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「超音波レール探査機の現場での使用状況（原典：Voss-
loh）」（P20）

出典：Eisenbahntechnische Rundschau

「電化を加速するために開発された装置の中でこの
"double-shot” 自動延線機は吊架線とトロリ線を同時に延
線することが出来る。」（P33）

出典：Railway Gazette International

「ノイズブレーカーの設置状況」（P13）
出典：Der Eisenbahningenieur

「DB	Cargo 社による FAS	LEADER の実際のデータを用いて、
各貨物鉄道会社に省エネの実現をうながす。（原典：DB	
Cargo	AG）」（P26）

出典：Der Eisenbahningenieur
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記事抄録対象誌の概要
　本誌で紹介する海外鉄道技術誌の抄録対象は以下の 5誌です。写真や図表とともに記事の抄録をしています。

発行：�毎月
分野：�鉄道全般
言語：�英語
概要：�世界の鉄道に関する最新のニュースや技術

を紹介しています。数行のブリーフニュー
スから 1 ～ 4ページの特集記事で構成し
ています。

① RGI: Railway Gazette International

発行：�年 10 回
分野：�鉄道輸送、車両、軌道・構造物、情報・信

号通信など
言語：�独語（特集記事は英語サマリーあり）
概要：�ドイツを中心にした最新の鉄道技術を紹介

し、ほぼ全分野の記事になります。

④ ETR: Eisenbahntechnische Rundschau

発行：�年 10 回
分野：�情報・信号通信
言語：�独語・英語併記
概要：�ドイツを中心にした情報・信号通信分野に

おける最新の鉄道技術を紹介しています。
本文、図表キャプションともに独語と英語
を併記しています。

⑤ SD: SIGNAL＋DRAHT

発行：�年 2回
分野：�都市鉄道
言語：英語
概要：�世界の鉄道のうち、地下鉄、路面電車、ラ

イトレールなどの都市鉄道に関する最新の
ニュースや技術を紹介しています。RGI 誌
の姉妹誌です。

② MRI: Metro Report International

発行：�毎月
分野：�軌道・構造物、鉄道輸送、情報・信号通信、

車両など
言語：�独語
概要：�ドイツを中心にした最新の鉄道技術を紹介

し、約半数が軌道・構造物分野の記事にな
ります。

③ EI: Der Eisenbahningenieur
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　COVID-19 パンデミックにより世界の鉄道はダイヤの見
直しなど異例の対応を迫られており、恒例の「鉄道スピー
ド調査」は意味をなさないことからこれに代えて世界の高
速鉄道開発の現況を概観する。スペインでは RENFE が国
内の高速ネットワークでオープンアクセスのライバル 2 社
の参入に直面しており、これに対抗するため Talgo 社の
106 系電車を投入し、時速 330km での運行を想定して高
速試験で最高速度 363km/h を達成した。また仏・西合弁
の ILSA も来年後半には設計最高速度 360km/h の ETR1000
車両で参入予定である。360km/h 営業運転はヨーロッパ
ではすぐには実現しそうもないが、イギリスで建設が進む

High Speed 2 路線では設計最高速度 360km/h である。日
本では JR 東日本が Alfa-X で 360km/h の可能性を検証中で
ある。フランスでは次世代 TGV-M が Alstom により開発さ
れており、営業開始時には「鉄道スピード調査」に登場す
ることが期待される。ドイツでは ICE3 により 320km/h 営
業運転が検討されている。Maglev は「鉄道スピード調査」
の対象外であるが、スピード記録の上位を占めるのは
Maglev によるものである。日本の Maglev は建設が遅れ
ており、中国が日本に先んじて Maglev 新線を完成する可
能性がある。

競争による欧州高速鉄道マーケットの活性化
原題：Competition enlivens Europe’s high speed market

●著者・所属：Murray Hughes
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.8（2021-8）　pp.36-39
●言語：英語

ILSA 向け ETR1000 車両編成

出典　Railway Gazette International

鉄道スピード記録の変遷。図中の赤線は営業運転における停
車駅間平均速度最高値

出典　Railway Gazette International
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　今次の COVID-19 パンデミックは鉄道旅客輸送に長期に
わたる影響を及ぼす。すなわち通勤及びレジャー輸送需要
に根本的な変化をもたらす。鉄道事業者はこの危機をチャ
ンスと捉え、従来以上にフレキシブルで顧客中心の施策を

取り入れてニューノーマルの下での鉄道旅客に魅力的でサ
ステナブルな輸送手段の選択肢を提供しなければならな
い。このためには、鉄道事業者と公共輸送当局、ローカル
輸送機関との協力と政策立案者の支援が鍵となる。

「ニューノーマル」下における移動：COVID-19 パンデミックの帰結と望ましい対応
原題：Reisen im “New Normal” - Folgen der Pandemie und Handlungsempfehlungen

●著者・所属：Alexander Möller；Roland Berger 社、シニア・パートナー、ドイツ
　　　　　　　Dustin Herr；Roland Berger 社、シニア・プロジェクトマネージャー、ドイツ
　　　　　　　Julia Nickel；Roland Berger 社、シニア・コンサルタント、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.5（2021-5）　pp.24-28
●言語：独語

　この記事は、COVID-19 パンデミック下におけるウィー
ン 市 交 通 局 の 気 候 変 動 へ の 対 応 策 を 紹 介 し て い る。
COVID-19 パンデミックはウィーン市民の移動行動を大き
く変えた。しかし、中期的には、気候変動ははるかに重大
な危機であり、地球温暖化を抑えるためには、多くの野心
的な対策が必要と考えている。ウィーン市はオーストリア
の大都市の野心的な気候目標に貢献できるように、2 本の
地下鉄路線の拡張と電気バスへの段階的な切り替えの方針
で対策を講じている。コロナリスクの困難な最中でも
ウィーン市交通局は、気候変動対応の安全かつ重要な近代
化と拡張プロジェクトを継続している。

COVID-19 パンデミックにもかかわらず、ウィーン市交通局は気候変動と戦うための対策に焦点を合わせている
原題：Der Pandemie zum Trotz : Wiener Linien richten Fokus auf Maßnahmen gegen den Klimawandel

●著者・所属：Günter Steinbauer；会長兼技術運用分野の責任者（1982 年から）、ウィーン市交通局、オーストリア
　　　　　　　Paul Steckler；管理アシスタント（2015 年から）、ウィーン市交通局、オーストリア
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.6（2021-6）　pp.24-29
●言語：独語

2020 における公共旅客輸送推移（2019 年同月比）（原典：Verband deutscher Verkehrsunternehmen）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

2020 年の乗客数（2019 年同月比）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　この記事は、気候変動を意識したドイツの鉄道コンセプ
ト（コンパス）である Deutschlandtakt について紹介して
いる。Deutschlandtakt はドイツで気候に優しい鉄道輸送
を拡大するための新しいコンセプト（コンパス）である。
これは、連邦交通デジタルインフラ省（BMVI）の独立し
た専門家によって策定され、2020 年 6 月に採択された「鉄
道輸送マスタープラン」の一部であり、鉄道の輸送業界全
体の複数年にわたる協力プロセスの結果である。地方鉄道

旅客輸送（SPNV）の輸送当局、および鉄道貨物輸送（SGV）
と長距離鉄道旅客輸送（SPFV）の鉄道輸送会社（EVU）の
開発の視点も組み込まれており、インフラの拡張や DB 長
距離交通における挑戦を促している。Deutschlandtakt に
関連する目標は、鉄道で旅行する乗客数を 2 倍（SPV）に、
そして、総貨物輸送量の 25％の市場シェア（SGV）を獲
得することである。

鉄道の羅針盤（コンパス）としての Deutschlandtakt：長距離輸送における起業家の視点
原題：Der Deutschlandtakt als kompass für die Schiene

●著者・所属：Matthias Feil；調達管理責任者、DB Fernverkehr 社、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.6（2021-6）　pp.6-8
●言語：独語

Deutschlandtakt における速度レベル別のインフラの展望（原典： SPFV-Netzgrafik des dritten 
Deutschlandtakt-Gutachterentwurfs: https://assets.ctfassets.net/scbs508bajse/55FqSU1scly50
cgIKTo4QH/c5cd-6c048b5d10d2a0d7876f8f17a34a/Netzgrafik_3._Entwurf_Fernverkehr.pdf）

出典　Der Eisenbahningenieur

Deutschlandtakt における SPFV （長距離鉄道旅客輸送）の計画（提案）（原典： SPFV-
Netzgrafik des dritten Deutschlandtakt-Gutachterentwurfs: https://assets.ctfassets.net/
scbs508 bajse/ 55 FqSU 1 scly 50 cgIKTo 4 QH/c 5 cd- 6 c 048 b 5 d 10 d 2 a 0 d 7876 f 8 f 17 a 34 a/
Netzgrafik_3._Entwurf_Fernverkehr.pdf）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　ドイツ経済・エネルギー省は “Aachener Rail Shuttle”
構想実現のための開発投資を承認した。これは 100km/h
での走行が可能なバッテリー駆動の自律走行型レールバス
を開発・投入することにより、地方の閑散線区における鉄
道事業のコスト削減を目的としている。この “FlexSbus-LR”
プロジェクトは、TÜV-Rheinland Consulting と共同して進
めている同省の新車両・システム技術研究プログラムの資

金提供を受け、RWTH のアーヘン鉄道車両・輸送システム
研究所が推進している。このレールバスは通常のバスと長
さは同等で幅は 20% 広く 90 人の乗客スペースを確保し
ている。無人運転で列車編成の必要が無く、個別の車両で
需要に応じた高頻度の運行が可能となっている。今後多く
のドイツメーカーとコンソーシアムを組んで開発を進める
こととなる。

自律走行型レールバスプロジェクトの承認
原題：Autonomous railbus project approved

●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.7（2021-7）　pp.17
●言語：英語

自律型レールバス

出典　Railway Gazette International
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　英国政府はこの 5 月に Shapps 鉄道長官により公表され
た英国鉄道改革に関する「Williams 報告書」に基づき、英
国鉄道に統一された責任あるリーダーシップを提供するた
めの再生プログラムを公にした。その骨子は 1993 年の「鉄
道法」施行以来続いている鉄道経営の細分化体制を国家の
責任ある単一のリーダーシップに置き換えることにある。
このため、関連業界を含む鉄道界全体の再編を監督する国
家による単一の指針を設け、効率化を推進すると共に、鉄
道を輸送部門における脱炭素の主役と位置付ける。従来運
輸 省、 全 て の 列 車 運 行 会 社 を 統 括 す る Rail Delivery 

Group、インフラ管理者等が管轄していた業務を「Great 
British Railways」という新しい単一組織が統括する。ただ
し、ほとんどの旅客輸送サービスは民間の営業権取得業者
が引き続き受け持つ。見込まれる成果として、新しい旅客
サービスとチケット体系の提供、財務的に持続可能な鉄道、
地域密着性の向上、脱炭素による環境適合性、貨物輸送の
柔軟性・速達性の向上、労働力の革新及びシンプルな業界
構造などが見込まれている。政府は今後数か月かけてス
テークホルダーと協議し、2022 年以降に法案を国会に提
出する見込みである。

綻びた鉄道システムの修復
原題：Fixing a ‘broken’ system

●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.7（2021-7）　pp.44-47
●言語：英語

出典　Railway Gazette International

鉄道再編により期待される成果

英国政府は統一された責任あるリーダーシップを提供する鉄道再編プログ
ラムを公表した

出典　Railway Gazette International
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　鉄道省の国鉄計画草稿のインフラ投資や政策推進はイン
ドの鉄道市場シェアを今の 26％から次の 30 年間に 46％
にまで引き上げるとしている。鉄道省の計画ではインド国
鉄は成長に伴う需要をこなし、経済発展を補うような世界
的なシステムとして発展すべきであるとしている。これは
今後 30 年にわたる輸送形成、投資政策を意図したもので
鉄道の市場シェアを引き上げ、国の気候変動緩和目標に寄
与するものである。

インド国鉄計画はモーダルシフトの推進を目指している
原題：National Rail Plan aims to drive modal shift

●著者・所属：Raghu Dayal
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.8（2021-8）　pp.18-22
●言語：英語

人口と鉄道旅客輸送の予測の変遷、百万人

出典　Railway Gazette International

現在、完成間近のルートに加え、さらに３ルートの貨物専用回廊が 2051 年までに開発
される。また、NRP（国鉄計画）は数区間の高速線の開発も計画している。

（原典：©Railway Gazette 2021 Cartography by Andy Hellawell）

出典　Railway Gazette International
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　DFCs（インド貨物専用鉄道回廊計画）は鉄道貨物輸送
シェアの低下や既設路線の混雑で行き詰ったインド国鉄の
貨物輸送改革のため、2004-2005 年頃から計画が進めら
れ、世界銀行や JICA の融資により総計 3,880km の貨物専
用新線を建設し、高速大量の貨物輸送を実現しようとする
もので、今後 1 年以内に最初の 2 路線が完成予定である。
ハイテクインフラや新鋭車両の導入により効率性、生産性
を大幅に向上して鉄道貨物の競争力を高めるとともに、貨

物列車を新路線に移すことで既存ネットワークでの旅客
サービスを向上・拡大することも期待される。鉄道省では
DFC により IR （インド国鉄）の国内物流シェアを現在の
25％以下から 45～50％に回復させることを目標としてい
る。一方で、西部 DFC では 2024-25 年に、東部 DFC では
2029 年頃には早くもキャパシティが飽和状態になるとの
予測もある。

DFCs （貨物専用鉄道回廊計画）により貨物輸送の改革を進める
原題：DFCs poised to unlock IR freight reforms

●著者・所属：Raghu Dayal
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.8（2021-8）　pp.30-33
●言語：英語

DFCs の現況

出典　Railway Gazette International

6 月 21 日西海岸 Mundra に向け初めのダブルスタックトレインが無事運行された。

出典　Railway Gazette International
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　ドイツ・バイエルン州政府は州都
ミュンヘン近郊の将来に向けた地域の
旅客輸送計画として、「ミュンヘン地
域鉄道拡張計画（Bahnausbau Region 
München）」をスタートさせた。これ
は将来志向の鉄道インフラ開発の基礎
となるものである。このプログラムに
は、第 2 の幹線を含む、確定された 28
件の鉄道拡張計画に加えて今後検討が
行われる予定の 43 件の施策が含まれ
る。後者ではまずそれぞれが交通体系
に 与 え る イ ン パ クト お よ び 建 設 の
フィージビリティに関する検討が行わ
れ、プログラムの構成要素として採用
されるかどうかの決定がなされること
となる。

ミュンヘン近郊の鉄道延伸構想
原題：Konzept für den Bahnausbau in der Region München

●著者・所属：Georges Rey；SMA und Partner AG、マーケットマネージャー、ドイツ
　　　　　　　Bernd Kollberg；Intraplan コンサルタント、ビジネスユニットマネージャー、ドイツ
　　　　　　　Frank Kutzner；バイエルン州鉄道建設部長、ドイツ
　　　　　　　Katja Winkler；バイエルン州住宅建設交通局、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.5（2021-5）　pp.11-19
●言語：独語

　この記事は、大都市における高速
都市鉄道またはライトレールの選択
に関する内容である。ハンブルクで
は何十年もの間、既存の比較的大規
模な U バーンネットワーク（高速
都市鉄道）を中心に交通路線が追加
されてきた。現在の焦点は「U5」
と呼ばれるループ路線を含むように
地下ネットワークを拡張することで
ある。一方、これに代わるものとし
てライトレール路線が繰り返し提案
され、すでに建設が計画されている。
両者の特徴を検討する。

高速都市鉄道またはライトレール？  ハンブルグの「U5」の事例
原題：Stadtschnellbahn oder Stadtbahn? Beispiel Hamburg “U5”

●著者・所属：Andreas Kossak；コサックリサーチ＆コンサルティング社、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.6（2021-6）　pp.16-22
●言語：独語

ハンブルク市の地下鉄 5 号線 U5 の計画路線（赤線＋紫線）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ミュンヘン地域における鉄道拡張：S バーンネットワークの最大拡張ケース（原典：Intraplan）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　「自動化」という用語には、現在鉄道システムで研究さ
れている多数の戦略と革新が含まれている。これらの技術
的および組織的概念が運用管理および管理システムに与え
る影響は広範囲におよぶ。結果として、保守作業者の防護
などの周辺システムもこの影響を受けるものと考えられる。
ここでは、自動化が保守作業者の防護にどの程度影響する
かを調査したドレスデン工科大学の修士論文を紹介する。

鉄道の自動化と保守作業者の防護への影響
原題：Die Automatisierung der Bahn und deren Einfluss auf die Arbeitsstellensicherung

●著者・所属：Elena Queck；ツヴィッカウ応用科学大学、運輸管理・設備部長、ドイツ
　　　　　　　Mandy Hartung；DB Engineering & Consulting 社、デジタル制御・安全性チームリーダー、ドイツ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.113　No.5（2021-5）　pp.46-52
●言語：独語 / 英語

保守作業員の安全に対する自動化の影響（原典：Kosukhina, E.: Automatisierung 
der Gleisbaustellensicherung. Vortrag zu Sicherungstechnischer Fachtagung an 
derTechnischen Universität Dresden. Dresden, 29.09.2017）

出典　SIGNAL+DRAHT

自動化のシナリオにより総リスクに与える影響の分析（原典：Hartung, M.: Automatisierung der Bahn und deren Auswirkung auf die Gleisbaustellensi-
cherung, Masterarbeit, Dresden, 03.09.2018）

出典　SIGNAL+DRAHT
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　この記事は、線路の近傍に設置する防音
壁に関する内容である。線路に近接して設
置する防音壁（ノイズブレーカー）は騒音
源に近いため高さを低くすることが可能で
ある。連邦交通デジタルインフラ省（BVMI）
の資金調達プログラムの一環として、いく
つかの製品が定期的な運用の下で一連の実
証テストが行われた。この「防音試験のた
めの新しいアプリケーション指向のイニシ
アチブ」（ZIP プロジェクト 1-LENA）では、
ノ イ ズ ブ レ ー カ ー が 150m の 長 さ に わ
たって設置され、騒音低減効果の全体的な
評価を目的として一連の測定が行われた。

ノイズブレーカー：線路近傍の防音低壁
原題：Noise Breaker - eine niedrige, gleisnahe Lärmschutzwand

●著者・所属：Yüksel Büyükasik；テクニカルマネジャー、ゼネコンネットワーク構築、Leonhard Weiss 社、ドイツ
　　　　　　　Jürgen Kohlhas； 取締役社長、infra-tec 社、ドイツ
　　　　　　　Leopold Dietl；セールスマネジャー、防音領域、Forster Metallbau Ges 社、オーストリア
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.6（2021-6）　pp.13-17
●言語：独語

　この記事は、レールウェブに設置する
レールウェブダンパ SMTMD および LABT-
MD の２システムの構造と利点について紹
介している。他に適切な防音設備・装置が
設置できない場合、レールウェブダンパが
必要とされる。タイプ 60E2、54E2、49E5
レールの騒音低減に対し、新しい基準を設
定することが目的となる。それらの 1 つで
ある LABTMD システムは、I-LENA 防音イ
ニシアチブの一部としてテストされた。も
う 1 つの SMTMD システムは、既に鉄道規
格に準拠していることが証明されている。

SMTMD および LABTMD の 2 システムのレールウェブダンパ
原題：Schienenstegdämpfer des Typs SMTMD und LABTMD

●著者・所属：Stefan Batz；取締役社長、infra-tec 社、ドイツ
　　　　　　　Yin Xuejun；取締役会議長、Qingdao Create Environment Control Technology 社、中国
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.6（2021-6）　pp.19-22
●言語：独語

ノイズブレーカーの設置状況

出典　Der Eisenbahningenieur

4 つのクランプを備えた LABTMD レールウェブダンピングシステム（原典：infra-tec)

出典　Der Eisenbahningenieur

13 World Railway Technology 2021.10 PBWorld Railway Technology 2021.10

輸
送
・
安
全
・
環
境



　鉄道トンネルの復旧や更新に関して、建設業界ではデジ
タル化がますます重要になっている。将来的には、デジタ
ル計画がますます注目されるようになる。ビルディングイ
ンフォメーションモデリング（BIM）は、日常の実践的な
経験によって使いやすいツールになっている。BIM 手法の
可能性を十分に活用するには、基礎土構造および既存の構

造物をモデルに表示する必要がある。BIM はこれまで、ご
く少数行われてきた。しかし、BIM はトンネルの更新計画
において、とくに役に立つ。たとえば、初期の計画段階で
実行した場合、納期、費用、持続可能性に関して、路線の
ルートや断面形状が最適化される。

トンネルの復旧と更新のための 3D-BIM モデル
原題：3D-BIM-Modelle für die Sanierung und Erneuerung von Tunneln

●著者・所属：Helner Fromm；CDM Smith Consult GmbH、部門長、ドイツ
　　　　　　　Jürgen Schmitt；Hochschule für Angewandte Wissenschaften Darmstadt、教授、ドイツ
　　　　　　　Lukas Schilder；CDM Smith Consult GmbH、学生、ドイツ
　　　　　　　Stephan Nink；DB Netz AG、プロジェクトリーダー、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.5（2021-5）　pp.56-60
●言語：独語

既存のトンネルモデル（原典：Schilder, l.: Entwicklung eines 3D-Konstruktionsmodells für einen Bestandstunnel und anschließender Verschneidung mit der 
Neuplanung für die Erneuerung des Tunnelbauwerks zur Massenermittlung, Abschlussarbeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Darmstadt, 
2020, unveröffentlicht）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　余裕がなくなりつつある自然資源や廃棄場の容量を考慮
すると、持続可能な工事は経済的だけでなく社会的な要請
にもなっている。土木工事では大量の掘削土が発生する。
循環経済法（KrWG）によれば廃棄物の最小化の課題が重
要である。そこで目標は高い再利用率となる。土木工事で
は土の再利用をできるだけ高めるような掘削計画が作成さ

れる。法的に正しい再利用を可能にするため土質力学的適
性に加えて環境技術的適性が考慮される。取り除かれた土
を最小化する本質的な関心事は接着剤を使った土壌処理を
行うことである。この方式では適していない土は土構造に
再利用できる様に処理された。

資源を節約する工事
原題：Ressourcenschonendes Bauen

●著者・所属：Erik Schuhmacher；土木工学および廃棄のリーダー、Leonhard Weiss GmbH & Co.KG、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.5（2021-5）　pp.6-9
●言語：独語

掘削土の再利用と接着剤による土壌処理

出典　Der Eisenbahningenieur

決まった技術的安全方策が無い構造物への再利用―設置構成　Z1.1

出典　Der Eisenbahningenieur
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　鉄道路線は、多数のパラメータに基づいて計画、建設さ
れる。路線の線形要件が部分的に変更されると、バラスト
軌道からスラブ軌道へ、一般的には、橋梁から土構造へと、
多くの場所でシステム変更が行われる。これらのシステム
変更によって移行区間が生じるので、鉄道輸送に支障を生

じさせないことや新規および既存の路線が長期的に有用で
あることを保証するために、鉄道施設の計画や建設に関し
ては十分な注意が必要である。移行モジュール Versatile 
Transition System （V-TRAS）の使用は、これらを達成する
ための最適な方法である。

軌道の移行区間における技術革新
原題：Innovation im Übergangsbereich des Gleises

●著者・所属：Norman Krumnow；Rhomberg Sersa Deutschland GmbH、支配人、ドイツ　
　　　　　　　Georg Gabler；Rhomberg Sersa Deutschland GmbH、CEO、ドイツ
　　　　　　　Barnaby Temple；Rhomberg Sersa UK Limited、技師長、イギリス
　　　　　　　Brian Whitney；Network rail Limited、上級エンジニア、イギリス
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.5（2021-5）　pp.39-43
●言語：独語

V-TRAS の設置方法（原典：
homberg Sersa Rail Group）

出典　Der Eisenbahningenieur

V-TRAS の鋼製モジュール（原
典：Rhomberg Sersa Rail 
Group）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　ドイツのランシュタット駅は 19 世紀の状態であり、リ
ニューアルとバリアフリー化が必要であった。この駅は路
線網のインフラに対応するため過去に多くの点で拡張され
た。そのため、ランシュタット駅はバーデン・ビュルテン
ベルク州およびランシュタット地域の拠点駅になった。全
部で４本のプラットホームがあり、ローカル列車や長距離

列車が発着する。このような多くの状況がランシュタット
駅のリニューアルを大規模かつ挑戦的なものにした。建設
段階におけるリーンコンストラクションメソッドの利用
は、列車の継続的な運行の下に、透明性があり、かつ順調
な工事工程を保証するための一つの方法である。

リーンコンストラクションメソッドによる駅のリニューアル
原題：Erneuerung des Bahnhofs Rastatt mit der Lean Construction Methode

●著者・所属：Oliver Riechel；DB Station&Service AG、建設技術担当、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.7（2021-7）　pp.12-15
●言語：独語

エレベータと階段を備えた新しい跨線橋の予想図（原典：Mailänder Consult GmbH）

出典　Der Eisenbahningenieur

Last Planner システム（原典：Place Strategy GmbH）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　この記事は、道床バラストの動的挙動に関する数値パラ
メータ研究の紹介である。道床バラストの振動による流動
化の把握は重要であるが、ほとんど研究されていない。こ
の理由の 1 つは複雑で費用を要するテストが必要だから
である。費用と時間のかかる室内試験の代替または補足と
してコンピュータシミュレーションを使用して、さまざま
なパラメータの影響および従来の室内試験では考慮が不可
能な要素の検討が実現できる。個別要素法（DEM）の活

用によりバラスト道床構造の仮想「X 線ビュー」が可能に
なり、すべてのバラスト粒子の集合的な動作や個々のバラ
スト粒子の動きを把握できる。これにより、バラスト道床
の複雑な変動プロセスを直感的に理解することが可能とな
る。ここでは、特に道床バラストの圧縮に対するさまざま
な励起周波数と励起振幅の影響を評価することを目的とし
ている。

軌道建設における個別要素法の適用
原題：Anwendung der Diskrete-Elemente-Methode im Eisenbahnbau

●著者・所属：Samir Omerović；シミュレーションエンジニア、研究・シミュレーション部門、Plasser & Theurer 社、オーストリア
　　　　　　　Harald Daxberger；Plasser & Theurer 社、オーストリア
　　　　　　　Christian Koczwara；責任者、研究・シミュレーション部門、Plasser & Theurer 社、オーストリア 
　　　　　　　Bernhard Antony；責任者、技術センター、Plasser & Theurer 社、オーストリア
　　　　　　　Florian Auer；責任者、技術・イノベーション、Plasser & Theurer 社、オーストリア
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.7（2021-7）　pp.39-41
●言語：独語

バラストのタンピング試験；（左）流動化前のシミュレーションおよびフィールドテスト、（右） DGS
による流動化後のシミュレーションおよびフィールドテスト

出典　Der Eisenbahningenieur

a）シミュレーションのバラスト粒度分布　および b）使用したバラスト粒子形状

出典　Der Eisenbahningenieur
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　デジタル手法の導入によって、ドイツ鉄道 AG のインフ
ラ作業を容易にし、より効率的にすることが出来る。紙台
帳は周知のように忍耐強さが必要なもので、軌道工事の現
場では実際にはいつも存在するものでもない。手帳や事務
所でプリントアウトした試験記録を工事現場に持っていく

ことになる。工事現場で確認した時初めて紙台帳の情報が
正しくないことや試験記録が古い状況のもので実際には役
に立たないものであることがしばしば起こる。また、検査
結果を工事現場の野外で手で記録し、その後、事務所でコ
ンピューターに入力しなければならない。

軌道工事のデジタル助手
原題：Digitale Helfer im Bahnbau

●著者・所属：Jörg Prohaszka；ドイツ鉄道軌道工事グループ GmbH、デジタル評価リーダー、ドイツ 
　　　　　　　Stefan Balfanz；ドイツ鉄道軌道工事グループ GmbH、訓練センター課長、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.7（2021-7）　pp.31-34
●言語：独語

小型鉄部品アプリの画面、適した鉄部品の検索、選択が可能である。（原典：Digitale Qualifizierung DB Bahnbau Gruppe GmbH）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　近年、鉄道の安全な運行を維持するための保守・検査は
ますますその重要性を増しているが、そのための間合いは
ひっ迫しつつある。Vossloh 社の “Smart Maintenance” に
よるアプローチは状態監視による効率的な保守に寄与して
いる。Vossloh 社の新しい超音波レール探査機 SRE （SoniQ 
Rail Explorer）によりレール内部欠陥の検査は極めて容易

に行えるようになった。現場で集められたデータはその場
で視覚化され、オペレーターは複数の画面でそれを感覚的
に評価できる。オプションの機器により、データ処理セン
ターにデータを転送して資産管理や ERP プログラムに統合
することで、ワークフローが完成する。今後、さらに人間
工学的観点からのデザイン改良や操作性向上が進められる。

レール内部欠陥の把握
原題：Unregelmäßigkeiten im Schieneninneren verstehen

●著者・所属：Sebastian Meyer；Vossloh Rail Inspection 社、マネージングディレクター、ドイツ
　　　　　　　Stephan Heilmann；Fraunhofer セラミック技術研究所、プロジェクトマネージャー、ドイツ
　　　　　　　Ralf Schallert；Fraunhofer セラミック技術研究所、グループリーダー、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.5（2021-5）　pp.44-48
●言語：独語

ホイール内の 9 個の高性能超音波プローブによる同時探傷（原典：Vossloh）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

超音波レール探査機の現場での使用状況（原典：Vossloh）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　アルストムの地方向け車両担当副社長にインタビューを
行った。概要は以下の通りである。
　鉄道の脱炭素化には、ヨーロッパでは路線キロの 45％
が非電化であるので、気動車の代替が重要な課題である。
アルストムは 2014 年からこれに取り組んでおり、世界で
唯一燃料電池車で延べ 20 万キロを超える営業運転の実績
があり、3 か国の 4 路線から受注している。電化という手
段もあるが、多くの路線では経済的な方法ではない。車両
側での対応策には燃料電池車の他にバッテリー電車（バッ

テリー・架線ハイブリッド車）がある。これについても開
発を進め、ドイツの中央ザクセンへの納入契約（2023 年
運転開始予定）を結んだ。どちらにせよ、ヨーロッパの気
動車を全て置き換えるためには約 5,000 編成必要と見込ん
でいる。両方式の使い分けを決める大きな要素は、求めら
れる走行距離と考えている。現時点では、バッテリー車で
は 1 充電での走行限度は 100～150km 程度であり、これ
以上の走行が必要なら燃料電池車が妥当である。

アルストムの燃料電池車とバッテリー電車の現状
原題：Alternative traction can deliver decarbonisation in Europe

●著者・所属：Nick Kingsley
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.8（2021-8）　pp.46-48
●言語：英語

2021 年 4 月、SNCF Voyageurs は Régiolis の燃料電池駆動バージョン 12 編成をフランスの４地域の路線向けに発注した。車
両はアルストムの Reichshoffen 工場で製造される。

出典　Railway Gazette International

アルストムは ZVMS （中央ザクセン運輸公社）にバッテリー電車 Coradia Continental を 11 編成納入する

出典　Railway Gazette International
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　イギリスの入換用電気式ディーゼル機関車が燃料電池駆
動に改造中である。1959 年に BR で製造された 08 型が、
バーミンガム大と水素技術を専門とする Vanguard 社によ
りエンジンと主発電機が撤去され、燃料電池とバッテリー
が 搭 載 さ れ る。 主 電 動 機 は そ の ま ま 使 用 さ れ る。
Vanguard 社のチーフエンジニアは「再生可能エネルギー
により作られた水素を用いることにより、クリーンで静か
な機関車になる。」と語った。この機関車は Harrier と命名

され、試験は今年の末に行われる。このチームは、今後本
線の重量貨物牽引用機関車にこの技術を展開したいと言っ
ている。バーミンガム大のこのプロジェクトのリーダーは、
「Porterbrook 社と組んだ HydroFLEX プロジェクトでは、
イギリス初の本線用燃料電池車を作ることに成功した。今
回は伝統鉄道と組んで革新的なローカルスタートアップビ
ジネスを実現できる。」と語った。

イギリスで入換用ディーゼル機関車を燃料電池駆動に改造
原題：Harrier HydroShunter conversion

●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.6（2021-6）　pp.17
●言語：英語

燃料電池駆動に改造中の 08635 号入換機関車

出典　Railway Gazette International
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　アメリカの貨物鉄道輸送はディーゼル駆動に依存してい
る。Wabtec 社と BNSF 社は CO2 排出量の低減と省エネを
めざして、ディーゼル・バッテリーハイブリッドシステム
の開発に取り組み、カリフォルニア州の 585km の路線で
走 行 試 験 を 行 っ た。 試 験 は 2020 年 12 月 か ら 3 か 月、
2,400kW のハイブリッドシステム改造車を含む 3 両の
ディーゼル機関車がフル編成の列車を運転した。結果の速
報から、CO2 排出量や燃料消費量が最大 10% 低減できる
見込みを得た。これは回生ブレーキの使用、ヤードやター
ミナルなど所要出力が小さい箇所で、2 両のディーゼル機

関車のエンジンを停止あるいはアイドルにしたことによ
る。また、ハイブリッド改造車が 2 台のディーゼル機関車
に挟まれる編成にする必要があること、Stockton 駅から
南へ向けて発車する際はバッテリーパワーのみで起動でき
ることも明らかになった。登り下りが多い区間でこのシス
テムが有効で、勾配がない区間では効果が小さいこともわ
かった。Webtec 社によると、北米の幹線貨物鉄道会社の
運転区間でこのシステムが有効なのは 15～20％であり、
バッテリーの耐久性やパワー密度が改善されればこの数字
が大きくなるとのことである。

アメリカで貨物用ディーゼル機関車のバッテリーハイブリッド化試験が成功
原題：Road trials showcase battery loco potential

●著者・所属：Dave Lustig
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.7（2021-7）　pp.27-28
●言語：英語

Wabtec 社の Flexdrive というブランド名のディーゼル・バッテリーハイブ
リッドシステム（出力 2,400kW）を試験搭載した機関車は、先に別のシス
テムの試験に用いられた車両の改造である。

出典　Railway Gazette International

GM が Wabtec と協力して潜在的な鉄道用向けのウルティウム電池技術とハ
イドロテック燃料電池（上）を開発する

出典　Railway Gazette International
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　この記事は、Operail が発表した LNG 貨物機関車の紹介
である。この機関車は GE 社製の C36 幹線貨物機関車であ
り、天然ガス（LNG）とディーゼルを使用したデュアル燃
料の運転方式である。「燃料費を 30％削減、排出される二
酸化炭素を 20％および硫黄酸化物を 70％削減」と、公表
している。Operail は、2019 年後半にラトビアのデュアル

燃料技術会社 DiGas とのプロジェクトに取り組み始めた。
18,000 リットルの燃料タンクを 3 セクションに分け両端
にディーゼルタンク、中央に LNG タンクを設置し、機関
車はディーゼルと LNG の混合物またはディーゼルのみで
稼働が可能である。今秋、機関車テストと認証が行われる
予定である。

Operail が最初の LNG貨物機関車を発表
原題：Operail unveils first LNG freight locomotive

●著者・所属：Railway Gazette International 記者
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.8（2021-8）　pp.14
●言語：英語

Operail は GE の C36 機関車をディーゼルおよび LNG のデュアル燃料運転に変換した。（原典：Photo:Raul Mee/Operail）

出典　Railway Gazette International

23 World Railway Technology 2021.10 24World Railway Technology 2021.10

車
　
両



　運用の柔軟性を高めるためのハイブリッド駆動装置や、
乗客のための快適システムと情報システムの統合の実現な
どの鉄道車両技術の最近の動向によって鉄道車両の質量は
増加するが、鉄道車両の総質量は最大許容軸重によって制
限されている。高負荷構造物のための最近の CFRP （炭素
繊維強化プラスチック）による軽量化構造の開発は、顕著

な質量削減の可能性をもたらすが、鉄道車両にとって
CFRP 材料はまだ比較的新しい技術分野である。CFRP によ
る軽量化の可能性とそれに関連する課題の解決策につい
て、CG Rail GmbH は種々の鉄道車両構造において成功裏
に実証している。

CFRP による鉄道車両の軽量化
原題：CFK-Leichtbaulösungen für die Schienenfahrzeugtechnik

●著者・所属：Andreas Ulbricht；CG Rail GmbH、役員、ドイツ
　　　　　　　Franz Bilkenroth；CG Rail GmbH、プロジェクトリーダー、ドイツ
　　　　　　　Sepp Renner；CG Rail GmbH、プロジェクトリーダー、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.6（2021-6）　pp.45-49
●言語：独語

CFRP 製の軽量化台車枠（原典：©CG Rail GmbH, 2019）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　鉄道会社は運転支援システム（FAS）の利用に関して市
場調査の枠内では高い関心を示すが、相応の投資について
慎重な姿勢を示している。その主な理由として多くの鉄道
会社は、省エネルギーを達成するための信頼性のあるデー
タの不足を挙げる。DB Cargo 社、DB Analytics 社、Knorr-
Bremse 社、コンサル会社 Berg Lund & Company の各社は、
DB Cargo 社が FAS LEADER を用いて行った省エネルギー

を、その他の貨物鉄道会社に応用するための信頼性のある
モデルを開発した。それを用いて、各貨物鉄道会社が相応
の投資を実行するための、自由かつ個別で、とりわけ、信
頼性のあるビジネスケースの可能性を示した。
注： FAS LEADER は、Knorr-Bremse （クノールブレムゼ）

社の製品

運転支援システムによる省エネルギー
原題：Durchbruch für Fahrerassistenzsysteme?

●著者・所属：Martin Bernhardt；Berg Lund & Company （BLC）、共同経営者、ドイツ
　　　　　　　Jörg Schneider；DB Cargo AG、開発リーダー、ドイツ
　　　　　　　Eva Lohmeier；Knorr-Bremse SfS GmbH、販売技術担当、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.7（2021-7）　pp.19-21
●言語：独語

DB Cargo 社による FAS LEADER の実際のデータを用いて、各貨物鉄道会社に省エネの実現をうながす。（原典：DB Cargo AG）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　タルゴ社が構想を発表して以来 10 年以上を経て、次世
代高速車両 Avril は第一編成が走行試験を行っている。同
社の伝統を受け継いで客車は独立車輪方式で、軌間変換可
能でありながら営業最高速度 330km/h である。編成は両
端の動力車が 12 両の客車を挟む方式で編成長は 202m、
中間の客車の長さは約 13.2m と短い。大きな特徴は客車の
幅が 3,200mm と広いことである。これにより Preferente
クラスで 4 列、tourista クラスで 5 列の座席配置となり、

最大 581 名の編成定員（この場合は tourista クラスのみ、
ラウンジカーなし）が実現できる。2 編成併結運転も可能
である。電源方式は交流 25kV50Hz、直流 3kV、1.5kV に対
応している。2016 年～17 年に RENFE から 30 編成が発注
さ れ た。 編 成 定 員 が 507 名 と 581 名 の 2 種 類、 軌 間 が
1,435mm 専用、軌間変換（1,435/1,668mm）可能の 2 種類
があり、合計 4 種類が製造される。定員 507 名で 1,435mm
専用の編成はフランスへの直通運転が可能である。

タルゴ社の新しい高速車両
原題：From vision to reality

●著者・所属：Fernand Aznar Alonso；タルゴ社、事業開発部長、スペイン
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.6（2021-6）　pp.30-33
●言語：英語

Avril は車体幅が広いので、Preferente クラス（上）、Turista クラス（下）と
もに座席を一列増やすことができた。

出典　Railway Gazette International

RENFE106 系 Avril の主要諸元

出典　Railway Gazette International
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　ヨーロッパ全域に対応するデジタル自動連結器を選択す
るために、４種類のデジタル自動連結器について広範な試
験が DB AG コンソーシアムの指揮の下で行われている。
そのなかで DB Systemtechnik GmbH は、連結、けん引、

気象条件の各試験を担当している。試験目的はあらゆる環
境条件下でのけん引と同様に、自動連結、空気・電力・デー
タの各系統の自動接続、手動解放の試験を実施することで
ある。

ヨーロッパ対応デジタル自動連結器の試験
原題：Versuche zur Erprobung der Digitalen Automatischen Kupplung für Europa

●著者・所属：Fabian Wartzek；DB Systemtechnik GmbH、プロジェクトリーダー、ドイツ
　　　　　　　Daniel Jobstfinke；DB Systemtechnik GmbH、試験リーダー、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.5（2021-5）　pp.55-60
●言語：独語

４ 種 類 の デ ジ タ ル 自 動 連 結 器、 左 上 か ら 時 計 回 り に、Wabtec 社、Dellner 社（旧 CAF Miira 社）、Voith 社、Dellner 社（beginnend oben links im 
Uhrzeigersinn）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　イギリスで CAF 社が納入した 195 系気動車が車体と
ヨーダンパをつなぐブラケットの溶接部の亀裂により車体
から外れていることが 4 月に見つかった。195 系気動車
と、同じ構造を持つ 331 系電車の合計 101 編成の一斉点
検の結果、27 編成で亀裂が見つかった。イギリスの各社
での調査の結果、日立製の特急車両 800、801、802 系と
近郊電車 385 系にも多数の車両で亀裂が見つかった。5 月
11 日時点でグレートウエスタン鉄道の 93 編成のうち運用
可能なのはわずか 2 編成、ロンドン北東鉄道では 65 編成

中 31 編成である。両社の主力特急車両なのでダイヤに大
きな混乱を招いている。日立車の亀裂の深さは 15mm と
いうケースがあり、長さは最大 285mm と報告されている。
累積走行キロが長い車両に多いので疲労が関わっていると
いう意見や、溶接部へのストレスと化学的腐食の複合のた
めという意見があるが、現在日本とイギリスで原因究明中
である。修復作業は複雑で時間を要すると見込まれ、全編
成の対策工事完了は 2022 年末と予想されている。　

イギリスで新型車両の溶接部の亀裂が多発
原題：Structural failures sideline multiple-unit fleets

●著者・所属：Tony Miles
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.6（2021-6）　pp.36-39
●言語：英語

ヨーダンパ受の破損が見つかったため、CAF 社製の電車、気動車は、当面
の対策として補強板が取り付けられる。

出典　Railway Gazette International

800、801、802 系車両のアルミニウム製のボルスタに亀裂が見つかった。
このボルスタには車体上げ作業用のポケット（左）とヨーダンパを受ける
ブラケット（右）が取り付けられている。

出典　Railway Gazette International
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　ハイブリッドバッテリー・架線列車がベルリン～ノイル
ピーン～ヴィッテンベルグ間に 2028 年までに運行され
る。この 180km 長の区間は今、ブランデンブルグ州で唯
一のディーゼル駆動地域急行が運行されている。州は
2019 年 9 月にヘニヒスドルフ～ノイルピーン間の近代化
計画を提案し、30 分間隔のサービスを 2020 年代半ばに達

成しようとしている。州はヘニヒスドルフ～ヴィッテンベ
ルグ間を電化しようとしたが、近い将来では実現しそうも
なかった。Innoverse Transport コンサルタントの調査で
は不連続的な電化をすれば全体を電化する場合に必要な 
1 億 5,000 万ユーロに比較しておよそ 2,300 万ユーロで可
能なことを示した。

ブランデンブルグの研究は部分的な電化を提案する
原題：Brandenburg study proposes wiring islands

●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.7（2021-7）　pp.24
●言語：英語

DB Regio の Prignitz 地域急行は最近は Alstom のディーゼル動車で運転されている。

出典　Railway Gazette International

ヘニヒスドルフ～ヴィッテンベルグ
間の不連続で島状の架線設備計画

出典　Railway Gazette International
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　ドイツの鉄道網は現在約 38,500km 軌道長になってい
る。そのうち約 60％が電化されていて、架線が設備され、
電気機関車の運転が可能である。連邦政府および州政府は
この比率を高め、2025 年までに少なくとも 70％にする目
標を追求している。今後 5 年間で 3,850km に架線を設備
すればこの目的が達成される。そのためには架線を吊架す

るために 65,000 本の柱を建てなければならない。鉄道周
辺の工事では場所打ち杭が何十年来、多くの工事会社の
ポートフォリオになっている。Tübingen と Herrenberg
間の Ammertal 鉄道の電化に際して場所打ち杭は 110 年
の古さの鉄道軌道に沿って架線柱の深基礎を作るのに大規
模に必要になっている。

場所打ち杭を用いた架線柱の深基礎
原題：Tiefgründung von Oberleitungsmasten mit Duktilrammpfählen

●著者・所属：Uwe Burkhardt；大深度鉄道リーダー、Leonhard Weiss GmbH ＆ Co.KG、ドイツ
　　　　　　　Bernhard Schrötter；杭利用技術リーダー、Tiroler Rohre GmbH、オーストリア
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.5（2021-5）　pp.18-22
●言語：独語

場所打ち杭の施工方法（原典：Tiroler Rohre GmbH）

出典　Der Eisenbahningenieur

Ammertal 鉄道　3 本の場所打ち杭に同時に試験負荷（原典：IGS Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　SNCF の Aix-en-Provence-Marseille 線 は 2022 ～ 24 年 に
部分的に電化され、バッテリー・架線電車の運行が予定さ
れている。地中海の港 Marseille と Aix-en-Provence 町間

のほとんどが単線の鉄道の近代化が今年の 10 月には完成
する。線区の一部分だけに架線が張られ、残りの区間では
列車はバッテリーにたよって運行される。

節約アプローチは電化工事コストを切り詰める
原題：‘Frugal’ approach pares down wiring costs

●著者・所属：Murray Hughes；RGI 編集者
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.7（2021-7）　pp.22-23
●言語：英語

この在来線の近代化計画の総予算は 1 億 8,200 万ユーロに達する（原典：Cartography 
by Andy Hellawell  ©Railway Gazette 2021）

出典　Railway Gazette International

Aix-en-Provence 変電所は駅と側線に 1.5kVDC を給電する。Aix-en-Provence でバッテリーを再充電した列車は架線なしで Saint-Antoine まで走行し、ここか
ら Marseille までは電化区間を走行する。

出典　Railway Gazette International
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　インドの野心的な国鉄電化計画が急速に進んでいる。イ
ンド国鉄は 2023 年末までに広軌鉄道網の電化を完成し
て、次の 10 年以内にカーボンのネットゼロ排出を達成す
るつもりである。2020～21 の会計年度には 6,015 ルート

km の電化を計画していて、2019～20 の 4,378km、2018
～19 の過去最大の 5,276km も超えた目標になっている。
過去 7 年間に 24,080km を電化し電化率を 40％から 71％
に引き上げた。

100％の使命への途上
原題：On course to Mission 100%

●著者・所属：Bhupender Singh Bodh；鉄道電化常務理事、インド国鉄、インド
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.7（2021-7）　pp.18-21
●言語：英語

電化を加速するために開発された装置の中でこの "double-shot” 自動延線機は吊架線とトロリ線を同時に延線することが出来る。

出典　Railway Gazette International

左図１　5 年間でのインド電化路線網の成長　右図２　地域ごとの電化路線長の割合

出典　Railway Gazette International
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　過去数年間、ETCS が導入されたとき、焦点はヨーロッ
パ鉄道網での相互運用性の確立、製造中止された列車防護
技術の置き換え、および輸送容量の増加の実現にあった。 
ETCS ハイブリッドレベル 3 は、安価で鉄道輸送量を増加

させることを目的としている。この記事では、ETCS ハイ
ブリッドレベル 3 と ETCS L2 を、特にシステム構成、輸送
容量に対する効果、故障時のバックアップ動作に関して比
較して述べている。

ETCS ハイブリッドレベル 3について
原題：Diskussion zu ausgewählten Aspekten von ETCS Hybrid Level 3

●著者・所属：Eike Hennig；VIA Consulting & Development 社、エンジニア、ドイツ
　　　　　　　Madeleine van Hövell；VIA Consulting & Development 社、エンジニア、ドイツ
　　　　　　　Kerstin Büker；VIA Consulting & Development 社、エンジニア、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.6（2021-6）　pp.44-49
●言語：独語

　世界中で輸送に対する需要が高まっているため、高性能
の自動鉄道輸送システムが求められている。場合によって
は、このために新しい車両編成が必要になる。あるいは、
既存の制御および安全技術を導入して、既存の車両に搭載
する必要がある。この記事では、新しい信号システムを車
両に統合する際に考慮すべき側面について説明する。

鉄道車両への CBTC システムの統合
原題：Integration von CBTC-Systemen in Schienenfahrzeuge

●著者・所属：Lars Schnieder；ESE Engineering and Software Development 社、マネージングディレクター、ドイツ
　　　　　　　Rainer David；地域鉄道エンジニアリングコンサルタント、ドイツ
　　　　　　　Harald Fraisl；Siemens Mobility Austria 社、無人地下鉄プロジェクトマネージャー、オーストリア
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.6（2021-6）　pp.30-33
●言語：独語

HL3 によるブロック分割（原典：EEIG ERTMS Users Group, ,,Hybrid ERTMS/ETCS Level 3: Principles Ref 16E042, Version lD," 15.10.2020.）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

形式の最初の車両をテストすることは、機器プロジェクトの成功の鍵（原典：
Siemens AG）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　今日の鉄道事業用のデジタル無線システムは、通常、鉄
道事業のニーズに特化した第 2 世代 GSM 規格の仕様であ
る GSM-R 規格（グローバルシステムフォーモバイルコミュ
ニケーションズ - レール）に基づいている。 GSM-R は、
ETCS（European Train Control System）とともに、European 
Rail Traffic Management System（ERTMS）の構成要素で
ある。このシステムは、ETCS レベル 2（L2）（またはそれ
以上）で使用されることが予想されるため、ワイヤレステ
クノロジーの技術的限界にますます直面するであろう。課

題は、新しい機能とセルあたりのトレイン数にあり、将来
を見据えて、帯域幅を増加し、通信の遅延を削減する必要
がある。 GPRS（General Packet Radio Service）は、この
目的のために、輸送量が多い鉄道節点では一時的に改造し
た。UIC（国際鉄道連合）が SG 標準に将来の鉄道移動通
信システム（FRMCS）を導入し、GSM-R を置き換えると
決定したが、移動無線周波数帯の遅延時間の低減と効率の
良い使用方法によって、通信容量とチャネルのボトルネッ
クの両方を解決する

FRMCS の導入までの暫定戦略
原題：Überbrückungsstrategien bis zur Einführung von FRMCS

●著者・所属：Amelie Wimpffen；Quattron management consulting 社、ジュニアコンサルタント、ドイツ
　　　　　　　Thorsten Büker；Quattron management consulting 社、マネージング・パートナー、ドイツ
　　　　　　　Silvio Döring；Quattron management consulting 社、マネージング・パートナー、ドイツ
　　　　　　　Matthias Becker；Quattron management consulting 社、プロジェクトエンジニア、ドイツ
　　　　　　　Bernd Potthoff；Quattron management consulting 社、GSM-R および FRMCS 担当シニアマネージャー、ドイツ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.113　No.5（2021-5）　pp.6-12
●言語：独語 / 英語

FRMCS セル内の通信状況（原典：Quattron）

出典　SIGNAL+DRAHT

FRMCS 導入のための流れ（原典：Quattron）

出典　SIGNAL+DRAHT
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　ドイツの Neupro プロジェクトの一環として、鉄道部門
の線路構造の設計と標準化を行ってきた。Eulynx プロジェ
クトは、10 年以上にわたって国際的な計画として行って
いる。全体的な連動機能の独自のソリューションは、機能
的な連動論理と、標準化された IP ベースの通信インター
フェイスを備えた本質的に安全な既存の構成機器（信号や
車軸カウンターなど）に細分されている。このアーキテク
チャの変更は、「デジタル電子連動」になる。連動論理や

RBC 論理など、安全関連の鉄道アプリケーションを完全に
一元化する可能性を提供する。そのため、デジタル化の次
のステップでは、業界標準の市販（COTS）マルチコアコ
ンピュータを使用する必要がある。計算量の多い鉄道アプ
リケーションに利用可能な技術を使用し、集中型データセ
ンターで使用されるハードウェアを標準化する。これによ
り、地理的な冗長性を備えた完全な集中化のオプションが
得られ、可能な限り最高の可用性が得られる。

研究プロジェクトから試運転までの新しいDS3安全プラットフォームの開発
原題：Entwicklung einer neuen Safety-Plattform DS3 - vom Forschungsprojekt bis zur Inbetriebnahme

●著者・所属：Sonja Steffens；シーメンスモビリティ社、DS3-platform 開発課長、ドイツ
　　　　　　　Walter Valvoda；シーメンスモビリティオーストリア社、Simis AT 開発課長、オーストリア
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.113　No.6（2021-6）　pp.52-59
●言語：独語 / 英語

DS3 プラットフォームの基本アーキテクチャ

出典　SIGNAL+DRAHT

ECC オペレーティングシステムの
DS3 への移植

出典　SIGNAL+DRAHT
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　インターネットは今や私たちの生活に深く織り込まれて
おり、これまで以上に人々は鉄道で旅行する間も接続を維
持したいと望んでいる。鉄道会社にとって、良好な Wi-Fi
接続を提供することは重要な関心事である。シームレスな
Wi-Fi を保証するために、鉄道会社は高性能のワイヤレス
インフラストラクチャを必要としている。そして、その重
要な部分は、乗客の情報端末を列車の車載ネットワークに
接続する車両のアンテナである。増大する需要に対応する
ために、アメリカやヨーロッパでは Wi-Fi 使用のためにラ
イセンスが必要ない 6GHz 帯域の周波数が割り当てられ、
デバイスの干渉リスクが軽減される可能性がある。6GHz
帯域用に設計された民生用デバイスは、2020 年末に展開
され、今後数年間で普及が見込まれる。最新の 6E 互換ア
ンテナは、既存の取り付け治具に合うように設計されてお
り、天井パネルに収まり、世界中のあらゆるタイプの列車
に搭載することができる。

Wi-Fi6E の普及
原題：Getting ready for Wi-Fi 6E

●著者・所属：Daniel Montagnese；Huber+Suhner、製品管理部長、スイス
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.6（2021-6）　pp.34
●言語：英語

　来年には、ヨーロッパの列車制御システムの補助として
衛星ベースの列車測位システムを使用して、イタリア北部
のノバラ～ロー線で商業運転が開始される予定である。イ
ンフラストラクチャマネージャーの RFI（Rete Ferroviaria 
Italiana）は、この混雑したルートに「移動閉そく」を提
供するために必要な機器の設置を開始した。このルートは、
さまざまな列車運行会社によって使用されている。衛星技
術を鉄道アプリケーション、より具体的には欧州の鉄道交

通 管 理 シ ス テ ム に 統 合 す る こ と を 目 的 と し た 欧 州 の
ERTMS プログラムにとって重要なマイルストーンとなる。
過去 10 年間、RFI は、特に地方および地域の路線の近代
化において、ERTMS の経済性と持続可能性を改善する可
能性を検討してきた。
　ここでは、イタリアにおける ERSAT の ERTMS への応用
状況について紹介する。

ERSAT は水平展開する段階に移行
原題：ERSAT moves into the roll-out phase

●著者・所属：Fabio Senesi；Rete Ferroviaria Italiana 社、ナショナル ERTMS プログラム部門長、イタリア
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.6（2021-6）　pp.46-48
●言語：英語

近年、多くの鉄道会社にとって、良好な Wi-Fi 接続を提供することが重要な
関心事になっている

出典　Railway Gazette International

サルデーニャでの ERSAT-GGC 試験中に接続状態と位置精度を監視す
るために、トレニタリアのディーゼル鉄道車両に搭載された車載装置

出典　Railway Gazette International

ERTMS で衛星位置情報を利用するための地上装置

出典　Railway Gazette International
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　モデルベースのシステムエンジニアリング（MBSE）は、
EULYNX のインターフェイス標準化プロセスの核になって
いる。自動コード生成技術と組み合わせると、開発の初期
段階からインターフェイスの仕様が完全かどうかをチェッ
クできる。ただし、システムモデルが実際の実装のすべて
の動作状態をカバーしていることを確認するために、プロ

トタイプのハードウェアを統合し、できるだけ早く現地試
験を実施することも必要である。この目的のために、ラボ
およびフィールドで初期のハードウェアプロトタイプと組
み合わせて、シミュレートされたシステムモデルをテスト
するアプローチである EULYNXLive を紹介する。

EULYNX-Live：複合実証試験でシステム仕様を検証するための方法論
原題：EULVNX-Live: Eine Methodik zum Validieren von Systemspezifikationen in hybriden Feldtests

●著者・所属：Robert Schmid；ポツダム大学ハッソプラトナー研究所、リサーチアシスタント、ドイツ
　　　　　　　Arne Boockmeyer；ポツダム大学ハッソプラトナー研究所、リサーチアシスタント、ドイツ
　　　　　　　Lukas Pirl；ポツダム大学ハッソプラトナー研究所、リサーチアシスタント、ドイツ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.113　No.6（2021-6）　pp.24-31
●言語：独語 / 英語

SysML シミュレーションモデル（上）からコード生成（中央）を経て、SySim を使用したシミュレーション（下）へのプロセス

出典　SIGNAL+DRAHT

EULYNX-Live プロトタイプの構成の概要

出典　SIGNAL+DRAHT
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