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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インバータ制御電気機関車の主電動機に取り付けられた速度センサからの速度情報をも
とに前記主電動機をベクトル制御する速度センサ付ベクトル制御器と、
　前記主電動機の電圧電流から演算した推定速度をもとに前記主電動機をベクトル制御す
る速度センサレスベクトル制御器を有し、
　車両の停止状態から起動するときに前記主電動機の速度情報をもとに前記速度センサ付
ベクトル制御器によって起動・加速するとともに、前記速度センサ付ベクトル制御器によ
って前記インバータ制御電気機関車が起動・加速するのと同時に前記速度センサレスベク
トル制御器も動作させ、
　前記インバータ制御電気機関車の速度が切換速度に達した後は、前記速度センサレスベ
クトル制御器によって前記主電動機を加速制御する電気車制御装置であって、
　前記切換速度に達するまでの間、速度センサレスベクトル制御器により推定された前記
主電動機の推定速度と前記速度センサからの速度情報とから空転検知に用いる速度を演算
する空転検知用速度演算器と、
　前記インバータ制御電気機関車が速度ゼロから起動加速制御に移行した後の予め定めら
れた期間中における前記インバータ制御電気機関車の平均加速度と平均牽引力とから推定
牽引質量を演算する牽引質量推定器と、
　推定した推定牽引質量から、機関車が最大牽引力を発揮して加速する場合の列車の速度
・加速度特性を求め、これと空転検知閾値設定用定数を加算することにより求めた空転検
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知の閾値を設定する閾値演算器と、
　前記空転検知に用いる速度を各動輪速度とみなし、上記切換速度に達するまでは、前記
動輪速度のうちの最小値を基準速度に設定してこの基準速度に対する各動輪速度の差速度
と、差速度による空転検知閾値とにより空転を検知し、上記切換速度に達した後は、上記
速度センサレスベクトル制御器によって演算された動輪軸加速度と上記閾値演算器により
求めた閾値に基づき空転検知を行う空転検知器とを備えた
ことを特徴とする電気車制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の牽引質量推定器が、
　前記インバータ制御電気機関車が速度ゼロから起動加速制御に移行した後、前記インバ
ータ制御電気機関車の各動輪において最初の空転を検知した場合に、前記最初の空転検知
時点からある一定時間遡った期間中における前記インバータ制御電気機関車の平均加速度
と平均牽引力とから牽引質量を演算する牽引質量推定器である
ことを特徴とする電気車制御装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の牽引質量推定器が、
　前記インバータ制御電気機関車の各動輪が空転することのない範囲でできるだけ大きな
ある設定したトルク指令値τｃを指令して起動加速を始めた時点以降、予め設定した時刻
Ｔ０からδＴだけ過去の期間中における前記インバータ制御電気機関車の平均加速度と前
記トルク指令値τｃとから前記インバータ制御電気機関車の牽引質量を演算する牽引質量
推定器である
ことを特徴とする電気車制御装置。
【請求項４】
　請求項１，２または請求項３に記載の牽引質量推定器が、
前記インバータ制御電気機関車で想定される最大牽引質量を牽引する場合の編成列車全体
の出発抵抗よりも大きい牽引力を前記インバータ制御電気機関車で発生して起動した後動
作することを特徴とする電気車制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インバータ制御電気機関車について、粘着力の有効利用を図った再粘着制御
を実現するための電気車制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気車、例えば電車は、車輪・レール間の接線力（粘着力ともいう）によって加減速を
行っているが、この接線力は、一般にすべり速度に対して図１８に示すような特性を有し
ている。図１８はすべり速度に対する接線力（接線力係数）を示したものであり、横軸は
すべり速度、縦軸は接線力（接線力係数）であり、実線はレール面湿潤時、破線はレール
面乾燥時を示している。なお、接線力を軸重（車軸１軸当たりのレールに加わる垂直荷重
）で割ったものを接線力係数、接線力係数の最大値を粘着係数という。
　図示の如く、接線力の最大値を超えないトルクを主電動機で発生している場合は、空転
・滑走は発生せず、接線力の最大値より左側の微小なすべり速度の粘着領域で電気車は走
行する。もし最大値より大きなトルクを発生するとすべり速度は増大し、接線力が低下す
るので、ますます、すべり速度が増大する空転・滑走状態になるが、車輪およびレールが
乾燥状態では主電動機で発生するトルクは接線力の最大値を超えないように車両の性能が
設定されるので、空転・滑走は発生しない。
【０００３】
　しかし、実線で示すように、レール面が雨などによって湿潤状態にある場合は粘着係数
が低下して、接線力の最大値が車両の設定性能に対応した主電動機の発生トルクより小さ
くなる。
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　この場合、すべり速度が増大して空転・滑走状態になり、そのまま放置するとこれに対
応して接線力が低下し、車両の加速・減速に必要な加減速力がますます低下してしまうの
で、迅速に空転・滑走を検出し、主電動機が発生するトルクを低減して再粘着させること
が必要になる。このようにトルクの制御を行って再粘着させる場合、小さなすべり速度に
維持しつつ、主電動機の発生トルクが極力接線力の最大値近傍の値になるように制御する
こと、すなわち極力粘着力の有効利用を図ることが、電気車の加減速性能を高める上で必
要である。
【０００４】
　このような再粘着制御の実現を目的とした方法として、主電動機の回転速度を主電動機
に印加される電圧・電流から推定し、この推定速度情報と主電動機発生トルクの演算値を
入力情報として、最小次元外乱オブザーバを用いて車輪・レール間の接線力に対応した主
電動機トルクを制御周期毎に推定して、空転・滑走検知時の推定トルクを用いて主電動機
の発生トルクを制御する方式が、提案されている（特許文献１、非特許文献１参照）。
　この制御方式によって、良好な乗り心地を保ちつつ、主電動機の発生トルクを極力接線
力の最大値近傍に、すなわち粘着限界値に近い値に維持することができつつある。
【０００５】
　しかしながら、上記の制御が実現しているのは、旅客の乗車率が変動しても車両の加減
速度がほぼ一定に保たれるため、動輪軸の演算加速度によって迅速に空転検知が可能な電
車についてである。
　これに対して、牽引質量を極力大きくすることの必要性が高い、すなわち粘着力の有効
利用が電車以上に必要な電気機関車については、インバータ制御電気機関車のように１台
の主電動機を１台のインバータで独立制御できる主回路構成であっても、速度センサから
演算した動輪速度をもとに１両の電気機関車内の動輪速度の最小値を基準速度に設定して
この基準速度と動輪速度との速度差によって空転検知する方式が一般的に用いられている
ため空転検知が遅れることになる。したがって、トルク応答性の高い速度センサ付ベクト
ル制御を用いた場合でも、空転している動輪の接線力がすべり速度が少し大きくなると急
速に低下するすべり速度・接線力係数特性を有していることから（電気機関車では電車に
比して粘着係数が高いため、空転が発生した場合、電車と同じすべり速度の場合の接線力
係数の粘着係数からの低下量が大きいため）、主電動機で発生するトルクを規定するトル
ク指令値を大きく低下させないと動輪を再粘着させることができない。この点から、粘着
力の有効利用ができていないという問題点をまず挙げることができる。さらに、再粘着し
た時点以降、粘着力の有効利用の観点から空転直前の粘着力相当のトルクに主電動機のト
ルク指令値を急速に増大させる制御が一般的に行われることが多いが、この場合各動輪の
牽引力（粘着力）の急激な変動に伴って、同一台車内の軸重の動的変動や台車間の軸重の
動的変動が発生するため、各動輪の粘着係数相当の牽引力を発生することが難しくなるこ
との理由からも、粘着力の有効利用が図られていないという問題点を有している。
【０００６】
　このような現状を改善するために、前述の特許文献１（または非特許文献１）に記載さ
れている、主電動機の回転速度を主電動機に印加される電圧・電流から推定し、この推定
速度情報と主電動機発生トルクの演算値を入力情報として、最小次元外乱オブザーバを用
いて車輪・レール間の接線力に対応した主電動機トルクを制御周期毎に推定して、空転・
滑走検知時の推定トルクを用いて主電動機の発生トルクを制御する方式（速度センサレス
ベクトル制御方式・外乱オブザーバによる接線力推定を併用した再粘着制御方式）をイン
バータ制御電気機関車にそのまま適用しようとした場合、次のような問題が発生する。
　上記の速度センサレスベクトル制御を用いた場合、動輪の推定軸加速度の推定遅れは小
さいので閾値が適正に設定できれば動輪軸加速度によって迅速に空転検知が可能であり、
したがって小さなすべり速度のうちに再粘着させることができるため粘着力の有効利用が
可能となる。しかしながら、電車の場合とは違って、電気機関車で貨物列車を牽引する場
合、牽引質量は列車によって大きく異なり、機関車1両で運転する場合から最大牽引質量
の貨物列車を牽引する場合まであるため、機関車で同じ牽引力を発生している場合でも、
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列車の加速度が大きく変化する。この牽引質量が機関車の走行開始前に分かっていれば、
軸加速度による空転検知の閾値を適正に設定することが可能になるが、実際には牽引質量
を機関車の走行開始前に知る手段がないため、このままでは、適正な閾値の設定ができな
い。
　また、機関車牽引の貨物列車の場合、種々の運転条件が想定されることから、電車の場
合よりも列車の起動加速度が極端に小さくなる場合が考えられることから、速度ゼロから
速度センサレスベクトル制御で列車を安定に加速させるにはかなり困難が伴うと考えられ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－２５２７１６号公報
【特許文献２】特開昭５８－２１５９９２号公報
【特許文献３】特開平８－１９６１００号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】門脇悟志、畑正、廣瀬寛、大石潔、飯田哲史、高木正志、佐野孝、保川
忍：「速度センサレスベクトル制御・外乱オブザーバによる空転再粘着制御の実車両への
適用とその評価－２０５系５０００番代電車における実例－」、電気学会論文誌Ｄ、１２
４巻、平成１６年９月号、ｐｐ９０９－９１５
【非特許文献２】奥山、藤本、松井、久保田：「誘導電動機の速度・電圧センサレス・ベ
クトル制御法」、電気学会論文誌Ｄ、１０７巻、昭和６２（１９８７）年２月号、ｐｐ１
９１－１９８
【非特許文献３】近藤、結城：「誘導電動機速度センサレスベクトル制御の鉄道車両駆動
への適用検討」、電気学会論文誌Ｄ、１２５巻、平成１７年（２００５）１月号、ｐｐ１
－８
【非特許文献４】金原、小山：「低速・回生領域を含む誘導電動機の速度センサレスベク
トル制御法」、電気学会論文誌Ｄ、１２０巻、平成１２年（２００２）２月号、ｐｐ２２
３－２２９
【非特許文献５】佐野：「交通用センサレス速度制御システム」、東洋電機技報、第１０
９号、２００３（平成１５年）－１１、ｐｐ１４－２３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したように、電気機関車牽引列車の場合においても、電車で実現されている粘着力
の有効利用を、電車の場合同様に速度センサレスベクトル制御方式・外乱オブザーバによ
る接線力推定を併用した再粘着制御方式を用いて、実現することが望まれる。
　しかし、現状では前述のように、動輪軸加速度による空転検知の閾値を適正に設定する
手段が見出されていないことである。
【００１０】
　本発明は上述した点に鑑み創案されたもので、その目的とするところは、電気機関車牽
引列車がヤードから発車して列車を加速制御する状態に移行したときに、機関車が発生す
る牽引力と列車の加速度データから牽引質量の推定を行い、この推定牽引質量をもとに適
正な（動輪軸加速度による）空転検知の閾値を設定する手段を提供することにある。そし
て、列車の起動時には速度センサ付ベクトル制御によって安定に起動し、切換速度以上に
列車速度がなった時点以降において、列車の起動時から主電動機の電圧電流をもとに速度
センサ付ベクトル制御と同様に制御動作を開始した速度センサレスベクトル制御に移行し
、このように設定した動輪軸加速度による空転検知の閾値を用いて、速度センサレスベク
トル制御方式・外乱オブザーバによる接線力推定を併用した再粘着制御を行うことによっ
て、粘着力の有効利用を図った電気機関車牽引列車の加速制御を行うことのできる電気車
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制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決するため、本発明は、インバータ制御電気機関車の主電動機に取り
付けられた速度センサからの速度情報をもとに前記主電動機をベクトル制御する速度セン
サ付ベクトル制御器と、前記主電動機の電圧電流から演算した推定速度をもとに前記主電
動機をベクトル制御する速度センサレスベクトル制御器を有し、
　車両の停止状態から起動するときに前記主電動機の速度情報をもとに前記速度センサ付
ベクトル制御器によって起動・加速するとともに、前記速度センサ付ベクトル制御器によ
って前記インバータ制御電気機関車が起動・加速するのと同時に前記速度センサレスベク
トル制御器も動作させ、
　前記インバータ制御電気機関車の速度が切換速度に達した後は、前記速度センサレスベ
クトル制御器によって前記主電動機を加速制御する電気車制御装置であって、
　前記切換速度に達するまでの間、速度センサレスベクトル制御器により推定された前記
主電動機の推定速度と前記速度センサからの速度情報とから空転検知に用いる速度を演算
する空転検知用速度演算器と、
　前記インバータ制御電気機関車が速度ゼロから起動加速制御に移行した後の予め定めら
れた期間中における前記インバータ制御電気機関車の平均加速度と平均牽引力とから推定
牽引質量を演算する牽引質量推定器と、
　推定した推定牽引質量から、前記速度センサレスベクトル制御機能によって前記主電動
機を加速制御する場合の動輪軸加速度を用いた空転検知の閾値（すなわち、推定した推定
牽引質量から、機関車が最大牽引力を発揮して加速する場合の列車の速度・加速度特性を
求め、これと空転検知閾値設定用定数とを加算することにより設定された空転検知の閾値
、以下、「動輪軸加速度による空転検知の閾値」ともいう）を設定する閾値演算器と、
　前記空転検知に用いる速度を各動輪速度とみなし、前記動輪速度のうちの最小値を基準
速度に設定してこの基準速度に対する各動輪速度の差速度と、上記閾値演算器により求め
た閾値に基づき空転検知を行う空転検知器とを備え速度センサ付ベクトル制御機能と速度
センサレスベクトル制御機能を有するインバータ制御電気機関車について、速度ゼロから
切換速度に達するまでは速度センサ付ベクトル制御によって加速制御を行い、これと併行
して、速度ゼロから速度センサレスベクトル制御機能も動作させて主電動機の電圧・電流
から推定速度を演算し、速度センサから得た速度と推定速度とから差速度による空転検知
に用いる速度を演算し、この空転検知に用いる速度を各動輪速度とみなし、上記切換速度
に達するまでは、この動輪速度のうちの最小値を基準速度に設定してこの基準速度に対す
る各動輪速度の差速度と、差速度による空転検知閾値とにより空転を検知しながら加速制
御を行い、この加速制御中のある期間中の平均加速度と機関車の平均牽引力から牽引質量
を推定し、この推定牽引質量をもとに動輪軸加速度による空転検知の閾値を設定し、列車
速度が切換速度以上になって速度センサレスベクトル制御に移行した後は、この設定した
空転検知の閾値と上記速度センサレスベクトル制御器によって演算された動輪軸加速度と
によって空転検知を行うようにして、すべり速度の小さいうちに迅速に再粘着制御を行い
、粘着力の有効利用を図るようにしている。
【００１２】
　すなわち、本発明においては、次のようにして上記課題を解決する。
　速度センサ付ベクトル制御機能と速度センサレスベクトル制御機能を有するインバータ
制御電気機関車について、速度ゼロから切換速度に達するまでは前記速度センサ付ベクト
ル制御によって加速制御を行い、これと併行して、速度ゼロから前記速度センサレスベク
トル制御機能も動作させて主電動機の電圧・電流から推定速度を演算し、速度センサから
得た速度と推定速度とから差速度による空転検知に用いる速度を演算し、この空転検知に
用いる速度を各動輪速度とみなし、この動輪速度のうちの最小値を基準速度に設定してこ
の基準速度に対する各動輪速度の差速度によって空転検知を行うようにしながら加速制御
を行う。
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　そして、前記主電動機の加速制御中に以下の（１）～（４）のいずれかの方法によって
牽引質量の推定を行い、この推定牽引質量をもとに動輪軸加速度検知による空転検知の閾
値を設定し、列車速度が切換速度に達した後は、速度センサレスベクトル制御に移行し、
このように設定した閾値と、上記速度センサレスベクトル制御器によって演算された動輪
軸加速度とによって空転検知を行い、速度センサレスベクトル制御方式に外乱オブザーバ
による接線力推定を併用した再粘着制御を行いながら列車の加速制御を行う。
（１）インバータ制御電気機関車が速度ゼロから起動加速制御に移行した後、予め設定し
た時刻から過去のある期間中におけるインバータ制御電気機関車の平均加速度と平均牽引
力とからインバータ制御電気機関車の牽引質量を推定する。
（２）各動輪において最初の空転を検知した場合に、最初の空転検知時点からある一定時
間遡った期間中におけるインバータ機関車の平均加速度と平均牽引力とから牽引質量を推
定する。
（３）インバータ制御電気機関車の各動輪が空転することのない範囲でできるだけ大きな
ある設定したトルク指令値τｃを指令して起動加速を始めた時点以降、予め設定した時刻
から過去のある期間中におけるインバータ制御電気機関車の平均加速度とトルク指令値τ
ｃとからインバータ制御電気機関車の牽引質量を推定する。
（４）インバータ制御電気機関車で想定される最大牽引質量を牽引する場合の編成列車全
体の出発抵抗よりも大きい牽引力をインバータ制御電気機関車で発生して起動した後、イ
ンバータ制御電気機関車の各動輪速度から演算されるインバータ制御電気機関車の加速度
の時間変化がある設定したレベル以下になった時点以降において、上記（１）、（２）ま
たは（３）に記載の方法によってインバータ制御電気機関車の牽引質量を推定する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明においては、上記したように、速度ゼロからの列車の起動加速は速度センサ付ベ
クトル制御器によって行い、速度センサ付ベクトル制御器による起動の開始と同時に速度
センサレスベクトル制御器も動作させ、主電動機の電圧・電流から速度センサレスベクト
ル制御器によって推定速度を演算し、速度センサから得た速度と推定速度とから差速度に
よる空転検知に用いる速度を演算し、この空転検知に用いる速度を各動輪速度とみなし、
動輪速度のうちの最小値を基準速度に設定してこの基準速度に対する各動輪速度の差速度
と、差速度による空転検知閾値とにより空転を検知しながら加速制御を行い、切換速度に
列車速度が達するまでのある定めた期間中にインバータ制御電気機関車の平均牽引力と平
均加速度から牽引質量を牽引質量推定器によって推定して、この推定質量をもとに動輪軸
加速度による空転検知の閾値を設定し、列車速度が切換速度以上になった後は、速度セン
サレスベクトル制御器による速度センサレスベクトル制御に移行し、設定された空転検知
の閾値を用いて動輪軸加速度による空転検知を行っているので以下の効果を得ることがで
きる。
【００１４】
（１）列車速度が切換速度以下の場合、速度センサから得た速度と速度センサレスベクト
ル制御により得た推定速度とから空転検知に用いる速度を演算し、この空転検知に用いる
速度を各動輪速度とみなし、この動輪速度のうちの最小値を基準速度に設定してこの基準
速度に対する各動輪速度の差速度によって空転検知を行うようにしながら加速制御を行っ
ている。
　このように、列車速度が切り替え速度以下の場合、速度センサレスベクトル制御により
推定速度を演算しており、この推定速度は、速度センサから得られる速度の計測遅れより
はるかに小さい推定遅れの速度情報であるので、速度センサからの速度のみを用いて差速
度により空転検知するよりも迅速に空転検知ができる。
　特に、上記推定速度の、空転検知に用いる速度に対する影響が、速度の増加とともに大
きくなるようにすることで、速度センサからの速度のみを用いて差速度により空転検知す
るよりも迅速に空転検知ができ、空転検知時の動輪のすべり速度が小さくなるので、その
分粘着力の有効利用が可能となる。



(7) JP 5673938 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

【００１５】
（２）列車速度が切換速度以上となった場合には、速度センサレスベクトル制御に移行し
、前記のように推定質量をもとに求めた動輪軸加速度による空転検知の閾値を用いて動輪
軸加速度による空転検知を行うので、迅速な空転検知と外乱オブザーバによって推定する
接線力係数に対応した電動機トルクを小さな推定遅れで推定でき、この推定トルクを用い
て、非特許文献１に記載のように再粘着制御が可能であることから、高い粘着力の利用率
を実現できる。
　また、この推定トルクを用いて、空転検知後の再粘着制御を行うことにより、非特許文
献１に記載されるように、トルク指令値の大きな変動が発生せず、したがってトルク指令
値の制御に伴う同一台車内や台車間の動的な軸重変動がほとんど発生しない。このため各
動軸の粘着係数に近い粘着力を発生することができ、この点からも粘着力の有効利用がで
きる。
（３）電気機関車の平均牽引力あるいはトルク指令値と、平均加速度から牽引質量を推定
することで、牽引質量を適正に推定することができ、この推定質量をもとに、動輪軸加速
度による空転検知の閾値を適切な値に設定することができる。
（４）本発明においては速度センサ付ベクトル制御機能と、速度センサレスベクトル制御
機能の２種類の制御機能を用いているが、速度センサ付ベクトル制御機能は、速度センサ
レスベクトル制御機能を実現するソフトウェアを一部変更／追加することで実現できる。
したがって、共通の制御装置で、速度センサ付ベクトル制御機能と、速度センサレスベク
トル制御機能の２種類の制御機能を実現することが可能であり、従来のものに比べ装置構
成を格別複雑にすることなく、本発明を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施例における牽引質量推定方法を示す図である。
【図２】本発明の第２の実施例における牽引質量推定方法を示す図である。
【図３】本発明の第３の実施例における牽引質量推定方法を示す図である。
【図４】本発明の第４の実施例における牽引質量推定方法を示す図である。
【図５】本発明の電気車制御装置の概略構成を示すブロック図である。
【図６】空転検知用速度演算器の動作を示すブロック図である。
【図７】空転検知に用いる速度演算用係数を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施例における牽引質量推定器（Ａ）の動作を表すフローチャー
ト（１）である。
【図９】本発明の第１の実施例における牽引質量推定器（Ａ）の動作を表すフローチャー
ト（２）である。
【図１０】本発明の第２の実施例における牽引質量推定器（Ｂ）の動作を表すフローチャ
ートである。
【図１１】本発明の第３の実施例における牽引質量推定器（Ｃ）の動作を表すフローチャ
ートである。
【図１２】本発明の第４の実施例における牽引質量推定器（Ｄ）の動作を表すフローチャ
ートである。
【図１３】動輪軸加速度による空転検知の閾値演算器の動作を示すブロック図である。
【図１４】基準速度演算器の動作を示すブロック図である。
【図１５】空転検知器の動作を表すフローチャートである。
【図１６】推定牽引質量から演算した動輪軸加速度による空転検知の閾値を示す図である
。
【図１７】速度センサレスベクトル制御方式・外乱オブザーバによる接線力推定を併用し
た粘着制御におけるトルク指令値の制御方法を示す図である。
【図１８】接線力係数（あるいは接線力）のすべり速度に対する一般的な特性を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　本発明は、インバータ制御電気機関車の電気車制御装置に、速度センサ付ベクトル制御
器と速度センサレスベクトル制御器を有していて、速度ゼロから切換速度に達するまでは
速度センサ付ベクトル制御器によって加速制御を行い、これと併行して、速度ゼロから速
度センサレスベクトル制御器も動作させて主電動機の電圧・電流から推定速度を演算し、
速度センサから得た速度と推定速度とから差速度による空転検知に用いる速度を演算し、
この空転検知に用いる速度を各動輪速度とみなし、この動輪速度のうちの最小値を基準速
度に設定してこの基準速度に対する各動輪速度の差速度によって空転検知を行うようにし
ながら加速制御を行い、この加速制御中のある期間中の平均加速度と機関車の平均牽引力
から牽引質量を推定し、この推定牽引質量をもとに動輪軸加速度による空転検知の閾値を
設定して、列車速度が切換速度以上になって速度センサレスベクトル制御に移行した後は
、この設定した空転検知の閾値を用いて動輪軸加速度による空転検知を行うようにして、
すべり速度の小さいうちに迅速に再粘着制御を行い粘着力の有効利用を図るようにするも
のである。
【００１８】
　以下、本発明の実施例について説明する。なお、以下の説明では、各記号を以下の意味
で使用する。
Ｆａｖ１～Ｆａｖ４：動輪第１軸～第４軸の平均牽引力、
Ｓｌｉｐ１～Ｓｌｉｐ４：動輪第１軸～第４軸の空転検知信号、
Ｔa1：平均牽引力計算開始時刻（実施例１）、
Ｔb1：平均牽引力計算終了時刻（実施例１）、
Ｆａｖｊ：最初に空転検知した動輪ｊの空転検知時刻Ｔ02から時間δＴ遡った時点からさ
らに遡った期間ΔＴ１における平均牽引力、
Ｓｌｉｐｊ：動輪ｊの空転検知信号、
δＴ：動輪ｊが空転を開始したと思われる時刻（設定値）
ΔＴ１：平均牽引力計算期間（実施例１）、αb1：機関車の平均加速度
Ｖa1：時刻Ｔa1における機関車の速度、Ｖb1：時刻Ｔb1における機関車の速度、
Ｖ(ｔ)：機関車の速度、α(ｔ)：機関車の加速度、
Ｔa2：平均牽引力計算開始時刻（実施例２）、Ｔb2：平均牽引力計算終了時刻（実施例２
）、
ΔＴ２：平均牽引力計算期間（実施例２）、
αb2：平均牽引力に対応した機関車の平均加速度、
Ｖa2：時刻Ｔa2における機関車の速度、Ｖb2：時刻Ｔb2における機関車の速度、
Ｔend：牽引質量推定動作上限時刻、Ｔa3：牽引質量推定のための運転モード開始時刻、
Ｔb3：牽引質量推定のための運転モード終了時刻、
ΔＴ３：牽引質量推定のための運転モードの期間、
αb3：牽引質量推定のための運転モードの期間に対応した機関車の平均加速度、
Ｖa3：時刻Ｔa3における機関車の速度、Ｖb3：時刻Ｔb3における機関車の速度、
Ｔz：想定される最大牽引質量を牽引する場合の編成列車全体の出発抵抗よりも大きい牽
引力を指令し続ける最終時刻、
ＰＧ：速度センサ、Ｐｕｌｓ：速度パルス、Ｓｌｉｐｚ：空転検知信号、
Ｖref ：基準速度、Ｖpg：速度センサ付ベクトル制御器ＣＡで速度パルスをもとに演算し
た速度
Ｖcmbj：空転検知用速度、Ｖest：推定速度、Ｖch：切換速度
α^d：推定動輪軸加速度、
αslip：動輪軸加速度による空転検知の閾値
ΔＶslip：差速度による空転検知の閾値
Ｖ＊：３相電圧指令、Vu：ｕ相電圧、Ｖv：ｖ相電圧、ｉu：ｕ相電流、ｉv：ｖ相電流
Ｖcmbj：他の動輪速度、Ｔcmdi：他の動輪のトルク指令値、Ｍestj：推定牽引質量、
ｋest：速度ゼロにおいて値はゼロであり、速度の増大とともに１次関数状に増大し、切
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換速度Ｖchに達したときにその値が１となる係数、
ｋpg：速度ゼロにおいて値は１であり、速度の増大とともに１次関数状に減少し、切換速
度Ｖchに達したときにその値がゼロとなる係数、
αz：機関車が最大牽引力を発揮したときの推定牽引質量の列車の加速度、
δτ：空転検知した後のトルク指令値の引き下げ量、
τest：空転検知時の接線力に対応した推定トルク、
τa：動輪を再粘着させるためのトルク指令値の最小値で、確実に再粘着させることので
きる範囲で極力大きな値となるように選定される、
Ｔ１：τaを指令する期間、Ｔ２：τcを指令する期間、
τc：再粘着後に指令するトルク、
ｖ： 電圧、ｉ1：１次電流、Ｒ1：１次抵抗、ｔ：時間、
Ｌ1：１次自己インダクタンス、Ｌ2：２次自己インダクタンス、Ｍ：相互インダクタンス
ω^s：すべり角速度、ω^：２次磁束角速度、ω^m：電動機角速度
Ψ2v：電圧モデル２次磁束、Ψ2vα：電圧モデル２次磁束のα成分、
Ψ2vβ：電圧モデル２次磁束のβ成分、
ｉ1α：１次電流のα成分、ｉ1β：１次電流のβ成分
【実施例１】
【００１９】
　図１は本発明の第１の実施例における牽引質量推定方法を示す図、図５は本発明の電気
車制御装置の概略構成を示すブロック図、図６は空転検知用速度演算器の動作を示す図、
図７は空転検知に用いる速度演算用係数を示す図、図８、図９は本発明の第１の実施例に
おける牽引質量推定器（Ａ）の動作を示すフローチャートである。
　また、図１３は動輪軸加速度による空転検知の閾値演算器の動作を示すブロック図、図
１４は基準速度演算器の動作を示すブロック図、図１５は空転検知器の動作を示すフロー
チャートである。
　図１６は推定牽引質量から演算した動輪軸加速度による空転検知の閾値を示す図であり
、横軸は速度、縦軸は、機関車の最大牽引力特性、推定牽引質量より求められた軸加速度
による空転検知の閾値（Ａ，Ｂ）、機関車が最大牽引力を発揮したときの推定牽引質量の
列車の加速度を示している。
　図１７は速度センサレスベクトル制御方式に外乱オブザーバによる接線力推定を併用し
た粘着制御におけるトルク指令値の制御方法を示す図である。横軸は時間であり、同図（
ａ）はトルク指令値を示し、空転検知時の接線力に対応した推定トルクτestから、再粘
着させることのできる範囲でτaが最大となるように、また、再粘着後に指令するトルク
τcを推定トルクτestに極力近づけるようにトルク指令値を設定することを示している。
また、同図（ｂ）は動輪速度を示し、（ｃ）は空転検知信号を示す。
【００２０】
　以下において、図１、図５、図６、図７、図８、図９、図１３～図１７に基づいて、実
施例１の説明をする。
　図１は本発明の第１の実施例における牽引力推定方法を示す図であり、同図の横軸は時
間であり、同図（ａ）（ｂ）は第１～第４軸動輪の牽引力、第１軸～第４軸の平均牽引力
、第１軸～第４軸の空転検知信号を示し、（ｃ）（ｄ）は第１軸～第４軸の動輪のすべり
速度を示し、（ｅ）は機関車の速度、（ｆ）は機関車の加速度と平均加速度を示す。
　図５は、本発明の電気車制御装置の概略構成を示す図である。
　図５において、１は電気車を駆動する主電動機、２は主電動機の速度を検出する速度セ
ンサ、３は、主電動機１を駆動するＰＷＭインバータであり、本実施例の電気車制御装置
は、同図に示すように、上記ＰＷＭインバータを制御する速度センサ付ベクトル制御器Ｃ
Ａと速度センサレスベクトル制御器ＣＢを有している。
　また、図５において、４はノッチ指令に対応してトルク指令値を発生するトルク指令値
発生器、５は速度センサ付ベクトル制御器ＣＡで演算された速度ＶPGと、速度センサレス
ベクトル制御器ＣＢで推定された推定速度Ｖestとから、j軸動輪の空転検知用速度Ｖcmbj
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を演算する空転検知用速度演算器、６は空転検知用速度Ｖcmbj、基準速度Ｖref、動輪軸
加速度による空転検知の閾値αslipを受信して空転検知信号Ｓｌｉｐｚを出力する空転検
知器、７は入力される他の動輪速度Ｖcmbiと空転検知用速度Ｖcmbjの中で最も低い速度の
ものを演算して基準速度Ｖrefとして出力する基準速度演算器、８は推定牽引質量を受信
し動輪軸加速度による空転検知の閾値αslipを演算して出力する軸加速度による空転検知
の閾値を演算する演算器、９は機関車が牽引する牽引質量を推定して推定牽引質量Ｍestj

として出力する牽引質量推定器である。
【００２１】
　速度センサ付ベクトル制御器ＣＡでは、例えば、公知の特許文献２に記載の方式を用い
て主電動機１を制御する。主電動機制御に用いることのできる時間的変動成分の十分小さ
な速度情報を速度センサ２から得るには、例えば、時間間隔２５（ｍｓ）程度は必要であ
り、空転検知に用いる速度としては検出遅れが大きいが、登り勾配区間に停止した状態で
列車を起動する場合に、時として列車が低速度で後退した状態から起動する状況となるこ
とがあるが、その場合でも安定した勾配起動が実現できる。
　一方、速度センサレスベクトル制御器ＣＢで用いる速度センサレスベクトル制御方式と
しては、非特許文献２～非特許文献４に記載の方式および、非特許文献１（あるいは非特
許文献５あるいは特許文献３）に記載の方式が考えられる。
【００２２】
　これらの中で、非特許文献２に記載の方式の場合、速度指令値（ωr

*）に推定速度（ω
^r）が追随するように比例・積分制御を用いた速度調節器（ＡＳＲ）で制御され、その結
果得られるｑ軸電流値〔トルク分電流〕指令値（ｉ1q

*）にｑ軸電流（ｉ1q）が追随する
ように比例・積分制御を用いた電流調節器（ＡＣＲ１）で制御される。この過程において
推定速度（ω^r）が演算されるようになっている。すなわち、推定速度（ω^r）演算過程
において積分制御が用いられているため、速度の推定が積分制御の分だけ遅れることにな
る。
　また、非特許文献３に記載の方式の場合、推定速度の演算式に積分制御が用いられてお
り、やはり速度推定が積分制御の分だけ遅れることになる。
　さらに、非特許文献４に記載の方式の場合、適応磁束オブザーバを用いた速度の推定が
行われているが、その中に積分制御が用いられており、同様に速度推定に遅れが発生する
。
【００２３】
　このように非特許文献２～非特許文献４に記載のいずれの方式においても、速度の推定
に遅れが発生することが明らかである。このように、速度の推定に遅れが発生する方式で
は、再粘着制御のように空転・滑走速度が急速に増大するとか空転・滑走している動輪が
急速に再粘着する事象が頻繁に発生する可能性がある応用例においては、推定速度の追従
が遅れるために発生トルクにも追従遅れが生じて、速度センサレスベクトル制御を用いる
ことによる再粘着制御性能の向上が望めない可能性が高い。
　これに対して、非特許文献１（あるいは非特許文献５あるいは特許文献３）に記載の方
式では、速度推定遅れが１制御周期（１００μｓ程度以下）しかない。
【００２４】
　その理由は以下のとおりである。
非特許文献１（あるいは非特許文献５あるいは特許文献３）に記載の速度センサレスベク
トル制御では、誘導電動機の入力電圧ｖと電流ｉから、以下の（１）－（４）式に従って
誘導電動機の速度ω^mを推定する。
【００２５】

　　　・・・・・・・（１）
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　　　　・・・・・・・（２）

　　　　　　　・・・・・・・（３）

　　　　　　　　　　・・・・・・・（４）
【００２６】
　ここに、
Ψ2v ：電圧モデル２次磁束、ｖ：電圧、ｉ1：１次電流、Ｒ１：１次抵抗、ｔ：時間、Ｌ
１、Ｌ２、Ｍ：１次自己インダクタンス、２次自己インダクタンス、相互インダクタンス
、ω^s：すべり角速度、
ω^：２次磁束角速度、ω^m：電動機角速度、Ψ2vα、Ψ2vβ：電圧モデル２次磁束のα
成分、β成分、ｉ1α、・ｉ1α：１次電流のα成分、β成分
【００２７】
　すなわち、（１）式で電圧モデル２次磁束を、（２）式からすべり角速度ω^s を演算
する。また、（３）式に示すように電圧モデル２次磁束Ψ2vの位相角を時間微分して２次
磁束角速度ω^sを求める。そして、（４）式によって２次磁束角速度ω^からすべり角速
度ω^sを減算して電動機角速度ω^mを求める。なお、（２）式で求まるすべり角速度ω^s
 は制御上の種々の誤差を含む可能性が高いので、実際には一義的に定まるすべり角速度
指令値ωs

*を用いる。
【００２８】
　これらの式から了解できるように、電流の瞬時値から速度の推定ができるため、速度の
推定遅れは１制御周期（１００μｓ程度以下）しかなく、時間的な変動成分の十分小さな
速度情報がほぼ無視できる程小さい遅れで得ることができる。
　すなわち、本実施例で使用される速度センサレスベクトル制御では、電圧モデル２次磁
束のα成分、β成分から２次磁束角速度回転ω^を求め、また、すべり角速度指令値ωs

*

をすべり角速度ω^sとして、２次磁束角速度回転ω^からすべり角速度ω^sを減算して電
動機角速度ω^mを求めており、このようにして電動機角速度ω^mを求めることにより、小
さな遅れで推定速度を得ることができる。
　そのため、再粘着制御時において空転・滑走速度が急速に増大するとか空転・滑走して
いる動輪が急速に再粘着する事象が発生しても推定速度の追従が遅れることがないために
発生トルクの高速の応答特性が維持できる。したがって、速度センサ付ベクトル制御を用
いるよりも再粘着制御性能の向上が期待できる。
　また、速度の差分として得られる動輪軸加速度についても、時間的な変動成分の十分小
さな安定な加速度情報が、速度センサを用いて安定な速度情報を得るための検出遅れより
短い遅れで得ることができる。前述の非特許文献１に記載の速度センサレスベクトル制御
・外乱オブザーバによる空転再粘着制御において良好な制御性能が得られているのは、こ
の推定遅れの極めて小さい動輪軸加速度を用いて空転を迅速に検出できていることと空転
検知時の推定遅れの小さい接線力の推定値を用いて適正なトルク制御ができることによる
ものである。したがって、電気機関車牽引の貨物列車の場合でも、牽引質量が適正に推定
できれば動輪軸加速度による空転検知の閾値が妥当な値に設定でき、迅速な空転検知によ
る粘着力の利用率の高い再粘着制御性能が得られる可能性がある。
【００２９】
　以上に示した理由によって、速度センサレスベクトル制御器ＣＢでは、上記の非特許文
献１（あるいは非特許文献５あるいは特許文献３）に記載の速度センサレスベクトル制御
を用いて主電動機を制御する。
　速度センサレスベクトル制御では、前述のように列車が低速度で後退した状態から起動
する状況では、インバータ周波数の制御中に周波数が一旦ゼロとなる場合が発生する可能
性がある。制御原理的にインバータ周波数がゼロすなわち直流となったときには主電動機
の回転子からの速度に関する情報が得られなくなるので、予測制御的な手法を用いてゼロ
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周波数を切り抜けて加速させる必要があり、起動加速度が極端に低くなる可能性がある貨
物列車を牽引する場合、速度センサレスベクトル制御だけで安定に列車を加速するのには
かなりの困難を伴うことが考えられる。
　そのため、極低速度域では速度センサ付ベクトル制御を用いて主電動機を制御し、極低
速度域を切り抜けた後は、非特許文献１（あるいは非特許文献５あるいは特許文献３）に
記載の速度センサレスベクトル制御に移行する制御を行えば、迅速な空転検知による粘着
力の利用率の高い再粘着制御性能が得られる可能性が高くなる。
【００３０】
　なお、図５においては速度センサ付ベクトル制御器ＣＡと速度センサレスベクトル制御
器ＣＢを別々に持つ構成例を示したが、電動機角速度ω^mとして速度センサからの情報を
もとに演算した速度を用い、上記（４）式の関係から２次磁束角速度ω^を求める速度セ
ンサ付ベクトル制御の構成を適用すれば、速度センサレスベクトル制御機能を中心にして
速度センサ付ベクトル制御の機能を組み込むことができるので、ベクトル制御のためのソ
フトウェアの量を圧縮でき、速度センサ付ベクトル制御器ＣＡと速度センサレスベクトル
制御器ＣＢの機能を単一のベクトル制御器で構成する構成例も考えることができる。
　本発明における速度センサ付ベクトル制御器ＣＡと速度センサレスベクトル制御器ＣＢ
については以上に述べたとおりである。
【００３１】
　図５において、機関士の操作する図示していない主幹制御器から出されるノッチ指令が
トルク指令値発生器４に入力される。トルク指令値発生器４ではこのノッチ指令に対応し
てトルク指令値を発生して、速度センサ付ベクトル制御器ＣＡと速度センサレスベクトル
制御器ＣＢに出力する。また、他の電気車制御装置における牽引質量推定に必要になるの
で、ノッチ指令に対応したトルク指令値を他の電気車制御装置に対して送信する。ＰＷＭ
インバータ３からは、２相分の電圧（図５ではｕ相電圧、ｖ相電圧）、電流（ｕ相電流、
ｖ相電流）が、速度センサレスベクトル制御器ＣＢに入力されるほか、速度センサ付ベク
トル制御器ＣＡには主電動機１に取り付けられた速度センサ２からの速度パルスが入力さ
れる。
【００３２】
　速度センサ付ベクトル制御器ＣＡでは、速度センサ２からの速度パルスＰｕｌｓをもと
に速度Ｖpgを演算し、入力されたトルク指令値どおりのトルクを発生すべく３相電圧指令
Ｖ＊を発生してＰＷＭインバータに出力する。３相電圧指令Ｖ＊を入力したＰＷＭインバ
ータ３では、電圧指令どおりの電圧を発生してこれを主電動機１に印加してトルク指令値
どおりのトルクを発生して主電動機１を回転させ、これにより機関車が加速を始める。速
度センサ付ベクトル制御器ＣＡの動作により機関車が加速を始めるのと同時に、トルク指
令値発生器４からのトルク指令値が入力されている速度センサレスベクトル制御器ＣＢも
動作を開始し、主電動機１の電圧・電流から速度を推定演算して、この推定速度Ｖestを
もとにトルク指令値どおりのトルクを発生すべく速度センサ付ベクトル制御器ＣＡと同様
に３相電圧指令を発生する。ただし、機関車の速度が切換速度Ｖch以下である場合は、速
度センサレスベクトル制御器ＣＢからの出力であるベクトル制御切換指令がオフのままで
あるため電圧指令切換器ＳＷ１，ＳＷ２は同図に示すようにＳＷ１がオン、ＳＷ２がオフ
であり、速度センサレスベクトル制御器ＣＢが発生した３相電圧指令は、ＰＷＭインバー
タ３に入力されることはない。
【００３３】
　したがって、切換速度Ｖchに達するまでは、速度センサ付ベクトル制御器ＣＡの制御に
よって機関車は加速することになる。なお、速度センサレスベクトル制御器ＣＢで演算し
た推定速度Ｖestが切換速度Ｖch以上となった場合は、速度センサレスベクトル制御器Ｃ
Ｂはベクトル制御切換指令をオンにして電圧指令切換器ＳＷ１，ＳＷ２をＳＷ１をオフ、
ＳＷ２をオンに切換えて、それまでＰＷＭインバータ３に入力されていた速度センサ付ベ
クトル制御器ＣＡからの３相電圧指令を開放して、速度センサレスベクトル制御器ＣＢか
らの３相電圧指令がＰＷＭインバータ３に入力されるようにする。そしてそれ以降、速度
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センサレスベクトル制御器ＣＢにおいて、ＰＷＭインバータ３の出力電圧・電流から推定
速度Ｖestを演算して、この速度を用いて入力されたトルク指令値どおりのトルクを発生
すべく３相電圧指令Ｖ＊を発生してＰＷＭインバータ３に出力する。また、速度センサレ
スベクトル制御器ＣＢにおいて、推定速度Ｖestをもとに演算した推定動輪軸加速度α^ｄ
を空転検知器６に対して出力する。
【００３４】
　速度センサ付ベクトル制御器ＣＡで演算した速度ＶPGと速度センサレスベクトル制御器
ＣＢで演算した推定速度Ｖestは、ともに空転検知用速度演算器５に入力される。この空
転検知用速度Ｖcmb演算器５では、入力された速度ＶPGと推定速度Ｖestとから、以下の（
５）式に従って、当該j軸動輪の空転検知用速度Ｖcmbjを演算する。
【００３５】
　Ｖcmbj＝Ｖest×ｋest＋Ｖpg×ｋpg　　　　　・・・・・（５）
　この空転検知用速度演算器５の構成を図６に示す。同図に示すように、空転検知用速度
演算器５は、係数ｋpgを出力する第１の関数発生器２1と、係数ｋestを出力する第２の関
数発生器２２と、第１、第２の乗算器Ｍｐ１，Ｍｐ２と、加算器Ａ１から構成される。そ
して、入力された速度センサ付ベクトル制御器ＣＡで演算した速度ＶPGと係数ｋpgとを乗
算器Ｍｐ１で乗算するとともに、入力された推定速度Ｖestと係数ｋestとを乗算器Ｍｐ１
で乗算し、加算器Ａ１でその和を求めて、空転検知用速度Ｖcmbjとして出力する。
　ここに、係数ｋestは、図７に示すように、速度ゼロにおいて値はゼロであり、速度の
増大とともに１次関数状に増大し、切換速度Ｖchに達したときにその値が１となる。また
、ｋpgは同じく図７に示すように、速度ゼロにおいて値は１であり、速度の増大とともに
１次関数状に減少し切換速度Ｖchに達したときにその値がゼロとなる。
　したがって、速度ゼロ付近では速度Ｖpgが支配的であるため空転検知用速度Ｖcmbの演
算のための遅れは大きいが、速度の増大とともに空転検知用速度Ｖcmbjの演算に及ぼす速
度Ｖpgの影響度は低下し、推定遅れの小さい推定速度Ｖestの影響が支配的となって、空
転検知用速度Ｖcmbjの演算遅れは小さくなっていき、切換速度Ｖchに達したときには、空
転検知用速度Ｖcmbの演算遅れは推定速度Ｖestと同じになり、小さな演算遅れで空転検知
用速度Ｖcmbjが演算されることになる。
【００３６】
　このようにして演算された空転検知用速度Ｖcmbjは、空転検知器６、基準速度演算器７
および牽引質量推定器９に対して出力される。また、他の電気車制御装置においても牽引
質量を推定するために当該ｊ軸動輪の空転検知用速度Ｖcmbjが必要であるため、他の電気
車制御装置に対しても出力される。
　牽引質量推定器９ではこの空転検知用速度Ｖcmbjを用いて後述の方法によって機関車が
牽引する牽引質量を推定して、これを推定牽引質量Ｍestjとして動輪軸加速度による空転
検知の閾値演算器に対して出力する。推定牽引質量を受信した動輪軸加速度による空転検
知の閾値演算器では、後述の方法によって動輪軸加速度による空転検知の閾値αslipを演
算して、これを空転検知器６に対して出力する。
　また、空転検知用速度Ｖcmbjを受信した基準速度演算器７では、図１４に示すように、
この他に入力される他の動輪速度Ｖcmbi（ここにｉは１から動輪数Ｎｄまでの値をとるが
、ｉ≠ｊである）とこの空転検知用速度Ｖcmbjの中で最も低い速度のものを最小値演算器
２４において演算してこれを基準速度Ｖrefとして空転検知器６に対して出力する。
【００３７】
　空転検知用速度Ｖcmbj、基準速度Ｖref、動輪軸加速度による空転検知の閾値αslipを
受信した空転検知器６では、図１５にフローチャートで示すような動作をする。まず、ス
テップＳ１０１で空転検知用速度Ｖcmbjと切換速度Ｖchとの大小比較を行い、Ｖcmbj＜Ｖ

chの場合には速度センサ付ベクトル制御中であるのでステップＳ１０２に行き、ステップ
Ｓ１０２において、空転検知用速度Ｖcmbjと基準速度Ｖrefとの差速度を演算する。そし
て、この差速度が、差速度による空転検知の閾値ΔＶslipに対して、差速度≧ΔＶslipと
なった場合には、差速度による空転検知状態であるのでステップＳ１０３に行き、空転検



(14) JP 5673938 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

知信号Ｓｌｉｐｚをオンにしてトルク指令値発生器４に対して出力する。
　一方、差速度＜ΔＶslipの場合にはステップＳ１０４に行き、空転検知信号Ｓｌｉｐｚ
をオフにしてトルク指令値発生器４に対して出力する。
　また、ステップＳ１０１において、Ｖcmbj≧Ｖchである場合は速度センサレスベクトル
制御中であるのでステップＳ１０５に行き、推定動輪軸加速度α^ｄと、動輪軸加速度に
よる空転検知の閾値αslipとの大小比較を行い、α^ｄ≧αslipの場合は動輪軸加速度に
よる空転検知状態であるので、ステップＳ１０３に行き、空転検知信号Ｓｌｉｐｚをオン
にしてトルク指令値発生器に対して出力する。α^ｄ＜αslipである場合は、動輪軸加速
度による空転検知状態ではないので、ステップＳ１０４に行き、空転検知信号Ｓｌｉｐｚ
をオフにしてトルク指令値発生器４に対して出力する。
【００３８】
　トルク指令値発生器４では、空転検知信号Ｓｌｉｐｚがオフである場合は、ノッチ指令
に対応したトルク指令値を出力する。空転検知信号Ｓｌｉｐｚがオンになって空転の発生
を検知した場合は、図１７のようにトルク指令値を制御して、空転している動輪を再粘着
させるようにする。
　すなわち、常時車輪・レール間の接線力に対応した主電動機軸上のトルクを、前記特許
文献１、非特許文献１に記載されるように、最小次元外乱オブザーバによって推定してい
て、空転検知した場合には空転検知時の接線力に対応した推定トルクτestから、再粘着
させることのできる範囲でトルク引き下げ量δτ（＝τest－τａ）が極力小さくなるよ
うに再粘着期間中に指令するトルク指令値τａを設定する。そして、このトルク指令値τ

ａをある期間Ｔ１だけ指令して動輪を再粘着させ、期間Ｔ１が経過した時点で、空転検知
時の接線力に対応した推定トルクτestより僅かに小さいトルクτcを短時間のうちに指令
し、このトルク指令値を期間Ｔ２だけ保持する。このように推定トルクτestより僅かに
小さいトルクτcを指令するのは、τcを指令した時点ですぐに再空転が発生するのを回避
するためである。そして、期間Ｔ２だけトルクτcを指令しても再空転がなければトルク
指令値を徐々に増大させる。やがて再空転が発生すると、上記の空転検知時のトルク指令
値制御と同様の制御を繰り返す。
【００３９】
　以上に述べたように動作する図５に示した電気車制御装置において、実施例１における
牽引質量の推定は図１および図８、図９に示すようにして行われる。
　なお、図１は動輪の数Ｎｄが４軸のインバータ機関車の例を示しているが、動輪の数は
この４軸に限定されるものではなく、６軸、８軸なども想定される。
　図１に示してあるように、予め設定した時刻Ｔa1から時刻Ｔb1までの期間ΔＴ１につい
て、各動輪のトルク指令値から各動輪の平均牽引力Ｆａｖｉを求める。ここに、ｉ＝１～
４である。
　図１の場合は、期間ΔＴ１の間に各動輪に空転が発生しているので、トルク指令値から
求めた平均牽引力Ｆaviは、車輪・レール間の接線力を厳密に反映している訳ではないの
で、実際の平均牽引力とは異なるが、微小な空転のうちに再粘着させることができていれ
ば、トルク指令値から平均牽引力を算定しても大きな誤差を含むことはないと考えられる
。
　制御動作の詳細を図８、図９を中心にして述べる。図８において、ステップＳ１０１に
おいて機関車が加速制御開始直後かの判定を行い、制御開始直後である場合にはステップ
Ｓ１０２へ行き、すべての動輪の平均牽引力Ｆａｖｋをリセットする（ｋ=１，・・，ｊ
，・・Ｎｄ）。また、当該ｊ軸で演算する推定牽引質量Ｍestjもリセットする。
【００４０】
　次にステップＳ１０３において、当該動輪ｊ軸の平均加速度αb1（ｔ）、平均値演算用
カウンタ（平均加速度演算に用いる加速度データの数を表す）をリセットする。そして、
ステップＳ１０４に行く。なお、ステップＳ１０１においての判定結果で機関車が加速制
御開始直後でない場合は、直接ステップＳ１０４に行く。
　ステップＳ１０４では、空転検知用速度Ｖcmb演算器から入力されたＶcmbjを機関車の
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速度Ｖ（ｔ）に設定する。次にステップＳ１０５において、１制御周期（δＴｃ）前の機
関車の速度Ｖ-1（ｔ）と今回の機関車の速度Ｖ（ｔ）から、機関車の加速度α（ｔ）を｛
Ｖ（ｔ）－Ｖ-1（ｔ）｝／δＴｃによって演算する。
　そして、ステップＳ１０６において、制御開始からの経過時間ｔが図１に示してある第
１の設定時刻Ｔa1以上であるか否かの判定を行い、まだ第１の設定時刻Ｔa1に達していな
い場合はリターンして、次の制御周期を待つ。
【００４１】
　第１の設定時刻Ｔa1以上である場合には、ステップＳ１０７において第１の設定時刻Ｔ

a1になったばかりか否かの判定を行い、なったばかりである場合は、ステップＳ１０８に
おいて機関車の速度Ｖ（ｔ）をＶa1に設定する。ここにＶa1は図１に示すように、速度デ
ータから機関車の平均加速度を演算するための第１の速度データである。そしてステップ
Ｓ１０９に移行して、すべての動輪の平均牽引力Ｆａｖｋについて（ｋ=１，・・，ｊ,・
・Ｎｄ）、トルク指令値Ｔcmdkを、牽引力に換算して加算する。また、平均加速度αb1（
ｔ）に機関車の加速度α（ｔ）を加算する。次いで、ステップＳ１１０において平均値演
算用カウンタＭcountに１を加算してリターンして、次の制御周期を待つ。
　ステップＳ１０７の判定において第１の設定時刻Ｔa1になったばかりではないとの判定
結果である場合は、ステップＳ１１１の条件判定に行き、制御開始からの経過時間ｔが図
１に示す第２の設定時刻Ｔa2以上ではない場合は、上記のステップＳ１０９へ行く。経過
時間ｔが第２の設定時刻Ｔa2以上である場合はステップＳ１１２に行き、経過時間ｔが第
２の設定時刻Ｔa2になった直後でない場合（既に推定牽引質量Ｍestjが得られている）は
リターンして次の制御周期を待ち、経過時間ｔが第２の設定時刻Ｔa2になった直後である
場合にはステップＳ１１３に行き、機関車の速度Ｖ（ｔ）をＶa2に設定する。
【００４２】
　そしてステップＳ１１４において、平均加速度αb1（ｔ）をそのデータの個数を表して
いるMcountで割ったものを平均加速度αb1（ｔ）に設定する。あるいは、速度データＶa1

、Ｖa2を用いて、（Ｖa1－Ｖa2）／ΔＴ１を平均加速度αb1（ｔ）に設定する。そして図
９のステップＳ１１５において、各動輪のＦａｖｋをＭcountで割ったものを平均牽引力
Ｆａｖｋに設定する。そしてステップＳ１１６において、このように求めた平均牽引力Ｆ
ａｖｋを用いて、期間ΔＴ１の間の機関車の平均牽引力ＦLは、以下の（６）式で求める
。
　そしてステップＳ１１７において、期間ΔＴ１の間の機関車の平均加速度をαb1として
、推定牽引質量Ｍestjを（７）式から求める（列車の走行抵抗は無視している）。
　なお、（７）式において、期間ΔＴ１の間の機関車の平均加速度αb1を用いる代わりに
、時刻Ｔa1、Ｔb1における機関車の速度Ｖa1、Ｖa1から１１４において求めた（８）式で
表される平均加速度αavを用いてもよい。
【００４３】

　　・・・・・・・（６）

    　・・・・・・・（７）

　　・・・・・・（８）
【００４４】
　以上に述べた方法で推定牽引質量Ｍestjが求められると、図１３に示してあるように、
動輪軸加速度による空転検知の閾値演算器に入力された推定牽引質量Ｍestjと、機関車の
最大牽引力特性から、演算器２３により、推定牽引質量Ｍestjの機関車が最大牽引力を発
揮して加速する場合の列車の速度・加速度αZ特性を求める。そして、加算器Ａ２で、こ
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のαZに軸加速度による空転検知閾値設定用定数Δαmarを加算して、動輪軸加速度による
空転検知の閾値αslipとして求めて、空転検知器に対して出力される。
　ここに、空転検知閾値設定用定数Δαmarは、機関車が走行する線区の最大勾配による
重力成分によって列車加速度の変化が発生しても空転の誤検知が発生しないように、閾値
にマージンを持たせるために用いられる定数である。このようにして求められた閾値αsl

ipは、図１６に示されている空転検知の閾値（Ａ）を表している。この動輪軸加速度によ
る空転検知の閾値（Ａ）は、速度に応じて連続的に変化する速度域がある。しかし、現実
には僅かな速度変化で閾値を実際には変える必要がないので、図１６に示してある閾値（
Ｂ）のように、幾つかの速度帯毎に閾値を変える方法も考えられる。
【実施例２】
【００４５】
　前述のように動作する電気車制御装置において、実施例２における牽引質量の推定は図
２に示すようにして行われる。なお詳細な推定動作のフローチャートは、図１０に示され
ている。
　図２は本実施例の牽引質量の推定方法を示す図であり、横軸は時間、同図（ａ）は最初
に空転検知した動輪ｊの牽引力と空転検知信号を示し、（ｂ）は動輪のすべり速度を示し
、（ｃ）は機関車の速度、（ｄ）は機関車の加速度と平均加速度を示す。
　図２において、時刻Ｔ02に最初に動輪ｊが空転検知して再粘着制御に移行したとする。
時刻Ｔ02からδＴだけ遡った時刻Ｔb2からさらに遡った期間ΔＴ２の間の動輪ｊの発生し
た平均牽引力をＦａｖｊとする。そして、空転していない動輪の平均牽引力をＦａｖｊと
する。ただし、ｉ≠ｊである（ｉ＝１～Ｎｄ、Ｎｄ：機関車の動輪数）。
　また、期間ΔＴ２の間の機関車の平均加速度をαb2とする。そうすると、期間ΔＴ２の
間の機関車の平均牽引力ＦLは、前記（６）式で与えられるので、推定牽引質量Ｍestjは
（７）式のαb1をαb2に置き換えた式から求めることができる（列車の走行抵抗は無視し
ている）。
　なお、平均牽引力を計算する期間を、δＴだけ遡った時刻Ｔb2を起点にするのは、期間
δＴの間は動輪が空転状態にあって動輪で発生する牽引力が図２に示す牽引力より小さく
なる（空転中の接線力が正確には把握できない期間）ので、この期間を回避した方が、よ
り正確な牽引力を把握することができるからである。
【００４６】
　次に詳細な推定動作を、図１０を用いて説明する。まずステップＳ１０１において機関
車の加速制御直後かの判定を行う。起動開始時はこの条件が成立するので、ステップＳ１
０２において当該ｊ軸動輪の平均牽引力Ｆａｖｊと、ｊ軸以外の動輪の平均牽引力Ｆａｖ
ｉをリセットする（ｉ＝１，・・，Ｎｄでありまたｉ≠ｊ）。そして、ステップＳ１０３
において、空転検知用速度Ｖcmbjを機関車の速度Ｖ（ｔ）に設定する。
　なお、ステップＳ１０１において加速制御直後でない判定となった場合は、直接ステッ
プＳ１０３に移行する。次いで、ステップＳ１０４において、１制御周期（δＴｃ）前の
機関車の速度Ｖ-1（ｔ）と今回の機関車の速度Ｖ（ｔ）から、機関車の加速度α（ｔ）を
｛Ｖ（ｔ）－Ｖ-1（ｔ）｝／δＴｃによって演算する。そして、１０５において、空転検
知器出力から入力された空転検知信号Ｓｌｉｐｚすなわち当該ｊ軸動輪の空転検知信号Ｓ
ｌｉｐｊがオンか否かの判定を行う。
　空転検知信号Ｓｌｉｐｊがオンでない、すなわち空転が発生していない場合は、ステッ
プＳ１０７の条件判定に行き、起動からの経過時間が図２に示した牽引質量推定動作上限
時刻Ｔend以上になっているか否かを調べる。推定動作上限時刻Ｔendに達していない場合
は、ステップＳ１０８において、当該j軸動輪のトルク指令値Ｔcmdj、ｊ軸以外のｉ軸動
輪のトルク指令値ＴcmdiをデータセーブエリアＳａｖｅＴｃｍｄｊ、ＳａｖｅＴｃｍｄｉ
にセーブする。また、同様に機関車の速度Ｖ（ｔ）と加速度α（ｔ）をセーブエリアＳａ
ｖｅＶ、ＳａｖｅＡに格納する。
【００４７】
　ステップＳ１０７の判定で牽引質量推定動作上限時刻Ｔend以上になっている場合は、
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ステップＳ１０９の条件判定に行き、推定牽引質量Ｍestjがリセット状態か調べる。
　リセット状態である場合、すなわちまだＭestjの推定演算が完了していない場合には、
ステップＳ１１０以降のＭestjの推定演算処理を行う。ステップＳ１０７、ステップＳ１
０９の条件判定を経てステップＳ１１０の処理に来るのは、一回も空転検知することなく
牽引質量推定動作上限時刻Ｔendが経過した場合である。
　ステップＳ１１０においては、現在時刻からδＴ＋ΔＴ２遡った時刻Ｔa2からδＴ遡っ
た時刻Ｔb2までのセーブエリアＳａｖｅＴｃｍｄｊ、ＳａｖｅＴｃｍｄｉから、図８、図
９で述べたのと同様の方法によって、各動輪の平均牽引力Ｆａｖｉを演算する（ｉ=１，
・・・Ｎｄ）。そして、（６）式によって機関車の平均牽引力ＦLを演算する。次にステ
ップＳ１１１において、セーブエリアＳａｖｅＡのデータから機関車の平均加速度αb2を
演算する。また時刻Ｔa2の機関車速度Ｖa2と時刻Ｔb2の機関車速度Ｖb2を用いて（９）式
で平均加速度αavを演算する。そしてステップＳ１１２において、（７）式中のαb1の代
わりに平均加速度αb2またはαavを用いて、推定牽引質量Ｍestjを演算する。
【００４８】
　ステップＳ１０５において空転検知信号Ｓｌｉｐｊがオンすなわち空転検知した場合は
、ステップＳ１０６の判定で始めての空転検知である場合は、先述のステップＳ１１０へ
移行して牽引質量の推定動作を行う。初めての空転検知でない場合は、既に推定牽引質量
Ｍestjがセットされているので、何もせずリターンする。
【００４９】

　　・・・・・・（９）
【００５０】
　以上に述べた方法で推定牽引質量Ｍestjが求められると、実施例１について図１３と図
１６を用いて説明したのと同じ方法によって、軸加速度による空転検知の閾値（Ａ）ある
いは軸加速度による空転検知の閾値（Ｂ）を求めることができる。
【実施例３】
【００５１】
　前述のように動作する図５に示した電気車制御装置において、実施例３における牽引質
量の推定は図３に示すようにして行われる。
　図３は本実施例の牽引質量の推定方法を示す図であり、本実施例は、同図に示すように
、牽引質量を推定するため、空転を発生しない範囲で極力大きなトルク発生する運転モー
ドで運転し、その後、トルク指令値と機関車の平均加速度から牽引質量を推定する動作を
行うものであり、横軸は時間、同図（ａ）は動輪の牽引力（トルク指令値）と空転検知信
号を示し、（ｂ）は動輪のすべり速度を示し、（ｃ）は機関車の速度、（ｄ）は機関車の
加速度と平均加速度を示す。また詳細な推定動作のフローチャートを図１１に示す。
　図３に示すように、起動してから時刻Ｔa3において、空転を発生しない範囲で極力大き
なトルクτcを期間ΔＴ３の間発生するようにして牽引質量が推定できる状態を作り（す
なわち、牽引質量が推定できる運転モードを挿入する）、その後は通常のトルク指令値を
指令する運転モードに移行する。
　そして、この牽引質量が推定できる運転モードの期間ΔＴ３中のトルク指令値τcと機
関車の平均加速度αb3とから、（１０）式によって推定牽引質量Ｍestjを求める（機関車
の動輪数はＮd）。ここに、ｋfはトルクを牽引力に換算するための定数である。
【００５２】

　　　・・・・・・・（１０）
【００５３】
　このようにして推定牽引質量Ｍestjを求めた後は、実施例１において述べた方法によっ
て軸加速度による空転検知の閾値を求めることができる。
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　上記の詳細な推定動作を図１１に示している。図１１において、ステップＳ１０１で加
速制御開始直後かの判定を行い、起動開始時はこの条件が成立するので、ステップＳ１０
２に行き当該ｊ軸動輪の平均牽引力Ｆａｖｊおよび推定牽引質量Ｍestjをリセットする。
そしてステップＳ１０３に移行する。起動開始時でない場合は、直接ステップＳ１０３に
移行する。ステップＳ１０３では空転検知用速度Ｖcmbjを機関車速度Ｖ（ｔ）に設定する
。
　そしてステップＳ１０４において、１制御周期（δＴｃ）前の機関車の速度Ｖ-1（ｔ）
と今回の機関車の速度Ｖ（ｔ）から、機関車の加速度α（ｔ）を｛Ｖ（ｔ）－Ｖ-1（ｔ）
｝／δＴｃによって演算する。
【００５４】
　次にステップＳ１０５の条件判定では、起動からの経過時間が牽引質量推定動作開始時
刻Ｔa3以上かの判定を行う。経過時間が牽引質量推定動作開始時刻Ｔa3に達していない場
合は、リターンしこの時刻が経過するのを待つことになる。Ｔa3以上の場合は、ステップ
Ｓ１０６において経過時間が牽引質量推定動作終了時刻Ｔb3以上かの判定を行い、まだ終
了時刻Ｔb3に達していない場合は、ステップＳ１０７において、機関車の速度Ｖ（ｔ）、
機関車の加速度α（ｔ）をそれぞれセーブエリアＳａｖｅＶ、ＳａｖｅＡに格納する。
　動作終了時刻Ｔb3以上になった場合はステップＳ１０８に行き、Ｍestjがリセット状態
か否かの判定を行い、リセット状態である場合は、まだ推定牽引質量が計算されていない
ので、ステップＳ１０９に移行し、ＳａｖｅＡの機関車加速度データで、時刻Ｔa3から時
刻Ｔb3までのデータから機関車の平均加速度αb3を演算し、またセーブエリアＳａｖｅＶ
データ中の時刻Ｔa3のデータＶa3と時刻Ｔb3のデータＶb3から、（９）式Ｖa2の代わりに
Ｖa3を、Ｖb2の代わりにＶb3を用いて機関車のもう一つの平均加速度αav3を演算する。
そして、ステップＳ１１０において、（１０）式から、あるいは（１０）式のαb3の代わ
りにαav3を用いて推定牽引質量Ｍestjを演算する。
　以上に述べた方法で推定牽引質量Ｍestjが求められると、実施例１について図１３と図
１６を用いて説明したのと同じ方法によって、軸加速度による空転検知の閾値（Ａ）ある
いは軸加速度による空転検知の閾値（Ｂ）を求めることができる。
【実施例４】
【００５５】
　前述のように動作する図５に示した電気車制御装置において、実施例４における牽引質
量の推定は図４に示すようにして行われる。
　図４は本実施例の牽引質量の推定方法を示す図であり、本実施例は、同図に示すように
、推定される最大牽引質量を牽引する場合の編成列車全体の出発抵抗より大きい牽引力を
時刻Ｔｚまで
指令して、連結器遊間による機関車加速度の変動が収まるようにした後、牽引質量の推定
動作を行うものであり、横軸は時間、同図（ａ）動輪の牽引力（トルク指令値）と空転検
知信号を示し、（ｂ）は動輪のすべり速度を示し、（ｃ）は機関車の速度、（ｄ）は機関
車の加速度と平均加速度を示す。また詳細な推定動作のフローチャートを図１２に示す。
【００５６】
　一般に貨物列車を機関車によって牽引する場合、機関車と貨車の間の自動連結器や貨車
同士の間の自動連結器の遊間がある状態で停止していた貨物列車が機関車で牽引力を発生
して起動加速を始めるときに、図４に示すように、機関車と貨車、貨車同士の微小な相対
運動によって、機関車の加速度が大きく振動することがある（機関車と貨車の間の自動連
結器や貨車同士の間の自動連結器の遊間がない、いわば列車全体が棒状になった状態で停
止している場合は、機関車の加速度が振動することはないが、そのような事象の発生確率
は高くはない）。このような加速度の振動によって機関車の平均加速度の演算精度が低下
することがないようにする必要がある。
　そのため、図４に示すように、当該機関車で想定される最大牽引質量を牽引する場合の
出発抵抗よりも大きい牽引力を時刻Ｔzまで指令して、連結器遊間による機関車加速度の
変動が十分に収まるようにする。そしてその後から、機関士の操作した主幹制御器からの



(19) JP 5673938 B2 2015.2.18

10

20

30

ノッチ指令に対応したトルクを発生すべく、トルク指令値の増大が行われるので、この時
点以降において、実施例１あるいは実施例２あるいは実施例３の方法によって、牽引質量
の推定動作を行う。なお、図４は時刻Ｔz以降、実施例２の方法によって牽引質量の推定
を行う場合を示している。
【００５７】
　実施例４の推定動作の概要を図１２のフローチャートに示す。
　図１２において、ステップＳ１０１で起動からの経過時間が図４に示すＴz以下である
場合は、まだ推定動作を開始する時刻になっていないので、リターンして時間が経過する
のを待つ。経過時間がＴz以上である場合は推定動作を行う条件が整っているので、牽引
質量推定器（Ａ）の場合は、図１および図８、図９に示す牽引質量推定器（Ａ）の動作に
よって牽引質量を推定する。牽引質量推定器（Ｂ）の場合は、図２および図１０に示す牽
引質量推定器（Ｂ）の動作によって牽引質量を推定する。牽引質量推定器（Ｃ）の場合は
、図３および図１１に示す牽引質量推定器（Ｃ）の動作によって牽引質量を推定する。
　以上に述べた方法で推定牽引質量Ｍestjが求められると、実施例１について図１３と図
１６を用いて説明したのと同じ方法によって、軸加速度による空転検知の閾値（Ａ）ある
いは軸加速度による空転検知の閾値（Ｂ）を求めることができる。
【符号の説明】
【００５８】
１　　　主電動機
２　　　速度センサ（ＰＧ）
３　　　ＰＷＭインバータ
４　　　トルク指令値発生器
５　　　空転検知用速度演算器
６　　　空転検知器
７　　　基準速度演算器
８　　　軸加速度による空転検知の閾値を演算する演算器
９　　　牽引質量推定器
２１，２２　関数発生器
２３　　　　演算器
２４　　　　最小値演算器
ＣＡ　　　　速度センサ付ベクトル制御器
ＣＢ　　　　速度センサレスベクトル制御器
ＳＷ１，ＳＷ２　　電圧指令切換器
Ｍｐ１，Ｍｐ２　　乗算器
Ａ１，Ａ２　　　　加算器
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