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(57)【要約】
【課題】一輪脱線を検知する精度を向上させることがで
きる脱線検知装置及び脱線検知方法を提供する。
【解決手段】脱線検知装置１１０の脱線判定部１１２は
、鉄道車両の上下方向の変位量ｄが変位量閾値ｄｔｈ以
上であり、且つ前後方向の軸周りの傾斜角θｒが傾斜角
閾値θｔｈ以上であるときに、鉄道車両の一輪が脱線し
ていると判定する。走行時の振動や乗客の昇降等による
上下方向の変位量ｄや前後方向の軸周りの傾斜角θｒの
変動が大きい鉄道車両では、上下方向の変位量ｄ等のみ
に基づく判定では、精度良く一輪脱線を検知することは
難しい。しかし、上下方向の変位量ｄと前後方向の軸周
りの傾斜角θｒとのＡＮＤ条件により鉄道車両の一輪脱
線を判定することにより、一輪脱線を検知する精度を向
上させることができる。
【選択図】図５



(2) JP 2016-132422 A 2016.7.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄道車両の上下方向の変位量及び前記鉄道車両の前後方向の軸周りの傾斜角を検出する
センサ部と、
　前記変位量が変位量閾値以上であり、且つ前記傾斜角が傾斜角閾値以上であるときに、
前記鉄道車両の一輪が脱線していると判定する脱線判定部と、
を備えた脱線検知装置。
【請求項２】
　前記センサ部は、前記鉄道車両に加わった上下方向の衝撃を検出し、
　前記脱線判定部は、前記変位量が前記変位量閾値以上であり、前記傾斜角が前記傾斜角
閾値以上であり、且つ前記衝撃が衝撃閾値以上であるときに、前記鉄道車両の前記一輪が
脱線していると判定する、請求項１に記載の脱線検知装置。
【請求項３】
　前記脱線判定部が前記鉄道車両の前記一輪が脱線していると判定した後に、前記変位量
が前記変位量閾値の２倍以上であり、且つ前記傾斜角の変化量が変化量閾値を超えている
ときに、前記脱線判定部は、前記鉄道車両の前記一輪に係る車軸の両輪が脱線していると
判定する、請求項１に記載の脱線検知装置。
【請求項４】
　前記脱線判定部が前記鉄道車両の前記一輪が脱線していると判定した後に、前記変位量
が前記変位量閾値の２倍以上であり、前記傾斜角の変化量が変化量閾値を超えており、且
つ前記衝撃が衝撃閾値以上であるときに、前記脱線判定部は、前記鉄道車両の前記一輪に
係る車軸の両輪が脱線していると判定する、請求項２に記載の脱線検知装置。
【請求項５】
　鉄道車両の上下方向の変位量及び前記鉄道車両の前後方向の軸周りの傾斜角を検出する
センシング工程と、
　前記変位量が変位量閾値以上であり、且つ前記傾斜角が傾斜角閾値以上であるときに、
前記鉄道車両の一輪が脱線していると判定する脱線判定工程と、
を含む脱線検知方法。
【請求項６】
　前記センシング工程では、前記鉄道車両に加わった上下方向の衝撃を検出し、
　前記脱線判定工程では、前記変位量が前記変位量閾値以上であり、前記傾斜角が前記傾
斜角閾値以上であり、且つ前記衝撃が衝撃閾値以上であるときに、前記鉄道車両の前記一
輪が脱線していると判定する、請求項５に記載の脱線検知方法。
【請求項７】
　前記脱線判定工程では、前記鉄道車両の前記一輪が脱線していると判定した後に、前記
変位量が前記変位量閾値の２倍以上であり、且つ前記傾斜角の変化量が変化量閾値を超え
ているときに、前記鉄道車両の前記一輪に係る車軸の両輪が脱線していると判定する、請
求項５に記載の脱線検知方法。
【請求項８】
　前記脱線判定工程では、前記鉄道車両の前記一輪が脱線していると判定した後に、前記
変位量が前記変位量閾値の２倍以上であり、前記傾斜角の変化量が変化量閾値を超えてお
り、且つ前記衝撃が衝撃閾値以上であるときに、前記鉄道車両の前記一輪に係る車軸の両
輪が脱線していると判定する、請求項６に記載の脱線検知方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脱線検知装置及び脱線検知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　鉄道車両の脱線を検知するための装置が提案されている。例えば、特許文献１には、鉄
道車両の上下方向の加速度、上下方向の変位量、前後方向の軸周りの傾斜角及び前後方向
の軸周りの角速度等のパラメータの内で一つでも設定値を超えた場合に、脱線等の事故が
発生したと判断する装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０‐２７１６０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、鉄道車両の脱線の検知は、鉄道車両の一輪のみが脱線した一輪脱線の段階で
早期に検知可能であることが望ましい。しかしながら、鉄道車両では、走行時の振動や乗
客の昇降等により、上下方向の変位量や前後方向の軸周りの傾斜角の変動が大きい。一方
、鉄道車両は一両ごとに例えば８輪程度の車輪を備えているため、鉄道車両の一輪のみが
脱線した一輪脱線の段階では、上下方向の変位量や前後方向の軸周りの傾斜角の変動は僅
かである。そのため、一輪脱線による上下方向の変位量等と走行時の振動等による変位量
等とを区別することが困難である。したがって、一輪脱線を精度良く検知することは困難
である。
【０００５】
　そこで本発明は、一輪脱線を検知する精度を向上させることができる脱線検知装置及び
脱線検知方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、鉄道車両の上下方向の変位量及び鉄道車両の前後方向の軸周りの傾斜角を検
出するセンサ部と、変位量が変位量閾値以上であり、且つ傾斜角が傾斜角閾値以上である
ときに、鉄道車両の一輪が脱線していると判定する脱線判定部とを備えた脱線検知装置で
ある。
【０００７】
　この構成によれば、脱線判定部は、鉄道車両の上下方向の変位量が変位量閾値以上であ
り、且つ鉄道車両の前後方向の軸周りの傾斜角が傾斜角閾値以上であるときに、鉄道車両
の一輪が脱線していると判定する。上述したように、走行時の振動や乗客の昇降等による
上下方向の変位量や前後方向の軸周りの傾斜角の変動が大きい鉄道車両では、上下方向の
変位量等のみに基づく判定では、精度良く一輪脱線を検知することは難しい。しかし、上
下方向の変位量と前後方向の軸周りの傾斜角とのＡＮＤ条件により鉄道車両の一輪脱線を
判定することにより、一輪脱線を検知する精度を向上させることができる。
【０００８】
　この場合、センサ部は、鉄道車両に加わった上下方向の衝撃を検出し、脱線判定部は、
変位量が変位量閾値以上であり、傾斜角が傾斜角閾値以上であり、且つ衝撃が衝撃閾値以
上であるときに、鉄道車両の一輪が脱線していると判定することが好適である。
【０００９】
　この構成によれば、脱線判定部は、変位量が変位量閾値以上であり、傾斜角が傾斜角閾
値以上であり、且つ衝撃が衝撃閾値以上であるときに、鉄道車両の一輪が脱線していると
判定する。このように、上下方向の変位量と前後方向の軸周りの傾斜角と上下方向の衝撃
とのＡＮＤ条件により鉄道車両の一輪脱線を判定することにより、一輪脱線を検知する精
度をさらに向上させることができる。
【００１０】
　また、脱線判定部が鉄道車両の一輪が脱線していると判定した後に、変位量が変位量閾
値の２倍以上であり、且つ傾斜角の変化量が変化量閾値を超えているときに、脱線判定部
は、鉄道車両の一輪に係る車軸の両輪が脱線していると判定することが好適である。
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【００１１】
　鉄道車両の一輪が脱線した後には、いずれ当該一輪に係る車軸の両輪が脱線する一軸脱
線が生じることが予測される。この場合、車軸の両輪が脱線するため、上下方向の変位量
は変位量閾値の２倍以上となり、且つ前後方向の軸周りの傾斜角は所定の変化量閾値を超
えて変化すると考えられる。そのため、脱線判定部が鉄道車両の一輪が脱線していると判
定した後に、変位量が変位量閾値の２倍以上であり、且つ傾斜角の変化量が変化量閾値を
超えているときに、脱線判定部は、鉄道車両の当該一輪に係る車軸の両輪が脱線している
と判定することができる。
【００１２】
　また、脱線判定部が鉄道車両の一輪が脱線していると判定した後に、変位量が変位量閾
値の２倍以上であり、傾斜角の変化量が変化量閾値を超えており、且つ衝撃が衝撃閾値以
上であるときに、脱線判定部は、鉄道車両の一輪に係る車軸の両輪が脱線していると判定
することが好適である。
【００１３】
　鉄道車両の一輪が脱線した後に、当該一輪に係る車軸の両輪が脱線する場合には、上下
方向の変位量は変位量閾値の２倍以上となり、前後方向の軸周りの傾斜角は所定の変化量
閾値を超えて変化し、且つ衝撃は衝撃閾値以上となると考えられる。そのため、この構成
によれば、上下方向の変位量と前後方向の軸周りの傾斜角の変化量と上下方向の衝撃との
ＡＮＤ条件により鉄道車両の一軸脱線を判定することにより、一軸脱線を検知する精度を
さらに向上させることができる。
【００１４】
　また、本発明は、鉄道車両の上下方向の変位量及び鉄道車両の前後方向の軸周りの傾斜
角を検出するセンシング工程と、変位量が変位量閾値以上であり、且つ傾斜角が傾斜角閾
値以上であるときに、鉄道車両の一輪が脱線していると判定する脱線判定工程とを含む脱
線検知方法である。
【００１５】
　この場合、センシング工程では、鉄道車両に加わった上下方向の衝撃を検出し、脱線判
定工程では、変位量が変位量閾値以上であり、傾斜角が傾斜角閾値以上であり、且つ衝撃
が衝撃閾値以上であるときに、鉄道車両の一輪が脱線していると判定することが好適であ
る。
【００１６】
　また、脱線判定工程では、鉄道車両の一輪が脱線していると判定した後に、変位量が変
位量閾値の２倍以上であり、且つ傾斜角の変化量が変化量閾値を超えているときに、鉄道
車両の一輪に係る車軸の両輪が脱線していると判定することが好適である。
【００１７】
　また、脱線判定工程では、鉄道車両の一輪が脱線していると判定した後に、変位量が変
位量閾値の２倍以上であり、傾斜角の変化量が変化量閾値を超えており、且つ衝撃が衝撃
閾値以上であるときに、鉄道車両の一輪に係る車軸の両輪が脱線していると判定すること
が好適である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の脱線検知装置及び脱線検知方法によれば、一輪脱線を検知する精度を向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１実施形態の脱線検知装置を搭載した鉄道車両の配置を示す図である。
【図２】図１の脱線検知装置の車両ごとの構成を示すブロック図である。
【図３】図２の先頭車両に配置された脱線検知装置の構成を示すブロック図である。
【図４】図３の台車の構成を示す斜視図である。
【図５】第１実施形態の脱線検知装置の動作を示すフローチャートである。
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【図６】（ａ）は通常走行時の左後輪及び右後輪を示す正面図であり、（ｂ）は通常走行
時の左前輪及び右前輪を示す正面図である。
【図７】図４の台車の左前輪が一輪脱線した状態を示す斜視図である。
【図８】（ａ）は図７の左前輪が一輪脱線した状態の左後輪及び右後輪を示す正面図であ
り、（ｂ）は図７の左前輪が一輪脱線した状態の左前輪及び右前輪の高さ方向変位量を示
す正面図である。
【図９】（ａ）は図７の左前輪が一輪脱線した状態の左後輪及び右後輪を示す正面図であ
り、（ｂ）は図７の左前輪が一輪脱線した状態の左前輪及び右前輪に係る車軸の傾斜角を
示す正面図である。
【図１０】図７の台車の左前輪及び右前輪が一軸脱線した状態を示す斜視図である。
【図１１】（ａ）は図１０の左前輪及び右前輪が一軸脱線した状態の左後輪及び右後輪を
示す正面図であり、（ｂ）は図１０の左前輪及び右前輪が一軸脱線した状態の左前輪及び
右前輪の高さ方向変位量を示す正面図である。
【図１２】第２実施形態の脱線検知装置の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係る脱線検知装置及び脱線検知方法につい
て説明する。本発明の第１実施形態に係る脱線検知装置１１０は、図１及び図２に示すよ
うに、２両の先頭車両１００ａと、２両の先頭車両１００ａの間に連結された複数の中間
車両１００ｂとにそれぞれ搭載されている。本実施形態の先頭車両１００ａ及び中間車両
１００ｂは、それぞれ２つの台車１０２を備える。
【００２１】
　図１及び図４に示すように、台車１０２は、レール４００上を走行するための左前輪１
０４ＦＬ、右前輪１０４ＦＲ、左後輪１０４ＬＲ及び右後輪ＲＲをそれぞれ有している。
左前輪１０４ＦＬと右前輪１０４ＦＲとは車軸１０４ｓにより連結され、左後輪１０４Ｌ
Ｒと右後輪ＲＲとは車軸１０４ｓにより連結されている。先頭車両１００ａは、先頭車両
１００ａ及び中間車両１００ｂのいずれかに脱線が生じたことを無線通信により付近の駅
及び付近を走行中の他の鉄道車両に報知する防護無線を送信するためのアンテナ１０６を
それぞれ備える。
【００２２】
　図２に示すように、先頭車両１００ａは、脱線検知装置１１０、リレー１２０、防護無
線機１３０、モニタ表示器１４０及びリセットスイッチ１５０を備えている。中間車両１
００ｂは、先頭車両１００ａと同様の脱線検知装置１１０を備えている。脱線検知装置１
１０は、後述する構成により、先頭車両１００ａ及び中間車両１００ｂの一輪脱線及び一
軸脱線を検知する。
【００２３】
　一輪脱線とは、先頭車両１００ａ及び中間車両１００ｂの台車１０２の左前輪１０４Ｆ
Ｌ、右前輪１０４ＦＲ、左後輪１０４ＬＲ及び右後輪ＲＲのいずれかの一輪のみがレール
４００から脱線することを意味する。また、一軸脱線とは、例えば、一輪脱線が生じた後
に、一輪脱線を生じた一輪に係る車軸１０４ｓの両輪が脱線することを意味する。
【００２４】
　脱線検知装置１１０は、一輪脱線又は一軸脱線を検知したときに、一輪脱線又は一軸脱
線に関する情報に係る出力信号を送信する。先頭車両１００ａ及び中間車両１００ｂの脱
線検知装置１１０それぞれは互いに接続されており、中間車両１００ｂの脱線検知装置１
１０が一輪脱線又は一軸脱線を検知したときは、中間車両１００ｂの脱線検知装置１１０
は、先頭車両１００ａの脱線検知装置１１０に、一輪脱線又は一軸脱線に関する情報に係
る出力信号を送信する。一輪脱線又は一軸脱線に関する情報には、一輪脱線又は一軸脱線
が生じた先頭車両１００ａ又は中間車両１００ｂ、当該先頭車両１００ａ又は中間車両１
００ｂの台車１０２及び当該台車１０２の車輪を特定する情報が含まれる。
【００２５】
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　リレー１２０は、脱線を検知した脱線検知装置１１０より送信される出力信号を防護無
線機１３０に送るラッチングリレーである。脱線を検知した脱線検知装置１１０から出力
信号が送信されると、リレー１２０のセットコイルが励磁されて接点が閉じ、防護無線機
１３０により防護無線が送信される。なお、本実施形態では、脱線検知装置１１０からの
出力信号が送出されなくなり、リレー１２０のセットコイルの励磁が解かれても、リレー
１２０の接点が閉じた状態は保持される。そのため、脱線検知装置１１０からの出力信号
が送出されなくなっても、防護無線機１３０からの防護無線の送信は継続される。
【００２６】
　防護無線機１３０は、アンテナ１０６により先頭車両１００ａ及び中間車両１００ｂの
いずれかに脱線が生じたことを付近の駅及び付近を走行中の他の鉄道車両に報知する防護
無線を送信する。なお、防護無線機１３０は、先頭車両１００ａの運転台のスイッチが乗
務員により手動操作されることによっても、防護無線を送信することができる。
【００２７】
　モニタ表示器１４０は、先頭車両１００ａの運転台に設置される液晶ディスプレイ等の
表示器である。モニタ表示器１４０は、脱線検知装置１１０が先頭車両１００ａ及び中間
車両１００ｂのいずれかの一輪脱線又は一軸脱線を検知したときは、一輪脱線又は一軸脱
線が生じた先頭車両１００ａ又は中間車両１００ｂ、当該先頭車両１００ａ又は中間車両
１００ｂの台車１０２及び当該台車１０２の車輪を特定する情報を表示する。
【００２８】
　リセットスイッチ１５０は、リレー１２０及び脱線検知装置１１０を初期状態に戻すた
めのリセット入力を行うスイッチである。リセットスイッチ１５０が押下されると、リレ
ー１２０のリセットコイルが励磁されて接点が開となり、防護無線機１３０の防護無線の
送信が停止する。また、リセットスイッチ１５０が押下されると、脱線検知装置１１０が
脱線を検知していない初期状態となり、モニタ表示器１４０での情報の表示が消去される
。
【００２９】
　次に、各車両の脱線検知装置１１０の構成について、先頭車両１００ａを例に挙げて説
明する。図３に示すように、脱線検知装置１１０は、先頭車両１００ａの台車１０２ごと
に配置されたセンサ部１１１を備える。センサ部１１１は、先頭車両１００ａの上下方向
の変位量ｄ及び先頭車両１００ａの前後方向の軸周りの傾斜角θｒを検出する。上下方向
の変位量ｄとは、例えば、図４に示すｚ軸方向（垂直方向）に沿い、且つ台車１０２の重
心の位置における変位量を意味する。また、前後方向の軸周りの傾斜角θｒとは、例えば
、図４に示す台車１０２の前後方向に平行であり、且つ台車１０２の重心を通るｘ軸周り
の傾斜角（ロール角）を意味する。なお、上下方向の変位量ｄは，必ずしも厳密に垂直方
向に沿うものでなくてもよい。また、センサ部１１１は台車１０２の重心位置に設けるこ
とが望ましいが、重心位置に設置できない場合は他の位置に設けることとしてもよい。こ
の場合、車体ローリング等による影響を考慮し、センサ部１１１が検出した変位量を台車
１０２の重心位置で検知した値として補正演算を行う。
【００３０】
　センサ部１１１は、加速度センサ１１３及びジャイロセンサ１１４を有する。先頭車両
１００ａの台車１０２の上下方向の変位量は、センサ部１１１の加速度センサ１１３によ
り検出される。加速度センサ１１３により検出された先頭車両１００ａの台車１０２の上
下方向の加速度を二重積分することにより、先頭車両１００ａの台車１０２の上下方向の
変位量ｄを検出することができる。
【００３１】
　先頭車両１００ａの台車１０２の前後方向の軸周りの傾斜角θｒは、センサ部１１１の
ジャイロセンサ１１４により検出される。ジャイロセンサ１１４により検出されたｘ軸周
りの角速度を積分することにより、先頭車両１００ａの台車１０２の前後方向の軸周りの
傾斜角θｒを検出することができる。また、ジャイロセンサ１１４は、脱線した車輪の特
定のために、図４に示すｙ軸周りの角速度を検出する。ジャイロセンサ１１４により検出
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されたｙ軸周りの角速度を積分することにより、先頭車両１００ａの台車１０２の左右方
向の軸周りの傾斜角（ピッチ角）θｐを検出することができる。
【００３２】
　脱線検知装置１１０は、２つのセンサ部１１１に接続された脱線判定部１１２を備える
。脱線判定部１１２は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＯＭ（Read　Only　M
emory）及びＲＡＭ（Random　Access　Memory）等のメモリ及び入出力インターフェイス
等を備えた電子計算機として構成される。
【００３３】
　脱線判定部１１２は、後述するように、先頭車両１００ａの台車１０２の上下方向の変
位量ｄが変位量閾値ｄｔｈ以上であり、且つ先頭車両１００ａの台車１０２の前後方向の
軸周りの傾斜角θｒが傾斜角閾値θｔｈ以上であるときに、先頭車両１００ａの一輪が脱
線していると判定する。また、脱線判定部１１２は、先頭車両１００ａの一輪が脱線して
いると判定した後に、先頭車両１００ａの台車１０２の上下方向の変位量ｄが変位量閾値
ｄｔｈの２倍以上であり、且つ先頭車両１００ａの台車１０２の前後方向の軸周りの傾斜
角θｒが傾斜角閾値θｔｈ未満であるときに、先頭車両１００ａの一輪脱線した一輪に係
る車軸の両輪が脱線していると判定する。
【００３４】
　なお、中間車両１００ｂの脱線検知装置１１０の構成も、以上、説明した先頭車両１０
０ａの脱線検知装置１１０と同様の構成を有する。
【００３５】
　以下、本実施形態の脱線検知装置１１０の動作について説明する。図５に示すように、
先頭車両１００ａ及び中間車両１００ｂそれぞれの脱線検知装置１１０のセンサ部１１１
は、センシング工程として、先頭車両１００ａ及び中間車両１００ｂの台車１０２それぞ
れにおいて、上下方向の変位量ｄ及び前後方向の軸周りの傾斜角θｒを検出する（Ｓ１１
）。脱線検知装置１１０の脱線判定部１１２は、脱線判定工程として、上下方向の変位量
ｄが変位量閾値ｄｔｈ以上であり、且つ前後方向の軸周りの傾斜角θｒが傾斜角閾値θｔ

ｈ以上であるか否かを判定する（Ｓ１２）。
【００３６】
　以下、脱線判定工程の詳細について説明する。図６（ａ）（ｂ）に示すように、左前輪
１０４ＦＬ、右前輪１０４ＦＲ、左後輪１０４ＬＲ及び右後輪ＲＲのいずれもがレール４
００の上に正常に位置しているときは、走行時の振動等を除き、当該車輪に係る車軸１０
４ｓの上下方向の変位量及び前後方向の軸周りの傾斜角はいずれも０である。図６（ａ）
（ｂ）において、道床からレール４００の踏面までの高さをレール高さＨで示し、左前輪
１０４ＦＬ等の踏面からフランジ１０４ｆの外周面まで高さをフランジ高さｈで示す。ま
た、左前輪１０４ＦＬと右前輪１０４ＦＲとの踏面同士の距離及び左後輪１０４ＲＬと右
後輪１０４ＲＲとの踏面同士の距離を踏面相互間距離ｗで示す。
【００３７】
　以下、図７に示すように、台車１０２の左前輪１０４ＦＬのみがレール４００から脱線
した状態を想定する。このとき、図８（ａ）に示すように、左後輪１０４ＲＬ及び右後輪
ＲＲに係る車軸１０４ｓの上下方向の変位量及び前後方向の軸周りの傾斜角はいずれも０
のままである。一方、図８（ｂ）に示すように、左前輪ＦＬの上下方向の変位量（落下量
）は、レール高さＨからフランジ高さｈを除いた（Ｈ－ｈ）である。右前輪ＦＲの上下方
向の変位量は０と近似できる。したがって、左前輪ＦＬ及び右前輪ＦＲに係る車軸１０４
ｓの上下方向の変位量は、左前輪ＦＬ及び右前輪ＦＲの上下方向の変位量の平均値として
、｛（Ｈ－ｈ）／２｝と近似することができる。
【００３８】
　また、上述したように、左後輪１０４ＲＬ及び右後輪ＲＲに係る車軸１０４ｓの上下方
向の変位量は０である。したがって、台車１０２の全体の上下方向の変位量ｄは、左前輪
ＦＬ及び右前輪ＦＲに係る車軸１０４ｓの上下方向の変位量と、左後輪１０４ＲＬ及び右
後輪ＲＲに係る車軸１０４ｓの上下方向の変位量との平均値として、ｄ＝｛（Ｈ－ｈ）／
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４｝と近似することができる。そこで、本実施形態では、例えば、変位量閾値ｄｔｈを０
．８ｄ＜ｄｔｈ＜１．２又は０．９ｄ＜ｄｔｈ＜１．１ｄの範囲に設定することができる
。
【００３９】
　また、図９（ａ）に示すように、左後輪１０４ＲＬ及び右後輪ＲＲに係る車軸１０４ｓ
の前後方向の軸周りの傾斜角は０のままである。一方、図９（ｂ）に示すように、左前輪
ＦＬ及び右前輪ＦＲに係る車軸１０４ｓの前後方向の軸周りの傾斜角αは、図９（ｂ）中
において、α＝（弧の長さｌ／半径ｒ）である。半径ｒは踏面相互間距離ｗにより近似で
きる。また、弧の長さｌは、レール高さＨとフランジ高さｈとの和である（Ｈ＋ｈ）で近
似できる。したがって、左前輪ＦＬ及び右前輪ＦＲに係る車軸１０４ｓの前後方向の軸周
りの傾斜角αは、α＝｛（Ｈ＋ｈ）／ｗ｝で近似することができる。
【００４０】
　また、左後輪１０４ＲＬ及び右後輪ＲＲに係る車軸１０４ｓの前後方向の軸周りの傾斜
角αは０である。したがって、台車１０２の全体の前後方向の軸周りの傾斜角θｒは、左
前輪ＦＬ及び右前輪ＦＲに係る車軸１０４ｓの傾斜角αと、左後輪１０４ＲＬ及び右後輪
ＲＲに係る車軸１０４ｓの傾斜角αとの平均値として、θｒ＝｛（Ｈ＋ｈ）／ｗ｝／２で
近似することができる。そこで、本実施形態では、傾斜角閾値θｔｈを例えば、０．８θ

ｒ＜θｔｈ＜１．２θｒ又は０．９θｒ＜θｔｈ＜１．１θｒの範囲に設定することがで
きる。
【００４１】
　図５に戻り、脱線判定部１１２は、上下方向の変位量ｄが変位量閾値ｄｔｈ以上であり
、且つ前後方向の軸周りの傾斜角θｒが傾斜角閾値θｔｈ以上であるときは、一輪脱線と
判定する（Ｓ１３）。脱線判定部１１２は、当該一輪脱線に関する脱線した車両、台車１
０２及び車輪に関する情報を出力する（Ｓ１４）。なお、台車１０２における一輪脱輪し
た車輪の特定は、例えば、一輪脱線した台車１０２において、ジャイロセンサ１１４によ
り検出された前後方向の軸周りの傾斜角θｒ及び左右方向の軸周りの傾斜角θｐに基づい
て、最も下方に傾斜していると推測される車輪が一輪脱線をしていると特定することがで
きる。
【００４２】
　脱線判定部１１２が先頭車両１００ａ又は中間車両１００ｂの一輪が脱線していると判
定した後に、脱線判定部１１２は、変位量ｄが変位量閾値ｄｔｈの２倍以上であり、且つ
傾斜角θｒが傾斜角閾値θｔｈ未満であるか否かを判定する（Ｓ１５）。
【００４３】
　以下、図１０に示すように、台車１０２の左前輪１０４ＦＬ及び右前輪ＦＲの両輪がレ
ール４００から脱線した状態を想定する。このとき、図１１（ａ）に示すように、左後輪
１０４ＲＬ及び右後輪ＲＲに係る車軸１０４ｓの上下方向の変位量及び前後方向の軸周り
の傾斜角はいずれも０のままである。一方、図１１（ｂ）に示すように、左前輪ＦＬ及び
右前輪ＦＲに係る車軸１０４ｓの上下方向の変位量は、レール高さＨからフランジ高さｈ
を除いた（Ｈ－ｈ）である。したがって、一軸脱線の際の台車１０２の全体の上下方向の
変位量ｄは、左前輪ＦＬ及び右前輪ＦＲに係る車軸１０４ｓの上下方向の変位量と、左後
輪１０４ＲＬ及び右後輪ＲＲに係る車軸１０４ｓの上下方向の変位量との平均値として、
ｄ＝｛（Ｈ－ｈ）／２｝であり、一輪脱線時の変位量ｄの２倍の値に近似することができ
る。
【００４４】
　また，台車１０２の全体の前後方向の軸周りの傾斜角θｒの一軸脱線前後の傾斜角変化
量θｄの値は有限値となる。したがって、脱線判定部１１２は、変位量ｄが変位量閾値ｄ

ｔｈの２倍以上であり、かつ傾斜角θｒの一軸脱線前後の傾斜角変化量θｄが所定の変化
量閾値θｄｔｈを超えているときに、一軸脱線が生じたものと判定することができる。な
お、変化量閾値θｄｔｈはセンサ測定値の検出分解能の値であり、具体的には、例えば、
一般的に回転センサとして用いられるロータリーエンコーダの分解能の値である０．３５
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ｄｅｇとすることができる。
【００４５】
　脱線判定部１１２は、変位量ｄが変位量閾値ｄｔｈの２倍以上であり、且つ傾斜角θｒ

の一軸脱線前後の傾斜角変化量θｄが変化量閾値θｄｔｈを超えているときに、一軸脱線
が生じたと判定する（Ｓ１６）。脱線判定部１１２は、当該一軸脱線に関する脱線した車
両、台車１０２及び車軸１０４ｓに関する情報を出力する（Ｓ１７）。なお、台車１０２
における一軸脱輪した車軸１０４ｓの特定は、例えば、一軸脱線した台車１０２において
、ジャイロセンサ１１４により検出された左右方向の軸周りの傾斜角θｐに基づいて、よ
り下方に傾斜していると推測される車軸１０４ｓが一軸脱線をしていると特定することが
できる。
【００４６】
　本実施形態によれば、脱線検知装置１１０の脱線判定部１１２は、鉄道車両の上下方向
の変位量ｄが変位量閾値ｄｔｈ以上であり、且つ前後方向の軸周りの傾斜角θｒが傾斜角
閾値θｔｈ以上であるときに、鉄道車両の一輪が脱線していると判定する。走行時の振動
や乗客の昇降等による上下方向の変位量ｄや前後方向の軸周りの傾斜角θｒの変動が大き
い鉄道車両では、上下方向の変位量ｄ等のみに基づく判定では、精度良く一輪脱線を検知
することは難しい。しかし、上下方向の変位量ｄと前後方向の軸周りの傾斜角θｒとのＡ
ＮＤ条件により鉄道車両の一輪脱線を判定することにより、一輪脱線を検知する精度を向
上させることができる。
【００４７】
　本実施形態では、停車時に一輪脱線したときは、一輪脱線の検知後に鉄道車両の再度の
走行を抑止することで、脱線の拡大を防止することができる。また、本実施形態では、走
行中に一輪脱線したときは、従来の方式での脱線検知方法よりも早く一輪脱線を検知でき
、いち早く停車させることにより脱線の拡大を防止することができる。
【００４８】
　また、鉄道車両の一輪が脱線した後には、いずれ当該一輪に係る車軸の両輪が脱線する
ことが予測される。この場合、車軸の両輪が脱線するため、上下方向の変位量ｄは変位量
閾値ｄｔｈの２倍以上となり、且つ前後方向の軸周りの傾斜角θｒの一軸脱線前後の傾斜
角変化量θｄは変化量閾値θｄｔｈを超えると考えられる。そのため、本実施形態では、
脱線判定部１１２が鉄道車両の一輪が脱線していると判定した後に、変位量ｄが変位量閾
値ｄｔｈの２倍以上であり、且つ傾斜角変化量θｄが変化量閾値θｄｔｈを超えていると
きに、脱線判定部１１２は、鉄道車両の当該一輪に係る車軸１０４ｓの両輪が脱線してい
ると判定することができる。
【００４９】
　以下、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態では、脱線検知装置１１０
の脱線判定部１１２は、上下方向の変位量ｄと前後方向の軸周りの傾斜角θｒとに加えて
、上下方向の衝撃とのＡＮＤ条件により鉄道車両の一輪脱線を判定する。本実施形態では
、脱線検知装置１１０のセンサ部１１１の加速度センサ１１３により、先頭車両１００ａ
及び中間車両１００ｂの台車１０２の上下方向の衝撃が検出される。上下方向の衝撃とは
、例えば、図４に示すｚ軸方向（垂直方向）に沿い、且つ台車１０２の重心の位置におけ
る加速度を意味する。しかし、上下方向の衝撃は、必ずしも厳密に垂直方向に沿い、台車
１０２の重心の位置における加速度でなくともよい。
【００５０】
　以下、本実施形態の脱線検知装置１１０の動作について説明する。図１２に示すように
、先頭車両１００ａ及び中間車両１００ｂそれぞれの脱線検知装置１００のセンサ部１１
１は、センシング工程として、先頭車両１００ａ及び中間車両１００ｂの台車１０２の上
下方向の変位量、衝撃及び前後方向の軸周りの傾斜角を検出する（Ｓ２１）。脱線検知装
置１１０の脱線判定部１１２は、脱線判定工程として、上下方向の変位量ｄが変位量閾値
ｄｔｈ以上であり、衝撃Ｓが衝撃閾値Ｓｔｈ以上であり、且つ前後方向の軸周りの傾斜角
θｒが傾斜角閾値θｔｈ以上であるか否かを判定する（Ｓ２２）。
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【００５１】
　上下方向の変位量ｄが変位量閾値ｄｔｈ以上であり、衝撃Ｓが衝撃閾値Ｓｔｈ以上であ
り、且つ前後方向の軸周りの傾斜角θｒが傾斜角閾値θｔｈ以上であるときは、脱線判定
部１１２は、一輪脱線であると判定する（Ｓ２３）。脱線判定部１１２は、当該一輪脱線
に関する脱線した車両、台車１０２及び車輪に関する情報を出力する（Ｓ２４）。なお、
台車１０２における一輪脱輪した車輪の特定は、上記第１実施形態と同様にして行うこと
ができる。
【００５２】
　脱線判定部１１２が先頭車両１００ａ又は中間車両１００ｂの一輪が脱線していると判
定した後に、脱線判定部１１２は、変位量ｄが変位量閾値ｄｔｈの２倍以上であり、衝撃
Ｓが衝撃閾値Ｓｔｈ以上であり、且つ傾斜角変化量θｄが変化量閾値θｄｔｈを超えてい
るか否かを判定する（Ｓ２５）。変位量ｄが変位量閾値ｄｔｈの２倍以上であり、衝撃Ｓ
が衝撃閾値Ｓｔｈ以上であり、且つ傾斜角変化量θｄが変化量閾値θｄｔｈを超えている
ときは、脱線判定部１１２は、一軸脱線であると判定する（Ｓ２６）。脱線判定部１１２
は、当該一軸脱線に関する脱線した車両、台車１０２及び車軸１０４ｓに関する情報を出
力する（Ｓ２７）。なお、台車１０２における一軸脱輪した車軸１０４ｓの特定は、上記
第１実施形態と同様にして行うことができる。
【００５３】
　本実施形態では、脱線判定部１１２は、変位量ｄが変位量閾値ｄｔｈ以上であり、傾斜
角θｒが傾斜角閾値θｔｈ以上であり、且つ衝撃Ｓが衝撃閾値Ｓｔｈ以上であるときに、
鉄道車両の一輪が脱線していると判定する。このように、上下方向の変位量ｄと前後方向
の軸周りの傾斜角θｒと上下方向の衝撃ＳとのＡＮＤ条件により鉄道車両の一輪脱線を判
定することにより、一輪脱線を検知する精度をさらに向上させることができる。
【００５４】
　鉄道車両の一輪が脱線した後に、当該一輪に係る車軸１０４ｓの両輪が脱線する場合に
は、上下方向の変位量ｄは変位量閾値ｄｔｈの２倍以上となり、前後方向の軸周りの傾斜
角θｒの一軸脱線前後の傾斜角変化量θｄは変化量閾値θｄｔｈを超えており、且つ衝撃
Ｓは一輪脱線と同様に衝撃閾値Ｓｔｈ以上となると考えられる。そのため、本実施形態に
よれば、上下方向の変位量ｄと前後方向の軸周りの傾斜角θｒの一軸脱線前後の傾斜角変
化量θｄと上下方向の衝撃ＳとのＡＮＤ条件により鉄道車両の一軸脱線を判定することに
より、一軸脱線を検知する精度をさらに向上させることができる。
【００５５】
　尚、本発明の実施形態の脱線検知装置及び脱線検知方法は、上記した実施の形態に限定
されるものではなく、本発明の実施形態の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加
え得ることは勿論である。例えば，一輪脱線から一軸脱線に至る時間内の傾斜角の変化量
は、角速度を測定することにより直接求めることとしてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
　１００ａ…先頭車両、１００ｂ…中間車両、１０２…台車、１０４ＦＬ…左前輪、１０
４ＦＲ…右前輪、１０４ＬＲ…左後輪、１０４ＲＲ…右後輪、１０４ｓ…車軸、１０４ｆ
…フランジ、１０６…アンテナ、１１０…脱線検知装置、１１１…センサ部、１１２…脱
線判定部、１１３…加速度センサ、１１４…ジャイロセンサ、１２０…リレー、１３０…
防護無線機、１４０…モニタ表示器、１５０…リセットスイッチ、４００…レール、Ｈ…
レール高さ、ｈ…フランジ高さ、ｗ…踏面相互間距離、α…傾斜角、ｄ…変位量、θｒ…
傾斜角、θｐ…傾斜角。
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