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　鉄道輸送における旅客需要および貨物需要が、世界的
に今後ますます増加すると予想されており、最適な列車
運行計画の検討が、鉄道輸送システムにおける最も重要
で興味深いテーマになっている。これに伴い、鉄道輸送
システムの運行上および電気的な制約を重要視しながら
最適なソリューションを見つけるために、解決すべき問
題の複雑さが増してきている。このような鉄道の運行を
検討するツールとして、これまでは主に、このような業
務を行うコンサルティング会社によって、オープンソー
スまたは社内用のツールとして開発されてきた。これら
のツールは、列車運行スケジュール、列車性能曲線の計
算など、それぞれに独自の優れた機能を持っているが、
残念ながら、鉄道輸送システム全体を一括して設計／計
画／運行／監視／制御する機能に対応していないことが
多い。
　本稿で紹介する鉄道輸送システムソフトウェア 
「eTraXTM」は、超高圧から低圧系統まで、交流および直
流系統を含むシステムを同時に解析できる機能を持って
いる。さらに地図情報と単線結線図の情報が完全に統合
された状態で、列車の運行管理から、変電所の設計まで、
鉄道輸送システム全体を一体として設計／計画／検証／
運転／監視／制御する機能を備えている（図１）。ここで

は、この新しいツールの機能と特徴について紹介する。

１．き電方式の構成およびき電用変圧器

　き電用電力系統は、一般的に交流き電方式の場合は
20kV以上（日本では在来線が 20kV、新幹線が 25kVを
標準電圧としている）、直流き電方式の場合は 50 ～
3,000V（日本では 600 ～ 1 ,500V が多い）の電圧レベル
のき電変電所を介して商用電源系統に接続される。
　直流き電方式は、交流方式と比べて電圧が低いため、
変電所の間隔が狭くなる（５～ 10km程度の間隔）、負荷
電流が大きくなる（交流方式の約 10 倍）、電力損失が大
きくなる（電流の２乗に比例する）などの欠点があるが、
車両コストが安くなることから近距離や地下鉄などの路
線で使われている。
　交流き電方式は、電圧が高いので電力損失を軽減でき
るなどのメリットがある。しかし、架線（トロリ線）とレ
ールだけで構成される直接き電方式では、電流がレール
を長距離流れるため、電磁誘導現象により、周辺の電話
線などに誘導障害を与える恐れがある。このため日本で
は、以下に述べる誘導障害対策を施したBTき電方法式、
ATき電方式が主に使用されている（図２）。
　（１） BTき電方式（吸上変圧器方式）

　架線（トロリ線）とレールに流れる
電流が逆向きになることを利用し
て、レールを流れる電流を別の電線
（BT帰線）に吸い上げ、その電線を
架線の近くに配置することにより誘
導作用を打ち消し合う方式が、BT
き電方式である。
　BT き電方式は、架線、レール、
BT帰線（負き電線）から構成される。
レールを流れる電流を吸い上げるた
めに、約５km以内の間隔で吸上変
圧器（Booster Transformer）を設置
して、変圧器の一次側を架線に、二図１　ツールとして求められる機能
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次側を BT帰線に接続する。この方式は、約５kmごと
にブースターセクションに分ける（架線を絶縁）必要があ
り、列車がこのセクションを通過する時のアークにより、
架線を断線させる事故を起こすことがある。このブース
ターセクションを不要としたのがATき電方式である
が、在来線では今もBTき電方式の区間が多く存在して
いる。
　（２） ATき電方式（単巻変圧器方式）
　ATき電方式は、架線、レ
ール、ATき電線から構成さ
れる。架線と平行に AT き
電線を配置し、約 10km ご
とに設置した単巻変圧器
（Auto Transformer）に接続
し、レールを変圧器の中性点
に接続する。このAT方式は、
変電所からの電圧がBT方式
の２倍、電流が 1/2 になる。
複線区間では、上下線の給電
位相を逆相として、例えば下
り線の AT き電線を上り線
の AT き電線と兼ねること
により、BT方式と比較して、
き電線が半分で済む利点があ
る。
　この AT き電方式が現状
の交流電化の主流となってお
り、東海道新幹線が 1984 年
から 1991 年にかけてAT方
式に変更されたのをはじめ、
山陽・東北・上越新幹線、お
よび新規に交流電化される在
来線で、この方式が使われて
いる。
　（３） き電用変圧器
　交流き電方式は、三相を２
組の単相交流電源に変換する
変圧器を用いる必要があり、
スコット結線、変形ウッドブ
リッジ結線、ルーフ・デルタ
結線変圧器が用いられる（図
３）。日本では、超高圧（170kV
以上）の変電所で変形ウッド
ブリッジ結線変圧器が用いら

れることが多く、1972 年に ATき電方式を用いて運転
を開始した山陽新幹線にルーフ・デルタ結線変圧器が導
入されている。ここで紹介するツール eTraXTM は、こ
れらの特殊な変圧器のモデリングも可能である。

２．ソフトウェアの概要

　鉄道輸送システムの検討に必要なデータの構成と流れ
を図４にまとめた。eTraXTM は、外部からの信号設備
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図４　eTraXTM のデータの構成と流れ

図３　交流き電用変圧器の結線方式

図２　BTき電方式およびATき電方式
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の情報、列車運転時刻表、様々な運転外乱や事故の情報、
運転指令などのインターロック情報を取り込むことがで
きる。地図情報とリンクして、線路の曲げ半径や、線路
の長さ、勾配などの情報を含む路線のデータ、ライブラ
リとリンクして車両のデータなどを取り込める。さらに、
１．の「き電方式の構成」に記載した直流き電方式、およ
び交流き電方式（各種交流き電用変圧器を含む）に対応し
た、き電変電所や全路線の電気系統図を単線結線図に取
り込むことができる。
　（１） 車両データのライブラリ
　eTraXTM は、けん引力 vs 速度などの列車性能曲線、
制動力 vs 速度などの制動特性を検討するために必要な、
電気車、客車、貨車などの詳細な車両データのライブラ
リを備えている（図５）。ユーザーがこのライブラリのデ
ータを変更、新たに追加登録することもできる。例えば、
主電動機（けん引電動機）が発生するトルクは電圧の２乗
に比例することから、電気車の制御および電動機ダイナ
ミックモデルに基づき、詳細な電圧に依存したけん引力
計算も含まれている。
　（２） 列車の運転性能計算
　20 世紀はじめに多くの研究が行われ、列車抵抗の一
般的な計算式が導かれた。列車抵抗は、列車を運転する
際のその進行に対する抵抗であり、以下のように分類さ
れる。
•出発抵抗
•走行抵抗
•勾配抵抗
•曲線抵抗
•トンネル抵抗

　この中で、走行抵抗は、列車が走行している時に列車
に発生する抵抗で、車両抵抗（車輪・車軸などの摩擦に
よる）と空気抵抗（主に空気との摩擦によって生じ、おお
むね速度の２乗に比例する）から構成される。走行抵抗
の一般式が下記の式である。
　R＝A＋ BV＋ CDV 2

ここで
R＝走行抵抗
A＝列車速度に依存しない転がり抵抗成分
B＝列車速度に依存する車両抵抗の係数

図５　車両データライブラリ

図６　同期された単線結線図と路線地図情報

図７　単線結線図上に距離継電器をモデリング
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C＝列車速度の二乗に依存する空気抵抗の係数
D＝列車抵抗をさらに定義するための空力係数
V＝列車速度

　列車性能曲線のシミュレーションは、これらの列車抵
抗を考慮して検討する。
　（３） 単線結線図と地図情報
　地理空間上に線路や架線をモデリングすること
により、インテリジェントな単線結線図と地理空
間上の路線図に、両者が完全に同期化された状態
で、列車の動きや電力の流れ、列車の運行状態が
表示される。
　最新版の eTraXTM では、路線図の手入力、既
存の他のシステムからの路線図のインポートに加
え、OpenStreetMapTM、ESRIArcGIS® などの地
理空間情報システム（GIS）から地図情報をインポ
ートし、さらにMSExcel® から必要なデータをイ
ンポートすることができる（図６）。GIS から列車
の位置情報を取り込むことにより、ソフトウェア
にこれらのデータを手入力したり計算したりする
ことなく、線路の曲げ半径や、線路の長さ、勾配
などを自動的に計算するという利点も生じる。
　（４） 距離継電器による保護
　電力系統解析ソフトウェア ETAPの距離継電
器モジュールは、使いやすいグラフィカルユーザ
インタフェース、正確な保護装置のモデリング、
保護継電器設定表の自動作成、および ETAPに
組み込まれているすべての解析用モジュールと一
体になって、すべてが統合されたルールに基づき、
RX要素の特性解析および検討が、直観的かつ論
理的に行える（図７）。
　距離継電器モジュールは、保護継電方式を担当
する技術者に、過電流、差動、距離、方向性、負
荷侵入、保護継電ロジック、計器用変成器へのア
ナログ／デジタル インターフェイス、遮断器、
断路器などの保護装置を含む、保護継電方式の性
能を検証するためのツールを提供する。また、こ
のモジュールを使用することにより、図８のよう
に継電器の設定、アナログ／デジタルインターフ
ェイス、設定グループ、保護継電ロジックなどの
シミュレーションが可能になる。
　（５） 総合的な鉄道輸送システムの解析と運転
　eTraXTM は、電力系統解析ソフトウェア
ETAP と一体となって、１つのデータベース上
にすべてのデータと情報が統合された状態で管理

されているので、以下のような様々な同時解析が可能で
ある。
•地図情報と単線結線図が統合されたシミュレーション
（図９、10）
•計画から保護および運転・運用まで一体となったシ
ミュレーション

図８　事故点を移動しながら距離継電器の特性を評価

図10　異常個所を単線結線図と地図上に色で同時に表示

図９　単線系統図と地図上にシミュレーションの結果を同時に表示
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•交流および直流電源系統を同時に解析
•超高圧から低圧系統までを同時に解析
•列車の運転性能計算
•系統上の任意の点の電圧降下計算、故障計算、高調
波計算、安定度計算、変電所の接地など、ETAP
が持っているあらゆる解析

３．ソフトウェアの検証

　実際に運転している列車の測定データ（実測値）と
eTraXTM によるシミュレーション結果を比較した検証
の実例を紹介する。
　（１） 列車単位のシミュレーション
 列車の加速・惰行・制動運転期間における、最大電力、
回生電力、最大電流について検証した。

•最大有効電力―加速運転中
•最大回生電力―制動運転中
•最大有効電力―惰行運転中
•最大電流―加速・惰行運転中

　この検証ケースでは、eTraXTM のシミュレーション
結果と、実際に運転している列車の測定データ（実測値）
がおおむね一致している（表１）。差異が生じた理由とし
て、図11（ａ）の①加速運転期間中に、②で運転士が加
速を止めるタイミングが少し遅れた、④惰行運転期間中
に、③で運転士がいったんブレーキをかけた、⑤は制動
運転中だが、運転士が少し早めに減速したことによる。
　（２） き電変電所のケース
　このケースでは、全路線中の１つのき電変電所におい
て、実際に運行している列車の測定データ（実測値）と
eTraXTM によるシミュレーション結果について検証し
た。結果を 34 分間比較して、グラフ上にプロットし、
以下の点について比較した。
•変電所の最大有効電力が、列車運転時刻表に従って
複数の列車が運行している状態で一致する
•最大回生電力、消費電力、電圧のプロファイルが一
致する
•変電所の最大電流が、運転時刻表の運行状態と一致
する

図12　実測値とeTraXTM の比較（合計電力[kWh]）図11　実測値とeTraXTM の比較
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表１　実測値とeTraXTMによるシミュレーション結果の比較

表２　34分間の加速、惰行および制動運転中の最大有効電
　　　力、合計電力、最大電流、電圧（最大・最小）の比較

運転
最大有効電力［kW］ 最大電流［A］

実測値 eTraXTM 差異［%］ 実測値 eTraXTM 差異［%］
加速 3698 .7 3769 .3 1 . 87 170 174 2 .2
惰行 126 .7 125 .13 1 . 23 6 5 .86 2 . 3

実測値 eTraXTM 差異［%］

最大有効電力［kW］ 8,625 8 ,890 ＋ 3 .07
最大電流［A］ 388 400 ＋ 3 .09
合計電力［kWh］ 928 926 － 0 .20
最大電圧［kV］ 23 .4 23 .5 ＋ 0 .43
最小電圧［kV］ 21 .9 22 .0 ＋ 0 .46
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•変電所の電圧プロファイルが一致する
•変電所の消費電力が一致する

　シミュレーションの結果を、以下の基準および仮定に
基づいて検証した。
•列車は運転時刻表に従って運行している
•検証区間外の駅の列車は、すべて所定の積載量また
は重量とする

•駅舎などの電力は一定の電力とする
•１つの路線の回生電力は、電気的に接続されたすべ
ての路線に影響を与える

　図12は、34 分間の加速、惰行および制動運転中に
おける変電所の合計電力（kWh）の比較である。eTraXTM

のシミュレーション結果と、実際に運転している列車の
測定データ（実測値）がほぼ一致している。

４．運転監視制御のためのモデリング

　設計／計画／検証のためのモデルを運転監視制御シス
テムに移行することにより、鉄道システムの運行に多く
の利点をもたらす。eTraXTM は、電力系統解析ソフト
ウェア ETAPと一体となって動作して、設計モデルと
オンラインデータを組み合わせることにより、緊急事態
への対応が確実になり、すべての関連情報が一括しで利
用可能になる（図13）。eTraXTM の運転監視制御システ
ムは、従来の運転監視機能に加えて、以下のような機能
が可能である。
•アドバンストモニタリング（測定していないデータ
も計算して、表示、アラーム、トレンド）

•イベント再生（過去の任意の時間の運転状態を単線
結線図として表示）

•検証シミュレーション（電圧降下計算、故障計算、

高調波計算から安定度解析まで、ETAP のあらゆ
る解析が可能）
　-現在の運転状態における解析
　-過去の運転状態における解析
•運転支援およびオペレーター訓練
•地図上で列車運行状況管理
•ハードウェアおよび通信ステータスの自己診断
•スイッチング／作業指示管理
•エネルギー管理
•負荷予測

◇　　　　◇　　　　◇
　本稿で紹介した鉄道輸送システムと電力系統解析シス
テムとが統合されたアプローチは、鉄道技術者、系統解
析技術者、そして運転オペレーターの垣根を取り除く。
様々な分野の技術者が、１つの統合されたシステムを基
に、同じテーブルでの検討を可能にし、信頼性の向上、
コストダウンおよび省エネのための一助となることを期
待している。
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図13　オンラインデータによる検証シミュレーション


