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富士電機は，鉄道車両用ドアにおいて，モータの運動方向を側引戸の直線動作に適用して機構を簡素化した戸閉装置（リ
ニアモータ方式，FCPM 方式）を開発し，製品化している。鉄道車両用ドアは，乗客の乗降や走行中の安全を確保すると
ともに，鉄道の定時運行にも関わる重要な装置である。このため，安全性，信頼性，機能性が高く，また，省メンテナン
スであることが求められている。故障モード影響解析や危険分析などによる設計時の安全性の評価をはじめ，3 重フィード

特集

バック制御，外力抑制制御，押し返し制御などの制御技術などにより，これらを実現している。

パワーエレクトロニクス機器

Fuji Electric has developed and commercialized a door operating equipment (linear motor system and FCPM system) with a simpliﬁed
mechanism by applying the motion direction of a motor to the linear motion of the side sliding door. The door operating equipment for the
side sliding door of rolling stock is an important component that ensures the safety of passengers when they are boarding, alighting and
traveling, and it may aﬀect trains’punctuality. Consequently, the system is required to be safe, reliable, high functional, and maintenance saving. These characteristics have been achieved in a safety evaluation that was conducted at the design stage and that included failure mode
eﬀect analysis and hazard analysis, and they have also been ensured with control technologies such as triple feedback, external force suppression and push-back control.

まえがき

て側引戸を駆動する方式を採用している。これにより，ド
ア駆動機構の簡素化，および戸挟み検知感度の向上による
⑵，⑶

鉄道車両用ドアは，乗客と直接接する装置であること，

高い安全性と信頼性を実現している。

一つ一つが独立したシステムであること，また，車両に搭
載される数が多いことから，安全性，信頼性，機能性が高

.

く，さらには，省メンテナンスであることが求められて

リニアモータ方式戸閉装置

富士電機は，モータそのものの動きを側引戸の動きに生

いる｡ 富士電機は 1999 年に電気式ドアの供給を開始した。

かすことのできるリニアモータを使用した戸閉装置を製品

2014 年末までに国内外合わせて 30,000 開口以上が営業運

化し，納入している。モータの運動の発生方向をそのまま

転で稼動されている。
本稿では，鉄道車両用ドアの最新動向と安全・信頼性技
術について述べる。

ドアの動きに生かすことで，余分な運動変換機構をなくす
ことができる。これにより，乗客や荷物がドアに挟まれた
りした場合に早期検知ができるため，安全性が確保できる。
リニアモータには，固定子に永久磁石を，可動子にコイル

電気式ドアの方式と構成機器

を配した永久磁石リニア同期モータを採用している。図
にリニアモータの構造（断面図）を示す。

.

電気式ドアの特徴

両開きの側引戸の場合，二つのモータによってそれぞれ

日本国内では，空気式の戸閉装置が使用されることが多

のドアを引き分ける方式と，左右のドアを連結し連動させ

かったが，最近では電気式の戸閉装置が急速に普及しつつ

る機構を使って一つのモータで動かす方式とがある。どち

ある。海外では電気式の戸閉装置は古くから採用されてい
⑴

る。

らの方式を採用するかは鉄道事業者の安全性，経済性など
に関する考え方で決められる。富士電機はいずれの要求に

電気式ドアは空気式ドアと比較して，空気配管がなくな
ることによるメリットに加えて，経年変化による外乱の影
永久磁石
（リニアモータ固定子）

響を打ち消し，一定の開閉パターンや開閉時間を再現でき
る電気制御の特徴により，車両システムとしての初期コス
トや保守コストを軽減することが可能である。また，制御

コイル
（リニアモータ可動子）

コントローラの機能の柔軟性を生かし，ドアに乗客や荷物
が挟まったときの安全性を高めるとともに，データ伝送技
術を応用して，出区・始業点検の簡素化やインテリジェン
ト化，ドア単体の自己診断機能を充実することが可能であ
エンコーダ
（スリットセンサ）

る。
富士電機の電気式ドアは，パワーエレクトロニクス技術
と制御技術を生かし，モータの運動方向をそのまま利用し
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図

リニアモータの構造（断面図）
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リニアモータ方式（２モータ）戸閉装置の構成

図

リニアモータ方式（１モータ）戸閉装置の構成

図

NYCT-R160 電車とリニアモータ方式戸閉装置

図

JR 東日本 E233 系電車とリニアモータ方式戸閉装置
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も応えられるようにしている。

FCPM 方式は，モータの運動をそのまま側引戸の動きに

二つのリニアモータで動かす場合には，両リニアモータ

変えるリニアモータ方式と同様の特徴を持ちながら，さら

そのものの動きで直接ドアを開閉するシンプルな構成と

なる軽量化を実現している。この方式は国内外で十数件の

に，二つのリニアモータで左右のドアを開閉す

車両プロジェクトに採用され，ゆりかもめなどで営業運転

なる。図

る方式の構成を示す。この方式はニューヨーク市地下鉄
R160

電 車（NYCT-R160

電 車 ） に 採 用 さ れ， 約 5,800 開

。
を開始している（図 ）
⑴

モータ（FCPM）
ドア用のモータには，ラッシュ時には強力な戸閉力，挟

口が稼動中である（図 ）
。
一つのリニアモータで左右のドアを動かす場合には，連

み込みには安全で優しい戸閉力，開閉時間と全開停止位置

に，一

は全数が同一で変化しないこと，鴨居サイズの制約による

つのリニアモータで左右のドアを開閉する方式の構成を

小型化，長期運用のための省メンテナンス性など，さま

示す。この方式は，東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）

ざまに相反する要素が求められる。これらを踏まえ，薄

動機構にラックとピニオンを用いて開閉する。図

の E233 系電車など国内外で採用され，20,000 開口以上が

型，低速・高トルク，高精度な位置検出といった特徴を持

稼動中である（図 ）
。

つドア専用モータの FCPM を開発した。

章 で述べる制

御技術を行えるようにするため，高精度な光学式エンコー
.

FCPM 方式戸閉装置

FCPM（Flat Cup Permanent Magnet Motor） 方 式 は，
ラック・アンド・ピニオン機構のピニオンを回転式モータ

ダを内蔵し，位置分解能 0.01 mm，0 〜 100% の推力応答
750 µs，静止時に 500 N のドア押し付けを実現している。
⑵

動力伝達機構

の FCPM によって回転させ，側引戸を駆動する方式であ

モータ軸端に取り付けたピニオンと上下 2 本のラックか

に，一つの回転モータで左右のドアを開閉する方

ら構成される動力反転機構（方向変換装置）により，1 台

る。図

式を示す。モータ軸に直結されたピニオンの回転により

。
のモータで両開きのドア 2 枚を駆動する（図 ，図 ）

上ラックと下ラックを動作させ，左右のドアを開閉する。

この FCPM 方式戸閉装置は，ラック・アンド・ピニオ

モータは鴨居（かもい）内の狭いスペースに収納されるた

ン機構で一般的なボールねじ式のように減速することなく，

め，扁平（へんぺい）な形状をした FCPM である。この

直接ドア開閉の運動に伝えるため戸挟み検知感度が向上し
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FCPM 方式戸閉装置の構成
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図

ゆりかもめ車両と FCPM 方式戸閉装置

図

方向変換装置

ている。また，構造が簡素で故障が少なく，メンテナンス
もほとんど不要で信頼性が高い。
ある北米向け車両では，車両間にある貫通扉のスペース
に制約があり，方向変換装置の長さを短くしなければ設置
できなかった。このため，ドア全開閉幅の半分程度の長さ
のラックを複数使用し，ラックにピニオンを締結させるこ
とで長さを短縮した開閉装置を開発した（図 ）
。
ドアの開閉時には，まず，モータ軸の動力供給ピニオン
から水平に移動できる中継ラックに力を伝達する。次に，
移動する中継ラックの先端に取り付けられている中継ピニ

ロックピン

スライダ（施錠・解錠用）

オンが，ケースに固定されている固定ラックとかみ合うこ
とにより回転する。進行方向に移動し，かつ進行方向に回

図

施錠・解錠装置（自己解錠型）

転する中継ピニオンによって水平に移動できるドア搬送用
ラックを移動させ，ドアを開閉させる。

自己解除する方式（図 ）と，モータとは別電源のソレノ

中継ラック，固定ラック，ドア搬送用ラックをそれぞれ

イドによって解除する方式（図 0 ）を用意している。い

ドア開口幅の約半分の長さとすることにより，ドア開閉装

ずれの方式も，非常時に制御電源がない状態でも手動で解

置の全長を通常方式の 3/4 程度に短縮した。

錠できる。
また，顧客によっては，ドアの開閉動作と施錠・動作が

.

施錠・解錠装置

施錠装置は，戸閉状態を確実なものとし，ドアの安全性
を確保するために最も重要なものの一つである。富士電機

連動する通常の方式ではなく，ドア開閉と施錠・解錠を独
立させたいという要求もある。これに応えるため，ドア開
閉と施錠・解錠が独立した機構を開発した（図 1 ）
。

では，施錠装置にロックピンを用いた機構を採用している。
戸開動作時に施錠状態を解除するための機構を併せ持って
おり，モータによって発生するドア開方向の推力によって
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非常時の解錠およびアイソレーション装置

開閉機能そのものに付随して，ドアには非常時に制御電
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連動機構 *
ワイヤ

ワイヤ

操作用レバー
＊解錠装置を扱うとワイヤが引かれ動作する

図13
ソレノイド（解錠用）

ロックピン

アイソレーション装置（連動機構付）

スライダ（施錠・解錠保持）

仕様が顧客ごとに異なる。装置の設計時においては，解錠
図10

ワイヤの車体での敷設ルート（長さ，曲げ回数など）も考

施錠・解錠装置（ソレノイド解錠型）

慮し，仕様を満足する操作力の算定を行う必要がある。

せ る 装 置 で あ る。 北 米 で は，APTA（American Public
Transportation Association）規格によって非常時ドア解
錠装置とアイソレーション装置を連動させること，つまり
アイソレーション状態で非常時ドア解錠装置を操作した場
合は，自動的にアイソレーション状態を解除してドアを解
錠させることという規定がある。連動機構の一例を図 3
横ソレノイド（施錠・解錠保持）

図11

縦ソレノイド（解錠）

ロックピン

施錠・解錠装置（ドア開閉と施錠・解錠独立型）

に示す。

.

コントローラ

電気式ドアのコントローラは，FCPM の特性を生かし
源がない状態でも手動で強制的に解錠・開放するための機

た高精度で安定したドアの開閉制御を行っている。近年は

能，ならびに故障した特定のドアを暫定的にアイソレート

開閉制御だけでなく，ドアの状況や故障時の解析を行うた

（隔離）して電車の走行を可能にするための機能が要求さ

め，多くの情報を計測し，記録している。日々変化してい
くドアの健全性を，自己診断により把握する自動試験機

れる。
非常時ドア解錠装置は，図 2 に示すように通常はハン

能も実装している。車掌や運転手にモニタで情報を伝え

ドルの形態をしており，室内および室外に設置される。戸

る た め，RS-485 を 用 い た HDLC（High-level Data Link

閉装置本体の施錠・解錠装置と金属製ワイヤで機械的に連

Control）や，Ethernet などの通信プロトコルに対応して

結されており，ハンドルを操作することにより解錠を行う。

いる。コントローラには 32 bit 高性能 CPU を採用し，1

仕様によってはハンドルではなく乗務員が専用のキーに

チップでドア制御・通信機能や自動試験機能を同時に処理

〈注〉

よって操作するものもある。また，解錠は乗客でもできる

することができる。ソフトウェアは自己更新機能を持ち，

が復帰は乗務員が専用のキーで操作するなど，さまざまな

通信機能や

要求に対応する必要がある。さらに，ハンドルの操作力の

ソフトウェアの一括更新によって，仕様やパラメータの変

.

節 の PTU（Portable Test Unit）による

更，およびバージョンアップに迅速に対応することができ
る。
解錠ワイヤ

.

ハンドル

PTU

電車ドアは可動部が多く，乗客と直接干渉するため，故
障が発生した場合に車両の運用可否につながる機器である。
そのため，故障要因の詳細表示や自己診断により運用継続
の判定を早急に行う必要がある。PTU とは，故障時に係
員が PC をドア装置に接続し，故障内容の表示，モニタリ
ング，自己診断などを行う専用のソフトウェアである（図
（a）室内用

図12

非常時ドア解錠装置

（b）室外用

4）
。
〈注〉Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
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パスさせて列車全体の発車可能条件を強制的に成立さ
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アイソレーション装置は，故障した特定のドアを機械
的に閉状態に保ち，戸閉検知条件や施錠検知条件をバイ
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ドアの基本制御として富士電機が保有するサーボ技術を
生かし，繊細でなめらかなドア駆動が行えるように，推力
（電流）
，速度，位置の 3 重フィードバック制御を採用して
。
いる（図 6 ）
ドア特有の問題として，ラッシュ時の戸閉遅れがたびた
び取り上げられている。これは平常時と比べて満員のラッ
シュ時に必要な駆動力が 10 倍以上にもなるため，制御パ
ターンが追従できない際に発生していた。そこで外力を計
⑷

測し打ち消すことで安定した動作を行う“外力抑制制御”
を採用している。最大 8 名が強力にドアに寄りかかるラッ
図14

PTU の画面の例

シュを模擬した実験において，従来制御では 10.0 s 以上の
遅れを発生させていた条件でも，0.2 s とほとんど遅れの

故障の判定には専門性が求められるため，最終的には

。
ない安定した動作を実現させている（図 7 ，表 ）

特集

メーカーが対応すべき事項である。しかし，現場では迅速

強固な戸閉状態を維持するため，ロック装置を用いてい

な判定が必要なため，顧客ごとに PTU を用意して保守の

る電気式ドアでは，ぎ装の調整の難しさや故障などの課題

パワーエレクトロニクス機器

現場をサポートすることで，円滑な運用に貢献している。

を抱えている。そこでモータにより強固な戸閉状態を実現
⑸

するために“押し返し制御”の研究に取り組んでいる。こ

安全と信頼性の技術

れはモータ制御により戸閉状態を維持することで，ぎ装時
の細かい調整を行うことなく，簡素なロック装置で安全を

.

設計時の安全性評価

車両のドアは乗客の乗降に関わるとともに，車両走行中
は乗客の安全を確保する重要な機器であるため，その動

確保することを目指している。強引に開こうとする外力に
よってドアが開かれることを瞬時に判定し，強固に押し返
すことでこれを阻止している（図 8 ）
。

作には高度な安全と信頼性が要求される。このため，設
計 審 査 の 過 程 で FMECA（Failure Modes Eﬀects and
Criticality Analysis： 故 障 モ ー ド 影 響 解 析 ） や Hazard

開く
閉じる

Analysis（危険分析）などによってその安全設計思想が厳

位置フィー
ドバック

推力
（電流）
フィー
ドバック

速度フィー
ドバック

しく吟味され，満足していない場合は設計変更も必要とな

インバータ

変
流
器

モータ
エン
コーダ

推力
（電流）
検出

る。また，耐 Vandalism（公共物破壊行為）として，強引
速度検出

な操作やいたずらにより，ドアシステムに影響がないこと
が求められる。特に海外向け車両ではその傾向が強い。

位置検出

北米向け車両で求められるいわゆる RAMS 関係の検討
事項は次に示すとおりである。FMECA の例（イメージ）

図16

３重フィードバック制御

を図 5 に示す。
⑴

Reliability Prediction Report（信頼性予測報告）

⑵

Availability Prediction Report（可用性予測報告）

⑶

Maintainability Analysis（保全性分析）

⑷

Preliminary Hazard Analysis（危険予測分析）

⑸

FMECA（故障モード影響解析）

.
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図17

外力抑制制御実験

のために，新たな制御技術の研究と開発を行っている。
表

ラッシュアワーを想定した閉時間
提案機種

従来機種

人数（人）

図15

FMECA の例（イメージ）
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押し返し制御実験

富 士 電 機 の 鉄 道 車 両 用 ド ア は， リ ニ ア モ ー タ 方 式 と
FCPM 方式のいずれも国内外のお客さまに採用されてい
る。今後も，鉄道車両用ドアが乗客にとって一番身近な機
器であること，また車両の安定運行にとって最も重要な機
器であることを常に意識し，さらに安全性，信頼性に磨き
をかけ，お客さまの期待と満足に応えていく所存である。
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