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省エネルギー運転における補機の影響評価
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Evaluation of Effect Calculation of Auxiliary Machines on Energy-Saving Train Operation
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For energy-saving on train operation, generally there are trade-off relationships between energy consumption
and running time. However, in last research, that energy consumption contains only running energy without
energy consumption of auxiliary machines. In this paper, the authors analyze the effects of energy consumption
of auxiliary machines in case of linear metro. Together with total energy consumption, the effects of auxiliary
machines will be also appeared.
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1.

い可能性がある。そこで本稿では補機の消費するエネルギ

はじめに

ーが実際の基準運転時分を考察する範囲に影響を及ぼすの

現在の日本の鉄道ダイヤは保守的に決められており，乗
客の乗車時間が最優先に考慮されている。事業者は省エネ

かについて検証を行った。
〈2･2〉当増分消費エネルギー則

(3)

ルギー問題への取り組みとして鉄道車両や電気設備におい

当増分消費エネルギー則とは, 文献(3)で提唱されている

て電気機器の効率化などの改良を行なってきたが，列車運

駅間走行時分の最適化モデルである。駅間 i において, 駅間

行の方法の改善によって消費エネルギーを大きく低減でき

走行時分 Ti に対する消費エネルギーWi が単調減少の関数

る可能性のあることが既に知られている(1)。この方法はソフ

Wi(Ti)で表されるとき, ラグランジュの未定乗数法を用い

トウェア的な手法であるため，ハードウェアに大きく手を

るとすべての駅間合計の消費エネルギーを最小にする走行

加えるような設備改造が不要である。したがって，事業者

時分が求まり, それは各 i における Wi(Ti)の傾きが一致する

側にとっては安価で取り組みやすい手法である。

ときである。

ここで重要なのが回生ブレーキで, 現在の車両の回生率
をソフトウェア的手法により高めることが目標である。そ

3.

検証方法

こで注目したのは回生率向上に寄与する回生負荷の一つで

〈3･1〉エネルギーの計算条件

ある車両の補機である。本稿では, まず車両の補機電力が省

本稿ではリニア地下鉄を想定して運転曲線の計算をするこ

エネルギー運転手法にどの程度影響するのかを考察する。

とにより消費・回生エネルギーを得た。その際の架線電圧

2.

と補機の消費電力は走行中一定とし, 回生失効は起こらな

車両の補機電力を検討する目的

いものと仮定する。また, 走行パターンは力行・惰行・制動

〈2･1〉列車の消費エネルギーと走行時分の関係

とし, 乗車人数は定員乗車としている。

列車の電動機の消費エネルギーと走行時分は一般的にト

〈3･2〉力学モデルと運転曲線の計算

その関係

本稿で扱うモデルは地下鉄道なので, 列車の走行抵抗 Rr

性を応用した駅間走行時分の配分最適化による省エネルギ

[N]の計算には下記の式 (4)(5) を用いて, 過去の研究 (6)とは区

ー化も検討されてきた(3)。しかし,

別する。

レードオフの関係にあることが知られており (2),

補機の消費するエネルギ

ーは走行時分に比例して増加するので電動機と補機の両方

Rr1 は明かり区間の走行抵抗[N], Rr2 はトンネル区間の

を足しあわせた列車の消費エネルギーは単調減少にならな

走行抵抗[N], MM は電動車質量[t], MT は付随車質量[t], n
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は編成両数, v は速度[km/h]，M は乗客を含めた列車質量[t]

のことについては次節で詳しく述べる。

である。明かり区間とトンネル区間を走る列車の走行抵抗

〈3･4〉エネルギーの計算方法

の違いを図 1 に示す。ここでは 1M1T の 2 両編成の車両を

消費電力量 Ep [kWh]と回生電力量 Er [kWh]の計算には式

想定し, 出発抵抗に係る速度 6km/h 以下の部分は除外して

(1),(2)式を用いた。

いる。なお, 車両数が大きくなると Rr1 のグラフの傾きは速

1
𝐸𝑝 = ∫ 𝐹𝑚 𝑣 𝑑𝑡
η

度が大きくなるに従って顕著に大きくなる。
𝑅𝑟1 = 9.8[(1.65 + 0.0247𝑣)MM
+ (0.78 + 0.0028𝑣)MT
+ {0.028

𝐸𝑟 = ∫ 𝐹𝑚 𝑣 η 𝑑𝑡

(4)

(6 ≤ 𝑣)

(1)
Fm は引張力[N]，ηはエネルギーの変換効率で, リニアモ

+ 0.0078(𝑛 − 1)}𝑣 2 ]
𝑅𝑟2 = 9.8(2.088 + 0.0394𝑣 + 0.00067𝑣 2 )M

(3)

(2)

ータの効率とインバータの効率, 駆動装置の効率を考慮し
ている。ηは架線電圧，電流，列車速度等を引数にする関数
であるが，ここでは簡単のため定数で与えている。
(4)式において，6km/h 以下では回生ブレーキによって得
られる電力が小さいため，
その領域では Ep は 0 にしている。
補機の消費するエネルギーは季節によって大きく異な
る。そこで本稿では冷房を使う夏季と暖房を使う冬季それ
ぞれにおいて計算した。
〈3･5〉リニアモータの特性
ここで, リニアモータの特性について述べる。リニアモー
タは車両側の電磁コイルによって生ずる磁界と, 地上側に
敷かれたリアクションプレートの渦電流によって生ずる磁
界によって推進力を得る。そのため多くの電気鉄道車両に
用いられている誘導電動機とは引張力特性・回生性能特性

Fig.1. Running resistance of cars in open and tunnel

が大きくことなり, またモータ効率も異なる。一般的にリニ

section.

アモータは誘導電動機に比べ効率は劣るが, 車輪駆動推進
でないため勾配に強いという特徴を持つ。したがって本稿
では次節に述べる勾配走行での検討では比較的大きな勾配
を想定してシミュレーションしている。
〈3･6〉列車長を考慮したシミュレーション
本稿では仮想的な路線を走行するシミュレーションに加
えて, 実路線の勾配, 曲線等の情報を元に列車長を考慮し
たシミュレーションを行い, 列車抵抗を算出した。
ここで勾配や曲線などの列車抵抗を考慮する理由を述べ
る。補機の消費するエネルギーは列車の走行時分が長くな
るほど大きくなるが, その影響を受けるかどうかを考える
には相対的に電動機の消費エネルギーを考えなければなら

Fig.2. The speed relationship of mechanical and regenerative

ない。電動機の消費エネルギーの増減は列車抵抗の大きさ

brakes in cooperative brake with linear motor.

に左右される。したがって補機の影響を評価するためには
様々な路線を想定したシミュレーションが必要であるため,

〈3･3〉ブレーキのかけ方

表 1 のように 4 つの路線ケースを検討した。Case 1～3 は

本稿では電空協調ブレーキを扱うが, 省エネルギー運転に

仮想的な路線で, 補機の影響を一般的に評価するために行

注目して制動時にできるだけ回生ブレーキに負担させるこ

った。Case 4 はリニア地下鉄の走行する実路線で, 勾配と

とを考えている。それは走行時分を守って省エネルギー運

曲線が距離に応じて変化する要素を含んでいる。ここでは

転を実現する場合には, 既に知られていることとして回生
Table 1.

ブレーキをフルに活用した運転手法が良いためである(6)。図

Simulation cases.

2 にリニアモータの回生性能曲線を示す。したがって速度

Running pattern

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

6km/h 以上の場合には図 2 に回生性能曲線に沿ってブレー

Gradient

0 ‰

12.5 ‰

-12.5 ‰

variability

キをかけて制動力を得る走行パターンを扱う。6km/h 以下

Distance

1000 m

1000 m

1000 m

670 m
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実路線上での補機の影響を調べている。

4.

シミュレーション結果

図 3～6 に Case 1～4 のシミュレーション結果を示す。各

エネルギー則の適用には影響なく, これはダイヤ乱れ時で
あっても影響はないものと考える。その理由を考察すると,
まず複数駅を含むある駅間を走行するのに要する時間を
TTotal, 各駅間で電動機が消費するエネルギーの総和を EA,

図の(a)(b)はそれぞれ夏季と冬季を指している。

各駅間で補機が消費するエネルギーの総和を EB とすると,

〈4･1〉全体の傾向と補機の影響

TTotal が決まると EB は一意に決まるため EB は TTotal の関数

図 3～6 の電動機と補機を合わせた消費電力量と走行時分

と考えることができる。一方, EA は単調減少であることが図

の関係を見ると, 図 3（a）の水平区間の 115 秒以降を除く

3～6 で明らかになったので EA を最小化するような駅間走

すべての領域で単調減少となっている。これらの結果から,

行時分の配分最適化を考えれば良い。また, 回生失効が起こ

基準運転時分で走行する範囲では消費エネルギーと走行時

る場合についても EA は単調減少であることに変わりないの

分の関係がトレードオフであるという結果に一般性がある

で適用は可能である。また, ダイヤ乱れが生じた場合には

ことがわかり, Case4 の図 6 の結果からも理想より複雑な実

TTotal が変化するため EB も変化するが, 前述のとおり EB は

路線のケースでもトレードオフ関係が確認された。したが

TTotal の関数で単調増加であるため, 最適化問題のモデルを

って当増分消費エネルギー則は一般的に有効である。

変えることなく解くことが可能である。

〈4･2〉単調減少でない場合

しかし, 一方でローカルに補機電力が起こる場合には,

図 3（a）の水平区間の 115 秒以降では単調減少から単調

当増分消費エネルギー則を適用するにあたって再考が必要

増加に転じる最小点が見られた。この領域を詳しく分析す

とされる。この場合にはまず EA を最小化する解が TTotal を

ると, 最小点になる時のノッチオフ速度は 42km/h のとき

最小にする解とは必ずしも一致しない。したがってこの場

であることがわかった。

合には ETotal を最小化する最適化問題を考える必要があり,

〈4･3〉当増分消費エネルギー則が適用できる場合とできな

その制約条件の一つに「駅間走行時分が長くなり過ぎない

い場合

こと」が加わることになる。具体的には駅間ごとに空調の

図 3（a）では最小点が 115 秒あたりで見つかったが, 図
6 を見るに, 一般的な基準運転時分を考えると当増分消費

電源を ON/OFF する場合や, 長い駅間を走行する際に早め
にノッチオフして惰行でゆるゆると走る場合である。

(a) Summer

(a) Summer

(b) Winter

(b) Winter

Fig.3. Relation between running time and energy
consumption on 0‰ of gradient.

Fig.4. Relation between running time and energy
consumption on 12.5‰ of gradient.
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(a) Summer

(a) Summer

(b) Winter
Fig.5. Relation between running time and energy
consumption on -12.5‰ of gradient.

(b)Winter
Fig.6. Relation between running time and energy
consumption on a real railway conditions.

5.

結論と今後の課題

〈5･1〉結論
本稿では, 補機の電力が一定であれば, その影響を考慮
しても一般的な運行管理の中において消費エネルギーと走
行時分の関係がトレードオフの関係にあることを明らかに
した。そして当増分消費エネルギー則の適用に際して補機
電力の時間的推移がある場合の問題点を明らかにした。
〈5･2〉今後の課題と具体的検討方法
また, リニア地下鉄を対象に走行抵抗の大きいトンネル
区間で検証したが, 走行抵抗の小さい明かり区間で走行し
た場合ではグラフの最小点が走行時分の短い点に移動する
ことが推察されるため, 今後その傾向を分析する必要があ
る。また, 駅間距離が長い快速列車の走行や, 最終的な目標
である「補機が回生負荷として回生率の向上にどれほど寄
与するのか」についても検討していく。具体的には, 饋電回
路シミュレータを構築し, 各列車が消費する電力と変電所
の入力電力を評価する。このとき, 1 列車を対象にするので
はなく列車群を対象とし, 互いの電力の融通を分析するこ
とが必要である(7)。ここでは走行中だけでなく駅停車中や余
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裕時分に消費される補機電力も考慮したい。
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