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(57)【要約】
【課題】トルクの復帰制御の開始可能なタイミングをよ
り適切に判断することができる技術を提案すること。
【解決手段】トルクを引き下げた状態における加速度α
の推移が、第１～第３の推移パターンに相当する推移を
たどったことを示す第１～第３の推移パターン条件のう
ちの何れか１つの推移パターン条件を満たした場合に復
帰制御を開始する。第１の推移パターンは、加速度αの
変化傾向が増大して、第１の加速度閾値条件を満たすほ
ど加速度αが変化するパターンである。第２の推移パタ
ーンは、加速度αが第１の加速度閾値条件より閾値の大
きさが小さい第２の加速度閾値条件を満たした後、第１
の加速度閾値条件を満たさずに変化傾向の増減反転が生
じるパターンである。第３の推移パターンは、加速度α
が第２の加速度閾値条件より閾値の大きさが小さい第３
の加速度閾値条件を満たして後、第２の加速度閾値条件
を満たさずに変化傾向の増減反転と正負の反転が生じる
パターンである。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動輪の空転又は滑走（以下「空転滑走」という。）の発生を検知した場合に前記動輪に
係るトルクを引き下げ、当該引き下げた状態を保持した後に復帰させる再粘着制御方法で
あって、
　前記引き下げた状態における前記動輪の回転に係る加速度の推移が、所定の推移パター
ンに相当する推移をたどったことを示す所定の推移パターン条件を満たした場合に前記復
帰の制御を開始すること、
　を含む再粘着制御方法。
【請求項２】
　前記推移パターン条件は、前記推移パターンが異なる複数の推移パターン条件を含み、
　前記復帰の制御を開始することは、前記複数の推移パターン条件のうちの何れか１つの
推移パターン条件を満たした場合に前記復帰の制御を開始することである、
　請求項１に記載の再粘着制御方法。
【請求項３】
　前記複数の推移パターン条件は、
　前記トルクの引き下げおよび前記引き下げた状態の保持によって前記加速度の変化傾向
が増減反転した後に、第１の加速度閾値条件を満たすほど前記加速度が変化した推移パタ
ーンを示す第１の推移パターン条件、
　を少なくとも含む、
　請求項２に記載の再粘着制御方法。
【請求項４】
　前記複数の推移パターン条件は、
　前記トルクの引き下げおよび前記引き下げた状態の保持によって前記加速度の変化傾向
が増減反転し、前記加速度が、前記第１の加速度閾値条件より閾値の大きさが小さい第２
の加速度閾値条件を満たした後、前記第１の加速度閾値条件を満たさずに更なる変化傾向
の増減反転が生じた推移パターンを示す第２の推移パターン条件、
　を含む、
　請求項３に記載の再粘着制御方法。
【請求項５】
　前記複数の推移パターン条件は、
　前記トルクの引き下げおよび前記引き下げた状態の保持によって前記加速度の変化傾向
が増減反転して前記加速度の正負が反転した後、前記加速度が、前記第２の加速度閾値条
件より閾値の大きさが小さい第３の加速度閾値条件を満たして後、前記第２の加速度閾値
条件を満たさずに更なる変化傾向の増減反転が生じて前記加速度の更なる正負の反転を生
じた推移パターンを示す第３の推移パターン条件、
　を含む、
　請求項４に記載の再粘着制御方法。
【請求項６】
　前記動輪の回転に係る速度をもとに、微分演算と、時間軸方向に平滑化する加速度検出
用平滑化処理とを行って前記加速度を検出することと、
　前記速度をもとに、微分演算と、時間軸方向に平滑化する平滑化処理であって前記加速
度検出用平滑化処理よりも平滑化時間幅が短い短期平滑化処理とを行って短期平均加速度
を検出することと、
　を更に含み、
　前記推移パターン条件は、
　前記トルクの引き下げおよび前記引き下げた状態の保持によって前記加速度の変化傾向
が増減反転して前記加速度の正負が反転した後、前記短期平均加速度の大きさが前記加速
度の大きさ以下となった推移パターンを示す第４の推移パターン条件、
　を少なくとも含む、
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　請求項１～５の何れか一項に記載の再粘着制御方法。
【請求項７】
　前記復帰の制御を開始することは、前記推移パターン条件を満たす前に、前記空転滑走
の発生の前記検知に係る条件を満たさなくなった場合には前記復帰の制御を開始すること
、
　を更に含む請求項１～６の何れか一項に記載の再粘着制御方法。
【請求項８】
　動輪を駆動する電動機を制御し、当該動輪の空転又は滑走（以下「空転滑走」という。
）の発生を検知した場合にトルクを引き下げ、当該引き下げた状態を保持した後に復帰さ
せる再粘着制御を行う電動機制御装置であって、
　前記再粘着制御では、前記引き下げた状態における前記動輪の回転に係る加速度の推移
が、所定の推移パターンに相当する推移をたどったことを示す所定の推移パターン条件を
満たした場合に前記復帰の制御を開始する、
　電動機制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動輪の空転又は滑走の発生を検知した場合に当該動輪に係るトルクを引き下
げ、当該引き下げた状態を保持した後に復帰させる再粘着制御方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動機で動輪を駆動して走行する車両として鉄道車両である電気車の他、電気自動車、
燃料電池自動車等が知られているが、以下、その代表例として電気車について説明する。
電気車は車輪・レール間の接線力（粘着力とも呼ばれる。）によって加減速がなされる。
電動機の発生トルク（以下単に「トルク」という。）により生じる駆動力が、車輪とレー
ルとに働く粘着力以下であれば粘着走行がなされるが、粘着力を超えた場合には空転又は
滑走（以下「空転滑走」という。）が生じる。空転滑走の発生が検知された場合には、ト
ルクを引き下げ、引き下げた状態を保持した後に復帰させる再粘着制御が行われる。
【０００３】
　その再粘着制御において、引き下げたトルクの復帰開始タイミングを判断する技術、す
なわち復帰制御を開始可能と判断する技術としては、例えば、動輪の回転に係る加速度が
一定の復帰検知レベルに達した場合にトルクの復帰を開始させる技術（特許文献１の［０
００７］～［０００８］段落）が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－１６８８０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、トルクの復帰制御を開始可能なタイミングの判断は、従来の技術では、
動輪の回転に係る加速度が、所定の閾値に達したか否かという単一の固定閾値による単純
判定で判断していた。
【０００６】
　ところで、空転滑走が発生して再粘着制御がなされた場合、再粘着時に接線力の回復に
よって動輪に大きな力が生じ、その力が車両に伝わって前後動が生じるため、乗り心地が
悪化する問題がある。このときに生じる力は、回復した接線力の回復量が大きいほど大き
く、動輪の回転に係る加速度（以下、適宜「加速度」と省略する。）の変化量が大きいほ
ど大きい。空転滑走が生じていない粘着走行においては、加速度の変化は無い、若しくは
緩やかな状態であるが、空転滑走が生じると加速度は大きく変化する。
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【０００７】
　すなわち、再粘着制御において、トルクの復帰制御を開始する時点の加速度が、粘着走
行時の加速度と大きく乖離していると、再粘着時に動輪に大きな力が生じ、乗り心地に大
きな影響を与え得る。
【０００８】
　上述した従来の技術では、加速度が所定の閾値に達したか否かの単一の固定閾値による
単純判定で引き下げたトルクの復帰開始タイミングを判断しているため、粘着走行時の加
速度からの乖離が大きく、再粘着時に動輪に大きな力が生じる場合があった。
【０００９】
　また、単一の固定閾値による単純判定であったため、再粘着させるためのトルクの復帰
制御の開始タイミングとして遅過ぎる判断になる場合があるなど、適切でない場合も起こ
り得た。
【００１０】
　本発明は、上述した背景に基づいて考案されたものであり、その目的とするところは、
トルクの復帰制御の開始可能なタイミングをより適切に判断することができる技術を提案
するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の発明は、
　動輪の空転又は滑走（以下「空転滑走」という。）の発生を検知した場合に前記動輪に
係るトルクを引き下げ、当該引き下げた状態を保持した後に復帰させる再粘着制御方法で
あって、
　前記引き下げた状態における前記動輪の回転に係る加速度の推移が、所定の推移パター
ンに相当する推移をたどったことを示す所定の推移パターン条件を満たした場合に前記復
帰の制御を開始すること、
　を含む再粘着制御方法である。
【００１２】
　また、他の発明として、
　動輪を駆動する電動機を制御し、当該動輪の空転又は滑走（以下「空転滑走」という。
）の発生を検知した場合にトルクを引き下げ、当該引き下げた状態を保持した後に復帰さ
せる再粘着制御を行う電動機制御装置であって、
　前記再粘着制御では、前記引き下げた状態における前記動輪の回転に係る加速度の推移
が、所定の推移パターンに相当する推移をたどったことを示す所定の推移パターン条件を
満たした場合に前記復帰の制御を開始する、
　電動機制御装置を構成することとしてもよい。
【００１３】
　この第１の発明等によれば、再粘着制御においてトルクを引き下げた状態における動輪
の回転に係る加速度の推移が、所定の推移パターンに相当する推移をたどったことを示す
所定の推移パターン条件を満たした場合にトルクを復帰させる制御が開始される。従って
、トルクの復帰制御を開始するタイミングを、加速度の推移から適切に判断することが可
能となる。
【００１４】
　第２の発明は、
　前記推移パターン条件が、前記推移パターンが異なる複数の推移パターン条件を含み、
　前記復帰の制御を開始することは、前記複数の推移パターン条件のうちの何れか１つの
推移パターン条件を満たした場合に前記復帰の制御を開始することである、
　第１の発明の再粘着制御方法である。
【００１５】
　この第２の発明によれば、推移パターンが異なる複数の推移パターン条件のうちの何れ
か１つの推移パターン条件を満たした場合に復帰制御が開始される。従って、トルクの復
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帰制御を開始可能な様々な推移パターンを示す推移パターン条件を定めておくことで、加
速度の多様な推移に対して、適切に復帰制御の開始の是非を判断することが可能となる。
【００１６】
　より具体的には、第３の発明として、
　前記複数の推移パターン条件が、
　前記トルクの引き下げおよび前記引き下げた状態の保持によって前記加速度の変化傾向
が増減反転した後に、第１の加速度閾値条件を満たすほど前記加速度が変化した推移パタ
ーンを示す第１の推移パターン条件、
　を少なくとも含む、
　第２の発明の再粘着制御方法を構成してもよい。
【００１７】
　更には、第４の発明として、
　前記複数の推移パターン条件が、
　前記トルクの引き下げおよび前記引き下げた状態の保持によって前記加速度の変化傾向
が増減反転し、前記加速度が、前記第１の加速度閾値条件より閾値の大きさが小さい第２
の加速度閾値条件を満たした後、前記第１の加速度閾値条件を満たさずに更なる変化傾向
の増減反転が生じた推移パターンを示す第２の推移パターン条件、
　を含む、
　第３の発明の再粘着制御方法を構成してもよい。
【００１８】
　更に、第５の発明として、
　前記複数の推移パターン条件が、
　前記トルクの引き下げおよび前記引き下げた状態の保持によって前記加速度の変化傾向
が増減反転して前記加速度の正負が反転した後、前記加速度が、前記第２の加速度閾値条
件より閾値の大きさが小さい第３の加速度閾値条件を満たして後、前記第２の加速度閾値
条件を満たさずに更なる変化傾向の増減反転が生じて前記加速度の更なる正負の反転を生
じた推移パターンを示す第３の推移パターン条件、
　を含む、
　第４の発明の再粘着制御方法を構成してもよい。
【００１９】
　この第３～第５の発明によれば、トルクの引き下げおよび引き下げた状態の保持によっ
て加速度の変化傾向が増減反転した後の様々な推移パターンに対して、適切に復帰制御の
開始の是非を判断することが可能となる。
【００２０】
　また、第６の発明として、
　前記動輪の回転に係る速度をもとに、微分演算と、時間軸方向に平滑化する加速度検出
用平滑化処理とを行って前記加速度を検出することと、
　前記速度をもとに、微分演算と、時間軸方向に平滑化する平滑化処理であって前記加速
度検出用平滑化処理よりも平滑化時間幅が短い短期平滑化処理とを行って短期平均加速度
を検出することと、
　を更に含み、
　前記推移パターン条件が、
　前記トルクの引き下げおよび前記引き下げた状態の保持によって前記加速度の変化傾向
が増減反転して前記加速度の正負が反転した後、前記短期平均加速度の大きさが前記加速
度の大きさ以下となった推移パターンを示す第４の推移パターン条件、
　を少なくとも含む、
　第１～第５の何れかの発明の再粘着制御方法を構成することとしてもよい。
【００２１】
　この第６の発明によれば、動輪の回転に係る速度をもとにした２種類の加速度が検出さ
れる。１つは、微分演算と時間軸方向に平滑化する加速度検出用平滑化処理とを行って検
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出される加速度であり、もう１つは、微分演算と時間軸方向に平滑化する平滑化処理であ
って加速度検出用平滑化処理よりも平滑化時間幅が短い短期平滑化処理を行って検出され
る短期平均加速度である。そして、トルクの引き下げおよび引き下げた状態の保持によっ
て加速度の変化傾向が増減反転して加速度の正負が反転した後、短期平均加速度の大きさ
が加速度の大きさ以下となったことで、トルクの復帰制御を開始することができる。
【００２２】
　平滑化時間幅が短いことから、加速度の変化に比べて、短期平均加速度の変化の方が機
敏である。そのため、加速度の変化傾向が増減反転して加速度の正負が反転した後、短期
平均加速度の大きさが加速度の大きさ以下となった場合には、空転滑走のピークが過ぎて
収まりつつある傾向にあると言え、トルクの復帰制御を開始可能と判断できる。第６の発
明によれば、この時機を適切に判断して、トルクの復帰制御を開始することができる。
【００２３】
　また、第７の発明として、
　前記復帰の制御を開始することは、前記推移パターン条件を満たす前に、前記空転滑走
の発生の前記検知に係る条件を満たさなくなった場合には前記復帰の制御を開始すること
、
　を更に含む第１～第６の何れかの発明の再粘着制御方法を構成することとしてもよい。
【００２４】
　この第７の発明によれば、推移パターン条件を満たしたか否かの判定の前提となる空転
滑走の発生が検知されている状態が解消された場合には、トルクの復帰制御を開始するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】再粘着制御の流れを説明するための図。
【図２】電気車の主回路の回路ブロックを示す図。
【図３】再粘着制御装置の構成を示すブロック図。
【図４】空転時における推移パターンを説明するための図。
【図５】空転時における推移パターン条件を説明するための図。
【図６】滑走時における推移パターンを説明するための図。
【図７】滑走時における推移パターン条件を説明するための図。
【図８】滑走時における推移パターンを説明するための図。
【図９】滑走時における推移パターン条件を説明するための図。
【図１０】再粘着制御装置の変形例の構成を示すブロック図。
【図１１】空転時における推移パターンの変形例を説明するための図。
【図１２】滑走時における推移パターンの変形例を説明するための図。
【図１３】推移パターン条件の変形例を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態を説明する。尚、以下では、本発明を
電気車に適用した場合を説明するが、電動機で動輪を駆動して走行する車両（電動車両）
であれば、電気自動車や燃料電池自動車にも適用することが可能である。
【００２７】
　まず、再粘着制御について図１を参照して説明する。図１は、空転に係る再粘着制御を
説明するための図であり、空転が発生していない一定加速中の状態から空転が発生し、再
粘着制御を行って再粘着するまでの一連の各信号波形の概略を示している。横軸を時刻ｔ
として、上から順に、制御対象の動軸（動輪）の回転に係る速度Ｖ及び基準速度Ｖｍを示
すグラフ、速度Ｖから検出される制御対象軸の加速度αを示すグラフ、制御対象軸に係る
トルクである電動機トルク（以下適宜、単に「トルク」と省略する）τｅを示すグラフを
示す。空転が発生していない力行状態では、速度Ｖは基準速度Ｖｍにほぼ一致し、加速度
αは正の略一定値を保ち、トルクτｅはほぼ一定に保たれている。空転が発生すると、速
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度Ｖが上昇し始め、基準速度Ｖｍとの差分である速度差ΔＶが増加する。そして、時刻ｔ
１において、速度差ΔＶが予め定められた空転滑走検出閾値Ｖｔに達すると、空転の発生
が検知される。空転発生の検知は、加速度αに基づいて検知することも可能である。加速
度αが、粘着走行では取り得ない正の加速度として予め定められた空転滑走検知閾値αｔ
に達すると、空転の発生が検知される。また、速度差ΔＶに基づく判定と、加速度αに基
づく判定とのＯＲ条件、或いは、ＡＮＤ条件として空転の発生を検知することもできる。
【００２８】
　空転の発生が検知されると、再粘着制御が発動されて、トルクτｅの引き下げ（制御の
側面からより正確に述べると、電動機に対するトルク分電流の引き下げ）が開始される。
トルクτｅの引き下げは、予め定められた引き下げ速度Ｗｔで継続的に行われる。即ち、
トルクτｅの引き下げ量を増加させていく。トルクτｅが引き下げられると、加速度αの
増加が次第に抑えられ、減少に転ずる（増減傾向の反転）。この間、速度Ｖは上がり続け
るが、加速度αがゼロとなる時刻ｔ２では、速度Ｖの増加もゼロとなる。この加速度αが
ゼロとなったことを、空転からもとの粘着走行への回復開始として検知する（回復検知）
。なお、回復検知とする加速度αをゼロとして説明したが、説明の簡明化のためにゼロと
したものであって、所定の回復検知閾値（例えばゼロではなく、“＋１”や“－１”）以
下に達した場合に回復開始として検知することとしてよい。回復検知がなされることは、
加速度αの増減傾向の反転を検知したことをも意味する。空転の場合には、増加傾向から
減少傾向への反転を意味する。
【００２９】
　回復検知がなされると、トルクτｅの引き下げを停止して、引き下げ量を保持する。す
ると、マイナスとなっていた加速度αの減少スピードが次第に抑えられ、やがて増減傾向
の更なる反転が生じて増加に転じる。また、基準速度Ｖｍからの乖離幅が大きくなってい
た速度Ｖが低下し始める。このとき、詳細に後述する本実施形態の手法により、トルクτ

ｅの復帰制御の開始が可能と判定されると（時刻ｔ３）、トルク復帰制御が開始される。
すなわち、保持していたトルクτｅの引き下げ量を減少させてトルクτｅを復帰させる制
御が開始される。そして、トルクτｅが所定の目標トルク値（例えば、再粘着制御の開始
時点（時刻ｔ１）における値）まで復帰した時刻ｔ４において、再粘着制御の終了となる
。
【００３０】
　なお、図１を参照して空転の場合を説明したが、滑走の場合も同様である。滑走の場合
は、ブレーキ動作中であるため速度Ｖが徐々に低下状態にあるところ、滑走の発生によっ
て速度Ｖが基準速度Ｖｍよりも低くなり、速度差ΔＶが滑走検知閾値に達すると、滑走の
発生が検知される。図１の速度Ｖのグラフを上下反転させたようなグラフとなる。
【００３１】
　また、加速度αもまた、図１の加速度αのグラフを加速度ゼロで折り返すように上下反
転させたようなグラフとなる。すなわち、滑走が発生していない状態では加速度αは負の
略一定値を保っているところ、滑走の発生によって加速度αが急低下する。そして、加速
度αが滑走検知閾値に達すると、滑走の発生が検知される。
【００３２】
　トルクτｅのグラフは図１と同様である。滑走の発生が検知されるとトルクτｅが引き
下げられ、トルクτｅの引き下げによって加速度αの増減傾向が反転し（この場合は減少
傾向から増加傾向へ反転し）、加速度αがゼロ（或いはゼロ近傍の値）となったことで粘
着走行への回復開始として検知する（回復検知）。回復検知がなされると、トルクτｅの
引き下げを停止して引き下げ量を保持する。すると、プラスとなっていた加速度αの増加
スピードが次第に抑えられ、やがて増減傾向の更なる反転が生じて減少に転じる。また、
基準速度Ｖｍからの乖離幅が大きくなっていた速度Ｖが増加し始める。その後、本実施形
態の手法により、トルクτｅの復帰制御の開始が可能と判定されると、トルク復帰制御が
開始され、保持していたトルクτｅの引き下げ量を減少させてトルクτｅを復帰させる制
御が開始される。
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【００３３】
　次に、本実施形態の電動機制御装置について説明する。図２は、本実施形態の電気車の
主回路を示す回路ブロックであり、制御対象軸を１つとした場合を示している。すなわち
、電動機の制御は個別制御（いわゆる１Ｃ１Ｍ）として以下説明するが、本発明の適用可
能な形態がこれに限られるものではない。例えば、動輪２軸を一括して制御する１Ｃ２Ｍ
に適用することも可能である。本実施形態の電気車の主回路としては、電動機１０と、パ
ルスジェネレータ２０と、インバータ３０と、電流センサ４０と、電動機制御装置５０と
が有る。
【００３４】
　電動機１０は、インバータ３０から電力が供給されることで車軸を回転駆動する主電動
機（メインモータ）であり、例えば３相誘導電動機で実現される。パルスジェネレータ２
０は、制御対象軸の回転を検出する回転検出器であり、検出信号であるＰＧ信号を再粘着
制御装置６０及びベクトル演算制御装置９０に出力する。尚、パルスジェネレータの代わ
りに速度発電機等の他の回転検出器を用いてもよい。電流センサ４０は、電動機１０の入
力端に設けられ、電動機１０に流入するＵ相及びＶ相の電流Ｉｕ，Ｉｖを検出する。イン
バータ３０には、パンタグラフ及びコンバータを介して架線の電力が供給される。そして
、インバータ３０は、ベクトル演算制御装置９０から入力されるＵ相、Ｖ相及びＷ相それ
ぞれの電圧指令値Ｖｕ＊，Ｖｖ＊，Ｖｗ＊に基づいて出力電圧を調整し、電動機１０に給
電する。
【００３５】
　電動機制御装置５０は、電動機１０をベクトル制御する。この電動機制御装置５０は、
ＣＰＵやＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成されるコンピュータ等によって実現され、例えば制御
ボードとして電動機の制御装置の一部として実装されたり、或いはインバータ３０を含め
て一体的にインバータ装置として構成される。また、電動機制御装置５０は、再粘着制御
装置６０と、ベクトル演算制御装置９０とを備えている。
【００３６】
　再粘着制御装置６０は、パルスジェネレータ２０のＰＧ信号から制御対象軸の速度Ｖを
検出し、更に微分演算することで加速度αを検出する。そして、基準速度Ｖｍを用いて、
検出した速度Ｖおよび加速度αを監視対象として空転滑走の検知や回復検知、トルク復帰
制御の開始判定ならびに再粘着検知を行って、空転滑走した動輪を再粘着させる制御を行
う。この再粘着制御においては、電動機１０の発生トルクを制御して動輪を再粘着させる
ためのトルク引き下げ指令信号を生成してベクトル演算制御装置９０に出力する。ここで
、基準速度Ｖｍは電気車の走行速度であり、例えば運転台から得られる速度としてもよい
し、Ｔ車の従輪の速度としてもよい。また、車両内の各軸の速度のうち、力行時であれば
最小値、ブレーキ時であれば最大値等として決定してもよい。
【００３７】
　ベクトル演算制御装置９０は、電流センサ４０により検出された電流Ｉｖ，Ｉｕをｄ－
ｑ軸座標変換することで得られるｄ軸成分である励磁電流成分Ｉｄ及びｑ軸成分であるト
ルク電流成分（電動機トルク分電流）Ｉｑや、パルスジェネレータ２０により検出された
ＰＧ信号から得られる速度Ｖ、不図示の電流指令生成装置から入力される電流指令値Ｉｄ
＊，Ｉｑ＊、再粘着制御装置６０から入力されるトルク引き下げ指令信号等に基づいて、
インバータ３０に対する電圧指令値Ｖｕ＊，Ｖｖ＊，Ｖｗ＊を生成する。具体的には、ト
ルク引き下げ指令信号が入力されない間は、電流指令値Ｉｄ＊，Ｉｑ＊等に基づく通常の
演算処理を行って電圧指令値Ｖｕ＊，Ｖｖ＊，Ｖｗ＊を算出し、トルク引き下げ指令信号
が入力されると、該信号に応じた分だけ電動機１０の発生トルクを引き下げるように電圧
指令値Ｖｕ＊，Ｖｖ＊，Ｖｗ＊を算出する。ここで、電流指令値Ｉｄ＊，Ｉｑ＊等に基づ
き電圧指令値Ｖｕ＊，Ｖｖ＊，Ｖｗ＊を算出する演算処理は公知の演算処理であるため、
詳細な説明は省略する。
【００３８】
　図３は、再粘着制御装置６０の構成を示すブロック図である。再粘着制御装置６０は、
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速度検出部６０１と、加速度検出部６０２と、加算器６０３と、空転滑走検知部６１０と
、回復検知部６２０と、復帰制御開始判定部６３０と、再粘着制御部６４０とを有して構
成される。
【００３９】
　速度検出部６０１は、ＰＧ信号をもとに制御対象軸の回転に係る速度Ｖを検出する。具
体的には、例えば、一定時間パルス数計数方式や平均パルス幅計数方式等により速度を検
出する。
　加速度検出部６０２は、速度検出部６０１が検出した速度Ｖを微分演算することで加速
度αを検出する。
【００４０】
　加算器６０３は、速度検出部６０１により検出された速度Ｖから基準速度Ｖｍを減算し
て速度差ΔＶを出力する。もしも空転が発生していたならば速度差ΔＶは正の値となり、
滑走が発生していたならば負の値となる。
【００４１】
　空転滑走検知部６１０は、速度差ΔＶと加速度αとを用いて空転滑走の発生を検知する
。具体的には、速度差ΔＶが空転したと見なす所定の空転検知用速度差閾値以上であるこ
と、加速度αが空転したと見なす所定の空転検知用加速度閾値以上であることの何れか又
は両方の判定結果から空転の発生を検知する。また、速度差ΔＶが滑走したと見なす所定
の滑走検知用速度差閾値以下であること、加速度αが滑走したと見なす所定の滑走検知用
加速度閾値以下であることの何れか又は両方の判定結果から滑走の発生を検知する。空転
滑走の発生を検知した場合には、検知信号を回復検知部６２０、復帰制御開始判定部６３
０および再粘着制御部６４０に出力する。
【００４２】
　回復検知部６２０は、空転滑走検知部６１０による検知信号を受けて、空転であれば、
加速度αが所定の空転回復加速度閾値以下（例えばゼロ以下）となったこと、滑走であれ
ば、加速度αが所定の滑走回復加速度閾値以上（例えばゼロ以上）となったことで、空転
滑走の回復開始を検知する。回復を検知した場合、回復検知部６２０は、検知信号を復帰
制御開始判定部６３０および再粘着制御部６４０に出力する。
【００４３】
　復帰制御開始判定部６３０は、空転滑走検知部６１０の検知信号および回復検知部６２
０の検知信号を受けて、加速度αに基づき、トルク復帰制御を開始できるか否かの判定を
行う。トルク復帰制御を開始できるか否かの判定については図面を参照して詳細に後述す
る。トルク復帰制御を開始できると判定した場合、トルク復帰制御の開始指示信号を再粘
着制御部６４０に出力する。
【００４４】
　再粘着制御部６４０は、空転滑走検知部６１０から入力される空転滑走検知信号、回復
検知部６２０から入力される回復検知信号、復帰制御開始判定部６３０から入力されるト
ルク復帰制御の開始指示信号を用いて、図１を参照して説明した再粘着制御の通り、電動
機１０の発生トルクを低減させて再粘着を実現するためのトルク引き下げ指令信号を生成
してベクトル演算制御装置９０に出力する。
【００４５】
　次に、復帰制御開始判定部６３０によるトルク復帰制御を開始できるかの判定処理につ
いて説明する。
　復帰制御開始判定部６３０による判定の時点では、空転滑走検知部６１０の検知がなさ
れ、且つ、回復検知部６２０の検知がなされていることから、トルクτｅを引き下げて保
持した状態にある。このトルクτｅの引き下げた状態における加速度αの推移が、所定の
推移パターンに相当する推移をたどったことを示す所定の推移パターン条件を満たしたか
否かで、復帰制御開始判定部６３０は、トルク復帰制御を開始できるか否かを判定する。
【００４６】
　推移パターン条件には、推移パターンが異なる複数の推移パターン条件が含まれ、何れ
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か１つの推移パターン条件を満たした場合にトルク復帰制御を開始できると判定する。空
転滑走時の加速度αの推移は画一的ではなく、傾斜路を走行中であるか、曲線を走行中で
あるか、高速走行中であるか、出発直後であるか、降雨や降雪があるか、といった空転滑
走した場面や状況に応じて様々に変化する。そこで、再粘着する可能性が高い推移パター
ンをたどって加速度αが推移していることを早期に見極めて、できるだけ早期にトルク復
帰制御を開始する条件として推移パターン条件を定め、これを満たすかを判断する。
　本実施形態では、推移パターンは第１～第３の３つの推移パターンとする。
【００４７】
　図４，５は、空転時における推移パターンと、加速度αが各推移パターンの推移をたど
ったことを判定するための推移パターン条件とを説明するための図である。この図４，５
を参照して空転時の推移パターンおよび推移パターン条件について説明する。
【００４８】
　第１の推移パターンは、空転検知後、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状態の保
持によって加速度αの変化傾向が増減反転した後に、その傾向が増大して、第１の加速度
閾値条件を満たすほど加速度αが変化した推移パターンであり、図４の（１）に示す推移
パターンである。すなわち、空転時においては、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた
状態の保持によって加速度αは増加傾向から減少傾向に反転しており（図１の時刻ｔ１～
ｔ２の状態）、その減少傾向が増大して、加速度αが閾値Ｐ３以下→Ｐ２以下→Ｐ１以下
となったことを第１の推移パターン条件として、第１の推移パターンの推移をたどったと
判定する。但し、閾値は、Ｐ１＜Ｐ２＜Ｐ３＜０とし、閾値の大きさでは｜Ｐ１｜＞｜Ｐ
２｜＞｜Ｐ３｜とする。第１の加速度閾値条件は、加速度αの大きさが閾値Ｐ１の大きさ
以上となったこと、ということができる。
【００４９】
　第２の推移パターンは、空転検知後、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状態の保
持によって加速度αの変化傾向が増減反転し、加速度αが、第１の加速度閾値条件より閾
値の大きさが小さい第２の加速度閾値条件を満たした後、第１の加速度閾値条件を満たさ
ずに更なる変化傾向の増減反転が生じた推移パターンであり、図４の（２）に示す推移パ
ターンである。第２の加速度閾値条件は、加速度αの大きさが閾値Ｐ２の大きさ以上とな
ったことである。
【００５０】
　すなわち、空転時において、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状態の保持によっ
て加速度αが増加傾向から減少傾向に反転し、閾値Ｐ１よりも大きさが小さい閾値Ｐ２以
下となることで第２の加速度閾値条件を満たした後、閾値Ｐ１以下とならず（第１の加速
度閾値条件を満たさず）、閾値Ｐ４以上となることで変化傾向の更なる増減反転が生じた
ことを第２の推移パターン条件として、第２の推移パターンの推移をたどったと判定する
。ここで、閾値Ｐ４は、Ｐ２＜Ｐ４＜Ｐ３＜０であり、大きさでは｜Ｐ２｜＞｜Ｐ４｜＞
｜Ｐ３｜である。
【００５１】
　第３の推移パターンは、空転検知後、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状態の保
持によって加速度αの変化傾向が増減反転して加速度αの正負が反転した後、加速度αが
、第２の加速度閾値条件より閾値の大きさが小さい第３の加速度閾値条件を満たして後、
第２の加速度閾値条件を満たさずに更なる変化傾向の増減反転が生じて加速度αの更なる
正負の反転を生じた推移パターンであり、図４の（３）に示す推移パターンである。第３
の加速度閾値条件は、加速度αの大きさが閾値Ｐ３の大きさ以上となったことである。
【００５２】
　すなわち、空転時において、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状態の保持によっ
て加速度αが増加傾向から減少傾向に反転し、更に正負が反転して負となった後、加速度
αが、閾値Ｐ２よりも大きさが小さい閾値Ｐ３以下となることで第３の加速度閾値条件を
満たした後、閾値Ｐ２以下とならず（第２の加速度閾値条件を満たさず）、加速度αの増
加傾向が増加傾向に反転するとともに正負が正に反転したことを示す閾値Ｐ５以上となっ
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たことを第３の推移パターン条件として、第３の推移パターンの推移をたどったと判定す
る。ここで、閾値Ｐ５は、０≦Ｐ５である。
【００５３】
　また、滑走の場合も同様の判定を行う。
　図６，７は、滑走時における推移パターンと、加速度αが各推移パターンの推移をたど
ったことを判定するための推移パターン条件とを説明するための図である。図６，７を参
照して滑走時の推移パターンおよび推移パターン条件について説明する。
【００５４】
　滑走時の推移パターンも、空転時の推移パターンと同様、第１～第３の３つの推移パタ
ーンがあり、基本的には、正負の見方および増減傾向の見方が逆になるだけで、空転時と
同じである。
【００５５】
　すなわち、第１の推移パターンは、滑走検知後、トルクτｅの引き下げおよび引き下げ
た状態の保持によって加速度αの変化傾向が増減反転（減少傾向から増加傾向へ反転）し
た後に、その傾向が増大して、第１の加速度閾値条件を満たすほど加速度αが変化した推
移パターンであり、図６の（１）に示す推移パターンである。滑走検知後、加速度αが閾
値Ｄ３以上→Ｄ２以上→Ｄ１以上となったことを第１の推移パターン条件として、第１の
推移パターンの推移をたどったと判定する。但し、閾値は、Ｄ１＞Ｄ２＞Ｄ３＞０であり
、その大きさも｜Ｄ１｜＞｜Ｄ２｜＞｜Ｄ３｜である。第１の加速度閾値条件は、加速度
αの大きさが閾値Ｄ１の大きさ以上となったこと、ということができる。
【００５６】
　第２の推移パターンは、滑走検知後、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状態の保
持によって加速度αの変化傾向が増減反転（減少傾向から増加傾向へ反転）し、加速度α
が、第１の加速度閾値条件より閾値の大きさが小さい第２の加速度閾値条件を満たした後
、第１の加速度閾値条件を満たさずに更なる変化傾向の増減反転（増加傾向から減少傾向
への反転）が生じた推移パターンであり、図６の（２）に示す推移パターンである。第２
の加速度閾値条件は、加速度αの大きさが閾値Ｄ２の大きさ以上となったことである。
【００５７】
　より詳細には、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状態の保持によって加速度αが
減少傾向から増加傾向に反転し、閾値Ｄ１よりも大きさが小さい閾値Ｄ２以上となること
で第２の加速度閾値条件を満たした後、閾値Ｄ１以下とならず（第１の加速度閾値条件を
満たさず）、閾値Ｄ４以下となることで変化傾向の更なる増減反転が生じたことを第２の
推移パターン条件として、第２の推移パターンの推移をたどったと判定する。ここで、閾
値Ｄ４は、Ｄ２＞Ｄ４＞Ｄ３＞０であり、その大きさも｜Ｄ２｜＞｜Ｄ４｜＞｜Ｄ３｜で
ある。
【００５８】
　第３の推移パターンは、滑走検知後、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状態の保
持によって加速度αの変化傾向が増減反転（減少傾向から増加傾向へ反転）して加速度α
の正負が反転（負から正へ反転）した後、加速度αが、第２の加速度閾値条件より閾値の
大きさが小さい第３の加速度閾値条件を満たして後、第２の加速度閾値条件を満たさずに
更なる変化傾向の増減反転（増加傾向から減少傾向への反転）と更なる正負の反転（正か
ら負への反転）を生じた推移パターンであり、図６の（３）に示す推移パターンである。
第３の加速度閾値条件は、加速度αの大きさが閾値Ｄ３の大きさ以上となったことである
。
【００５９】
　より詳細には、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状態の保持によって加速度αが
減少傾向から増加傾向に反転し、更に正負が反転して正となった後、加速度αが、閾値Ｄ
２よりも大きさが小さい閾値Ｄ３以上となることで第３の加速度閾値条件を満たした後、
閾値Ｄ２以上とならず（第２の加速度閾値条件を満たさず）、加速度αの増加傾向が減少
傾向に反転するとともに正負が負に反転したことを示す閾値Ｄ５以下となったことを第３
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の推移パターン条件として、第３の推移パターンの推移をたどったと判定する。ここで、
閾値Ｄ５は、０≧Ｄ５である。
【００６０】
　このように、復帰制御開始判定部６３０は、空転滑走時において加速度αが様々に推移
したとしても、トルク復帰制御を開始可能とする推移パターンに沿った推移となっている
かを早期に且つ適切に判断することができる。
　よって、再粘着制御装置６０（ひいては電動機制御装置５０）は、再粘着制御において
、トルクの復帰制御の開始可能なタイミングをより適切に判断することができる。
【００６１】
　なお、本発明を適用可能な形態は上述した形態に限られるものではない。
　例えば、滑走時においては加速度αの値が負となることから、符号を正とした減速度β
を用いて、復帰制御開始判定部６３０が、トルクの復帰制御の開始を判定することとして
もよい。
【００６２】
　図８，９に、加速度αに代えて減速度βとした場合の滑走時における推移パターンと、
減速度βが各推移パターンの推移をたどったことを判定するための推移パターン条件とを
示す。図６，７の正負が逆になった推移パターンおよび推移パターン条件となっている。
【００６３】
　また、例えば、推移パターン（および推移パターン条件）を３つとして説明したが、他
の推移パターン（推移パターン条件）を加えることとしてもよい。或いは、選択した１つ
又は２つの推移パターンおよび推移パターン条件のみでトルクの復帰制御が開始可能かを
判定してもよい。
【００６４】
　例えば、第４の推移パターンおよび第４の推移パターン条件でトルク復帰制御の開始判
定を行う変形例を、図１０～１３を参照して説明する。
【００６５】
　図１０は、この変形例における再粘着制御装置６０Ａの構成を示すブロック図である。
再粘着制御装置６０Ａは、図３に示した再粘着制御装置６０から、短期平均加速度検出部
６０６を追加して、復帰制御開始判定部６３０Ａが、加速度αと、短期平均加速度検出部
６０６が出力する短期平均加速度αＳとを用いてトルク復帰制御の開始判定を行う。
【００６６】
　ここで、加速度検出部６０２は、速度検出部６０１が検出した速度Ｖに対して、微分演
算と、時間軸方向に平滑化する加速度検出用平滑化処理とを行って、加速度αを検出する
こととする。微分演算および加速度検出用平滑化処理のどちらを先に行うかは任意である
。実際問題として、速度検出部６０１が検出する速度Ｖにはノイズ成分が含まれているた
め、このノイズ成分を低減する目的で加速度検出用平滑化処理を行うことが好適である。
上述した実施形態においても同様である。
【００６７】
　例えば、移動平均演算を施したり、演算に用いるサンプリング時間間隔を所定間隔にす
る（より具体的には、随時検出される速度のうち、加速度演算に用いる速度のサンプリン
グ間隔を所定間隔とする。）等の時間軸方向にある程度の平滑化を施す。
【００６８】
　そして、本変形例において、短期平均加速度検出部６０６は、速度検出部６０１によっ
て検出された速度Ｖをもとに、微分演算と、時間軸方向に平滑化する平滑化処理であって
加速度検出部６０２の加速度検出用平滑化処理よりも平滑化時間幅が短い短期平滑化処理
とを行って短期平均加速度αｓを検出する。平滑化時間幅の短縮は、移動平均演算の時間
幅を短くしたり、演算に用いるサンプリング時間間隔の短縮ないし使用するサンプリング
数を少なくすることで実現される。
【００６９】
　復帰制御開始判定部６３０Ａは、加速度αおよび短期平均加速度αＳの推移が、第４の
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推移パターンをたどる推移となった場合に再粘着が可能と判断して、トルク復帰制御を開
始できると判定する。第４の推移パターンは、トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状
態の保持によって加速度αの変化傾向が増減反転して加速度αの正負が反転した後、短期
平均加速度αＳの大きさが加速度αの大きさ以下となる推移パターンである。空転時の再
粘着制御における第４の推移パターンを図１１に、滑走時の再粘着制御における第４の推
移パターンを図１２に示す。
【００７０】
　図１１，１２に示すように、短期平均加速度αＳは、加速度αに比べて平滑化時間幅が
短いことから、その値の変化が機敏である。
　トルクτｅの引き下げおよび引き下げた状態の保持によって、空転時であれば加速度α
の変化傾向が減少傾向に反転して時刻ｔ１１の時点で正負が負となり、滑走時であれば増
加傾向に反転して時刻ｔ２１の時点で正負が正となる。その後、空転時であれば時刻ｔ１
２の時点で短期平均加速度αＳの大きさが加速度αの大きさ以下となり、滑走時であれば
時刻ｔ２２の時点で短期平均加速度αＳの大きさが加速度αの大きさ以下となる。第４の
推移パターン条件は、図１２に示すように、空転滑走が検知され、加速度αの正負が反転
して後、短期平均加速度αＳの大きさが加速度αの大きさ以下となることである。
【００７１】
　この第４の推移パターンに沿った推移がなされた場合には、空転滑走のピークが過ぎて
収まりつつある傾向にあると言え、復帰制御開始判定部６３０Ａは、トルクの復帰制御を
開始可能と判断して、トルク復帰制御の開始指示信号を再粘着制御部６４０に出力する。
【００７２】
　復帰制御開始判定部６３０は、上述した実施形態における第１～第３の推移パターン条
件に第４の推移パターン条件を加えて、第１～第４の推移パターン条件のうちの何れか１
つの条件を満たした場合に、トルクの復帰制御を開始可能と判断して、トルク復帰制御の
開始指示信号を再粘着制御部６４０に出力することができる。
【００７３】
　また、図１０の変形例における再粘着制御装置６０Ａにおいて、加速度αの代わりとな
る長期平均加速度αＬを検出する長期平均加速度検出部６０５を更に設けて、復帰制御開
始判定部６３０Ａが、加速度αの代わりに長期平均加速度αＬを用いることとしてもよい
。長期平均加速度検出部６０５は、速度検出部６０１によって検出された速度をもとに、
微分演算と、時間軸方向に平滑化する平滑化処理であって短期平均加速度検出部６０６の
短期平滑化処理よりも平滑化時間幅が長い長期平滑化処理とを行って長期平均加速度αＬ

を検出するものである。
【００７４】
　また、上述した実施形態でのトルクの復帰制御の開始判定は、空転滑走検知部６１０の
検知がなされ、且つ、回復検知部６２０の検知がなされている状態であることを前提条件
としている。そのため、復帰制御開始判定部６３０，６３０Ａの判定内容にこの前提条件
を付加することができることは勿論である。
【００７５】
　具体的には、復帰制御開始判定部６３０，６３０Ａは、加速度α（或いは減速度β）の
推移が所定の推移パターン条件を満たすか否かを判定している間に、空転滑走検知部６１
０から入力される検知信号が空転滑走の検知条件を満たさなくなった旨（例えば、速度差
ΔＶが所定の空転検知用速度差閾値以上（滑走検知の場合には所定の滑走検知用速度差閾
値以上）ではなくなった旨）を示す信号となった場合に、上記の前提条件が解消されたと
してトルクの復帰制御を開始すると判定することができる。
【００７６】
　また、上述した実施形態の各種の閾値判定においては、振動する信号に対するチャタリ
ングを防止するために応差（ヒステリシス）判定を採用することができるのは勿論である
。例えば、閾値Ｐ１～Ｐ５，Ｄ１～Ｄ５，Ｄ１１～Ｄ１５それぞれに係る判定を、応差判
定とすることができる。
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【符号の説明】
【００７７】
１０　　電動機
２０　　パルスジェネレータ
３０　　インバータ
５０　　電動機制御装置
　６０　　再粘着制御装置
　　６０１　　速度検出部
　　６０２　　加速度検出部
　　６０６　　短期平均加速度検出部
　　６１０　　空転滑走検知部
　　６２０　　回復検知部
　　６３０　　復帰制御開始判定部
　　６４０　　再粘着制御部

【図１】 【図２】
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【図７】
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