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ATS 装置について
1. はじめに

「自動列車運転装置」のことで、発車から

列車の運転は、信号機の現示に従って運転

次駅停車までの一連の運転操作を自動的に行

することで他の列車との衝突を回避し、安全

う装置です。ATO の運転操作は ATC によっ

を確保しています。しかし、運転士が信号機

て守られており、ATOといえども ATC が指示

の現示を見落としたり、ブレーキ操作が遅れ

する速度を超えて運転することはできません。

たりした場合には、列車衝突等の重大な事故

ATO は、運転士が乗務しないノーマン運

となります。「ATS 装置」はこのような事故

転 ( 無人運転 ) や、ワンマン運転を行う線区で

を防止するため自動的に列車のブレーキを動

導入されています。

作させ、停止信号までに列車を停止させて運
転士をバックアップする大切な装置です。し
かし、列車に乗るお客様にはほとんど意識さ
れることがない「縁の下の力持ち」なのです。

3. ATS の歴史

うちこ

日本で最初の ATS は「打 子式」と呼ばれ
る仕組みのもので、1927( 昭和 2) 年の地下
鉄銀座線（浅草～上野間）開通の際に導入さ

2. ATS、ATC、ATO の概要

れました。銀座線は地下式構造の鉄道（地下

(1)ATS(Automatic Train Stop) とは

鉄）であったことから ATS の必要性が検討

「自動列車停止装置」のことで、運転士が

され、その導入が決定されました。「打子式

運転操作を誤った時だけ自動的に列車のブ

ATS」の仕組みは、レール脇に設けられた打

レーキを動作させ、停止信号までに停止させ

子 ( トリップアーム ) と車両のブレーキ管に接

る人間優先のバックアップシステムです。

続されたトリップコックが当たるとエアが吐

(2)ATC(Automatic Train Control) とは

出され、ブレーキが掛かるというものです。

「自動列車制御装置」のことで、運転士の

当時、ATS の設置は一部の路線に限られ、

運転操作に関わらず列車の運転速度が常に信

多くの鉄道では、車内警報装置（停止信号に

号機の指示する速度以下になるよう、自動的

接近したときに警報を発する装置）の設置は

に制御する装置です。

進められたものの、ATS が普及するまでには

地上信号機がある区間では、運転士が信号

至っていませんでした。

機の現示を見ながら運転するため運転士の取

ATS の導入は、国鉄においては、1962( 昭

扱いが優先され、信号機の指示する速度を超

和 37) 年に発生した常磐線三河島駅での列

えた場合だけ ATC ブレーキが動作します。

車衝突事故を契機として推進されました。警

車内信号式では地上に信号機が無く、運転

報だけでなく自動的にブレーキが動作する

台の速度計の周囲に速度信号が現示され、そ

ATS-S 形が、事故から約４年間で国鉄全線に

の制限速度を超えると ATC ブレーキが動作

設置されました。

します。閉そく区間の内方に進入して ATC

一方、公民鉄においては、昭和 40 年代に

信号を受信してみないとその区間の制限速度

入って大手民鉄で信号冒進による列車衝突事

が分からないため、機械優先の保安装置です。

故が多発したため、昭和 41 年に当時の運輸

(3)ATO (Automatic Train Operation) とは

省が通達(ATSの緊急整備とATSの構造基準)
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を発出し、速度照査機能を備えた ATS の設置

認操作が無い点が特徴です。速度照査パター

を指導したことで、各社で種々の方式の ATS

ンは車種ごとの最高速度とブレーキ性能に応

の導入が進められました。

じて設定されます。ATS-S 形など従前の方式
ではブレーキ性能の悪い車種に合わせて地上

4. ATS の分類と代表例

子を配置するため、不要な警報を受けるなど

(1) 地上子を使って情報伝達するもの

運転取扱上の難点がありましたが、ATS-P で

① ATS-S 形

は車種ごとに適切な速度照査パターンを選択
できるため、この点が改善されます。
(2) レールに信号を流して情報伝達するもの
① AF 軌道回路方式

②２点間速度照査＋絶対停止 (0km/h 照査 )

この方式の特徴は、レールに流れる ATS 信
号の変化がすぐに車上装置へ伝わる点です。
ATS-S 形の改良に際して付加された機能で
す。
（但し一部は２点間速度照査機能無し）
地方民鉄でも単線区間の誤出発防止を目的
として整備が推進されました。

このため、駅ホームや踏切等の非常停止スイッ
チが扱われたらATS 信号をレールに流さない
ようにして、ATS ブレーキにより列車を停止
させることができます。( 地上子方式では地上
子の有る所でないと情報伝達できない ) 上図

③ ATS-P

の方式の他にも、レールに流す信号をデジタ
ル電文にして情報量を増やし、多様な速度照
査パターンにより制御する方式があります。
2005 年の尼崎事故に伴う省令改正を受け
て、曲線や勾配など線路の条件に応じて速度
を照査する機能が義務化されました。このた
め各社とも ATS のシステム更新などを機に
より高度な仕組みとするべく、地上子と軌道
回路など複数の情報伝達手段を組み合わせて
対応している例が近年では増えています。

ATS-P ではパターン速度と自列車速度を常
に照査し、速度超過時には自動的にブレーキ
動作します。このとき ATS-S 形のような確
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ＡＴＳ－ＰＦ車上装置について
1. はじめに
ATS-P は自動列車停止装置：ATS(Automatic Train Stop) の ひ と つ で、 ト ラ ン ス ポ
ンダを使用して地上からのデジタル伝送を用
いた情報に基づき、停止信号や速度制限区間
の始端までに停車または減速できるよう連続
的に列車速度を照査し、車上装置に記憶され
た照査速度 ( 速度照査パターン ) を超過した
場合には乗務員の確認操作の有無に関係なく
自動的にブレーキを動作させるものです。そ
の整備区間は JR 東日本、東海、西日本の 3
社にまたがっており、それらの各社間を直通
運転する貨物列車に搭載された車上装置が、
ATS-PF 車上装置です。
2.ATS-P の基本動作
ATS-P の地上装置は、連動装置、信号制御
装置等から信号機の現示情報を受け取り、あ
らかじめ入力された信号機設置位置情報等を
まとめてその情報を地上子から車上装置へ送
信する機能を有しています。
地上子は原則として図 1 に示す位置に配置
されており、『R 現示』信号機までの距離情

報を車上装置に伝達します。( 線区によって、
地上子は最大 8 個まで敷設される。)
車上装置はこの距離情報をもとに自列車に
設定された減速度を使用して停止位置までの
速度照査パターン ( 停止パターン ) を発生させ
ます。また、車両側の速度発電機の信号を利
用して車両の走行速度、走行距離を演算し、
列車の速度が発生したパターンによる照査速
度を超えたとき、直ちに非常ブレーキ制御 ( 事
業者によっては常用ブレーキ制御の場合もあ
る ) を実施します。パターンは次の『R 現示』
信号機までの距離情報を受信するか、『ATS
切換情報（ATS-P 機能終了）』等の情報を受
信するまで継続されます。
発生するパターンの最高速度は車種ごとの
最高運転速度に対して＋10km/hで設定され、
この速度は停止パターンが発生していない状
態でも常時有効となっています。( 車両最高
速度照査と呼ぶ )
3.ATS-PF 車上装置
ATS-PF 車上装置は、日本貨物鉄道株式会
社殿向けの車上装置として開発したものです。

ATS-P 最高頭打ち速度(列車最高速度＋10km/h)
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図１図１
ATS-PF
制御パターンと運転状態の例
ＡＴＳ－ＰＦ制御パターンと運転状態
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車上装置の構成は図 2 に示すとおりです。
車上装置の構成としては、地上との電文送受
信を行うアンテナとなる車上子、ATS-PF 本
体には電文の送受信を行う『送受信部』、非
常ブレーキなどの車両条件を入出力する『継
電器部』、受信電文、車両条件及び速度発電
機からの速度信号に基づき車両の制御を行う
『制御部』、装置の動作記録を行う『記録部』
があり、これらを同一の筐体に収納していま
す。車上装置の設置場所が機関車の機器室で
あることから筐体は密閉構造としています。
また、運転台には列車の速度、照査パターン
速度及び車両情報の表示及び音声アナウンス
を行うための動作表示器があります。
ATS-PF 車上装置と他の ATS-P 車上装置
の主な相違点は次のとおりです。
①列車選択スイッチによる、照査パターンの
切換
牽引する列車の最高速度 (45 ～ 110km/h)
と入換・リセット位置をあわせて、8 段階の
照査速度を切換えます。
②音声による案内の実施
電源投入時の操作ガイダンスのほか、パ
ターン発生／消去、パターン接近、ブレーキ
開放中などの場面で、チャイムおよび女性の
声でアナウンスが流れます。騒音の多い環境
に対応するため大形スピーカとアンプを備え
ています。
③動作表示器による運転状況の表示
動作表示器には、現在発生している最下位
パターンの照査パターン速度と、自列車の現
在速度をバーグラフで表示し、照査パターン
に抵触しないよう乗務員の運転操作を支援し

ています。
④運転台交換に伴う車上子および運転台表示
器の切換え
機関車の運転台交換 ( エンド交換 ) にあわせ
て、車上子および運転台表示器の切換回路を
内蔵しています。
⑤会社間切換機能
ATS-P を連続整備で使用している JR 東日
本、及び JR 東海の区間と ATS-P を拠点整備
しているJR西日本の区間で運転取扱いや機能
仕様が異なるため、ATS-PF では「東モード」
と「西モード」の 2 つのモードを設け、会社
間切換地上子による自動切換を行っています。
⑥重連／後押補機モード
重連総括制御の補機、または後押補機では、
車両側からの条件入力により ATS としての
機能を停止します。
⑦ブレーキ指令
ATS-PF 形は主に機関車に搭載されること
から、ブレーキ指令は非常ブレーキ出力のみ
としています。
（株式会社京三製作所 信号事業部第１技術部）
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