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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主電動機と前記主電動機の駆動を制御するインバータ装置と前記インバータ装置の直流
側に接続された半導体スイッチング装置と、前記半導体スイッチング装置に接続された蓄
電装置と、前記インバータ装置の直流側と前記半導体スイッチング装置の接続点と前記集
電装置間の電流を計測する直流電流検出手段と、を有し、
　前記インバータ装置が力行制御を行う際に、前記蓄電装置からの放電を前記インバータ
装置が消費する電流以下の大きさに制御する放電制御手段と、
　前記インバータ装置が回生制御を行う際に、回生負荷が十分にある場合に前記インバー
タ装置が放出する回生直流電流制御目標値よりも直流電流検出手段により検出される前記
インバータ装置から前記集電装置に向かう電流量が小さい場合に前記半導体スイッチング
装置を動作させて前記蓄電装置への充電を制御し、かつ前記回生直流電流制御目標値と前
記直流電流検出手段により検出される電流量の差分より小さい値に前記半導体スイッチン
グ装置の入力電流を制限する充電制御手段と、を備えたことを特徴とする車両用制御装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用制御装置において、前記放電手段は、前記力行制御の際に前記
直流電流検出手段により検出した電流値が第１の閾値を超えた場合に前記スイッチング装
置を制御することで前記蓄電装置からの放電を制御することを特徴とする車両用制御装置
。
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【請求項３】
　請求項１に記載の車両用制御装置において、前記充電手段は、前記回生制御の際に前記
情報入力手段より得られる回生負荷が十分ある場合に前記インバータ装置が放出する回生
直流電流制御目標値と、前記直流電流検出手段により検出される電流量との差分が第２の
閾値を越えた場合に前記半導体スイッチング装置を制御することで前記蓄電装置への充電
を制御することを特徴とする車両用制御装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の車両用制御装置において、前記蓄電装置の放電及び充電時の許容最大
電流値を入力し、放電電流量が放電電流限界に関係する第３の閾値に達した場合、前記蓄
電装置からの放電電流の増加を禁止し、充電電流が充電電流限界に関係する第４の閾値達
した場合、前記蓄電装置への充電電流の増加を禁止するように前記半導体スイッチング装
置を制御することを特徴とする車両用制御装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の車両用制御装置において、前記蓄電装置の充電量情報を入力し、蓄電
量が放電限界に関係する第５の閾値以下になった場合、前記蓄電装置からの放電を禁止し
、蓄電量が充電限界に関係する第６の閾値以上なったとき前記蓄電装置への充電を禁止す
るように前記半導体スイッチング装置に対し要求することを特徴とする車両用制御装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の車両用制御装置において、前記蓄電装置の充電量情報を入力し、該蓄
電量の値が放電限界に関係する第７の閾値以下になった場合、前記蓄電装置からの放電電
流を第３の閾値以下に制限し、蓄電量が充電限界に関係する第８の閾値以上になったとき
前記蓄電装置への充電電流を第４の閾値以下に制限するように前記半導体スイッチング装
置を制御することを特徴とする車両用制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば鉄道車両用車両などの車両に搭載される制御装置に関し、特に主電動
機を駆動するインバータ装置の入力側に設けられた車両用制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、鉄道用の車両の回生運転時において回生する電力を消費する他列車など
が近辺にいない場合、回生電流がインバータの入力に付加されているフィルタコンデンサ
に充電されインバータ装置の入力側直流電圧が上昇し、放置すると制御範囲外の過電圧に
なる。これを避ける為に、インバータ装置の軽負荷回生制御により回生電力自体を低減す
る、もしくは回生負荷抵抗チョッパ制御装置を付加し、チョッパ装置の抵抗器に回生電力
を消費させることによりインバータ装置の入力側である直流電圧が過電圧になるのを防止
している。
【０００３】
　前述した軽負荷回生制御とは、車両に搭載された主電動機の駆動を制御ためのインバー
タ装置においてその回生動作時にインバータ装置の直流側電圧が所定の値以上になった際
に図９の示すごとく主電動機のトルクを絞ることで回生エネルギーを抑制する制御である
。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、力行時において、インバータ装置への入力電流が所定のしき
い値電流を超える場合に、チョッパ装置をオン状態にして、ＥＤＬＣ７に蓄えられたエネ
ルギーをインバータ装置に供給するように制御し、また、回生制御時において、フィルタ
コンデンサの端子電圧が所定のしきい値電圧に達した場合に、チョッパ装置をオン状態に
して、回生制御により発生したエネルギーをＥＤＬＣに充電するように制御し、回生時に
発生したエネルギーを適切に有効利用する車両用制御装置が開示されている。
【０００５】
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　次に、従来の回生負荷抵抗チョッパ制御装置の構成例を図１０を参照して説明する。こ
の装置では、電車線から集電装置７１を介して電圧を供給し、フィルタリアクトル７２と
フィルタコンデンサ７３を介してインバータ装置７４が接続され、このインバータ装置７
４内のスイッチング素子の制御により主電動機７５の回転数が制御される。また、インバ
ータ装置と並列に回生負荷抵抗７６と回生負荷抵抗チョッパ７７が接続される。
【０００６】
　図１１は、図１０に示した回生負荷抵抗チョッパ７７を制御する制御部７８の構成例を
示すブロック図である。この制御部７８では、フィルタコンデンサ７３の電圧から、回生
負荷抵抗チョッパ７７の動作開始電圧を減算した値に係数器８１によるゲイン（定数Ｋ３
）をかけた上で、係数器８１からの出力値に対し上下限リミット処理部８２による上下限
リミット処理を行う。上下限リミット処理にかかる下限値は、回生負荷抵抗チョッパ７７
の動作しないレベル（ゲートＯＦＦレベル）とし、上限値は回生負荷抵抗チョッパのゲー
トが常時オンしているレベル（ゲートＦＵＬＬ　ＯＮレベル）とする。そして、上下限リ
ミット処理部８２の出力信号を回生負荷抵抗チョッパ７７のゲート信号として用いて、回
生負荷抵抗チョッパ７７のオンオフを制御することにより回生負荷抵抗７６に流れる電流
量を制御している。
【特許文献１】特開２００５－３２８６１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述した回生負荷抵抗チョッパ制御装置では回生エネルギーを抵抗で消費していたので
回生エネルギーが有効活用されない。また、前述した軽負荷回生制御においては回生運転
時のインバータ直流側電圧が過電圧になるのを防ぐ為に回生エネルギーをインバータ制御
により抑制し、結果として不足するブレーキ力を他のブレーキ、例えば空気ブレーキを働
かせるなどするため、回生エネルギーの有効利用ができず、また空気ブレーキ関係の消耗
品が磨耗してしまうなどの問題がある。
【０００８】
　これらの問題を解決する為に、図１０に示した回生負荷抵抗７６に代えて、例えば充電
能力が十分に高くかつ必要最低限の充電容量を有する２次電池など蓄電装置及び制御用チ
ョッパ装置を設け、制御用チョッパ装置の動作により回生時に発生したエネルギーを蓄電
装置に蓄えることが考えられる。この場合、回生時に蓄積したエネルギーは、力行時の駆
動用エネルギーとして使用する、或いはサービス用の補助電源への供給エネルギーとして
使用するなどエネルギーの有効利用が可能である。
【０００９】
　しかしながら、回生エネルギー吸収のため蓄電装置を利用する場合、蓄電システム特有
の問題点がある。即ち、電車線より電力の供給を受けている鉄道車両の場合、意図すれば
常時充放電は可能である。一方、蓄電装置に吸収できるエネルギーには限りがあるので、
システムを有効に作動させるためには、回生エネルギーの吸収を行いたい場合には、蓄電
装置に吸収されたエネルギーを事前に放出しておき回生エネルギー吸収が必要なとき蓄電
装置が十分充電余力をもつように管理されていることが必要である。即ち、どのような条
件で充電・放電を行うべきかを定める充放電制御を必要とする。さらに多くの蓄電装置は
過充電・過放電を嫌うものも多く、多くの場合最大充放電電流の制限も有す。したがって
、エネルギー蓄電装置を利用する場合、蓄積エネルギーの管理方法、充放電量制限、充放
電電流制限などの手法の確立が不可欠である。
【００１０】
　本発明の目的は回生エネルギーを適切に有効利用することが可能になる蓄電装置を有す
る車両用制御装置を提供することにある
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の車両用制御装置は、主電動機と前記主電動機の駆動を制御するインバータ装置
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と前記インバータ装置の直流側に接続された半導体スイッチング装置と、前記半導体スイ
ッチング装置に接続された蓄電装置と、前記インバータ装置の直流側と前記半導体スイッ
チング装置の接続点と前記集電装置間の電流を計測する直流電流検出手段と、を有し、　
前記インバータ装置が力行制御を行う際に、前記蓄電装置からの放電を前記インバータ装
置が消費する電流以下の大きさに制御する放電制御手段と、前記インバータ装置が回生制
御を行う際に、回生負荷が十分にある場合に前記インバータ装置が放出する回生直流電流
制御目標値よりも直流電流検出手段により検出される前記インバータ装置から前記集電装
置に向かう電流量が小さい場合に前記半導体スイッチング装置を動作させて前記蓄電装置
への充電を制御し、かつ前記回生直流電流制御目標値と前記直流電流検出手段により検出
される電流量の差分より小さい値に前記半導体スイッチング装置の入力電流を制限する充
電制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、回生負荷低減時、回生電力を蓄電装置に電力吸収できるので、車両の
運動エネルギーの無駄な消費をさけることができる。また同時に回生ブレーキ力低減によ
る、空気ブレーキ装置などの消耗を低減できる。
【００１４】
　力行に際しては蓄電装置からの放電電流はすべて自車両の消費電流として使用され、回
生の際は自車両の回生電流量以内で回生エネルギーを吸収できるので、必要以上の充放電
を避け、有効にエネルギーの吸収・放出ができる。
【００１５】
　また、本発明によれば、吸収した回生エネルギーを力行に使用できるのでトータルとし
て省エネが図れ、更に、本発明によれば、回生負荷低減時のみに動作を限定しているので
動作頻度が少なく蓄電装置の寿命確保にも有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　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１】
【００１７】
　まず、図１を用いて本発明の実施例１の車両用制御装置の構成を説明する。図示のよう
に電車線と電気的に接続する集電装置１とフィルタリアクトル２を介し電源に接続される
インバータ装置４と、このインバータ装置４の入力側にフィルタコンデンサ３が、インバ
ータ装置４の出力側に主電動機５がそれぞれ接続される。
【００１８】
　また、フィルタコンデンサ３と並列に、半導体スイッチング装置であるチョッパ装置６
が接続される。このチョッパ装置は、第１のフリーホイールダイオードを並列接続された
ＩＧＢＴ６ａのエミッタと第２のフリーホイールダイオードを並列接続されたＩＧＢＴ６
ｂのコレクタが接続されてなる。第１のＩＧＢＴのコレクタはフィルタリアクトル２とイ
ンバータ装置４の間に接続され、第２のＩＧＢＴ６ｂのエミッタはインバータ装置の低電
位側に接続される。第２のＩＧＢＴ６ｂのコレクタとエミッタ間には、電圧変換用リアク
トル８を介して例えば２次電池よりなる蓄電装置７が接続される。
【００１９】
　また集電装置１から供給されてフィルタリアクトル２を流れる電流（Ｉｄｃ）の値を検
出する直流電流検出部９、インバータ装置４への入力電流（Ｉｉｎｖ）の値を検出するイ
ンバータ電流検出部１０、および、蓄電装置７から第２のＩＧＢＴ６ｂのコレクタに出力
される電流（Ｉｃｈ）の値を検出する蓄電装置電流検出部１２がそれぞれ設けられる。ま
たチョッパ装置６には充放電制御装置１３が接続される。さらにインバータ装置４にはイ
ンバータ制御装置１４が接続され、インバータ制御装置１４と充放電制御装置１３の間に
は情報伝達手段１５が設けられ、回生時、回生負荷が十分ある場合にインバータ装置７４
が放出する回生直流電流量目標値の情報がインバータ制御装置１４より充放電制御装置１
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３に渡される。また蓄電装置７には蓄電制御装置１６が接続され、蓄電制御装置１６と充
放電制御装置１３の間には情報伝達手段１７が設けられている。蓄電制御装置１６は蓄電
装置７の充電量及び、蓄電装置７内状態に対応した許容最大充放電電流を算出するととも
に、これらの情報を充放電制御装置１３に渡すように構成される。
【００２０】
　図２は、図１に示した充放電制御装置１３の構成例を示すブロック図である。この充放
電装置１３は、充電制御部２１、放電制御部２２及び力行回生検出部２３を備える。力行
回生検出部２３は、主電動機５、インバータ装置４が力行状態にあるか回生状態にあるか
を検出する。充放電制御装置１３では、力行回生検出部２３による検出結果にしたがって
、選択回路２４のＡＮＤ機能２５，２６により、回生時には充電制御部２１からの制御信
号が、力行時には放電制御部２２からの制御信号がチョッパ装置６のＩＧＢＴ６ａ、６ｂ
に入力されるようになっている。
【００２１】
　力行回生検出部２３では、例えば図示しない運転用装置において運転士により加速にか
かる操作がなされて、これを示す制御信号が出力された際には、これを検出して力行とみ
なし、減速にかかる操作がなされたことを示す制御信号が出力された際には、これを検出
して回生とみなす。
【００２２】
　なお、このような情報はインバータ装置７４が主電動機を運転士の操作に対応して主電
動機を制御するという責務を負うことよりインバータ制御装置１４内には必ず存在する信
号であるから情報伝達手段１５を介して力行回生検出部に伝達されてもよい。
【００２３】
　次に、放電制御部２２による放電制御について説明する。図３は、図２に示した放電制
御部２２の構成例を示すブロック図である。図４はこの中で用いるパターン発生部３６の
特性図、図５は、図３に示した構成の放電制御部２２による制御を行った際の動作波形を
示した図である。
【００２４】
　この放電制御部２２では、まず直流電流検出部９で検出したフィルタリアクトル２を流
れる電流Ｉｄｃ、即ち集電装置１より車両が取り入れる電流の値から適度な下限値である
第１の閾値ＩｄｃＬを減算し、これを越えた分に対し適度な係数Ｋ１を乗算してチョッパ
電流目標値をＩｃｈＰ１算出する。
【００２５】
　次に、リミット機能３２により、ＩｃｈＰ１の値を０以上から次に説明するＩｃｈＰ４
以下の範囲に限定し、この値を最終的なチョッパ電流目標値ＩｃｈＰ３とする。ＩｃｈＰ
４は蓄電制御装置１６より情報伝達手段１８を介して得られる第３の閾値である許容最大
放電電流値ＩｃｈＰ２と蓄電装置７の充電量を示す値ＳＯＣとにより演算され出力される
値であって、ＳＯＣを入力しＳＯＣが許容される最低値を示す第５の閾値以下のとき０、
ＳＯＣが第５閾値よりやや大きい第７の閾値以上の場合は１を出力し、かつ、第５の閾値
、第７の閾値の間は０から１の中間値を出力するパターン発生部３６を構成し、この出力
をＩｃｈＰ２に乗じたものである。
【００２６】
　図４にパターン発生部３６の特性図の例を示す。即ち、ＩｃｈＰ３はＩｃｈＰ４以下の
範囲に限定され、ＩｃｈＰ３がＩｃｈの最終的な制御目標値とされる。この機能により蓄
電装置７は最低許容充電量以下では蓄電装置の放電が禁止され最低許容充電量が確保され
る。またＩｃｈＰ３はＩｃｈＰ４以下であり、ＩｃｈＰ４は許容最大放電電流値ＩｃｈＰ
２以下であるから蓄電装置７の最大放電許容値は担保される。さらにチョッパ電流目標値
ＩｃｈＰ３に対し蓄電装置電流検出部１２により検出されるチョッパ装置６に流れる電流
Ｉｃｈをフィードバックし電流制御部（ＡＣＲ）３３により比例積分などの処置を行い通
流角指令とする。この値をＰＷＭ変調器３５により通流角指令に比例したパルス幅を有す
るパルス信号に変換し、ＩＧＢＴ６ｂのゲート信号として供給する。
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【００２７】
　尚、ＩｄｃＬは力行時、インバータが確実に電流消費動作に入っており、かつインバー
タが消費する電流以下の大きさで放電を行う為の定数でインバータの最大力行電流の数％
程度以上の値とすればよい。また係数Ｋ１はインバータの消費電流の内訳である、電車線
からの流入電流と蓄電装置からの放電電流との比率にかかわる係数で、その比率の設計値
として設定される。
【００２８】
　具体的動作としては、ＩｄｃがＩｄｃＬを越えるとＩｃｈＰ１は正となり、ＰＷＭ変調
器３５によりチョッパ用のパルスが生成されチョッパ装置が動作を開始し、蓄電装置に蓄
えられたエネルギーの放出が開始される。
【００２９】
　図５のグラフで示されるように、力行時、Ａ点で車両が出発し力行が開始されたとする
と、加速とともに（図５ａ）、（図５ｂ）のように集電装置からの流入電流Ｉｄｃ、イン
バータの入力電流Ｉｉｎｖ、は徐々に増加する。Ｉｄｃ、ＩｉｎｖがＩｄｃＬの値に達す
ると、即ちＢ点に達するとチョッパ装置６がオン状態となって蓄電装置からの放電が開始
される。これによりチョッパ装置６からの放電電流Ｉｃｈ’と集電装置１からの流入電流
Ｉｄｃの合計がインバータ装置４に供給されることになる。したがって、電車線から集電
装置１を介して流入する電流Ｉｄｃは、インバータ装置４が入力する電流Ｉｉｎｖよりも
Ｉｃｈ’の分だけ減少する。尚、Ｉｃｈ’はチョッパ装置の出力電流で実際にはＩＧＢＴ
６ｂのオフ期間に対応したパルス電流であるがフィルタコンデンサ３によって平滑される
。
【００３０】
　（図５ｃ）のＩｃｈ’はその平滑された平均値を示している。以後特に断らない限りＩ
ｃｈ’は平均値として扱う。その平滑された平均値はチョッパ装置６の蓄電装置７からの
入力電流Ｉｃｈにチョッパ装置の入出力の電圧比の逆数を乗じた値にほぼ一致する。また
ＩｃｈＰ１の値と、（Ｉｄｃ－ＩｄｃＬ）の値の比率は図３の制御ブロック図から知れる
ようにＫ１の値に一致する。この後さらに車両の加速が進みＩｉｎｖが増加すると、Ｉｄ
ｃが増加し、図４に示すＩｃｈＰ１の値が増加するが、この値がＩｃｈＰ２に達するとＩ
ｃｈの制御目標値はリミットされ（図５ｃ）のＣ－Ｄ間のようにＩｃｈ、Ｉｃｈ’が制限
される。
【００３１】
　その後、力行操作が継続していれば放電動作が継続し、蓄電装置７が今回の力行動作以
前に蓄えたエネルギー放電し、蓄電装置の充電量ＳＯＣが許容最低値に達した時点で、即
ち例えばＥ点において、ＩｃｈＰ４、ＩｃｈＰ３が０となりチョッパ装置６は停止させら
れる。
【００３２】
　尚、パターン発生部３６において第５の閾値と第７の閾値の間に０と１の間の中間値を
持たせているのは、上記したＩｃｈＰ４、ＩｃｈＰ３が０となりチョッパ装置６は停止さ
せられるときに急激な電流変化によりインバータ装置４に制御上の外乱を与えることがな
いようにしたものである。もちろんこの外乱の問題が無ければ第５の閾値と第７閾値は一
致させて中間値をなくしてもよい。
【００３３】
　上記のごとく動作する為、主電動機５を駆動するエネルギーは図５ｂに示すｂ－ｃ－ｄ
－ｅ－ｅ’－ｄ’に囲まれる分だけ電車線からのエネルギー供給を低減できる。
【００３４】
　次に、図２に示した充電制御部２１の回路構成例と動作について図６を参照して説明す
る。
【００３５】
　図７はこの中で用いるパターン発生部５６の特性図、図８は、図６に示した構成の充電
制御部２１による制御を行った際の動作波形を示した図である。
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【００３６】
　この充電制御部２１には、インバータ装置６が回生を行う際に、インバータ制御装置１
４から充放電制御装置１３に対して、回生負荷が十分にある際にインバータ装置６が回生
し出力する回生直流電流の目標値ＩｄｃＰが伝達される。この充電制御部２１では、この
ＩｄｃＰと直流電流検出部９で検出したフィルタリアクトル２を流れる電流Ｉｄｃ即ち集
電装置１を介して車両が電車線側に放出する電流の値の差分を検出する。ここで判りやす
くする為、前記放電制御部２２の説明とは逆向きであるが、ＩｄｃＰ、Ｉｄｃはインバー
タ装置６から集電装置１に向かって流れる電流を正とする。このＩｄｃＰとＩｄｃの差分
から適度な下限値である第２の閾値ＩｄｃＬ２を減算し、これを越えた分に対し適度な係
数Ｋ２を乗算してチョッパ電流目標値をＩｃｈＰｒ１算出する。
【００３７】
　次に、リミット機能５２により、ＩｃｈＰｒ１の値を０以上から次に説明するＩｃｈＰ
ｒ４以下の範囲に制限し、この値を最終的なチョッパ電流目標値ＩｃｈＰｒ３とする。Ｉ
ｃｈＰｒ４は蓄電制御装置１６より情報伝達手段１８を介して得られる、第４の閾値であ
る許容最大充電電流値ＩｃｈＰｒ２と蓄電装置７の充電量を示す値ＳＯＣとにより演算さ
れ出力される値であって、ＳＯＣを入力し、ＳＯＣが許容される最大値を示す第６の閾値
以上のとき０、ＳＯＣが第６の閾値よりやや小さい第８の閾値以下の場合は１を出力し、
かつ、第６の閾値、第８の閾値の間は０から１の中間値を出力するパターン発生部５６を
構成し、この出力をＩｃｈＰｒ２に乗じたものである。即ち、ＩｃｈＰｒ３はＩｃｈＰｒ
４以下の範囲に限定され、ＩｃｈＰｒ３がＩｃｈの最終的な制御目標値とされる。
【００３８】
　この機能により蓄電装置７は最大許容充電量以上では蓄電装置の充電が禁止され最大許
容充電量が担保される。またＩｃｈＰｒ３はＩｃｈＰｒ４以下であり、ＩｃｈＰｒ４は許
容最大充電電流値ＩｃｈＰｒ２以下であるから蓄電装置７の最大充電許容値は担保される
。さらにチョッパ電流目標値ＩｃｈＰｒ３に対し、蓄電装置電流検出部１２により検出さ
れるチョッパ装置６に流れる電流Ｉｃｈをフィードバックし電流制御部（ＡＣＲ）５３に
より比例積分などの処置を行い通流角指令とする。この値をＰＷＭ変調器５５により通流
角指令に比例したパルス幅を有するパルス信号に変換し、ＩＧＢＴ６ａのゲート信号とし
て供給する。
【００３９】
　尚、ＩｄｃＰはインバータ装置の駆動用主電動機制御を行うという本来責務より必ずイ
ンバータ制御装置内に内在する情報であるので伝達手段を介してこの充電制御部に入力す
ることは容易である。また、ＩｄｃＬ２は上記ＩｄｃＰの値やチョッパ装置自体の誤差分
などにより、回生時、インバータ装置６が回生する直流電流以上の電流を蓄電装置に吸収
させないため、或いはどの程度回生負荷が減ったとき充電機能を動作させるかを定めるた
めのシステム設計的定数である。したがって例えば上記回生目標値ＩｄｃＰに対して１０
０Ａ回生電流が低下したとき本装置を動作させたいと考えれば１００Ａとすればよい。ま
た係数Ｋ２はインバータ装置の目標回生直流電流値に対する実回生直流の不足分と蓄電装
置への充電電流との比率にかかわる係数で、チョッパ装置の入力電流Ｉｃｈ’が不足分以
上にならない範囲で、その比率の設計値として設定される。
【００４０】
　具体的動作としては、回生中に回生負荷が低減しＩｄｃが流れにくくなり、ＩｄｃＰと
Ｉｄｃの差がＩｄｃＬを越えるとＩｃｈＰｒ１は正となり、ＰＷＭ変調器５５によりチョ
ッパ用のパルスが生成されチョッパ装置が動作を開始し、回生電流が蓄電装置に流入し、
エネルギーの蓄積が開始される。
【００４１】
　図８のグラフで示されるように、回生中に、Ａ点で回生負荷が減少すると（図８ｂ）の
ように集電装置１向かうの回生電流Ｉｄｃが減少する。この時点でインバータ装置４は回
生負荷低減を検出できないので（図８ａ）のようにＡ点以前と同量のＩｄｃＰを制御目標
とした回生直流電流を発生している。充放電制御装置は直流電流検出器９より得られるＩ
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ｄｃと、情報伝達手段１５を介して得たＩｄｃＰの差を監視しこの差分がＩｄｃＬ２を越
えると、即ち、図８Ｂ点を過ぎると（図８ｃ）に示すようにＩｃｈＰｒ１は正となり、チ
ョッパ装置６がオン状態となって蓄電装置への充電が開始される。これによりチョッパ装
置６への流入電流Ｉｃｈ’と集電装置１を経て電車線への流出電流Ｉｄｃの合計がインバ
ータ装置６の出力電流を吸収することになる。
【００４２】
　（図８ｄ）にインバータ装置４の回生直流電流と、Ｉｄｃとチョッパ装置が吸収する電
流Ｉｃｈ’の合計との差分Ｉｆｃを示す。この差分Ｉｆｃは電車線へもチョッパ装置６へ
も吸収されないのでインバータ装置直流側に設けられたフィルタコンデンサ３に流入し、
コンデンサ両端、即ちインバータ装置４の直流入力端電圧Ｖｆｃを増加させる。（図８ｅ
）に示すようにＶｆｃは増加する。Ｉｄｃがさらに減少すると、図６のＩｄｃＰｒ１が増
加し、チョッパ装置６は、インバータ装置４の目標回生直流電流値に対する実回生直流の
不足分を補うべく吸収電流Ｉｃｈ’を増加させるようにＩｃｈ増加させるが、ＩｄｃＰｒ
１がチョッパ電流上限値ＩｃｈＰｒ２に達すると、即ち図８Ｃ点に達するとＩｃｈＰｒ３
がＩｃｈＰｒ２の値にリミットされる為、Ｉｃｈ，Ｉｃｈ’は増加を停止する。さらにＩ
ｄｃが減少してもチョッパ装置は吸収能力が限界に達しているので（図８ｄ）のＤ－Ｅ間
に示すようにＩｄｃの減少が停止するまで増加Ｉｆｃは増加する。
【００４３】
　このＩｆｃによりＶｆｃは増加を続けるが、Ｖｆｃがインバータ制御装置１４の軽負荷
回生制御電圧ＶＬに達する時点、即ち、図８Ｅ点でインバータ装置が軽負荷回生制御によ
り回生電流Ｉｉｎｖを低減し、ＩｉｎｖがＩｄｃ＋Ｉｃｈ’に等しい値に低減された状態
で回生が続行される。図９にインバータ装置の軽負荷回生制御の特性を示す。
【００４４】
　上記の回生負荷減少し軽負荷回生状態が継続し、蓄電装置７への充電が続き蓄電装置７
の充電量を示すＳＯＣが図７に示す第６の閾値即ち許容最大値に達した時点で、例えばＧ
点において、ＩｃｈＰｒ４、ＩｃｈＰｒ３が０となりチョッパ装置６は停止させられる。
またこの時、Ｉｃｈ’が減少するに伴いＶｆｃが上昇しインバータ装置４の軽負荷回生制
御の働きによりＩｉｎｖは減少させられる。
【００４５】
　尚、パターン発生部５６において第６の閾値と第８の閾値の間に０と１の間の中間値を
持たせているのは、上記したＩｃｈＰｒ４、ＩｃｈＰｒ３が０となりチョッパ装置６は停
止させられるときに急激な電流変化によりインバータ装置４に制御上の外乱を与えること
がないようにしたものである。もちろんこの外乱の問題が無ければ第６の閾値、第８の閾
値は一致させて中間値をなくしてもよい。
【００４６】
　上記のごとくして、回生負荷が減少し電車線側に電流が流れにくくなっても、インバー
タ装置の回生電流はＩｃｈ’＋Ｉｄｃで吸収され、インバータ装置の回生動作は確保続行
される。
【００４７】
　このようにして、充電制御部２１、放電制御部２２により回生負荷低減時は回生電力を
蓄電装置７に吸収し、力行時にはその吸収電力を放電することができ、回生負荷低減時に
極端な回生ブレーキ力低下を防止することが可能となる。
【００４８】
　さらに力行時には、蓄電装置に事前に吸収されたエネルギーを放出し、許容最低充電量
に達するまで放電させているので、下り勾配が長距離にわたって続くような特定の区間を
除けば、回生エネルギー吸収が必要なとき蓄電装置が十分充電余力をもつように管理され
る。また、蓄電装置が自ら設定する最大許容充放電電流の制限範囲及び許容最大充電量以
下、許容最小充電量以上に動作を限定し制御するため、蓄電装置の動作の安全性、信頼性
も確保できる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】図１は、本発明の実施例１の車両用制御装置の構成図である。
【図２】図２は、図１の充放電制御装置１３の構成例を示すブロック図である。
【図３】図３は、図２の放電制御部２２の構成例を示すブロック図である。
【図４】図４は、図３のパターン発生部３６の特性図である。
【図５】図５は、図４に示した構成の放電制御部２２による制御を行った際の動作波形図
である。
【図６】図６は、図２の充電制御部２１の構成例を示すブロック図である。
【図７】図７は、図６のパターン発生部５６の特性図である。
【図８】図８は、図６に示した構成の充電制御部２１による制御を行った際の動作波形図
である。
【図９】図９は、従来例のインバータ装置の軽負荷回生制御例の特性図である。
【図１０】図１０は、従来例の回生負荷抵抗チョッパ制御装置の構成例を示すブロック図
である。
【図１１】図１１は、図１０に示した従来例の回生負荷抵抗チョッパ制御装置を制御する
制御部の構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００５０】
　　１，７１　　集電装置
　　２，７２　　フィルタリアクトル
　　３，７３　　フィルタコンデンサ
　　４，７４　　インバータ装置
　　５，７５　　主電動機
　　６　　チョッパ装置
　　６ａ，６ｂ　　ＩＧＢＴ
　　７７　　回生負荷抵抗チョッパ
　　７　　蓄電装置
　　８　　電圧変換用リアクトル
　　９，１０，１２　　直流電流検出器
　　１３　　充放電制御装置
　　１４　　インバータ制御装置
　　１５，１７　　情報伝達手段
　　１６　　蓄電制御装置
　　２１　　充電制御部
　　２２　　放電制御部
　　２３　　力行回生検出部
　　２４　　選択回路
　　２５　　ＡＮＤ機能
　　３１，５１，８１　　係数器
　　３２，５２，８２　　リミット機能
　　３３，５３　　ＡＣＲ（電流制御部）
　　３５，５５　　ＰＷＭ変調器
　　３６，５６　　パターン発生部
　　３７，５７　　乗算器
　　７６　　回生負荷抵抗
　　７８　　制御部
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