
トピックス� 空転・滑走安定化制御の現車試験検証

1．まえがき

電気鉄道用空転・滑走制御の多くは，積極的にトルクを引
き下げて素早く再粘着させる手法である。それに対して，積
極的なトルク引き下げを行わずに空転状態を安定的に維持し
て乗り心地と高加速度を両立する空転・滑走安定化制御を提
案し，現車試験を実施した。

2．空転・滑走安定化制御

空転・滑走安定化制御は，図1の赤実線に示すように，空
転を検知するとすべり加速度指令をゼロとしたすべり加速度
のフィードフォワード制御により，空転状態を安定的に維持
する制御である。空転状態が安定化されることにより，乗り
心地悪化を防ぎ，良好な乗り心地が期待される。また，積極
的なトルク引き下げは行わずに空転が発散しない範囲で極力
高いトルクが維持されるため，高い加速度が期待される。

3．現車試験結果

阪急電鉄株式会社のご協力のもと，図2に示す3M5T編成
にて空転・滑走安定化制御の現車試験を実施した。図3の現
車試験結果より，空転状態が安定化されて乗り心地と高い加
速の両立が実現できていることがわかる。
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■ 図1 空転・滑走安定化制御
Fig.1 Wheel slip/skid stabilizing control

■ 図2 試験編成
Fig.2 Test train
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Fig.  Wheel slip/skid stabilizing control 
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Fig.  Test train 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.  Test run results 
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Fig.  Wheel slip/skid stabilizing control 
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Fig.  Test run results 
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■ 図3 試験結果
Fig.3 Test run results
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