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The most striking characteristics of linear-motor railway system is the structure consists of primary and
secondary of linear induction motor. A primary motor is installed in rolling stock and secondary motor is installed
on track. The magnetic attractive force produced by linear induction motor has an effect on running resistance
since this force is the same direction as the gravitational force and rolling stocks gain weight virtually from the
track side of view. In addition, the efficiency of linear induction motor has a different characteristics compared
with rotation motor. The purpose of this study is to analyze these effects and design the optimal running curve to
minimize the energy consumption using a dynamic programming.
キーワード：リニア地下鉄，最適化問題，省エネルギー，電力制限ブレーキ，リニアモータ，磁気吸引力
(Linear metro, Optimization problem, Energy-Saving, Power-Limiting brake, Linear motor, Magnetic attractive
force)

1.

く，都市計画において自由度が大きいことから近年普及が

背景

〈1･1〉 電気鉄道と環境問題

進んでいる。リニア駆動鉄道は 1985 年にカナダ・トロント
近年は環境問題への意

のスカボロ線で開業したことを皮切りに，我が国において

識が高まり，低炭素社会や持続可能社会の構築が期待され

も同年に大阪南港での実用化試験を経て 1990 年に大阪市

ている。我が国は喫緊の課題としてエネルギー問題を抱え

長堀鶴見緑地線で開業，そして本年に仙台市で東西線が開

ており，この問題を解決しつつ，より豊かな生活を目指さ

業した(6)。現在リニア地下鉄は国内で 7 路線運行されてい

なくてはならない。我が国の消費エネルギーを部門別に見

る。

ると図 1

のようになっている(1)。2000

年頃をピークに消費

エネルギーは減少しているが，図 2 の我が国の最終消費エ
ネルギーの構成比を見ると運輸部門は産業部門に次いでエ
ネルギーを消費する部門である(1)。運輸部門には自動車，鉄
道，バスなど各種交通機関が含まれているが，図 3 に示す
通り鉄道は人キロあたりの CO2 排出量が少なく，鉄道への
モーダルシフトが進めば運輸部門の消費エネルギー量を低
減できることが推察される(2)。したがって欧州ではモーダル
シフトを推進するプロジェクト(3)や，鉄道そのものを省エネ
ルギー化するプロジェクト(4)，低炭素化プロジェクト(5)が進
行している。
〈1･2〉 リニア駆動鉄道の歴史

近年の都市鉄道開発

においてはリニア駆動鉄道が注目されている。リニア駆動

図 1 我が国の運輸部門の消費エネルギー

鉄道は地下鉄として敷設するに建設コストが比較的小さ

Fig. 1. Energy consumption of transportation in Japan.
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の，リニアモータの縁効果を陽に考慮した三次元解析によ
る特性把握 (9)や回生ブレーキの改善手法 (10)が報告されてい
る。
〈1･5〉 本研究の目的

本研究では経験的な知見の蓄

積が少ないリニア駆動地下鉄を対象に，リニアモータ効率
と磁気吸引力に起因する走行抵抗を考慮して消費電力量を
最小にする運転曲線を，運転理論に基づく数値計算により
導出する。消費電力量を最小化するにあたり，動的計画法
図 2 我が国の最終エネルギー消費の構成比(2012 年)

を運転曲線導出の手段として活用する。

Fig. 2. Composition ratio of final energy consumption
in Japan in 2012.

2.

リニア駆動地下鉄の運転理論

〈2･1〉 リニア駆動地下鉄の特殊性

リニア駆動地下

鉄の駆動系について説明する。リニア駆動地下鉄は図 4 の
ように列車の重量と案内を車輪で，推進力を台車下のリニ
ア誘導電動機(Linear Induction Motor, LIM)で得て走行す
る。リニア駆動鉄道は，リニア誘導電動機の一次側
(Primary of linear induction motor)が台車(車両側)，二次
側(Secondary of linear induction motor, Reaction rail)が
軌道(レール側)に敷設されており，リニア誘導電動機の一次
側とリニア誘導電動機のニ次側との間には空隙がある。誘
導電動機の一次側に電流が流れると一次側と二次側の間に
磁気吸引力が発生する。回転型モータの場合は回転軸を対
図 3 我が国の輸送機関別の人キロあたりの CO2 排出量
(2012 年)

象に磁気吸引力が相殺されるため振動はあってもモータ外
部に影響する要素は小さい。一方でリニアモータの場合は

Fig. 3. CO2 emissions of various types of transportation

そのような相殺がないため，列車が力行もしくは回生制動

systems based on the primary energy source in Japan in

している時に磁気吸引力が発生し，軌道側から見ると停車

2012.

時と比べて列車の車重が増加しているように見える。した
がって列車の運転曲線を数値計算する時には従来の広く知

〈1･3〉 リニア駆動地下鉄の特殊性

リニア駆動地下

鉄は列車の推力が非粘着で得られるためトンネル断面を小

られている回転型モータ車両の走行抵抗式および運転理論
(11)を単純に適用できない。

さくでき，急勾配や急曲線でも走行可能である。これらの
特性により都市計画に自由度を与え，さらに旅客の乗り降
りに便利な駅の建設や道路直下の線路敷設を可能にしてい
る。
しかし，リニア駆動地下鉄は，回転型電動機で引張力を得
る地下鉄車両と比べて車両特性が大きく異なる。リニア駆
動地下鉄は車両側に搭載されているリニア誘導モータ(一次
側)とレール間に敷設されたリアクションレール(RP, 二次
側)との間に発生する推力を得て走行するが，このとき進行
方向だけでなく鉛直方向にも吸引力が発生する。列車の消
費エネルギーは運転曲線を描くことにより求められる(7)が，

図 4 リニア地下鉄の電動機の一次側と二次側の構造

このとき必要になる推力やリニアモータ効率は，リニアモ

Fig.4. The structure of primary and secondary of linear

ータとリアクションプレートの間の空隙やリアクションプ

induction motor in linear metro.

レートの素材に大きく影響される。さらに吸引力に起因す
る走行抵抗の影響する感度の分析も必要となる。
〈1･4〉 リニア駆動地下鉄の研究動向

〈2･2〉 リニア駆動地下鉄の走行抵抗

リニア駆動地

リニア駆動地下

下鉄の走行抵抗を考える場合，先述のリニアモータの磁気

鉄は 1.2 で述べたように鉄道では比較的近年に開発された

吸引力の影響だけでなくリニア駆動地下鉄の建設背景にあ

駆動方式である。リニア駆動鉄道を直接の対象とした研究

るトンネル断面も考慮しなければならない。地下鉄道の場

は 1994 年に藤井ら(8)が取り組み，近年では数は少ないもの

合はトンネル断面積と車両断面積の比から走行抵抗のパラ
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メータを決定するが，リニア地下鉄は一般的な地下鉄より

と比べて大きく異なるのは距離に応じてリニアモータの二

トンネル断面が小さい。

次側の材質が変化して効率が変化すること，曲線部の制限

次に，前節でも述べたとおりリニア誘導電動機の一次側

速度でリニアモータの効率が飽和しないことである。この

と二次側との間に吸引力が生じると，軌道から車両を見た

違いも従来の運転理論の適用を困難にしている一因であ

時に車両重量が増えているように見える。したがって力行

る。

や減速のようなリニア誘導電動機の一次側に電流が流れて
いる時は車両重量が増えているとみなして計算する。しか
し，リニア誘導電動機の特性上，列車速度が v/f 終端速度を
上回ると弱め界磁に入るため磁気吸引力が低下する。一般
にリニアモータの制御において，インバータで電流とすべ
りを同時に制御して動作効率の高い点を維持する。しかし，
すべりを小さくすると磁気吸引力が増加し，リニアモータ
の二次側のリアクションプレートの締結部への負担が増加
するため，磁気吸引力の大きさには制限が設けられている。
このような背景を考慮しつつ，数値計算では v/f 終端速度を
上回って以降は列車の速度に反比例して車両重量が本来の
重量に近づくよう条件設定が必要となる。
これらの事を考慮すると，本研究で扱う走行抵抗 Rr3 は

図 5 ある仮定における路線環境ごとの走行抵抗の比較
Fig.5. Comparison of running resistance in each of

式(1)のようになる。左項がトンネル断面と車両断面の比に

railway profiles assuming a typical case.

依存する項，右項がリニア誘導電動機の吸引力に依存する
項である。
式(1)を従来の鉄道車両の走行抵抗 Rr [N]と比較すると図
5 のようになる。式(2)に示す Rr1 は明かり区間の従来車両
の走行抵抗[N]，式(3)に示す Rr2 はトンネル区間の従来車両
の走行抵抗[N]，MM は電動車質量[t], MT は付随車質量[t]，
n は編成両数，v は速度[km/h]，M は乗客を含めた列車質
量[t]である(12)。ここでは車両を 1M1T の 2 両編成，v/f 終端
速度を 50km/h と仮定し，出発抵抗に係る速度 6km/h 以下
の部分は除外している。式(1)が図 6(A)に，式(3)が図 6(B)
に対応する。この式(1)に基づき，図 7 に示すブロック線図

図 6 リニア駆動地下鉄と従来地下鉄のトンネル断面

(13)の流れで列車の運動を計算し，ある駅間での運転曲線と

Fig.6. Tunnel cross-section of linear metro and
conventional metro.

消費電力量を算出する。

……(1)
𝑅𝑟1 = 9.8[(1.65 + 0.0247𝑣)MM
+ (0.78 + 0.0028𝑣)MT
+ {0.028

……(2)

+ 0.0078(𝑛 − 1)}𝑣 2 ]

𝑅𝑟2 = 9.8(2.088 + 0.0394𝑣 + 0.00067𝑣 2 )M

……(3)

図 7 運転曲線作図のためのブロック線図
Fig.7. Brock diagram for designing running curve.

〈2･3〉

リニア駆動鉄道のモータ効率

研究報告(14)

によれば，リニア駆動鉄道のモータ効率は空隙と電流，す
べりに依存することがわかっている。これらを考慮して速
度対効率特性を考えると，従来の回転型モータ駆動の鉄道

3.

消費電力量を最小化する数理最適化問題

〈3･1〉 鉄道研究における数理最適化問題の研究動向
鉄道研究では運行計画(15-17)や変電所容量(18)，運転曲線(19)に
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(ｳ) Jk の最適な入力と，そのときの Jk をラベルとして S

ついて数理最適化問題が扱われている。
最適化問題については最適性の保証と計算機による求解
速度に焦点が当てられ，たとえば運行計画では計算の時間
制約が緩いため最適解を求めるところに重点を置く傾向に
あり，文献(15)では混合整数計画法が用いられている。文献
(16)では消費エネルギーと旅客の旅行時間を目的関数とし

に貼る。この作業を位相面すべての格子で行う。
(ｴ)時間を遡って一つ前の位相面へ移り，(ｲ)(ｳ)の計算を行
う。これを k=0 まで繰り返し行う。
(ｵ)k=0 から k=N に向かって，図 9 のように順に最適なラ
ベルをたどり，経路をつなぐと最適化結果が得られる。

て評価・最適化が扱われているが，最適化結果をフィード

本研究のように，リニア駆動鉄道で地下鉄の場合は曲線部

バックして制約条件に違反がないかを見る工夫がある。ま

が多いことから速度制限が多く設定される。これらは拘束

た文献(17)ではオランダのダイヤの設計プロセスにおいて

条件として扱うが，動的計画法にとってこれらの拘束条件

エネルギー効率が考慮されていないことを背景に列車の走

は状態空間を縮小する方向に働くため，計算すべき格子点

り方とダイヤ外乱の最適設計法が提案されている。

の数を減らすことができる。つまり計算量を削減できるこ

一方で近年導入が進んでいる蓄電池を変電所や車両に設

とから，変分法より有利に最適化計算を進められる。

置する研究を見ても，文献(18)のように変電所にキャパシタ
とハイブリッドの容量を最適化し，大きな電力も安定して
蓄える研究が進められている。
本研究で扱う最適化問題は消費電力量を最小にすること
であるが，これは消費電力量を最小にする運転曲線を求め
ることと同義である。先行研究を見ると文献(19)では消費電
力量と走行時分の関係に注目して，そのバランスが保てる
最適点を遺伝アルゴリズムで求めている。これらのように，
鉄道研究において数理最適化は広く扱われているが，本研
究は運転曲線を最適化するという目的から，数ある最適化
手法の中から変分法と動的計画法に注目した。
変分法(20)では消費電力量を汎関数で表現するために変関
数を用意するが，これらの関数は連続でなければならない。
列車の運動力学を計算しようとすると，列車の引張力や走

図 8 各位相面における最適軌道探索

行抵抗に非線形な速度依存性が含まれる(21)。そのため多項

Fig.8. Optimal paths in each phases.

式関数等に近似し，許容関数になることに留意しつつ停留
させる。しかし，鉄道の運動力学は架線電圧の変動も考慮
すると饋電回路計算も含み，列車の運動方程式を連続関数
に落としこむことが難しい。そこで本研究では次節に述べ
る動的計画法を用いることにした。
〈3･2〉 動的計画法による運転曲線の最適化

変分法

による最適化では非線形最適化問題として扱うことで解析
が複雑になる。本研究で扱う動的計画法は離散入力や不連
続関数を含むような条件でも扱うことができ，R.Bellman
の最適性条件(22)によって大域的最適解を単純なアルゴリズ
ムの適用によって得ることができる。R. Bellman の最適性
条件とは，
「最適政策は最初の状態及び最初の決定が何であ
っても，残りの決定は最初の決定から生じる状態に関して

図 9 最適ラベルの選択による運転曲線の求解

最適政策を構成しなければならないという性質を持つ(23)」

Fig.9. Method for resolving problems in choosing

ことである。次の計算アルゴリズム(24)にて，図 8 のように

optimal paths.

計算する。
(ｱ)運転曲線の空間を状態空間とし，これを格子状に分割し
する。最適化問題を N 個の位相面を持つ N 段階決定問題へ
と変換する

4.

運転曲線の最適化計算

〈4･1〉 最適化の意義と条件設定

リニア駆動鉄道特

(ｲ)列車の状態を k 番目の位相面で格子点 S と仮定する。時

有の走行抵抗とリニア地下鉄特有の急曲線は運転曲線の計

間ステップ数ｋを k=N-1 とし，部分評価関数のラベル Jk+1

算において拘束条件が複雑となる。したがってリニア駆動

を読む。拘束条件を考慮したペナルティを足してラベル Jk

地下鉄道の消費電力量を最小化する運転曲線は従来の運転

を求める。

理論に基づく知見では解決できない。特に従来の知見では
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速度制限下で定速運転をするべきか，惰行運転をするべき
かの判断ができない。

〈4･3〉 駅間の後半部に速度制限が設けられている場合
の最適化結果(CaseB)

そこで本研究では実路線の条件に基づく下記 2 つの条件を
設定し，最適化問題を扱うこととした。

図 12 に設けられている速度制限

と最適化した運転曲線を示す。基準運転時分で駅間を走行
しようとすると駅出発後の最初のノッチオフから惰行で走

CaseA：駅間の前半部に速度制限が設けられている場合

行する結果が得られた。この結果では，速度制限下の運転

CaseB：駅間の後半部に速度制限が設けられている場合

を定速運転にすべきか惰行運転にすべきかを判断できない

また本研究では走行抵抗の感度解析に重点を置くため，曲

が，最高速度も調整することにより無駄な加減速なく速度

線抵抗や勾配抵抗は計算から意図的に除外している。

制限の制約条件を満たしつつも走行できることがわかっ

〈4･2〉 駅間の前半部に速度制限が設けられている場合

た。図 13 に対距離の消費電力量を示す。典型的な力行・惰

図 10 に設けられている速度制限

行・制動による運転曲線であったため，駅出発時と停車時

と最適化した運転曲線を示す。この結果では基準運転時分

以外に無駄な加減速がなく，図 11 とは対照的に途中の消費

で駅間を走行しようとすると速度制限下では定速運転を行

電力量に変化のない結果となっている。

の最適化結果(CaseA)

い，速度制限が設けられていない区間では惰行運転を行う
べきとの知見が得られる。図 11 に対距離の消費電力量を示

以上の結果をまとめると表 1 のようになる。走行時分は
基準運転時分に合致するようにしている。

す。速度制限は 45km/h が設定されており，この速度を維
持するのに必要な電力量は約 0.25ｋWh と読み取れる。

図 12 後半部に速度制限が設けられている場合の消費電
力量を最小化する運転曲線
Fig.12. Result of running curve to minimize energy
図 10 前半部に速度制限が設けられている場合の消費電

consumption in case of containing speed limitation in

力量を最小化する運転曲線

braking section.

Fig.10. Result of running curve to minimize energy
consumption in case of containing speed limitation in
acceleration section.

図 13 後半部に速度制限が設けられている場合の
消費電力量
図 11 前半部に速度制限が設けられている場合の
消費電力量

Fig.13. Result of energy consumption in case of
containing speed limitation in braking section.

Fig.11. Result of energy consumption in case of
containing speed limitation in acceleration section.
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表 1 各運転曲線の計算条件および結果
Table 1. Results of distance, running time and energy consumption in each of running curves.

5.

Distance

Running time

Energy consumption

Case A

950 m

86 sec

5.38 kWh

Case B

1000 m

96 sec

3.83 kWh

結論と今後の課題

〈5･1〉 結論

本研究ではリニアモータ特有の走行抵

抗特性とモータ効率特性ならびにリニアメトロ特有の急曲
線による速度制限を考慮した運転曲線の最適化問題を扱っ
た。最適化問題を求解するにあたり，先行の鉄道研究で扱
われている最適化手法の中から速度制限を計算に有利な条
件として扱うことのできる動的計画法を選び，その手段と
した。最適化問題では駅間の前半部に速度制限が設けられ
ている場合と後半部に設けられている場合の 2 つを準備し
て最適化計算を行った。基準運転時分で駅間を走行する場
合には，速度制限下では定速運転を行い，速度制限が設け
られていない部分では積極的に惰行を取り入れること，無
駄な加減速を減らすべきとの知見を得た。
図 12 に示す Case B のように，

〈5･2〉 今後の課題

基準運転時分で駅間を走行する場合に定速度運転を必要と
しない結果だけでは，一般論としてまとめるに考察が不十
分である。つまり図 12 のような速度制限の条件下で基準運
転時分が表 1 の設定よりも小さい場合の最適化計算が必要
となる。今後は基準運転時分を意図的に短くして最適化問
題を解き，速度制限下での制動の振る舞いや運転パターン
を考察すればよい。
さらに，本研究で得られた知見を活かし，実路線の条件に
当てはめた場合の運転曲線を考察することも必要である。
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