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多摩都市モノレールの中

央指令室と車両

日立製作所は,都市内交通

手段としての跨(こ)座型モノ

レールの計画段階から開業ま

で,一貫した取りまとめ推進

を行っている｡

国と地方自治体から補助金を受けて建設される都市モノレールとして,北九州都市モノレール,大阪モノレールに次いで,

多摩都市モノレールの第1期区間(5.5km)が1998年11月に部分開業した｡引き続き,1999年度中に第2期区間(10.7km)を含む

全線開業が予定されている｡さらに,都市モノレールの第4号として,沖縄都市モノレールが2003年の開業に向けて鋭意建設

中である｡また,民間資本で建設される一般モノレールとして.舞浜リゾートラインモノレールも2001年の開業を目指している｡

モノレールは,(1)地下鉄と比べて工期が短く,建設費も約÷と経済〔軌(2)狭い空間に導入できるシンプルな構造で,環境

への影響という面でも優れている,(3)35年に及ぶ安定運行の歴史を持つ快適な都市交通である,(4)ワンマン運転化によっ

て経済効率向上が図れる,などの特徴を括つ｡

日立製作所は,国内主要都市および海外の中量輸送の都市交過として,このような長所を持つモノレールの開発に積極的に

取り組んでいく考えである｡さらに,日立グループである東京モノレール株式会社と連携し,長年にわたる経験と実績を踏ま

えた,運営と保守ノウハウに基づいたエンジニアリンクカによってユーザーのニーズにこたえていく｡

はじめに

跨座型モノレールは,都市内の一般電車や地下鉄な

どを補完する中量輸送システムとして採用されている｡

このシステムの維持および経営効率向上を目指すため

には,以下のような施策の採用が不可欠となる｡

(1)乗務員低減策としてのワンマン運転の採用

(2)駅ホームの無人化と駅務員の省力化

(3)路線規模に応じた効率的な運行管理･電力管理シ

ステムの導入と,指令員の効率的運用

(4)保守費低減のためのメンテナンスフリー化

日立製作所は,この方針に沿って,ⅤⅤVF(Variable

Voltage,Variable Frequency)制御装置等の適用や,自

律分散制御方式の採用など,積極的に最新技術に取り

組んでいる｡

ここでは,多摩都市モノレールに採用されている新技

術への.取組みと,小型･低廉化モノレールの開発状況に

ついて述べる｡
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跨座型モノレールの新技術への取組み

2.1 モノレールのワンマン運転

都市モノレールでは,乗務員の省ノJ化の観点から

1985年開業の北九州都市モノレール以来,ワンマン運

転を実施しており,加えて多摩都市モノレールでは,

乗客に対するいっそうの安全性向上･サービス性向_L

のために可動式安全柵を採用している｡

各モノレールにおける概略仕様およびワンマン運転

対応設備の比較を表1に示す｡

各モノ レールでは,ATO(Automatic Train

Operation)システム等の車両自動運転設備,自動放送

装置･表示装置などによって乗務員の業務低減を図る

とともに,運転台モニタ装置によって車上機器の稼動

状況監視･故1馴犬況把握ができるようにしている｡

さらに,可動式安全柵,ホームCCTVなどの地上設備

と連携することにより,中央指令員,駅務員および乗

務員が一体になり,ワンマン運転を行っている｡

非常時には,非常系設備を介して,地上と連携した

対応ができる機能も持っている｡

2.1.1 ATOシステム

ワンマン遥転では,乗務員の運転業務を支援する

ATOシステムを採用するか否かがユーザーの選択にゆ

だねられ,北九州都市モノレール,多摩都市モノレー

ルではATOシステムを採用した｡

モノレール用ATOシステムでは,その構造上,一般

鉄道のように最適位置に減速用地上子や,停止パター

ン発生用地上子を自在に設置することが難しい｡この

ため,全駅間の走行曲線データを車上ATO装置に記憶

させ,前駅停車時にATO地上子を介して次駅コードを

受信することにより,次区間走行パターンを選択し,

駅出発地から距離カウント(減算)を開始し,記憶した

走行パターンに沿って駅間走行制御を行っている｡

次駅に近づくと,ATO地上子から位置情報を受信し

て距離補止を行い,停止パターンを発生させ,TASC

(Train Automatic Stop Control:定位置停止制御)で,

表1跨座型モノレールの概略仕様比較

各モノレールごとで路線規模･運営方針に沿ったシステム･設備を採用し,ワンマン運転などの省力化策を実用化している｡

項 目
東京 北九州都市 大阪 多摩都市 舞浜 沖縄都市

モノレーノレ モノレール モノレーノレ モノレーノレ モノレーノレ モノレール

初期開業 1964年9月 1985年1月 1990年6月 1998年11月 2001年予定 2003年予定

延仲間業 1993年9月 1998年4月 1998年10月 1999年度予定

総路線長 16.9km 8.8km 23.8km 16km 5.01km 12.9km

変電所数 7か所 3か所 4か所 3か所 1か所 3か所

架線電圧 DC 750V DCl,500V DCl,500V DCl,500V DCl,500V DCl,500V

駅数 9駅 13駅 16駅 19駅 4駅 15駅

駅形式
島 式:1駅 島 式:2駅 全駅 島式

全駅 相対式

片ホーム:2駅 島 式:10駅

相対式:8駅 相対式:11駅 両ホーム:2駅 相対式:5駅

可動式安全柵 なし(ホーム柵) なし(ホーム珊) なし(ホーム柵) あり あり あり

軌道けた

〔幅×長さ×高さ(m)〕
0.8×20×1.4 0.85×20×1.5 0.85×22×1.5 0.85×22×1.5 0.8×25×1.7 0.8×20×1.4

車両編成 6両固定 4両固定 4両固定 4両固定 6両固定 2両固定

保有車両数 19編成(114両) 10編成(40両) 13編成(52両) 15編成(60両) 5編成(30両) 13編成(26両)

軸重 9.2t 11t 11t 11t 10t 10t

車両制御装置 カム軸制御･VVVF 主回路チョッパ 界磁チョッパ ∨∨VF VVVF ∨∨VF

列車無線方式 空間波 空間波 空間波 LCX 空間波 空間波

信号保安方式 ATC ATC ATC ATC ATC ATC

運転方式 2人乗務 ワンマン運転 ワンマン運転 ワンマン運転 添乗員付自動運転 ワンマン運転

自動運転装置(ATO) ATOあり ATOあり ATOあり

ATO地上子方式

ATO地上子取付部

地上･車上伝送系

lR

けた下ねん架

lR

トランスボンダ

支柱上部

(天場･駅部)

トランスボンダ

】R

軌道けた内部

lR

注:略語説明 LCX(LeakageCoaxialCab】e;漏えい同軸ケーブル)

ATC(AutomaticTrainControl;自動列車制御装置)

旧(】nductiveRadio;誘導無線)
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駅の所定の位置に自動的に列車を停止させる機能を打

っている｡

なお,多摩都市モノレールは,将来,駅間でのデー

タ伝送も行うことを考慮し,全線にLCXを布設し,列

車無線と共用するとともに,地上･車上情報伝送系の

役割も持たせ,トランスポンダによる情報とl大別して

使用している｡

2.1.2 可動式安全柵

可動式安全柵の開閉制御は,車両の運転台もしくは

乗務員扉近傍の｢ドア扱いボタン+を操作することによ

り,車両扉と連動して行われる｡

(1)可動式安全柵の｢開+制御は,｢ドア扱いボタン+操

作により,可動式安全柵が｢問+動作を開始した直後に,

申両扉｢開+指令を出力する制御シーケンスとし,操作

開始から開動作終了までの時間は平均4.6秒である｡

(2)｢閉+制御は｢ドア扱いボタン+の操作による｢閉+指

令を車両扉と可動式安全柵に対し,同時に出力する制

御シーケンスとし,制御情報伝送時間分だけ車両扉が

可動式安全柵より先に動作することになF),閉時間を

平均4.4秒としている｡

このような乗客の行動形態を踏まえた制御を行うと

ともに,乗務員モニタおよびホーム監視モニタによっ

て乗客状況の確認を行うことにより,安全惟を高めて

いる｡

可動式安全柵ノ//車両扉の制御シーケンスを図1に示す｡

2.2 運輸管理システム

(1)モノレールの運輸管理システムはその制御対象規

模を念頭に,運行管理,電力管理,駅設備･防災管理

の各棟能を独立したサブシステムとせず,機能を統合

化し,システムの効率的逆用を目的に自律分散制御方

式を適用した｡

(2)各駅に分散配瞑した駅制御装置と中央のコンピュ

ータを光ループ伝送路で接続し,機能的連携をとるこ

とにより,適切な情報連絡による指令業務効率化への

支援や,ホーム無人化対Jふなどの駅業務の合理化に寄

与できるシステムを構築している｡

(3)モノレールの運輸管理システムでは,その手足･

目･耳ともいえるCCTV･放送装置などの通†言設備と
一

体になって機能するトータルシステム化を阿っており,

この一環としてホーム無人化を実現している｡

2.3 車両の制御装置(VWF制御装置)

東京モノレールの2000系新型車両では,ゴムタイヤ

のモノレールとしてほ初めて,ⅤⅤVF制御装置〔IGBT

(Insulated GateBipolarTransistor)素子を使用〕を採用

した｡この装置の採用にあたっては,事前に次の試験

を行った｡

(1)ゴムタイヤの動的直径変動に起凶するトルク変

動･脈動対策制御と,たわみ板継手採用などの車両性

能試験

(2)各種誘導障害対策の確認試験

上記の試験結果を踏まえ,多摩都市モノレールでも

ⅤⅤVF制御方式を採用し,DCl,500V対応の制御性能

の確認と,トランスポンダに対する誘導障害対策を行

い,営業運転に伏している｡

これらの実績から,今後の舞浜リゾート ライン モノ

レールや沖縄都市モノレールなどでも,ⅤⅤVF制御装

運転台 車両扉 車上装置 情報伝送系 地上装置 可動式安全柵

｢開+制御

開ボタン圧下
C

車両扉開方向 【

】謎韻岩下
｢開+指令

l芦
辺口

lbA膳ポ三■｢開+指令開指令情報受信 開 作間始

l｢開+動作開始l
｢開+指令

l｢開+開始情幸随信

｢閉+制御

閉ボタン圧下
C

｢｢

l｢閉+指令情幸隠信l｢閉+動作開始
｢閉+動作開始l

]l

出発制御

出発押しボタン庄下
C

l
ホーム乗客
安全確認
(目視)

l｢閉+完了l ATC信号

l｢閉+完了帽章随信

力行)出

図1 可動式安全柵と車両

扉の連動制御シーケンス

ホームに設置した可動式安

全柵と車両の乗客乗降用扉を

連動して開閉することによ

り,乗客の動きに対応した制

御ができる｡
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置を採用することとしている｡

小型･低廉化モノレールの開発

わが国の主要都市および海外の都市の多くは,その

輸送需要量を考慮して,中量輸送交通システムを求め

ている｡しかし,その実現には,(1)現在の大雪生者持市モ

ノレールを適用した場合の建設費では採算が難しい,

(2)導入する道路幅が狭いなどの課題がある｡

このような課題を解決するため,日立製作所は,小

型･低廉化モノレール車両の開発を核に,それに対応

した軌道けたや支柱,分岐器,駅などのインフラスト

ラクチャー構造物,および信号や通信,変電設備,制

御システムなどのインフラストラクチャー外のシステ

ムの双方にわたる,モノレール全体システムの総合的

開発を行い,建設費の大幅な低廉化を目指している｡

その基本構想は,必要十分な機能を持つ小型モノレー

ルシステム(車両,駅,軌道など)を標準規格型として構

築することによって低廉化を図り,各事業者の個別要求

には,オプション付加として対応していくことである｡

おわりに

ここでは,日立製作所の跨座型モノレールヘの取組

みと,今後の方向性について述べた｡

日立製作所は,モノレールシステムの導入検討暗か

ら路線免許申請,施工認可設計,詳細設計,製作,開

業まで一貫して取り組み,ユーザーと一体になってプ

ロジェクトを建設してきた｡

最近では,主に海外で0&M(Operation and Main-

tenance)として運営･保守の･一括対応が求められるケ
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ースが増えている｡これらに対しても,日立グループ

である東京モノレール株式会社と連携し,運営,保守

面まで踏み込んだトータルエンジニアリングカを発揮

し,ユーザーのニーズにこたえていく考えである｡
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