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振動変化による鉄道軌道損傷の評価に関する基礎的研究
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Abstract
Railway transportation systems are one of the most important infrastructure for people to move.Therefore it is necessary for
the systems to maintain safety.However almost all the systems are composed of some components such as railroads,railroad ties
and ballastic tracks.To maintain safe conditions,subsidence of the ballastic tracks must be avoided.In fact, orbit causes the
subsidence of the ballastic tracks by the cyclic loading of the train. However, because of orbit these conditions cannot be easily
seen.The railway is used daily, and could be in a danger state just before destruction of track when some abnormal part
continues to be used as railway track.This study is concerned about the change in vibrations of railroad ties when the orbit is
inspected.As a result of these experiments, in case a ballastic track has there being caves in the ballastic tracks.
Keywords: Railroad tie, Ballast, Vibration, Destruction of track

1．まえがき

このように軌道のどれか１つに変位が発生するだけで
負の連鎖が発生する．

物資の輸送，交通の便として利用される鉄道は，我々

本研究は軌道における人的ミスによる事故を防ぐため

と密接した関係にある．鉄道が鉄道として機能する為に

に，マクラギに伝わる振動周波数と軌道の変化との関係

必要不可欠な軌道は，日々の列車通過による繰り返し荷

を調べ，マクラギの振動状態の変化に基づく軌道損傷検

重が作用する事によって道床部の沈下を生じさせる軌道

出の可能性を探ることを目的とする．

破壊という劣化現象(Fig.1)が避けられず，軌道維持管理

具体的には，1/2 スケールで設計したマクラギとバラ

の重要課題となっている．

ストを用意し，軌道上で周波数の異なる振動(2Hz・4Hz・

レール内側・外側のどちらで軌道沈下が発生した場合

5Hz・8Hz）を遠心力を利用して発生させ，遠心力 80N（遠

でも，修繕しなければ金属疲労によりレールが折損し列

心力の鉛直成分の振幅 80N）時の上下振動の伝達を調べ

車の脱線事故にも繋がる．軌道法より，軌道変位実施基

る事で，軌道損傷状態および周波数の違いによってマク

準に定められている整備基準値変位量は，東京近郊の線

ラギの変形にどのような影響が生じるのかを考察したも

区では高低変位 23mm（静的）となっている 1) ．これは

のである．

軌道破壊進行に係数 0.7 を乗じたものであり，実際の破
壊変位よりも小さな値を基準として設定する事により，
安全性を高めている．そしてこの値は 15 日以内に修繕し
2)

なければ脱線事故へと繋がる危険な状態である ．

Repetition load of a train

Instability of an orbit due to
subsidence of a ballasted track

東京近郊線区では 3～5 日以内に 1 回全線路を徒歩巡視，
7 日以内に列車巡視をしなければならないと法令で謳わ
れている．しかし，軌道の下面は容易には見ることがで
きず，異常箇所を発見することのできないままでは 15
日以内の修繕期日を超え，軌道破壊も進行し非常に危険
である
*1
*2
*3
*4

2),3)

．
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Fig.1 Destruction of a track
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Combination of gears
１２０ → ６０

Gear

Table 1

Corresponding frequency
２Hz

１２０ → １２０ → ３０

４Hz

１２０ → １２０ → ２４

５Hz

１２０ → １２０ → １５

８Hz

Product

Gear

List of parts

Production

Kohara Gear
Industry Co.,Ltd

Fig.2 Combination of gears and corresponding frequency

Shaft
(straight type)

MISUMI Corporation

Set-up collars

Fig.3 Motor

(Slittype,2taps)

Fig.4 Combination of gears

(TUBAKI HYPOYD MOTOR)

MISUMI Corporation

(4Hz)

Standard

Quantity

SS1-15B

2

SS1-24C

2

SS1-30D

2

SS1-60B

2

SS1-120A

4

PSSFG15-600

1

PSSFG12-600

1

PSSFG10-600

1

PSSFG 6-600

1

PSSFG12-365

1

SSCSW15-15

4

SSCSW12-15

4

SSCSW10-12

4

SSCSW 6-10

4

2．遠心載荷装置

与える装置を製作し，調べる．軌道模型に振動を発生さ

2.3 装置概略
Fig.2 の歯車の組み合わせにおいて，4Hz・5Hz・8Hz
時に歯数 120 個の歯車を 2 つ咬ませてから測定用周波数

せる装置の製作に必要な事項を以下にまとめる．

の歯 車 を設 置 した 理 由と し ては ， モー タ ー直 結 の歯 車

本研究では，遠心力を用いて，軌道模型に上下振動を

120 に歯数 30・24・15 を直接連結すると遠心力載荷装置
2.1 遠心力 4),5)
遠心力（centrifugal force）とは，回転運動をする系に
おいて観測される慣性力の一種であり，回転の中心から
みて外側へと向かう方向の力である．遠心力(F)に関して
は、次式が成立する。
（2.1)
� � �� � ��
ここに、�は回転体の質量，�は速度，�は回転半径であ
る。本実験では円運動によって遠心力を発生させる為，
上記の式(2.1)ではなく各速度 ω を用いた公式を使用す
る．半径(R)の円周上を速度(v)で回転する物体の場合，速
度と角速度の関係は，
� � ���
(2.2)

となる．式(2.2)を式(2.1)に代入すると，遠心力(F)と角
速度(ω)の関係式が以下のように導かれる．
(2.3)
� � ����
本実験では遠心力（F）の算出に，以上より得られた式
(2.3)を使用することとする．

2.2 歯車
本研究では，1Hz で駆動するモーターに基本となる歯
数 120 コマの歯車を取り付ける．その基本歯数に別の歯
車を適宜かみ合わせることで，2Hz,4Hz,5Hz,8Hz の４通
りの周波数を発生させることとした（Fig. 2）．それぞれ
の周波数に対して生じる遠心力については，後述する．

との当たりが発生し，過剰な振動が発生するため適切な
データを得ることができないからである．シャフトなど，
モーター以外に使用した材料を，Table 1 に示す．

3．軌道模型の製作および実験概要
3.1

軌道寸法

本実験は，実寸の軌道及びバラストの寸法を 1/2 スケ
－ルで行った．本来ならば実寸大での実験が望ましいの
だが，実験場所の確保，機材の運搬，安全性の問題等か
ら 1/2 スケ－ルでの実験となった．
なお，このような模型実験の場合，相似律によって次
元のスケールを合わせることが行われるが，今回の実験
では 長 さの 次 元の み すべ て の模 型 構成 部 材の サ イズ を
1/2 としている．
実際の軌道施設に関する実施細目（規定）の 110km を
超える区間（単線）の場合の寸法ならびに，今回製作し
た実験用の軌道寸法を，Fig.5 に示す．
3.2 マクラギの製作
実寸のマクラギと，1/2 スケールのマクラギの寸法を，
Fig.6,Fig.7 に示す．
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A

C

B
Actual size (Basic size)
A : > 2800mm
B : > 4480mm
C : > 450mm
Ballast : > 40mm

Experimental size

1/2

A : 1400mm
B : 2240mm
C : 225mm
Ballast : > 20mm

Fig.6 Railroad tie
Fig.5 Actual size and Experimental size
50
45
40

stress [MPa]

35
30
25
20
15
10
5
0
0

500

1000

1500

2000

strain [μ]

Fig.8 Compressive strength test
Table 2 Centrifugal force obtained by each frequency

Fig.7 Side view (in[mm])
マクラギに使用するコンクリートは，粗骨材最大寸法
Gmax=15mm とし，無筋コンクリートとした．実際のマ
クラギはプレストレストコンクリート(以下 PC）である
が、今回の実験目的がマクラギの破壊までに至る挙動が
必要になるのではなく，微小変形時における振動特性を
把握する事である為，PC よりも変形の大きい無筋コンク
リートの方が挙動を捉えやすいと判断した．
同時に，製作した円柱供試体の一軸圧縮強度試験の結
果を Fig.8 に示す．この結果からヤング係数は Ec= 32
[GPa]，圧縮強度は 32.3[MPa]が得られた．
これは，JIS 規格を満たしており，マクラギ模型として
の要求を満たしている．
3.3

4 Hz

5 Hz

8 Hz

R[m]

25.3

12.7

16.2

12.6

m[kg]

2.0

1.0

0.5

0.25

F[N]

80

80

80

80

3.4

実験概要

Fig.10 に，実験装置の概略を示す．これは製作した軌
道模型上に遠心力載荷装置を載せ，その上にモーターを
設置し歯車の組合せによって周波数を変更できるように
したものである．実験内容は，異なる周波数で同じ遠心
力を発生させられるように式(2.3)を用いて 80Ｎの遠心
力が発生するよう半径 R を調整し，その時の振動がマク
ラギにどういった影響を与えるのかを，マクラギに設置
した加速度計によって計測したものである（Table 2）．
また，道床部に空洞を設けた状態での計測も行い、通
常状態での計測値との比較を行った．

4．実験結果および考察

道床部・軌道製作

道床部を製作するために砕石をふるいにかけ，粒径を
実際のバラストサイズの 1/2 である 20mm 以上に選定し
た砕石で軌道を製作した．道床部断面図および平面図を
Fig.9 に示す．

2 Hz

4.1 実験結果
通常軌道状態を基準に，マクラギ下面の両端部および
中央部を空洞にさせた状態で同様の実験を行い，収集し
たデータを比較した ．
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Fig.10 Outline of 1/2 scale mockup

Fig.9 Road bed and ground plan
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Fig.11 Fourier spectrum (case: normal orbit state)
4.2

卓越することが，Fig.11 よりわかる．4Hz の回転ではマ

バラストの沈下がフーリエスペクトルに及ぼす

クラギの左部①，②では 12Hz，右部⑤，⑥では 7Hz，中

影響の考察
通常軌道状態の 2Hz の回転では，マクラギの中央③と

央部③，④は 7Hz と 12Hz となっており，中央部③では

左部①，②では 5Hz，右部④，⑤，⑥では 9Hz の波形が

両方の波形が卓越している．5Hz の回転では，10・15・
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Fig.12 Fourier spectrum (case: midsection cavity state)

20・25Hz の低周波の同波形が，8Hz の回転では 25Hz に

いているためと考えられる．また，2・4・5・8Hz の全て

卓越周波数が各計測点に存在している．

が低周波時に振動していることがわかる．
以上の実験結果を踏まえ，実際の軌道に置き換え考察

上記を基準として，通常軌道状態とマクラギ両端部空

する．軌道の基盤は土でできているが，路盤は砂で滑り

洞・中央部空洞を比較する．
マクラギ両端部空洞状態の 2Hz の回転(Fig.12)では 65

やすいところがあり，まれに軌道陥没がある．本実験の

～75Hz 時に両端①，⑥とレール部に卓越周波数が現れて

データから，高周波数に卓越周波数の出る箇所では，マ

いる．同様に 4Hz の回転では 58～72Hz，5Hz の回転では

クラギ端部に浮き(マクラギと砕石の間の隙間)があり，

65～77Hz，8Hz の回転では 60～80Hz 時に両端①，⑥と

低周波数の箇所ではマクラギ中央部に浮きがあると考え

レール部に波形が表れている．中央部③，④には有意な

られ，低周波数の箇所ではマクラギ中央部に浮きがある

卓越スペクトルは検出されなかった．

と考えられる．

これはマクラギ両端部下面の砕石がなくなったこと
で，マクラギ両端部が砕石のある中央部を支点として上
下に振動していることが考えられる．また，2・4・5・
8Hz の全てが高周波時に振動していることがわかる．
次にマクラギ中央部空洞状態では，2Hz 回転時では
26Hz，4Hz 回転時では 18～26Hz，5Hz 回転時では
15Hz,8Hz 回転時では 20～25Hz で卓越周波数が表れてい
る．中央部空洞状態ではマクラギ両端部空洞状態とは異
なり全ての加速度計設置部で表れている．これは，上下
振動により，マクラギが中央部空洞にたわみ，両端が浮

4.3 マクラギのモード形状に関する検討
前節の検討は，フーリエスペクトルからマクラギ変形
あるいは変位を想定したものであるが，そもそもフーリ
エスペクトルによって判断できるのは，ある周波数成分
のフーリエ振幅だけであるから，上記の検討が変形につ
いて正しいかどうかを，別の切り口から検討する必要が
ある．
そこで，加速度記録からマクラギのモード形状を導出
するために、同一実験で得られた６個の加速度記録から
任意の２つを取り出し、それらのクロススペクトルから
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Fig.13 Fourier spectrum (case: the both ends in the cavity state)
位相角(フェイズ)を求めた 6),7) ．具体的には，
1) 通常軌道状態の 2Hz 加振における加速度記録①と
②について，クロススペクトルを求め，その結果か
ら周波数成分－位相角の関係を求める．
2) 加速度記録①と③，①と④など，①と他の５点につ
いて同様に位相差関係を求める．
3) Fig.11 の当該フーリエスペクトルにおいて，最も卓
越している周波数 fp[Hz]を選定する．
4) fp[Hz]における加速度記録①に対する他の５点の位
相角α 2～α 6 を決定し，その余弦にフーリエ振幅を
掛けることで，モード形状を決定できる．
5) これ ら を ３つ の軌 道 状 態と ４つ の 加 振種 別それぞ
れについて行う．
なお，3)の fp の決定であるが，すべての加速度におい
て同一周波数で卓越していない場合には，６つの加速記
録においてフーリエ振幅が最大振幅となっている周波数
をそれぞれ選定し，その６個の値のうち重複するものが
最も数多く存在している周波数を fp としている．
このようにして得られたモード形状を，Fig.14 に示す．
こ こ で は 2[Hz] 加 振 と 5[Hz] 加 振 の み を 示 す が ，
4[Hz],8[Hz]の加振についても同様の傾向である．

Fig.14 を見ると，通常軌道状態においては，マクラギ
は全測点において同じ方向で変位していることが分かる．
両端部空洞状態の場合は，両端が逆位相で変位してお
り，中央に残ったバラストが支点になって，そこを支点
にした形で変位することが分かる．このことは Fig.12 に
おいて，中央付近の測点におけるフーリエスペクトルが
ほとんど生じていなかったこととも整合する．
また，中央部空洞状態の場合には，バラストの中央部
においてマクラギ変形が生じており，両端を支点とした
ような動きになっていることが分かる．
以上をまとめると，Fig.15 のようになる．すなわち，
通常軌道状態ではマクラギが平行移動するような剛体変
位に伴い全体が上下振動しているが，両端部空洞状態の
場合はマクラギは回転を伴う剛体変位を生じることにな
る．一方，中央部空洞状態の場合は，マクラギそのもの
が曲げ変形を生じる形で振動することになる．
これらの結果は，加振周波数によらずに同一の傾向が
得られたものであり，マクラギの振動特性によってバラ
ストの損傷状況を把握しうることを示していると言える．
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Fig.14 Vibration modes of railroad tie

Normal orbit state

Both ends in cavity state

Midsection cavity state

Fig.15 Vibration modes due to ballasted track conditions

5.まとめ

詳細に実験を重ねることにより，今後，人的巡視ではな
く，コスト等も踏まえ実用できる可能性が示されたと考

鉄道軌道は，列車の行来の激しさから軌道上での調査

える．

が難しいため，軌道破壊につながる道床の沈下を把握で
きるシステムの構築を目的とした実験を行った．
マクラギ下面の砕石状態を予測するために，1/2 スケ
ールの軌道を製作し，マクラギに振動が生じた場合のマ
クラ ギ の 振 動 と 道 床 の 状 態 の 関 係 を 調 べ る 実 験 を 行っ
た．
実験の結果，通常軌道状態とマクラギ下面(端部と中央
部）に空洞が存在する場合を比較すると，端部のバタつ
きや マ ク ラ ギ の た わ み に 起 因 す る と 思 わ れ る 現 象 が確
認できた．また，周波数応答ならびに位相角を用いた振
動モード形状からも空洞場所付近が確認された．さらに

参考文献
1) ㈳日本鉄道施設協会 解説「鉄道に関する技術
基準（土木編）改訂版（第二版）
2) JR 東日本設備部：施設・建設法規類集，鉄道
現業社，1987
3) 上浦 正樹・須長 誠・小野田 滋：鉄道工学，
森北出版，2000
4) Raymond A，Serway：科学者と技術者のための
物理学Ⅰa 力学・波動，学術図書出版社，1995
5) Raymond A，Serway：科学者と技術者のための

―
7 ―
− 113
−

振動変化による鉄道軌道損傷の評価に関する基礎的研究

振動変化による鉄道軌道損傷の評価に関する基礎的研究

6)
7)

物理学Ⅰb 力学・波動，学術図書出版社，1995
日野 幹雄：スペクトル解析，朝倉書店，1977
大崎 順彦：新・地震動のスペクトル解析入門，
鹿島出版社，1994

―
8 ―
− 114 −

