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This paper presents a manual train operation assistance method for limiting braking power to avoid regeneration

cancellation and to save train operation energy. This assistance system consists of on-board computers and interface

devices. The braking assistance command is generated from a “dictionary” prepared to increase regenerated energy

without any extension of train running time. In order to consider the power limitation and resolve assistance opera-

tion problems in terms of the operation delay time, this method was evaluated on a revenue service line. This paper

proposes a “best effort method” for energy-saving train operation that does not use the conditions of other trains since

train drivers cannot obtain information on the actual status of other trains in present railway systems. On-track tests

showed that the power-limiting brake was effective on energy-saving for a train operation. The practical problem of

the man machine interface for driver assistance was also intensively studied.
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1. はじめに

回生ブレーキの利点として回生電力による省エネルギー

化や操作性と乗り心地の向上などが挙げられるが，回生失
効という大きな問題を背後に抱えている。これにより，回
生ブレーキ本来の性能が十分に発揮されていないのが現状
である。しかし，運転方法を工夫することによって回生電

力の効率的な利用を実現できることが知られている (1)。そ
こで筆者らは他車が効率的に回生電力を利用できるように，
運転曲線の最適化研究の成果 (2)として知られている最大力
行，惰行，最大制動という考え方に高速域で弱いブレーキ

を積極的に用いる電力制限ブレーキを考案し，周囲の列車
状況を把握できないという一般的な条件下で回生時に架線
電圧を抑制し，回生絞り込みを回避することを目的とした
現車試験を行った。また，本研究での省エネルギー運転手

法は一般的な運転操作とは異なり徐々にブレーキを強めて
いく操作である。本研究では本来困難なマニュアル運転で
省エネルギー運転が実現できるよう，運転士に運転支援を

行うことに特徴がある。本研究での運転支援を制動支援に
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Fig. 1. Possible running curves for energy-saving oper-
ation in a standard running time.

限定して支援の効果を検証した。ここで，支援指示からブ
レーキの立ち上がりまでに遅延が生じるため，この操作遅
延を考慮した運転支援アルゴリズムを実装して成果を得た。

本研究手法は運転操作系に直接関与しないため安全性は確
保されており，さらに列車のリアルタイムの位置と速度を
GPSで収集して支援することから，アドオンで既存車両に
適用可能であり，低コストで実現可能である。

なお本研究では一般的な都市鉄道を研究対象としており，
具体的には，運転士の普段の運転操作で回生が返ることも
あれば絞り込むこともあるような路線を対象にしており，1

時間に数本程度の運行頻度の路線を対象としている。

2. 省エネルギー運転とは

〈2・1〉 2つの省エネルギー運転法と回生ブレーキの優位
性 まず省エネルギー運転とは，運転ダイヤで定められ
た走行時分を守りつつ，最も少ないエネルギーで駅間を走
行する運転を言う。この運転手法は次の 2つである。
（ I）ノッチオフ速度を下げ，強いブレーキをかける

（ II）回生ブレーキのみで制動を得られるように（機械ブ
レーキを立ちあげないように）ノッチオフ速度を下げずに
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 Fig. 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
分を強いブレーキをかけて補い，（ II）では（ I）のブレーキ
よりも緩い回生ブレーキのみを使って時間がかかった分を

最初の力行で補っている。したがって，Fig. 1の（ I）（ II）は
異なる運転曲線であっても走行時分は同じである。これら
の 2つの運転手法について，どちらが省エネルギー効果が
大きいのかを比べると，（ II）の運転手法のほうが一般的に

多くのケースにおいて有用性が高いことがわかっている (3)。
そこで本研究では，周囲の列車状況を把握できないという
一般的な条件下で，1列車ができる最大限の省エネルギー
効果を狙い，走行時分を守ることを制約とした制動運転支

援を行った。そして機械ブレーキをできるだけ立ち上げず，
列車編成全体の制動力における回生ブレーキの負担割合を
多くする運転手法によって得られた成果と課題を報告する。

Fig. 2. The ratio of mechanical brake and regenerative
brake when a train uses cooperative brake.

(a) Power-limiting brake

(b) Regeneration power output

Fig. 3. Relationship between motor performance and
brake force.

〈2・2〉 回生ブレーキの有効活用法 一般的に，回生
ブレーキを備えた鉄道車両は電空協調ブレーキにより回生

ブレーキと機械ブレーキをあわせて制動力を得るが，遅れ
込め制御により回生ブレーキに優先的に制動負荷がかかる
ように工夫されている。Fig. 2にそのブレーキの負担割合
を示す。機械ブレーキをできるだけ立ち上げずに列車編成

全体の制動力における回生ブレーキの負担割合を多くする，
つまり回生性能曲線に沿ってブレーキをかける操作を実現
することが本研究の狙いである。

〈2・3〉 回生電力有効活用のための電力制限ブレーキ

Fig. 3 の回生ブレーキの制動力と速度の関係を見れば，
高速域で回生ブレーキを利用し，かつ強い制動力を得よう
とすれば非常に大きな回生電力を生み出していることがわ

かる。したがって，筆者らは機械ブレーキをできるだけ立
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ち上げずに列車編成全体の制動力における回生ブレーキの
負担割合を多くして駅に止まるという目的に加え，回生絞
り込みを抑えるための工夫としてFig. 3の V0を小さくして
最大パワーを抑えるブレーキ制動手法「電力制限ブレーキ」

を考えた。Fig. 3(b)によれば，V0が大きければ回生電力が
大きくなることがわかる。これだけでは完全に回生絞込み
や回生失効を防ぐことはできないが，周辺の列車と情報通
信して路線状況などを把握することができない一般的な条

件においては最大の効果を得るものである。そして，後に
述べる運転支援のために，Fig. 3(a)に示すようなブレーキ
を離散化したノッチ指令を考える。
〈2・4〉 回生絞り込みと回生失効 動力車の回生エネ

ルギーとは電気ブレーキの制動によるもので，編成全体の
ブレーキ制動エネルギーとは電空協調ブレーキによる機械
ブレーキ制動が加わっているものである。回生ブレーキの

システムには，回生電力によりパンタ点電圧がある一定電
圧以上になった場合に，機械ブレーキを立ち上げて回生ブ
レーキの制動負担を減らす仕組みがある。これにより架線
電圧が電圧上限を超えることがなくなり，電気設備が保護

される。このように架線電圧の状況により回生能力を最大
限に生かしきれなくなるケースを本研究では回生絞り込み
と呼び，完全に回生が絞り込まれることを回生失効と定義
する。
〈2・5〉 回生率の定義 本研究においては，前節で述べ
た回生失効および回生絞り込みを最小限に抑えることを目
的としている。また，現車試験では 1秒オーダーで走行時
分を揃えることは難しいため，本研究では回生率を (1)式

で定義し，省エネルギー効果の評価指標として扱う。

回生率 =
動力車の回生エネルギー

編成全体のブレーキ制動エネルギー
× 100

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (1)

3. 運転支援の提案

〈3・1〉 省エネルギー運転の難しさ 一般的な運転士

は，列車が次駅でオーバーランしないように惰行距離を縮
めて早めに強いブレーキを掛けて速度を落とす運転方法を
行う。しかし，省エネルギー運転で扱う電力制限ブレーキ
は高速域で早めに緩いブレーキをかけ，速度が低下すると

徐々に強いブレーキを入れるという方法で一般的な操作方
法とは大きく異なる。加えて，列車速度により回生制動力
が異なるため運転士によるマニュアル運転では実現は難し

い。そこで本研究では，ブレーキ制動時に速度制限がある
ような複雑な路線であっても，運転士のマニュアル操作で
省エネルギー運転が実現できる運転支援手法を提案する。
〈3・2〉 運転支援方法のための列車情報の取得 この
運転支援では列車の速度，位置，走行時間，き電電圧をリ

アルタイムに収集している。そして，列車の将来の運転状
態を比較的正確に推測し，運転士にノッチ操作の指示を出
す。Fig. 4にリアルタイムに情報を収集するための車上装

置を示す。過去の最適化計算 (2)により，力行では最大加速

Fig. 4. On-board computers setting for assistance oper-
ation.

Fig. 5. 2D-table for searching the power limiting tag.

によって列車を最高速度まで加速することが省エネルギー

になることが明らかになっている。線区で許容される最高
速度まで加速するのに要する時間は架線電圧の変動に左右
されるが，列車がある定点を通過した時点で，余裕時分と
停止位置までの距離が判明すると残りの距離を列車が最も

省エネルギーに走る運転曲線は 1本に定まる。その運転曲
線を選ぶ手法を次節以降で説明する。

〈3・3〉 支援意志の決定 本研究の支援意志の決定と
は，車上装置でリアルタイムに収集した列車の走行情報か
ら基準運転時分以内に駅に到着し，かつオーバーランするこ
となく駅に安全に停止するための最も緩いブレーキパター

ンを決定することである。この決定は迅速に行わなければ
ならないため，予め支援開始位置での速度と残り時間に応
じたブレーキパターンを複数用意し，速度と時間を index

にした「ブレーキ辞書」を準備しておく。Fig. 5に準備し

た indexデータを示す。しかし，支援開始位置を多く設け
るとデータ量が膨大になり迅速に意思決定ができなくなる
ため，支援開始位置は数カ所にとどめておく。しかしなが

ら，支援開始位置を複数設定する理由は雨や風などの天候
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Fig. 6. The situation of operation assistance.

はじめ外乱要素による影響をその都度補正し駅の到着時間
と停止位置を確実にするためである。

〈3・4〉 ブレーキ操作支援の方法 本研究でのブレー
キ操作支援とは，決定したブレーキパターンに沿って列車
を走らせるために，Fig. 3で離散化したブレーキノッチ操

作を運転士に伝達することである。運転士が円滑に運転支
援の指令を受け取ることができるように，できるだけ操作
が簡単で，連続する操作には一定の間を開けるなどの工夫
をした。そして，運転台の側に支援モニタを設置し，直感

的にノッチ操作ができるようにした。また，音声スピーカ
からも雑音の中でも聞き取りやすい女性の声で指令を読み
上げるようにし，ノッチ指令は普段の運転士の習慣に合わ
せ，ノッチ操作範囲の 3段階に絞った。運転支援の様子を

Fig. 6に示す。

〈3・5〉 操作遅延時間低減の工夫 列車の走行状態に応
じて適切な指令信号を運転士に知らせても，その操作を実
行するのは人の手であるため，コンピュータの判断から列

車の駆動装置までの伝達に遅延時間が生じ，これが操作遅
延時間となる。この遅延時間には人間の操作遅延と機械の
応答までの遅延があるが，運転支援においてそれぞれ区別

して対処方法を変える必要はないため，双方を合算した遅
延時間の解消を考えている。遅延がブレーキ支援の長い区
間では，この遅延時間により高速で走る列車では数十mの
支援開始位置のずれが生じ，想定したブレーキパターンで

走行できないことがあった (4)。そこで本研究では列車の反
応時間に応じて支援指令を先読みし，運転士に伝達する仕
組みを取り入れた。支援先読みの手法を Fig. 7に示す。実
際の列車速度と位置を測定し，その位置で計画時間より予

め決めておいた遅延時間だけ先の計画速度を現在の速度と
比較し，両者が一致するなら支援指令を送り運転支援を開
始する。その支援指令の先読み機能により遅延時間の影響
を抑え，列車を計画通りに走らせられるようにした。

〈3・6〉 運転支援の安全性の確保 本研究の運転支援
では安全面に十分な配慮をするために，車両の制御装置に
介入しない運転支援装置を開発した。運転支援装置は GPS

から列車の位置と速度を得て指示するため，列車の制御系

Fig. 7. The method of reduction for delay time.

Fig. 8. Brake handle in driving cab.

とは電気的に接続されていない。また，支援指令のブレー
キ力を最大の 70%とし，支援指令で停止位置に止まること

ができない不測の事態に備えてより強いブレーキ力を温存
した。

4. 基本的な電力制限制動支援とその効果の実証

〈4・1〉 試験環境 筆者らは，新京成電鉄の新津田沼
駅-前原駅間において現車試験を行い，比較的単調なブレー
キパターンの省エネルギー運転を運転士によるマニュアル

操作で実現する運転支援の効果を検証した。なお，試験車
両がセルフラップ式ブレーキハンドルという特徴に合わせ
て支援モニタは扇型の図を表示するようにした。
ここで，セルフラップ式ブレーキハンドルとはブレーキ

ハンドルの回転角に比例して制動力が得られるブレーキ方
式である。本研究での現車試験車両の運転台にあるセルフ
ラップ式ブレーキハンドルを Fig. 8に，運転支援モニタの
図を Fig. 9に示す。

〈4・2〉 運転曲線で見る運転支援の効果 Fig. 10に運
転士が平常通り運転した時の運転曲線と (a)に運転支援を
行った場合の運転曲線，(b)に操作遅延を考慮した運転支援

を行った場合の運転曲線ならびに支援曲線を示す。横軸の
距離は営業キロである。支援した運転曲線では，支援なし
の運転曲線に比べて制動時に緩いブレーキをかけており，特

に (b)の操作遅延を考慮した運転支援では支援曲線より膨ら
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Fig. 9. Assistance monitor considering brake handle.

(a) Assist curve not considering delay time

(b) Assist curve considering delay time

Fig. 10. Assistance, non-assistance and assistance pat-
tern running curves under normal course.

むことなく確実な制動が得られている。Fig. 11の (a)(b)(c)

で運転士が平常通り運転した時，運転支援を行った時，操作

遅延を考慮した運転支援を行った時のブレーキパワー，架
線電圧を比較した。Fig. 11(a)の 1200 m付近を見ると制動
パワーが大きく，回生絞り込みにより機械ブレーキが大き
く立ち上がっている。一方で Fig. 11の特に (c)を見ると，

制動パワーが小さく抑えられ，架線電圧上昇が抑制されて
いることで有効な回生が得られている。
〈4・3〉 走行時分と回生率で見る運転支援の効果　　

Table 1を見ると，走行時分は基準運転時分内に収ってい

(a) Normal operation

(b) Assistance operation

(c) Assistance operation compensating delay time

Fig. 11. Brake power and pantograph voltage in differ-
ent operations.

る。操作遅延の効果を見ると，操作遅延を考慮しなかった
時の運転支援に比べて，操作遅延を考慮した時の運転支援

の走行のほうが，走行時分が長くなっている。これは今研
究で駅到着までの時間を精一杯活用して緩いブレーキをか
けるという理想にかなった結果である。操作遅延を考慮し

た本運転支援手法は効果的であり，省エネルギー効果が大
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Table 1. Results of on-board test under normal course.

きいことが回生率データからわかる。また，その回生率の

大きさから，機械ブレーキの負担が小さくなっていること
もわかる。これにより省エネルギー化だけでなくメンテナ
ンス低減にも貢献していることが言える。

5. 複雑な制動区間に強い速度制限のある制動支援
とその問題点の解決

〈5・1〉 試験環境 次に，同じく新京成電鉄の路線で
制動支援区間に速度制限があり，急カーブもある走行条件
が最も厳しい北初富駅–くぬぎ山駅間において現車試験を行

い，制動–惰行–制動という複雑なブレーキパターンでの運
転支援の効果を検証した。なお，横軸は営業キロと相対距
離を併記している。

〈5・2〉 安全な停止に向けた運転支援曲線 この区間
では駅に停止する直前に速度制限があり，先行研究 (4)では，
いきなり強いブレーキノッチを入れる 1STEP 操作では安

全な停止が難しいという結果を得ていた。そこで 15500 m

付近の最後のブレーキ操作では強い制動の前に必ず一段階
緩いブレーキノッチを入れる 2STEP操作を入れた。Fig. 12

に運転支援曲線と支援するノッチ操作を示す。本来低速域

では強いブレーキを入れても回生電力は小さいため省エネ
ルギー運転に寄与するが，運転士は一般的に強いブレーキ
の前に緩いブレーキを入れることが慣習となっており，先
行研究ではこの部分で支援が実現しなかった。したがって

この工夫は省エネルギー運転の効果を限定的にするが，本
研究の目的である複雑な路線でも安全に運転支援ができる
ことを実証し，多少なりとも省エネルギー効果が得られる
ことを検証するために取り組んだ。

〈5・3〉 運転曲線で見る運転支援の効果 Fig. 13に運
転士が平常通り運転した時の運転曲線，操作遅延を考慮し

た運転支援を行った場合の運転曲線ならびに支援曲線を示
す。支援した運転曲線では，支援なしの運転曲線に比べて約
1.5秒早く加速して時間を稼ぎ，制動時は早くブレーキをか
け始めている。その結果，Table 2にあるように基準走行時

分とほぼ同じ時間で運行でき，駅の停止位置で正確に停車
できていることがわかる。また，14400 m付近と 15200 m

付近の速度制限にも対応できており，この運転支援は制限

の多い複雑な路線にも対応できていることがわかる。

Table 2. Results of on-board test under normal course.

Fig. 12. The assistance running curve and notch opera-
tion.

Fig. 13. Assistance, non-assistance and assistance pat-
tern running curves under un-normal course.

Fig. 14. Notch operation by driver.
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(a) Normal operation

(b) 1 step assistance

〈5・4〉 省エネルギー運転支援と運転士の操作の比較　　

本研究では周囲の列車状況を把握できないという一般的

(c) 2STEP assistance

Fig. 15. Regenerative and train set power and voltage on
pantograph at different operation modes.

な条件下において，その電車の出来る最大限の省エネルギー
効果を狙った試験を試みている。Table 2に現車試験の消費
エネルギー，回生エネルギー，回生率を示す。この表を見

ると回生率が低くなったが，前回の 1STEP制動よりも走行
時分は通常時に近づいている。

Fig. 14は実際に扱われたノッチ操作である。Fig. 12と比

較すると，駅到着前の 5ノッチが扱われていないが，計画
時分よりに余裕があったために運転士が強いノッチ操作を
避けたものとみられる。結果，筆者らの支援が実際の運転
に支障のないことが実証された。

〈5・5〉 ブレーキ指令とパンタ点電圧の変化 より詳

しく結果を考察するためにブレーキ指令とパンタ点電圧に
注目する。Fig. 15に操作遅延を考慮した 2STEP運転支援
時と，それらの考慮を行っていなかった時の運転支援時，そ
して通常時の編成全体のブレーキパワーと回生ブレーキパ

ワー，パンタ点電圧の変化を示す。
(i)はじめの力行時

Fig. 15の (a)(b)(c)を比較すると，まず Fig. 15(a)の力行時
では架線電圧が 1300 Vまで減少しており，Fig. 15(c)と比

較して 6.2%の差がある。これによりモータが早々に特性領
域に入り，力行に強い引張力が発揮できなかったことがわ
かる。また Fig. 15(b)は力行途中に架線電圧が急激に上昇

し，力行を終えた直後に架線電圧が 1600 Vを超えている
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ことから周囲の回生車の電力を受けていたことがわかる。
(ii) 2回目の力行時

次に，再力行時の場面を見ると，この時点でも (c)の運転支
援時より支援なしの方が，架線電圧が低くなっている。同

じく Fig. 15(c)の架線電圧と比較すると 8.5%の差がある。
(iii)惰行の時

Fig. 15(a)を見ると架線電圧は標準電圧の 1500 Vに落ち着
いている。一方 Fig. 15(b)を見ると，列車が力行から惰行

に入ったときは 1400 V 程度であったが，徐々に電圧が上
がって標準電圧を越えていることから，周囲に回生車がい
ることが推察される。Fig. 15(c)を見ると，列車が力行から

惰行に入ると架線電圧が 1600 V まで上昇しており，周囲
に回生制動車が走行していることがわかる。したがって，
Fig. 15(c)の試験時において支援車両は力行時に回生電力を
受けて走行していたと推察される。また，支援車両が惰行

に入ってから架線電圧が徐々に減少していることに注目す
ると，周囲の回生車は回生絞り込みもしくは低速度まで減
速したものと考えられる。

(iv)はじめの制動時

最初の制動は列車が急カーブに差し掛かるために速度制限
まで減速している状態である。ここは最も速い速度で回生
ブレーキが働くところである。Fig. 15(a)では 4820 kWの
ブレーキパワーが生じているが，Fig. 15(c)では Fig. 15(a)

に比べて速度が速いにもかかわらずそのブレーキパワーの
大きさは Fig. 15(a)より 10.3%小さく抑えられている。こ
こで架線電圧を見ると，ブレーキ開始位置ではFig. 15(a)で
は 1475 Vなのに対し，Fig. 15(c)では 1510 Vと 2.4%高く

なっている。Fig. 15(a)ではブレーキノッチを 2ノッチから
3ノッチに上げても架線電圧が 1600 Vであるため回生制動
を得られているが，一方架線電圧の高い Fig. 15(c)では架
線電圧が急上昇し，周囲の回生負荷が小さいことが確認で

きる。この架線電圧の上昇は Fig. 15(b)でも見られる。し
たがって，Fig. 15(b)ではブレーキノッチを 3ノッチから 4

ノッチに上げると回生絞り込みが Fig. 15(a)より大きくな

り，Fig. 15(c)でもブレーキノッチを 2ノッチから 3ノッチ
に上げると Fig. 15(a)とは異なり回生絞り込みが始まって
いる。

(v)最後の制動時

最後の制動は到着駅で停車する制動である。ここでは
2STEP 制動を導入するために手前から 3 ノッチのブレー
キをかけるよう支援されていた。Fig. 15(a)を見ると，架線
電圧は 1580 Vで，この時の制動はほぼ回生ブレーキが負担

している。同じく Fig. 15(c)でもまた，架線電圧の上昇も
抑えられており，回生ブレーキによる制動が得られている。

〈5・6〉 回生率での評価 Table 2の回生率を見ると，
運転支援を行った時に比べて支援をしなかった時のほうが

回生率が高くなっている。これは Fig. 12，Fig. 14 を比較
してわかるように，運転支援自体は成功しているものの，
Fig. 15(a)(b)(c)での分析から周囲の回生負荷が小さかった

ためである。

6. 知見と今後の課題

〈6・1〉 省エネルギー効果と運転支援の実用性 本研
究での現車試験では，運転支援システムによる電力制限ブ

レーキを用いた省エネルギー運転に操作遅延を考慮したこ
とで，総走行時分を守りながら制動時の最大回生電力を抑
制することができた。
電力制限ブレーキを適用しやすい比較的ブレーキパター

ンが単調な区間では運転支援により従来の運転に比べて回
生率を上昇させることができ，さらに運転支援手法の工夫
により，より高い回生率を得ることができた。

一方制動区間に速度制限があるような電力制限ブレーキ
が適用しにくい区間においては，運転士の慣習に合わせる
ことで省エネルギー効果は理論的に限定的となるが，運転
支援は成功し，意図通りのノッチ操作を実現することがで

きた。そして，架線電圧とブレーキパワーの分析により周
囲の回生負荷の状況の推測と回生絞り込みの原因を定量的
に明らかにすることができた。
〈6・2〉 今後の課題 本研究では，走行時分にまだ数秒

の余裕が見られるため，ノッチオフ速度を変える力行支援
も入れればより全体で見て省エネルギー効果に寄与するも
のと考える。また，架線電圧情報による回生負荷推定に基
づく運転支援もあり得る。制動区間に速度制限があるよう

な電力制限ブレーキが適用しにくい区間においては，1列
車でできる最大限の省エネルギー化の限界点が確認できた。
今後は ATO へのこの電力制限ブレーキの導入を検討しつ
つ，情報通信機器を活用した列車群の知的運行管理手法を

考案したい。
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