源を供給する補助電源装置を搭載した車両
　５　隣接する車両間の電力のやり取りを行うためのコモンバスラインを有する車両
　６　電力蓄積手段を搭載した車両
　７　過剰電力消費手段を搭載した車両
　８　変圧器と電力変換器（単相交流／直流変換）を床下艤装として搭載した車両
　９　補助電源装置を床下艤装として搭載した車両
　１０　内燃機関
　１０Ａ　内燃機関
　１１　主発電機
　１１Ａ　補助発電機
　１２　電力変換器（三相交流／直流変換）
　１２Ａ　電力変換器
　２０　集電装置（パンタ／サードレール方式の場合はシューギア）
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　２１　変圧器
　２１Ａ　床下に艤装された変圧器
　２２　電力変換装置（単相交流／直流変換）
　２２Ａ　床下に艤装された電力変換装置
　２３　電力変換器（ＤＣ／ＤＣ変換）
　３１　電力変換装置（直流／三相交流）
　３２　モータ
　４１　補助電源装置
　４１Ａ　床下に艤装された補助電源装置
　６１　電力蓄積手段
　６２　電力蓄積手段の電力の入出力を調整する電力変換装置（ＤＣ／ＤＣ変換）
　７１　過剰電力消費手段（例えば抵抗器）
　７２　過剰電力消費手段によって消費する電力を調整する電力変換装置（ＤＣ／ＤＣ変
換）
　９０　車両
　９１　負荷を有する車両
　１０１　発電装置（発電手段／燃料電池など）を搭載した車両車
　１０１Ａ　非常時に列車に電力を供給するための発電装置を搭載した車両（※１、１０
１の装置は車上、１Ａ、１０１Ａの装置は床下艤装とし客車として機能する）
　１１１　リユース可能な発電装置／燃料電池など
　１１１Ａ　補助発電装置
　１１２　電力変換器
　１１２Ａ　電力変換器
　１２１Ａ　床下に艤装された補助発電装置
　１２２Ａ　床下に艤装された電力変換器
　１９０　電力源
　１９１　車上負荷
　２００　２５ｋＶケーブル
　２０１　他の車両に搭載されたパンタから得た交流架線から電力を得て、列車に電力を
供給する車両（パンタなし）
　２０２　直流架線（または３ｒｄレール）から電力を得て、列車に電力を供給する車両
（パンタまたはシューギア付）
　２０３　パンタを搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給する車両
　２０４　パンタを搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給する車両で、変圧
器と電力変換器（単相交流／直流変換）を床下艤装として搭載した車両
　２０５　パンタを搭載し、架線から電力を得て他の車両に電力を供給する車両で、補助
発電装置を床下艤装として搭載した車両
　３０４　車上機器に電源を供給する補助電源装置と駆動装置を搭載した車両
　１０００　車上の電源から負荷に対して電力送電を行うコモンバスライン
　１００１　車上の電源から負荷に対して電力送電を行うコモンバスライン
　１００２　車上の電源から負荷に対して電力送電を行うコモンバスライン
　１００３　車上の電源から負荷に対して電力送電を行うコモンバスライン
　１００４　車上の電源から負荷に対して電力送電を行うコモンバスライン
　１００５　コモンバスライン１００３と１００４を接続する接触器
　２０００　列車制御システム
　２００１　列車制御システムの端末
　２００２　列車制御システムの伝送路
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