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１．2 つの省エネルギー運転方法と比較する動機
直流電気鉄道において省エネルギー運転を実現するには
ノッチオフ速度を下げる，回生ブレーキを精一杯使うなど
といった方法がある。ノッチオフ速度を下げると力行に必
要なエネルギーを減らすことができ，回生ブレーキを精一
杯使うと力行で使ったエネルギーの一部を回収することが
できるため，全体で見ると消費するエネルギーを少なくす

用いられているため，回生ブレーキで得られた電力は同一
き電区間の他の力行車で消費しなければならない。そこで，
回生電力が失効する場合，つまり電力制限回生ブレーキを
考えて，(Ⅰ)(Ⅱ)の運転手法を様々な路線ケースでシミュレ
ーションし，どちらが省エネルギー効果が大きいのかを考
察した。

２．運転曲線とエネルギーの計算方法

ることができる。しかし，ダイヤ通りに運行するためには

今回の検討では通勤電車をモデルに，2km の駅間を力行-

走行時分を守らなければならない。そこで走行時分を守る

惰行-制動で運行し，再力行などは行わないものと仮定した。

という制約を考えると，省エネルギー運転の方法は次の 2

また，走行時分と消費電力量の対応を見るために，ノッチ

つに絞られる。

オフ速度を変化させて測定した。そして，この駅間の路線

(Ⅰ) ノッチオフ速度を下げ，強いブレーキをかける

では (i)勾配 (ii)ブレーキのかけ方 のそれぞれを変化させ

(Ⅱ) ノッチオフ速度を下げずに，回生ブレーキを早い時点
からかけはじめる
これらの運転方法を取り入れた場合の運転曲線を図 1 に示
す。(Ⅰ)ではノッチオフ速度を下げて時間がかかった分を強
い機械ブレーキをかけて補い，(Ⅱ)では機械ブレーキよりも
緩い回生ブレーキを使って時間がかかった分を最初の力行
で補っている。これらはいずれも有効な手段ではあるが，
一般に走行時分と消費電力量はトレードオフの関係にある
ため，両者を同時に実現することは不可能である。また，
直流電気鉄道においては，変電所の整流器にダイオードが

て組み合わせて，シミュレーションを行った。まず，(i)で
は 0‰と上り 2‰，下り 2‰を準備し，路線環境の変化によ
る影響を調べた。(ii)では機械ブレーキで減速した場合，回
生ブレーキで減速した場合，そして電力制限回生ブレーキ
で減速した場合を準備した。ここで，電力制限回生ブレー
キでは回生電力の 50％が失効した場合を想定している。機
械ブレーキの強さは常用最大ブレーキの減速度 3.5km/h/s に
設定した。なお，回生ブレーキもこの減速度を超えない範
囲で制動している。
消費電力量 Ep [kWh]と回生電力量 Er [kWh]の計算には式
(1)～(3)を用いた。
1
𝐸𝑝 = ∫ 𝐹𝑚 𝑣 𝑑𝑡
η

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (1)

𝐸𝑟 = ∫ 𝐹𝑚 𝑣 η 𝑑𝑡

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ (2)

η = 0.90 × 0.95 × 0.975

⋯ ⋯ ⋯ (3)

Fm は引張力[N]，v は速度[km/h]，ηはエネルギーの変換効率
で「モータの効率×インバータの効率×駆動装置の効率」
で定義する。
図 1 走行時分を守って省エネルギー運転を実現した場合
の運転曲線
Fig.1. Run curve for energy-saving operation in a standard
running time

３．計算結果と得られる知見
定員乗車でシミュレーションした結果を図 2 に示す。各
図の凡例の「機械ブレーキ」が(Ⅰ)の手法に対応し，
「電力
制限回生ブレーキ」と「回生ブレーキ」が(Ⅱ)の手法に対

応

ネルギーが大きくなっている。
また，グラフの左端に注目すると，回生ブレーキを利用
した運転手法では機械ブレーキを利用した運転手法より
早く走ることができないことがわかる。
図 2～4 において同じ走行時分で見ると，どのケースで
も機械ブレーキを用いるより回生ブレーキを用いた方が
消費電力量が少なくなっている。したがって，これらのケ
ースでは(Ⅰ)の手法より(Ⅱ)の手法の方が省エネルギー効
果が大きいことがわかる。これらの結果から，今後列車の
ATO を設計する際の思想として，回生ブレーキを精一杯活
用する設計が良いと結論付けられる。
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図 2 において電力制限ブレーキを見ると，走行時分が短
くなるほど機械ブレーキのグラフに近づいていることが
わかる。したがって回生失効の割合が増える列車の運転間
隔が長い路線や，列車運行で遅延が発生した時など，走行
時分を短くしたい場合では(Ⅰ)の手法の方が優れるケース
があることも予想される。
走行時分が短いところでのグラフの傾きの絶対値を見
ると，図 2 の(b)，(a)，(c)の順に大きくなっている。これは
上り勾配が下り勾配に比べて力行時に扱う電力量が増え，
ブレーキ時に扱う電力量が減っているためにこのような
結果になったものと考えられる。
一方で走行時分が長いところでの 3 つのグラフの間隔に

(b) 上り勾配 2‰
(b)

Gradient of 2‰ with uphill

注目すると，図 2 の(c)，(a)，(b)の順に開いている。これは
前述の場合とは逆に，下り勾配が上り勾配に比べて力行時
に扱う電力量が減り，回生ブレーキで扱う回生電力量が増
えるためにこのような結果になったものと考えられる。
今後は電力制限回生ブレーキの回生失効率を変化させ
た場合や，勾配の大きい場合についてシミュレーションし，
電力制限回生ブレーキの効果と回生率の影響をより深く
評価していく予定である。なお，本研究は（独）鉄道建設・
運輸施設整備支援機構の「運輸分野における基礎的研究推
進制度」平成２２年度採択課題(2010-04)「持続可能な低コ
スト・省エネルギー鉄道のためのパワーマネージメント」
の一環として行われている。（独）鉄道建設・運輸施設整
備支援機構の御支援に感謝する。
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図 2 定員乗車時での消費電力量と走行時分の関係
Fig.2. Relation between running time and energy consumption in
riding capacity of 100%
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