初級講座

自動列車制御装置 (ATC 装置 )
1. はじめに

はブレーキ制御を行い安全な走行速度まで減

ATC (ATC：Automatic Train Control)

速させる。列車の走行速度が現示速度以下に

装置は、
「先行列車との間隔及び進路の条件に

なると、自動的にブレーキ制御を緩解させる。

応じて、車内に列車の許容運転速度を示す信

このブレーキ制御と緩解の繰り返しにより、

号を現示し、その信号に従って列車の速度を

列車を先行列車の手前で安全に停車させる機

自動作用により低下する機能を持った装置」

能を有し、「多段ブレーキ制御方式」と呼ば

と定義されている。これらの機能は、地上機

れる。( 図１)

器室に設備する ATC 地上装置と、車上に設備
する ATC 車上装置にて実現されている。
列車の高速化、高密度運転化に伴い、従来
の線路沿線に設置した地上信号機の見落とし
リスクの増大が考えられることから、ATC 装
置は新幹線や地下鉄を中心に開発が進められ
た。
ATC 装置を日本で最初に採用した鉄道は、
1961 年に開業した帝都高速度交通営団 ( 現、
東京地下鉄株式会社 ) 日比谷線であり、古い
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ATC システム ( 多段ブレーキ制御 )

この方式には、ブレーキ制御とブレーキ緩

歴史を持つ。このときに採用された方式は、

解を繰り返すことによる乗り心地の悪化や

ATC 装置の特徴である連続照査 ( 常に ATC 速

電力効率低下の課題があり、これらを改良し

度信号と列車速度を比較 ) を行っているとは

たものが「一段ブレーキ制御方式」である。

言え、地上信号機や確認(ブレーキ緩解)スイッ

( 図２)

チを採用するなど、当時の自動列車停止装置

この方式は、軌道回路の長さを短くして現

(ATS 装置 (ATS：Automatic Train Stop))

示速度を細かくすることで、列車走行速度が

の特徴も有したシステムであった。

現示速度以下になる前に内方の軌道回路に進

現在の ATC 装置の標準である、車内信号
方式を確立したのは、1964 年に開業した東

入を繰り返すことで、スムーズに列車を先行
列車の手前に停車させる方式である。

海道新幹線である。
2. ATC システムの基本機能
ATC 装置は、軌道回路毎に前方の列車位置
に応じて安全に列車走行が可能な速度信号(現
示速度 ) をレールに送信する。ATC 車上装置
は、レールから速度信号を連続的に受信して、
地上装置からの現示速度と列車走行速度を比
較する。そして、速度超過をしている場合に
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ＡＴＣシステム（一段ブレーキ制御）
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さらに、列車に対して停止する位置 ( 区間 )
等の情報を、デジタル変調 ATC 波で車上へ

また、ATC 信号 (AM 波 ) の使用例を表１に
示す。

伝達して、車上側で停止目標位置に対してブ
レーキ開始点を判断する方式「パターン制御
方式」もある。( 図３)
この方式においては、車両自ら制御パター
ンを作成することから、軌道回路境界が必ず
しも速度の変化点とはならない特徴を持つ。
そしてこの特徴は、運転時隔の短縮、乗り心

図4

AM 波 ( 振幅変調波 ) の波形

表1

ATC 信号 (AM 波 ) の使用例

地の改善、回復運転特性の向上等に寄与して
いる。

(2) デジタル変調 ATC
次に、１つの現示速度情報を AM 波で送信
するアナログ変調 ATC に対し、一度に複数の
情報を送信可能にした「デジタル変調 ATC」
図３

ATC システム ( パターン制御 )

について紹介する。デジタル変調 ATC では
「周波数変調（MSK 変調）方式」が採用され、

3. アナログ変調 ATC とデジタル変調 ATC

東海道・山陽新幹線やつくばエクスプレスな

(1) アナログ変調 ATC

どで使用されている。

ATC 地上装置から ATC 車上装置へ送信す

ＭＳＫ波の波形を図５に示す。

る現示速度情報の伝送媒体としては、当初よ
りレールを使用しているが、レールには列車
のモーターを駆動するための電車電流も流れ
ている。電車電流は ATC 信号電流に比べ数
百～千数百倍の大きさである。よって、電車
電流の高調波成分は ATC 信号にとっては外
来ノイズとなることから、ATC 信号波は変調
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MSK 波 ( 周波数変調波 ) の波形

波を採用して影響を受けにくくしている。
国内の多くの事業者では、現示速度ごとに

MSK 変調では、データ”1”に相当する周

変調波を切り替える振幅変調波 (AM 波 ) を使

波数 f1 とデータ”0”に相当する周波数 f2

用しており、
「アナログ変調 ATC」と呼んで

を位相連続でつないで波形を生成する。１フ

いる。

レームが送信の単位となり、各ビットに意味

AM 波の波形を図４に示す。

を持たせることで一度に多くの情報を送信す

図のように、搬送波を変調波により断続す

ることができる。線路勾配や数軌道回路先の

る方式をとっている。搬送波のある「山の部分」

現示速度情報などの詳細情報を送ることがで

と搬送波のない「谷の部分」が存在し、山と

きるため、アナログ変調 ATC に比べて列車

山の間隔が変調波の周波数に相当している。

のきめ細かい制御が可能となる。
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4. ATC 装置の変遷
ATC 装置は機能上、故障発生時には列車の
運行が不能になることに直結することから、
安全性に加えて高い信頼性 ( 稼働率 ) も求めら
れる。そのため、ATC 地上装置には、故障時
においてもシステムとしての機能を確保する
ために待機２重系の冗長構成が導入された。
しかし、待機２重系の ATC 地上装置にお
いては、導入後に発生した運行不能となる故
障は非常に少なく、待機系のほとんどは使用
されないまま次の機器更新の時期を迎えてい
た。そのために、このような実態からシステ
ム全体を効率化かつ簡略化させるために、2

図7

台の待機系 ( 共通予備 ) をいくつかの軌道で共
有する共通予備 (N+2) 方式が開発された。代
表的な方式では N を「20」とし、20 台の送

ATC 装置外観

また、ATC 車上装置についても、ATC 地
上装置と同様に冗長系構成となっている。

信部に対して共通予備送信部を 2 台持たせる
構成になっている。

5. おわりに

さらに、共通予備 (N+2) 方式は、2 台の共

これまで述べてきたように、ATC 装置は、

通予備送信部を自由に割り当てることができ

列車を安全に停止させるという基本的な考え

る構成としており、ある 1 台の送信部からみ

方を保持しつつ、変調方式をアナログ変調か

ると 2 台の予備送信部が存在することから実

らデジタル変調に、冗長系を待機２重系から

質 3 重系相当となり、待機 2 重系構成に比べ

共通予備方式に進化することで、運転時隔の

稼働率が向上するとともに、大きな物量を占

短縮やきめ細やかな列車速度制御を実現しつ

めるパワーアンプの台数削減が可能となり機

つ、省エネルギー化にも対応している。

器のスリム化や消費電力の削減効果も同時に
得られている。

【日本信号株式会社 インフラ機器技術部（列車制御）】
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