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今井

俊昭

風の立ち上がりの予測技術の現状について触れる。ま

１．はじめに

た、観測に基づき予想される強風発生確率を使って強

1986年の余部事故を契機に、国内の在来線では橋梁

風に対する列車の安全性を定量的に評価する方法を提

を初めとする警戒箇所で強風時の運転規制風速を従来

示し、強風対策としての防風柵と運転規制ルールをど

よりも５m/s下げたいわゆる「早め規制」が取入れら

のように評価・適用するかについて述べる。

れるようになった。しかし、その後に強風による６件
の脱線転覆事故が起きていることもあり1）、災害発生

２．強風対策に向けた研究の取組み

箇所以外の多くの区間でも運転規制と強風監視体制が
強化されている。

鉄道総研における強風による脱線転覆を軽減するた

近年の強風による鉄道の災害は、急激に発達する温

めの課題には、
“沿線の強風特性”、
“車両空力特性”、
“車

帯低気圧や寒冷前線の前面に生じる積乱雲に伴う突風

両力学特性”の解明があり、これらの課題を総合した

2）

によって発生しており 、台風が主因であった20世紀

強風対策の実効性を検討する“安全性評価”がある（図

前半に比べて強風災害をもたらす気象条件は多様化し

１）。最初の三課題は、外力を評価するための強風箇

ている。また、災害発生箇所の地形条件も一律ではな

所の抽出方法や風の観測方法に関する研究と、車両の

い。さらに、鉄道車両に転覆の危険が生じる風速は、

転覆に対する耐力の指標となる転覆限界風速に関する

様々な条件で異なった値をとる。このため、強風に対

研究とに二分される。一方、“安全性評価”は、耐力

する安全を確保するには、風速に応じた危険度を正し

を上回る外力の発生確率を評価指標に用いて強風対策

く捉え危険な風速に列車を遭遇させないように風を監

の有無や運行条件の違いが安全性に及ぼす影響を評価

視しつつ運転を規制する技術が必要となる。

する課題である。なお、安全性評価の課題では外力と

本講演では、鉄道総研の強風に対する研究開発成果

耐力の大小関係を論じるため、外力の観測値を耐力と

として、鉄道車両に転覆の危険が生じる風速に関する

比較できるように評価する方法が必要となるが、これ

研究の現状や、風速計の配置や取付け方法などの強風

は外力評価の課題として行っている。

の監視技術を紹介するほか、竜巻を含む突風や急激な

外力の評価

耐力の評価
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気象条件
地形条件
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風速

強風箇所の抽出
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空気力
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図1

強風による車両の脱線転覆に関する研究マップ
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3.2

３．耐力に関する研究
3.1

輪重減少率の推定

風による車両の転覆に対する耐力の指標である転覆

空気力の推定

限界風速の評価手法として、鉄道総研は詳細計算式を

強風による車両転覆の原因となる車体に働く空気力

提案している4）。この評価手法では、空気力および左

は、車両の形状と線路構造物の形状に依存する。車体

右振動慣性力や超過遠心力等の車両に働く力が重力と

に働く空気力と風速を関係づける空気力係数は、車両

静的につりあった状態で風上側の輪重がゼロとなる状

と線路構造物を組み合わせた風洞試験で求められる。

態（輪重減少率100%の状態）を限界状態と定義して、

風洞試験は風洞内に自然風を模擬した気流（乱流境界

その状態をもたらす空気力と空気力係数から転覆限界

3）

層）を生成して行うが （図２）、このときの代表風速

風速を算出している。しかし、自然風下を走行する車

は模型を設置しない状態での車体中心位置の風速とす

両に作用する空気力は時間的に変動するため、変動す

る。なお、この風洞試験で得られた空気力係数が、自

る空気力が車体に働いた場合の輪重減少状態と、静的

然風下の実物大模型試験で得られた空気力係数と良く

な力のつりあいに基づいて詳細計算式で導かれる輪重

一致することを確認している。

減少状態との違いを明らかにしておく必要がある。そ

これまで乱流境界層を用いた風洞試験を実施して、

こで、詳細計算式を拡張した動的解析手法を開発する

７つの線路構造物形状と５車種の車体形状の組み合わ

とともに、その妥当性を検証するために実車両に変動

せで空気力係数を調べている（一部の形状について横

横力を負荷する試験（図４）を行った。その結果、開

力係数を図３に示している）。また、強風対策のひと

発した動的解析手法を用いて推定した輪重減少率は実

つである防風柵については線路構造物形状のひとつと

測値を良く近似していることを確認した。この動的解

みなして評価している。

析手法を用いて、様々な周波数の変動空気力および左
右振動慣性力を車体に与えた場合の輪重減少率と詳細
計算式が導く輪重減少率との違いを確認した5）。これ
らの検証を通じて、詳細計算式から導かれる転覆限界
風速は、安全性を評価するときの耐力の指標として用
いることができるものと考えている。
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４．外力に関する研究
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を抽出して風速計の配置方法を検討するとともに、線

桁高さ

路構造物が風速観測値に及ぼす影響について調べて構

（単線橋梁・通勤型・中間車両）

図３ 空気力係数の例（車両の形状、桁の高さが横力

造物に対する風速計の取付け高さを検討した。これら

係数に与える影響）

について紹介する。
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強風箇所の抽出

図６のように仮定し、各地点での地上10mの最大瞬間

規制用風速計の配置地点、あるいは防風柵の始終点

風速が危険な風速に達する事象の再現期間を求めた結

等の決定にあたり、強風箇所を抽出することを目的と

果が図７である。図７は耐力としての危険な風速を超

した風速の再現期待値マップ（以下、強風マップとい

過する風速の発生確率の分布を表すものであり、再現

6）

期間が短い地点ほど強風に対する警戒の必要性が高い

この強風マップは、検討対象地域の過去の強風日を

地点であると考えることができる。そこで、規制区間

対象に気象モデル（地表から高層までの風向風速の分

の中で再現期間が最も短い地点が規制用風速計の配置

布を水蒸気量や気温等とともに解く数値解析手法）と

候補地点となる。

う）の作成方法を開発した 。

気流モデル（流体解析手法）を用いて地表面の各格子
め、周辺の地形条件を数値化した地形因子解析結果に

4.2

風速計の取付け位置と線路構造物が観測
風速に及ぼす影響

基づき平均風速を最大瞬間風速に換算して、年最大瞬

規制用風速計で観測された風速（以下、観測風速と

点における平均風速を計算して風速の再現期待値を求

間風速の再現期間を100m間隔で示したものである。

いう）を、転覆限界風速を評価する基準位置における

強風マップの一例として、年最大瞬間風速が40m/s

風速に評価しなおすため、風洞試験を行って高架橋周

となる沿線各地点の再現期間を図５に示す。ここで再

りの風速を測定し、高架橋上の観測位置における風速

現期間が短いということは、瞬間風速40m/sの風が吹

を基準位置における風速と比較した（図８）。基準位

きやすいということである。各地点での危険な風速を

置の平均風速を1とした場合の観測位置における平均

(年)
再現期間

風速を風向ごとに比較すると、高架橋の風下側の低い

1

測定点では、基準位置の風速よりも平均風速を小さく

10

評価することが分かった（図９）。さらに、風下側の
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低い測定点では測定値の乱れが強かった7）。このよう

数で近似できることが分かった9）。この指数関数で近

に、構造物に近い測定点では風向によって基準位置の

似した風速増加量δの相対出現度数を風速増加量の発

風速との違いが大きくなることから、沿線に風速計を

生確率とする10）、11）。

取付ける際に構造物の縦の寸法に応じて風速計を構造

5.3

物から高く離して取付けることが重要である。

列車が強風に遭遇する確率

定式化した風速増加量の発生確率を用いることによ
り、この駅間を規制区間とした場合に列車が進行を許

５．安全性を評価する方法
5.1

されるm分間の最大瞬間風速が転覆限界風速以上とな

安全性の評価指標

る確率を算出することができる。

強風対策の有効性を評価することを目的として、転

運転規制が行われる線区では、時刻 t の直前n分間最

覆限界風速以上の強風が発生する確率を評価指標とし
た安全性の定量的な評価方法を示す。ここで、安全

t に列車は区
大瞬間風速が規制値未満であれば、時刻
転覆限界風速
間に進入することができる。従って、進行する列車が

性を評価する対象は列車が数分間で通過する数kmの

転覆限界風速以上の強風に遭遇する確率は、n分間の

駅間である。この駅間の通過所要時分がm分間であれ

最大瞬間風速up が規制値未満でありかつ風速増加量

ば、m分間の最大瞬間風速が転覆限界風速以上となる

δが転覆限界風速とup との差よりも大きくなる確率

8）

確率 をもって評価指標とする。なお評価にあたって

をup について風速0m/sから規制値まで積算した値と

は、
駅間のどの地点でも強風発生確率は同様と仮定し、

なる10）。この確率が評価指標となり、図11においては

規制を行う場合には規制用風速計によって基準位置の

赤色領域に位置するプロットの期待個数がこの確率に

風速が観測されているものとする。また、評価指標の

相当する。

値がゼロに近いほど安全性が高いことを表す（具体例
を５．
４で示す）
。

5.2

風速増加量の発生確率のモデル化

転覆限界風速
直後 m 分間最大瞬間風速 uf

前述の評価指標に運転規制の効果を反映させるた
め、
「風速増加量」の発生確率の定式化を行った。こ
こで風速増加量とは、m分間の最大瞬間風速uf がその
直前のn分間最大瞬間風速up から上回った風速の差で
ある。強風時の運転規制では風速が規制基準を下回っ
てから規制を解除するまでに15分または30分間といっ
た様子見時間を設けることが多く、上記のn分間には
検討対象区間の様子見時間長さをとる。（図10）

←抑止発令風速

nが30分以内、mが10分以内の範囲で、様々な地形
条件を有する観測地点における風速増加量の出現度数

直前 n 分間最大瞬間風速 up

を調べた結果、風速増加量δの出現度数はδの指数関
図11

uf

up

5.4

δ

安全性の違いを試算した例を以下に示す。ここで、列

風速 u

車の走行速度と転覆限界風速ならびに規制区間の通過
所要時分を固定条件とする（表１）。これらの条件に

ｍ分

時刻 t

図10

強風対策の効果

強風対策として徐行または防風柵が選ばれた場合の
δ(m,n)＝uf －up

ｎ分

時刻t図11
の直前の風速と直後の風速の散布図
時刻t の直前の風速と直後の風速の散布図

強風発生確率を当てはめて評価指標を試算した結果
を表２に示す。これによると、徐行なしで抑止風速

時間 t

が25m/sのルールAと、徐行発令風速を20m/sとして

0

風速増加量の取出し方

抑止風速を30m/sとしたルールBを比較すると、ルー
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ルBの安全性が優る。しかし、ルールBの徐行発令風

のほとんどは日本海上で発生し季節風により内陸へ移

速を25m/sに緩めたルールCをルールAを比較すると、

流することが明らかとなった12）。

ルールCの安全性が劣る。また、防風柵を取付けて抑

この研究では、小型気象レーダーを用いて短い周期

止風速を30m/sに緩めたルールDの安全性は、防風柵

で地上約500mの上空に水平走査を繰返すことにより

の設置によって転覆限界風速が向上した効果から、抑

鉛直渦を探知できることが確認された。現時点では実

止風速を25m/sとしたルールAよりも優ることが分か

用化に向けた課題が残っているものの、日本海で発生

る。

した渦が線路上空に接近する様子を監視することで、

以上のように、徐行による転覆限界風速の向上効果

突風の線路への到達を現在の気象情報よりも詳細な時

と、徐行による通過所要時分の延びによる強風遭遇確

間・空間スケールで予測できる可能性があることが分

率の増大、防風柵で転覆限界風速を向上させつつ規制

かった。

発令風速を緩和させるなどの相反する条件を組み合わ

なお、この課題は鉄道建設・運輸施設整備支援機構

せた安全性の検討がこの評価指標を用いて可能になっ

から「運輸分野における基礎的研究推進制度」事業と

た。

して研究助成を受けた。

６．突風探知システムの開発

７．強風から列車を守るための技術なら
びに今後の課題

突風は、鉄道沿線の規制用風速計や一般の気象観測
網等の１地点の測定では捉えることが困難なスケール

列車を強風に遭遇させないように安全性を確保しつ

の現象と考えられており、突風を探知するためにはリ

つ、安定した輸送を実現するために研究成果から得ら

モートセンシング機器等を用いた面的な状況監視が必

れた主な知見を以下にまとめる。

要である。そこで、突風探知システムの開発を目標と

⑴

正しく転覆限界風速を評価する

して、四者による共同研究（気象庁気象研究所、鉄道

線区の実態的な条件に基づいて転覆限界風速を算出

総合技術研究所、東日本旅客鉄道、京都大学）を行っ

するとともに、基準位置の風速として転覆限界風速を

た。この研究では庄内平野を対象とした小型気象レー

評価することが必要である。

ダー観測と平行して地表面における高密度気象観測を

⑵

実施して、小型気象レーダーの突風探知能力を評価し

規制区間の中で転覆限界風速を超える風速が頻繁に

た。その結果、地上で観測された突風は基本的に降水

生じる地点を選び、規制用風速計を構造物から離して

を伴い、小型気象レーダーによる探知が可能であるこ

高く取付けることが重要である。観測風速に対する構

とや、顕著な突風のほとんどは上空渦を伴い、その渦

造物の影響を小さくとどめるには現地の主風向を調べ

の水平スケールは数km 以下と小さいこと、さらに渦

て構造物の風上側に取付ける工夫が必要である。

表１
走行速度

適切な強風監視方法をとる

安全性評価に際して固定した条件
防風柵

転覆限界風速

通過所用時分 m

平常時100km/h

なし

31m/s

５分間

徐行時50km/h

なし

37m/s

10分間

平常時100km/h

あり

40m/s

５分間

表２
ケース

評価指標の試算例

強風対策
徐行

防風柵

規制発令風速
徐行

抑止

評価指標値
（ケースAを1）

Ａ

なし

なし

－

25m/s

1

Ｂ

あり

なし

20m/s

30m/s

0.48

Ｃ

あり

なし

25m/s

30m/s

1.42

Ｄ

なし

あり

－

30m/s

0.002
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運転規制値を適切に定める

3）鈴木実，種本勝二，斎藤寛之，今井俊昭：自然風

安全性の評価方法を用いることにより、規制区間の転

を模擬した車両に働く空気力に関する風洞試験法，

覆限界風速、通過所要時分、強風発生確率、風速増加

鉄道総研報告，Vol.17，No.11，pp.47-52，2003

量の発生確率等の条件に応じて、評価指標が目的とす

4）日 比野有，石田弘明：車両の転覆限界風速に関

る値となるように規制値を定めることができる。
⑷

す る 静 的 解 析 法, 鉄 道 総 研 報 告，Vol.17，No.4，

耐力を超える風速が頻発する箇所に防風柵を設

pp.39-44，2003

置する

5）日比野有， 金元啓幸，下村隆行：横風の変動周波

転覆限界風速を向上させる方策として防風柵には確

数が車両の動的挙動に及ぼす影響, 鉄道総研報告，

実な効果が期待できる。従って、転覆限界風速を超え

Vol.23，No.11，pp.7-12，2009

る風速が突出して多い箇所に防風柵を設備して、規制

6）荒木啓司，福原隆彰，島村泰介：鉄道線区におけ

風速を前述の評価手法を用いて定めると、安全性を低

る強風箇所抽出方法の開発, 日本鉄道施設協会誌，

下させることなく規制影響の軽減も期待できる。

Vol.46，No.11，pp.49-51，2008

なお、今後の課題として、より細かな条件での安全

7）荒木啓司，今井俊昭，種本勝二，鈴木実：構造物

性評価を目指すために、転覆限界風速の検討条件を拡

周りの風速計位置が観測値に及ぼす影響の評価，

げていきたいと考えている。また、強風マップの局地

鉄道総研報告，Vol.25，No.7，pp.43-48，2011

風発生箇所における推定精度のさらなる向上も今後の

8）今井俊昭，荒木啓司，福原隆彰：規制区間で列車

課題である。加えて安全性評価手法に関しては沿線の

が強風に遭遇する確率の評価方法, 鉄道総研報告，

条件を可能な限り反映させられるように高度な手法に

Vol.23，No.3，pp.5-10，2009

改良していく予定である。

9）島村泰介，福原隆彰，今井俊昭：風速の時間変動
に及ぼす気象条件と周辺地形の影響，鉄道総研報
告，Vol.19，No.10，pp.45-50，2005

８．おわりに

10）福原隆彰, 島村泰介，今井俊昭：風速の時間変動
を考慮した強風時運転規制の評価法, 鉄道総研報

余部事故以降、鉄道総研では強風による列車の走行

告，Vol.21，No.1，pp.13-18，2007

安全性に関する研究開発を継続的に進めてきた。今後

11）今井俊昭，島村泰介，藤井俊茂：自然風風速の変

も、鉄道会社が有効な強風対策を選択するための検討
に役立つように研究開発を進めていきたい。

動特性を考慮した実況風速の評価，鉄道総研報告，
Vol.17，No.8，pp.25-30，2003
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