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「CFRP 製台車は線路上での試験の準備が整った。」（P25）
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「セントラル「トランジットモール」における「MAX ライ
トレール」と「ポートランド市電」」（P4）
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「列車の移動は無線で把握するが、線路内の RFID タグを使
用して列車位置が補正される。」（P32）

出典　Der	Eisenbahningenieur
「Indres プロジェクトのパイロット軌道データ属性と
GPSinfradat( 原典：Bahnkonzept）」（P35）
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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。

月毎 ：行発
般全道鉄 ：野分

語英 ：語言
術技やスーュニの新最るす関に道鉄の界世 ：要概

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

回01年 ：行発
信・報情、物造構・道軌、両車、送輸道鉄 ：野分

号通信など
）りあーリマサ語英は事記集特（語独 ：語言

介紹を術技道鉄の新最たしに心中をツイド ：要概
し、ほぼ全分野の記事になります。

④ ETR: Eisenbahntechnische Rundschau

回01年 ：行発
信通号信・報情 ：野分
記併語英・語独 ：語言

に野分信通号信・報情たしに心中をツイド ：要概
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

回2年 ：行発
道鉄市都 ：野分

言語：英語
ラ、車電面路、鉄下地、ちうの道鉄の界世 ：要概

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

月毎 ：行発
、信通号信・報情、送輸道鉄、物造構・道軌 ：野分

車両など
語独 ：語言

介紹を術技道鉄の新最たしに心中をツイド ：要概
し、約半数が軌道・構造物分野の記事にな
ります。

③ EI: Der Eisenbahningenieur

① RGI:Railway Gazette International

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。

② MRI:Metro Report International

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。

③ EI:Der Eisenbahningenieur

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。

④ ETR:Eisenbahntechnische Rundschau

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。

⑤ SD:SIGNAL ＋ DRAHT

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。
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アメリカの鉄道貨物輸送は 40 年間成功した
原題：Schienengüterverkehr in den USA seit 40 Jahren erfolgreich

●著者・所属：Gunther Ellwanger；Gesellschaft für Rationale Verkehrspolitik e.V.(GRV)、会長、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.1+2（2022-1+2）　pp.26-30
●言語：独語

　アメリカの全体的な環境が欧州連合（EU)
と比較して違っているものの、アメリカで
は遠距離輸送の市場占有率が 40％の鉄道貨
物輸送（SGV：Schienengüterverkehrs) になっ
ているし、再規制を伴った 40 年の経験は
意味がある。アメリカにおける経験のどれ
を欧州連合に移転すべきかといった問題が
研究されるべきである。欧州連合（EU）の
Green Deal では輸送由来の排出を 2050 年
までに 90％へらすことになっている。ほと
んどすべての乗用車、配送車、バスおよび
貨物自動車は排出無しで走行しなければな
らないし、欧州連合（EU）のなかでの鉄道
貨物輸送は 2 倍化し市場占有率を 17.6％ま
で増やさなければならない。

ポートランドおよびシアトルで進行中のライトレールプロジェクト
原題：Aktuelle Stadtbahnprojekte in Portland/OR und Seattle/WA

●著者・所属：Andreas Kossak；コサックリサーチ＆コンサルティング、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.1+2（2022-1+2）　pp.35-41
●言語：独語

　気候変動や持続可能性の観点から「交通体系の転換」が
効果的な解決策となりうるものとして注目されている。な
かでも地域公共交通（LPT）の大規模な拡張が当然ながら
主要な手段であると考えられている。特に首都圏や大都市

においては都市鉄道の拡張が重要であるとされ、多くの理
由から世界の大都市においてライトレールが優先度の高い
ものとされている。本記事ではヨーロッパの影響を強く受
けていると考えられる北米の 2 つの大都市で進行中の活

動について述べている。これら両都市、
ポートランドとシアトルではライトレー
ルが都市圏のマストランジットの基幹シ
ステムとして拡大されており、気候変動
抑制と道路輸送による重大事故削減への
明確な寄与が示されるとともにマストラ
ンジット中心の居住圏創出と交通体系転
換の規範となっている。同時にライトレー
ルの地下鉄などに対するコスト面での優
位性や導入時の諸要件への適応性や柔軟
性の高さが実証されている。

最大のアメリカ貨物鉄道 BNSF の列車の 4 重連けん引（原典：Dr. Peter Hartmann, 2016）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

セントラル「トランジットモール」における「MAX ライトレール」と「ポートランド市電」

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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トラムのエネルギー消費と定時運転の改善
原題：Steigerung von Energieeffizienz und Pünktlichkeit von Straßenbahnen durch Deep Reinforcement Learning

●著者・所属：Markus Tesar；カールスルーエ工科大学、研究員、ドイツ　
Florian Schwarz；カールスルーエ工科大学、修士課程、ドイツ　
Peter Gratzfeld；カールスルーエ工科大学、教授、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.5（2022-5）　pp.14-17
●言語：独語

　ドイツのカールスルーエ市の
トラムの一部区間では、変動す
る運行条件の下で AI を用いてエ
ネルギー効率と定時運転の改善
を行った。本方法は運転支援シ
ステムとして運転士の毎日の運
転を支援し、大きな可能性を示
している。

強化学習におけるエージェントと環境の相互作用（原典：Sutton, R. S., Barto, A. (2018): Reinforcement learning. 
An introduction. Adaptive computation and machine learning, Cambridge, MA, London, The MIT Press）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

3 つのシナリオによるトレーニングを受けたエージェントの学習曲線

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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スイスの鉄道運行体系の将来
原題：Taktverdichtung im Bahnverkehr der Schweiz unter Berücksichtigung des Knotenprinzips

●著者・所属：Michael Frei；SMA und Partner AG、上級技術者、スイス 
Raphael Karrer；SMA und Partner AG、プロジェクトリーダー、スイス

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.4（2022-4）　pp.74-79
●言語：独語

　スイスの長距離鉄道輸送は、最適な乗り継ぎを可
能にする駅や調整された時刻表による鉄道網全体の
連鎖によって特徴づけられている。将来、15 分間隔
以下で列車を運行する案に関する調査研究は、その
場合には鉄道網におけるクモの巣状のような接続の
一部または全体の解消が移動時間や設備の活用に影
響することを示した。

ベルトコンベヤの原理と駅の工程

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ベルン駅の 15 分間隔の接続例

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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依然として市場への新規参入は難しい
原題：Newcomers still face market entry hurdles

●著者・所属：Jérémie Anne( 聞き手 )；フランス
Bernard Roman( 話し手 )；鉄道・道路事業調整委員会 (ART) 委員長、フランス

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.5（2022-5）　pp.54-57
●言語：英語

　SNCF は、フランスで唯一の鉄道会社だったが、2021 年
から高速路線で競合他社と対峙している。トレニタリアフ
ランスが TGV と同じ路線の、パリ～リヨン～ミラノ間の
サービスでフレッチャロッサの列車を導入した。その後、
トレニタリアフランスは、パリとリヨンを結ぶ SNCF の主
要な高速国内都市間ルートであるフレッチャロッササービ

スを開始した。当初は往復が 1 回であるが、今後増加する
であろう。トレニタリアが一方的にフランスに路線拡張し
たわけでなく、パリ～ミラノ～ベネチア間で夜間列車を運
行していたトレニタリアに対して、マルセイユ～トゥーロ
ンで TER 地域サービスのメトロポールグループが運営を
開始した。鉄道・道路事業調整委員会 (ART：Autorité de 

Régulation des Transports) は 旅
客鉄道市場における競争に関す
る報告書を発表した。ART 委員
長は、5 年前には戸惑っていたが、
今や国営事業者 SNCF との競争は

「法的にも事実上も」現実である
と述べている。

鉄道のデジタルシステム保護のための侵入検知
原題：Intrusion detection to protect the digital railway

●著者・所属：Swantje Weiss； Siemens Mobility 社、Digital Services、Product Manager、 ドイツ
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.4（2022-4）　pp.24-26
●言語：英語

　鉄道は車両、信号、通信、電力、駅設
備などで多くのデジタル技術を使用して
いる。以前は鉄道の各分野のシステムは
独立していたが、近年相互に接続するこ
とにより多くのメリットを得ている。そ
の半面、サイバー攻撃対応という点では
脆弱になっている。2020 年の調査報告
によると、公表されたサイバー攻撃の
件数は券売機、乗客向け情報表示装置、
CCTV、車上 Wi-Fi などが多い。侵入検知シ
ステムは、新規および既存のインフラを
保護し、可用性を確保することに役立つ。

2021 年 12 月にパリ～ミラノサービスを開始したトレニタリアフランスは、4 月 5 日にパリとリヨンの間で国
内高速列車の運行を開始した。

出典　Railway Gazette International

多層防御のコンセプトは複数の独立した保護層で構成されている

出典　Railway Gazette International
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CFL 駅のスピーカシステム
原題：Beschallungsanlagen für Bahnhöfe der CFL

●著者・所属：Christophe Sehmol；Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois 社、通信部門技術者、ルクセンブルク　
Christian Zagler；Outstanding Media 社、シニアコンサルタント、オーストリア 

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.3（2022-3）　pp.16-21
●言語：独語

　本記事は、CFL 駅における拡声器の自動音量調
整システムに関する内容である。音響シミュレー
ションによりアナウンス計画の最適化と音量レベ
ル、周波数応答、音声明瞭度の達成可能なポイン
トを絞ったパラメータ予測が可能になる。パラメ
トリックイコライザの使用により周波数応答を線
形化することが可能となり、出力信号を空間環境
と使用するスピーカに適合させることができる。
自動音量調整により、音量レベルが一般的な騒音
レベルに対して調整されるため、騒音レベルが高
い場合には音量レベルを最適化することでアナウ
ンスの明瞭度を高め、騒音レベルが低い場合は近
隣居住者の騒音公害を最小限に抑えることができ
る。

騒音公害に対する効果的な対策
原題：Wirksamer Schutz gegen Lärmbelastung

●著者・所属：Thomas Reh；Hering Bau 社、営業・経理部長、ドイツ 
Axel Schulz；Hering Bau 社、ソノストップ販売・製造マネージャー、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.5（2022-5）　pp.66-69
●言語：独語

　本記事は、騒音公害に対する効果的な防音壁
に関する内容である。一時的な防音システムに
より線路や鉄道の建設プロジェクトでの大幅な
騒音低減が保証され、近隣地域の生活の質が向
上する。建設プロジェクトには一時的に騒音が
伴う。特に、都市部では建物の建設や交通イン
フラの分野での建設活動の増加により、近年、
騒音公害が継続的に増加している。これは影響
を受ける住民にとって生活の質の低下に繋がり、
最悪の場合には健康被害のリスク増大を意味す
る。このような背景から可搬式（モバイル）の
一時的な防音対策がますます重要になっている。
Hering Bau 社はモジュール式の Sono Stop シス
テムを使用し吸音型の一時的な防音壁を開発し
た。特に、鉄道や線路の建設において顕著な有
効性を発揮し、ドイツ鉄道（DB）のパイロット
プロジェクトにおいても実証されている。

ルクセンブルク駅：プラットホームの屋根とこ線橋

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

モジュラーコンセプトと軽量性により一時的な防音壁を迅速かつ簡易に設置できる。( 原
典：Hering /Sealed Air)

出典　Der Eisenbahningenieur
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ゴビ砂漠からの石炭輸出は鉄道に切り替わろうとしている
原題：Gobi coal exports poised to switch to rail

●著者・所属：Khosbayar D；Bodi International LLC 社、契約管理部長、モンゴル
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.6（2022-6）　pp.46-49
●言語：英語

　ゴビ砂漠のツンドラ地帯において、ここ数十年でモンゴ
ル最大の鉄道プロジェクトが完成に近づいている。モンゴ
ル南部のタヴァントルゴイには世界でも最大級の炭鉱があ
り、ここから採掘された石炭はおもに中国における鉄鋼生
産向けに輸出されている。その 2,000 万トンに及ぶ石炭の
輸送は従来 9,000 台の大型トラックで行われており、公害、
道路渋滞、事故の原因となっていた。モンゴル政府は現状
1,900km 鉄道網を数十年かけて 5,000km に拡張するビジョ

ンを持つが、石炭需要の増大に伴う上記炭鉱から国境のガ
シュウンスカイトまでの TT ～ GS 鉄道の整備は優先事項
であった。政府により計画は承認され、工事は土木と軌道、
信号と通信、建物と設備、電力供給、車両、メンテナンス
機器の 6 パッケージで進められたものの、パンデミックや
厳しい気候条件、鉄道関連の人材不足や資金難による中断
などで工事は大幅に遅れたが、次の四半期には試運転が開
始される予定である。

高速鉄道網「バスク Y」の遅々たる歩み
原題：Basque Y' inches ahead

●著者・所属：Mike Bent；Railway Gazzete International 誌
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.4（2022-4）　pp.28-34
●言語：英語

　スペインバスク地方の 3 都市、サンセバスチャン、ビト
リアガスティス、ビルバオを結ぶ Y 字形の 1,435mm の高
速鉄道は旅客と貨物両用で計画され、山岳地帯を含むこと

から多くの技術的な課題を有している。この野心的なプロ
ジェクトはほぼ 40 年に及ぶ議論と計画修正、断続的な建
設工事を経てようやく現実のものとなりつつある。4,900

万人が居住するこの地域は山岳地帯であり、高
速鉄道はおろか通常の鉄道を建設することも困
難であった。このプロジェクトは 1987 年に最初
の提案が行われ、予備計画の作成を経て 1994 年
に閣僚会議で承認された。旅客列車の最高速度
は 250km/h、貨物列車は 125km/h とされている。
その後 1999 年にスペイン政府はすべての州都と
マドリードを鉄道で 4 時間以内で結ぶ計画を発表
し、2006 年 4 月にバスク Y の第 1 工区の契約が
結ばれた。工事は開始されたものの、地形的な困
難さや予想外の地質上の問題、計画変更や一部工
事請負業者の倒産などもあり、この高速路線が営
業開始となるのは早くても 2026 ないし 2027 年
と見込まれる。

パンデミックにもかかわらず軌道工事の進ちょくで TT ～ GS 線の最初の区間は年内に試運転開始の予定。

出典　Railway Gazette International

バスク Y 計画路線（原典：Railway Gazette 2022　Cartography by Andy Hellawell）

出典　Railway Gazette International
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U2 × U5 地下鉄建設
原題：Linienkreuz U2×U5: Bilanz zum ersten Jahr U-Bahn-Bau für Wiens größtes Klimaschutzprojekt

●著者・所属：Günter Steinbauer；ウイーン交通公社、常務取締役、オーストリア
Martin Hrunek；ウイーン交通公社、土木および大型プロジェクト管理部長、オーストリア

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.3（2022-3）　pp.30-33
●言語：独語

　公共交通拡張プロジェクト U2 × U5 はウ
イーンにおける最大のインフラプロジェクト
であり、同時に最大の環境対策プロジェクト
である。2 段階での拡張工事によりウイーンの
地下鉄ネットワークは 2035 年までに総延長で
11km 延伸され、12 の新駅が誕生する。2021
年に工事の第 1 ステップが全面的に開始され、
ウイーン市交通公社にとって記念すべき年と
なった。すでに掘削杭の半数以上が施工済み
となり、2022 年には地下部分での工事が多く
実施されることとなる。第 1 ステップのすべ
ての区間において掘削工事が開始され、シャッ
テントールとマツライスドルフ・プラザ地域で
トンネル工事が開始される。U2 × U5 はウイー
ンの公共交通システムの利便性を高め、第 2
ステップまで完成すると年間 5 億 5,000 万キロ
の自動車交通を削減し、75,000 トンの CO2 削
減に寄与することとなる。

ライプツィヒ市の鉄道橋工事
原題：Drei Brücken, drei Flüsse und drei Jahre Bauzeit

●著者・所属：René-Dieter Tiebe；DB Netz AG、チームリーダー、ドイツ　
Michael Anschütz；IGS Ingenieure GmbH & Co.、プロジェクトリーダー、ドイツ　
Karsten Obst；Büro Karsten Obst 社、景観設計および空間設計、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.4（2022-4）　pp.40-43
●言語：独語

　ドイツのライプツィヒ市のワイスエルスター川、
ナーレ川、ルッペ川の 3 つの鉄道橋の更新工事で
は、Preflex 梁を用いた連続けた一体構造が採用さ
れ、自然保護のためにコウモリの衝突保護壁も設
置された。工期は 3 年である。

市役所駅の建設工事

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ワイスエルスター川で重量 47 トンの部材を架設

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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LuFV：アーチ橋の耐用年数をもう 100 年延長できるか？
原題：LuFV: 100 Jahre zusätzliche Lebensdauer für Gewölbebrücken?

●著者・所属：Conrad Pelka；ドレスデン工科大学土木工学部建設研究所、助手、ドイツ
Tristan Mölter；DB Netz 社、橋梁建設と LS システム技術の設計責任者、ドイツ
Steffen Marx；ドレスデン工科大学土木工学部建設研究所、教授、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.5（2022-5）　pp.70-76
●言語：独語

　本記事は、アーチ橋の延命の
ための維持に関する内容であ
る。ドレスデン工科大学と DB 
Netz 社は古いアーチ橋の維持の
ために、歴史的な建造物への統
一されたアプローチを模索する
必要性に迫られている。体系的
に記録された既存構造物の損傷
を踏まえアーチ橋の全面改修を
行い、車道を形成することを目
的としている。そのために、ド
イツ鉄道（DB）の規則および
規制で包括的なアプリケーショ
ンモジュールが開発された。技
術的パラメータに加えて CO2 節
約、建物文化の保存および経済
効率のアイデアも含め、既存の
建物を再活性化するための設計
ガイドとなっている。

フレーム構造の新設と側面位置への挿入による歴史的なアーチ型天井の解体　（原典：Wadle 社）

出典　Der Eisenbahningenieur

アーチ橋を維持するための CO2 節約の飛行機と列車の旅への転換（原典 : C. Pelka / DIN EN ISO 14025:2011-10, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen 
-Typ III Umweltdeklarationen - Grundsätze und Verfahren (ISO 14025:2006); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 14025:2011, Berlin: Beuth Verlag GmbH & 
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (29.01.2022) Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft [online]. https://www.bdl.aero/de/ 
[Zugriff am: 16.Feb.2022] ）

出典　Der Eisenbahningenieur
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現存する橋梁の支持構造と軌道の相互作用の新しい評価
原題：Neubewertung der Gleis-Tragwerks-Interaktion einer Bestandsbrücke

●著者・所属：Sarah  Pitters；MKP GmbH、プロジェクト技術者、ドイツ
Marc Wenner；MKP GmbH、経営者、ドイツ
Steffen Marx；ドレスデン工科大学、教授、ドイツ
Heiko Diehl；DB Netz AG、走行路専門委員、ドイツ
Jia Liu；ダルムシュタット工科大学、教授、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.4（2022-4）　pp.28-31
●言語：独語

　ハノーバー～ビュルツブルグ間の高速線路における軌道
の更新にあたって、線路と支持構造の相互作用を解析する
ことによって Kragenhof のフルダ谷橋梁上の伸縮継目（SA：
Schienenauszügen）の数を減少することができた。本記
事の第１部では構造物を紹介し、6 個所の伸縮継目の現状
を述べる。第２部（EI 05/2022 で発表）では可能な他のや
り方とその作用を計算で証明する。好ましい手法に対して
工事を完成し、経済的考察も行われた。

ドローンによる線路およびネットワークの点検
原題：Inspektion von Trassen und Netzen per Drohne

●著者・所属：Oliver Lichtenstein；ビーグルシステムズ社、常務取締役、ドイツ
Mitja Wittersheim；ビーグルシステムズ社、COO、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.1+2（2022-1+2）　pp.42-43
●言語：独語

　ドイツ鉄道（DB）は同国の主要産業のなかでもいち早
くそのインフラの検査にドローンを導入した会社の 1 つで
ある。すでに 2010 年代半ばから沿線の植生検査、橋梁、
駅舎などの状態調査、警備業務などに無人飛行システム

（UAV）を導入している。またドローンは 3D データを容易
かつ低コストで作成することができるため建設プロジェク
トにも活用されている。ヘリコプターなどの有人飛行に比
べてコストを 90% 削減することが可能であり、地上測量
で数日を要するデータ収集も数時間で行うことができる。
近年はドローン本体、カメラおよびセンサーの技術が進歩
する一方、運用に関する法的枠組みの変化によりドローン
活用は大きく前進しており、線路や橋梁、駅などの保守に
おいてドローンを用いた UAV システムの役割はますます
大きくなっている。

1，4，5 に伸縮継目がある場合のレール軸力、相対移動量、
軸受け前後力の解析結果（原典：MKP GmbH）

出典　Der Eisenbahningenieur

最大積載量 3kg のドローン「Beagle M」（原典：Beagle Systems）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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コンクリートを使用しない持続可能な基礎
原題：Nachhaltige Fundamente ohne Beton

●著者・所属：Tristan Mölter；DB Netz AG、橋梁建設担当、ドイツ　
Ian Krukow；Dillig Ingenieure GmbH、支持構造計画、ドイツ 
Johannes Dillig；Dillig Ingenieure GmbH、経営者、 ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.2（2022-2）　pp.26-30
●言語：独語

　一般的にこれまでは基礎は
コンクリートとされている。
しかし、短期間で施工できる
ことから付帯構造物などには
スクリュー基礎（ねじを切っ
た鋼棒）が使用拡大されてき
ている。そのうえ、スクリュー
基礎は再使用に問題ないこと
から、長い間、有効活用でき
る可能性を有している。現在、
動的荷重用のスクリュー基礎
が開発され、防音壁を支持す
る基礎として用いられる。 スクリュー基礎（原典：T. Mölter）

出典　Der Eisenbahningenieur

台座と臨時プラットホーム（原典：CTS）

出典　Der Eisenbahningenieur
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シッタートーベル橋の改修で軌道負荷が改善
原題：Sittertobel renovation improves track forces

●著者・所属：Martin Quirchmair；Getzner Werkstoffe 社、経営企画部、スイス
Stefan Werner；KPZ Fahrbahn 社、スイス
Beat Burgherr；スイス南東鉄道、スイス
Harald Loy；Getzner Werkstoffe 社／ ITS University、Innsbruck、スイス

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.5（2022-5）　pp.26-30
●言語：英語

　Schweizerische Südostbahn
（ ス イ ス 南 東 鉄 道 ＝ SOB） の

Sittertobel 高架橋はザンクトガレ
ン（St Gallen） へ の ア プ ロ ー チ
に位置し、アルプスでも最も印
象的な鉄道構造物の 1 つである。
1910 年に完成し、地上高 99 ｍは
スイスで最も高く、アプローチ部
の高架橋と中央部でシッター川
を跨ぐメインスパン 120m の鋼製
トラスよりなる。100 年の経年を
機に行われるようになった定期
点検の結果アプローチ部の高架
橋とメインスパンの双方に自然損
耗やき裂が見つかった。SOB ネッ
トワークにおけるその戦略的重要
性と文化的かつ歴史遺産的価値
から橋梁の抜本的な改修や架け
替えをせず今後 50 年程度維持す
べく軌道構造を中心とした包括
的なリニューアルプログラムを
実施することとした。具体的には
従来保守困難か所となっていた
メインスパンとアプローチ高架
橋の境界部に設置された伸縮継
目の最適か所への移設と構造強
化、合成まくらぎやコンクリート
まくらぎの導入と異種軌道構造
の乗り移り部の軌道弾性の最適
化などを実施した結果、軌道およ
び橋梁への負荷軽減効果が確認
された。

補修前後の軌道構造概要。

出典　Railway Gazette International

補修前後の軌道性能を比較するための測定方法として 2019 年と 2020 年の測定か所を示す。

出典　Railway Gazette International
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「レールヘルス戦略」の成果
原題：Rail Health Strategy pays off

●著者・所属：Tony Knipe；北アイルランドトランスリンク鉄道、軌道保守マネージャー、UK
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.5（2022-5）　pp.20-24
●言語：英語

　Translink NI Railways（北アイルランドトランスリンク鉄
道）は上下統合型の鉄道事業体で、路線延長 339km、軌
道延長 500km、1,600mm ゲージのコンパクトなネットワー
クを運営している。過去 10 年以上にわたり設備保守への
投資不足が続いた結果、レール損傷や軌道回路故障が多発
していた。しかし 2018 年以降、経営再建策として設備管
理の重要性が認識され、レール寿命に着目して定期点検に
よるデータ収集と損傷低減のための明確な目標設定などが

行われた。2020 年からは総合的なシステムアプローチと
して「レールヘルス戦略」が導入され、統合化されたプロ
グラムのもとに検査、保守、更新の体制を整えることでレー
ル損傷の大幅な削減、軌道状態の改善および設備寿命の延
伸を達成した。プログラムに含まれるおもな内容は、軌道
保守、主要部材のアップグレード、超音波探傷と欠陥除去、
寿命半ばでの保守投入および設備更新などである。

増え続けるレール損傷の分析結果にもとづきレール劣化を 3 段階に分類。

出典　Railway Gazette International

渦電流と超音波による探傷の併用によりレール状態の把握精度が向上し、寿命半ばでのミリング補修の有効性が実証された。

出典　Railway Gazette International
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デジタルツインズの活用によるインフラの予知・補修・更新の効率化と輸送容量の増加
原題：Digital Twins gain a new nervous system

●著者・所属：Bernd Drapp；AP センシング、イノベーションディレクター、ドイツ
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.4（2022-4）　pp.22-23
●言語：英語

　ドイツでは鉄道へのモーダルシフトを達成するため、現
在光ファイバーとデジタルツインを活用して、国の鉄道
ネットワークの容量増加、ブロック運行能力の提供および
高能率なメンテナンス体制の構築に向けた研究が進められ
ている。「デジタル化された未来に向けた鉄道システムの
革新」はドイツ鉄道（DB）の野心的な「ドイツデジタル鉄道」
プログラムの合言葉でもある。そのビジョンは明確で、短

時隔での列車運行、インテリジェントで自動制御された運
行、列車位置と周囲の環境のリアルタイムでの把握を目標
とする。これを実現するためには鉄道のインフラの状態と
列車運行状況に関する膨大なデータを収集・処理すること
が必要となる。さらに鉄道資産をモニターし最適活用する
ためのインテリジェントな制御ロジックと関連付けられた
包括的なセンサーネットワークも必要となる。こうして構

築される運行計画システムと現実世界
との相互作用を支援するコンセプトの
1 つがデジタルツインである。デジタ
ルツインはまたセンサーデータを活用
したインテリジェントなメンテナンス
体制の構築にも貢献する。たとえば、
線路に生じる事象について『光ファイ
バー音響センサー』を用いて『音響デー
タ』を収取し、解析・分析する方法が
挙げられる。このような取り組みによ
り、インフラの予知保全だけでなく補
修や更新を効率的に行うことが可能と
なり、輸送容量の増加に貢献する。

スマートフォンアプリを用いた軌道監視
原題：Track Monitoring Smartphone-App

●著者・所属：Lukas Stübinger；Siemens Mobility GmbH、プロジェクトマネージャー、ドイツ　
Kristin Stavrianidis；Siemens Mobility AG、営業部長、スイス

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.4（2022-4）　pp.80-83
●言語：独語

　スマートフォンを監視目的に使用す
る有用性は、スイス連邦鉄道などのさ
まざまな鉄道事業者によって立証され
ている。スマートフォンアプリを用い
た軌道監視は、既存のハードウェアと
全体を統括するソフトウェアを組み合
わせたもので、データ処理や比較、適
切な形態の情報提供を可能にする。得
られた情報は、軌道の状況に対応した
保守計画作成に用いられる。スイス連
邦鉄道はこの方法を用いて、乗り心地
計算のために有効なデータが得られる
ことを実証した。

鉄道網における既存の光ファイバーネットワークは将来的にその中枢神経系となる

出典　Railway Gazette International

スマートフォンアプリを用いた軌道監視機能の概要

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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最新の測定技術を用いた直結軌道施工時の品質管理
原題：QM mit Moderner Messtechnik beim Bau einer Festen Fahrbahn

●著者・所属：Helge Grafinger；Rhomberg Sersa Rail Group、グループリーダー、ドイツ 
Lisa-Maria Riedel；Rhomberg Bahntechnik GmbH、技術者、ドイツ 
Uwe Döring；Rhomberg Bahntechnik GmbH、コーディネーター、ドイツ　

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.2（2022-2）　pp.7-11
●言語：独語

　新設線路 Wendlingen ～ Ulm
間は約 120km の直結軌道で高
速運転用に建設される。コンク
リートで固められる軌道の相対
的形状の直接的な制御のために
自動軌道計測車両を投入した。
それは中核装置として慣性計測
装置を装備している。結果は現
場ですぐに得られ、Web イン
ターフェースで判断される。DB
の指針に合った直結軌道の相対
的および絶対的な形状の記録と
同じセンサー配置がトータルス
テーションの周囲に展開され、
Stop ＆ Go 運転可能となってい
る。

実際の区間の軌道相対形状を示した Web アプリのグラフ（原典：eigene Darstellung）

出典　Der Eisenbahningenieur

軌道測定車両 GEDO IMS（慣性測定装置を装備）トータルステーションと STOP ポジションにあるフィールドコンピュー
タ（3 次元の絶対座標の計測）（原典：eigene Darstellung）

出典　Der Eisenbahningenieur
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UHFB による世界初のスラブ軌道のリニューアル
原題：Weltweit erstinalige Erneuerung einer Festen Fahrbahn mit UHFB

●著者・所属：Jean-Georges Trouillet；A. Aegerter ＆ Dr. O. Bosshardt 社、鉄道技術部門責任者、スイス 　　
Antonina Hochuli；A. Aegerter ＆ Dr. O. Bosshardt 社、鉄道技術部門員、スイス　　
Eugen Brühwiler；ETH Lausanne（EPFL）社、構造物の保存・設計および安全性の責任者、スイス 　　
Olaf Schulz；SBB 社、軌道専門家、プロジェクトマネージャー、スイス　　
Michael Hoffmann；SBB 社、プロジェクトマネージャー、スイス

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.3（2022-3）　pp.7-11
●言語：独語

　本記事は、チューリッヒ空港の地下鉄駅のスラ
ブ軌道の保守と更新に関する内容である。1980
年にチューリッヒ空港に設置されたスラブ軌道は
更新が必要な損傷の兆候を示した。さらに、軌道
とプラットホーム端との間の間隔は障害者平等法

（BehiG）の要件を満たしていなかった。そのため、
線路を更新し同時に軌道形状を調整する必要が生
じた。セメント結合された超高性能繊維複合建材
UHFB(Ultra-Hochleistungs-Faserverbund-Baustoffs）
を使用することにより、持続可能で経済的な解決
策が見出された。従来のシステムに比べて大幅に
改善された UHFB の機械的特性の効果により、スラ
ブ軌道の耐用年数が延長され駅施設全体のレベル
向上に繋がった。

既存のレールとまくらぎブロックの取り外し（原典：A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG）

出典　Der Eisenbahningenieur

シェル（コンクリート型枠部）と矯正システム（側壁などに繋がる
棒状のパイプ）の設置（原典：A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG）

出典　Der Eisenbahningenieur
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バルセロナメトロにおけるスマートなレールメンテナンス
原題：Smarte Schieneninstandhaltung in der Metro Barcelona

●著者・所属：Hubert Oberhuber；voestalpine Track Solutions 社、レールミリングのプロジェクトマネージャー、ドイツ　
Jordi Orta；バルセロナ交通局、線路プロジェクト担当、スペイン　
Daniel Brandl；PJ Messtechnik 社、計測およびデータ分析担当、オーストリア　 
Johannes Neuhold；voestalpine Railway Systems 社、ソリューションコンサルティング、ドイツ　　
Benedikt Schönhuber；PJ Messtechnik 社、計測およびデータ分析担当、オーストリア

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.3（2022-3）　pp.22-26
●言語：独語

　本記事は、バルセロナメトロにおける軌道と分岐器の
効率的なモバイルレールミリングとモニタリングに関
す る 内 容 で あ る。voestalpine Railway Systems 社 と PJ 
Messtechnik 社はレール保守に対する統合的で革新的なア
プローチを共同開発した。このコンセプトには最新のセン
サー技術を使用したレール状態のネットワーク全体の記録

が含まれている。得られた知見にもとづいてレールミリン
グ作業が軌道と分岐器で統合的に実行される。レールのト
ラブルはほぼ完全に解消され新品同様のレール状態に復元
できる。全体的なコンセプトは現在、バルセロナメトロで
初めて実施されている。

メトロ保守車両の車両枠に取り付けられたラインレーザーシステムの写真（左）。 測定されたレールの横方向プロファイ
ルの評価例（右上）とレールの高さの摩耗を決定する 2 つの例（右下）（原典：PJ Messtechnik 社）

出典　Der Eisenbahningenieur

MG11（レールミリング装置）を装備したメトロのレールミリング車（原典 : voestalpine 社） 

出典　Der Eisenbahningenieur
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木まくらぎのねじ穴の持続可能な補修
原題：Nachhaltiges Sanieren der Schraubenlöcher bei Holzschwellen

●著者・所属：Norman Krumnow；Rhomberg Sersa Deutschland 社、ゼネラルマネージャー、イノベーション責任者、ドイツ 　
Georg Gabler；Rhomberg Sersa Deutschland 社、最高経営責任者（CEO）、ドイツ 　
Klaus Weis；DB Netz 社、調達責任者、ドイツ　 
Pascal Humbert；SBB 社、軌道プロダクトマネージャー、スイス　
Arthur Kappers；ProRail 社、分岐器システムスペシャリスト、オランダ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.3（2022-3）　pp.28-32
●言語：独語

　本記事は、木まくらぎのねじ穴の補修に関する SBB の取
組みに関する内容である。軌道にはコンクリート、鋼、プ
ラスチックおよび木製のまくらぎが使用されている。これ
らの材料は、環境条件や列車運行の負荷によって引き起こ
される自然な老化、摩耗、破損などの劣化プロセスにさら
される。線路インフラを安全に、計画どおりに、そして顧
客に優しい状況に保つためには、インフラ会社（EIU）に
よる定期的な検査と補修が不可欠である。革新的なねじ穴
リハビリテーション（SLS 法：Schraubenlochsanierung）
の使用は、持続可能であり不可欠である。軌道と分岐器の
保守作業を最小限に抑え、木まくらぎを使用した軌道と分
岐器の耐用年数を少なくとも 4 年から 10 年延長すること
に貢献している。

SBB の軌道上で SLS 法を使用して補修される分岐器部の詳細（原典：Rhomberg Sers）　

出典　Der Eisenbahningenieur

ドレスデン工科大学における振動  疲労試験（原典：Fengler, W.: Bericht Nr. 
14.6, Versuche an Schraubenloch-sanierten Holzschwellen zur Zulassung der 
Sanierungsmethode bei der ÖBB vom 16.04.2021 der TU Dresden）

出典　Der Eisenbahningenieur
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慣性測定を用いた軌道の損傷検知
原題：Erkennung typischer Gleisfehler durch Trägheitsmessungen an einem Modell

●著者・所属：Sebastian Bahamon-Blanco；シュツットガルト大学、研究員、ドイツ
Xiaoyue Chen；シュツットガルト大学、研究員、ドイツ　
Ullrich Martin；シュツットガルト大学、教授、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.5（2022-5）　pp.48-51
●言語：独語

　シュツットガルト大学の鉄道交
通工学研究所の鉄道模型線では、
軌道の損傷を検知するために加速
度・ジャイロ角速度測定装置が設
置されている。軌道の損傷を検知
するために、連続ウェーブレット
変換や AI によるアルゴリズムに
よって適切な測定値が求められる。

車両統合型測定装置（原典：eigene Darstellung）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ウェーブレット関数ψを用いた連続ウェーブレット変換による不安定地点の検出（原典：eigene Darstellung）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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バッテリー駆動保守機械
原題：Battery maintenance machines

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.6（2022-6）　pp.12
●言語：英語

　レールケア社初のバッテリー駆動多目的車両はストッ
クホルムのシティバナントンネルでいくつかの作業を行

い、排気ガスゼロで従来の多目的車両（MPV）に比べて大
幅に騒音が少ないことが実証された。同社は現在さらに新

しいバッテリー駆動保守用車の開発を進め
ており、サステナビリティのフロントラン
ナーをめざして 2025 年までに作業に伴う
CO2 排出量を 40％削減するとの目標を定め
た。 こ の 1 月 に Trafikverket 社 と の 間 で 3
年間の基本契約を締結したことによりバッ
テリー駆動 MPV のさらなる普及が期待され
る。レールケア社は同社の工場でさらに改
良型の開発を進めており、2023 年半ばには
完成の予定である。この新型では架線から
バッテリーに充電するためのパンタグラフ
が装備される。また、ディーゼル保守用車
をバッテリー駆動するためのバッテリー電
源車の開発も行っている。

Universal Tamper 4.0 の高度な自動化と操作
原題：Fortschrittliche Automatisierung und Bedienung für den Universal Tamper 4.0

●著者・所属：Harald Hüttmayr；System7 Railtechnology 社、自動化エンジニアリングの責任者、オーストリア 
Thomas Stadler；System7 Railsupport 社、自動化エンジニア、オーストリア 

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.5（2022-5）　pp.40-43
●言語：独語

　本記事は、操作性にすぐれる鉄道建設機械 Universal 
Tamper 4.0 に関する内容である。この機械では直感的な

タッチ操作、動的なビデオ画像および明確な情報提供によ
り自動化が支援されている。現代の建設機械の操作は複雑

であるため、機械の担当者には明確で直感的な
操作性を提供することが重要である。人間工学
的で視覚的に魅力的なユーザーインターフェー
スは機械開発の主要な基準となっている。運用
上の安全性の確保と同時に、効率的なマンマシ
ン通信を支援することは大きな課題である。自
動化の寄与による支援システムを活用し作業プ
ロセスの大部分を自動的に、または機械の支援
を利用してより効率的に実行できる。これによ
り、機械のオペレータが業務の一部から解放さ
れてエラーの回避が可能となり、運用担当者は
線路建設における重要な監視業務に集中でき
る。たとえば、メンテナンス作業と機械性能の
監視に注目できる。これらの原則は System7
製品の開発において一貫している。

バッテリー駆動保守用車による作業状況

出典　Railway Gazette International

右：作業中のディスプレイ； 左：ステータスシンボル付きのビデオディスプレイ；
中央下：フットウェルディスプレイ

出典　Der Eisenbahningenieur
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ミュンスターの IAF における最新世代の軌道建設機械
原題：Die neueste Generation von Gleisbaumaschinen auf der iaf in Münster

●著者・所属：Johann Dumser；Plasser ＆ Theurer 社、グローバルマーケティングおよびコミュニケーション責任者、オーストリア 
Fabian Hansmann；Plasser ＆ Theurer 社、マーケティング次長、オーストリア

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.5（2022-5）　pp.35-38
●言語：独語

　 本 記 事 は、 ミ ュ ン ス タ ー で 開 催
の I A F ( I n t e r n a t i o n a l e  A u s s t e l l u n g 
Fahrwegtechnik) における軌道と分岐器に
関する E3 製品ファミリーのメンテナンス
機械の紹介である。気候変動との戦いに
おいて、鉄道は気候にやさしい輸送シス
テムとして中心的な役割を果たしている。
新しい資金調達の拡大を約束する政治的
な意志は気候にやさしい輸送手段として
の鉄道への明確な取り組みに一層の圧力
を掛けている。一方でグローバルな鉄道
ネットワークは増大する輸送量の要件に
対処できるであろうか。熟練労働者の不
足の増大にどのように対抗できるであろ
うか。デジタル化はこれらの問題の解決
にどのように貢献できるであろうか。こ
れらの課題は学際的な協力によってのみ
解決が可能である。つまり、持続可能で、
顧客に優しく、経済的な鉄道システムへ
の共同体制での取り組みが不可欠である。 
注：E3 machines stand for: Economic – 
Ecologic – Ergonomic.

HTW 100 E3（バッテリー電源駆動による架線作業車）のトンネル内での騒音測定から電気機関
車からの騒音放出が大幅に減少していることが確認された。

出典　Der Eisenbahningenieur

UNIMAT 09-8x4/4S BR-Dynamic  E3（多くのイノベーションを搭載しているマルチプルタイタンパー）は軌道と分岐器のメンテナンス
の分野における最新の開発機械として、道床作業、タンピング、レベリング、安定化および測定と再測定の作業ステップを 1 つのマ
シンコンセプトに組み合わせている。

出典　Der Eisenbahningenieur
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中国の都市の成長を支える急行地下鉄
原題：Express metros to serve growing conurbations

●著者・所属：Toma Bačić； Railway Gazette International 誌記者
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.5（2022-5）　pp.46-49
●言語：英語

　中国では都市が急成長し、各地で広大な市域となって
いる。これを支えるのが、従来の最高速度 80km/h 程度
を超える急行地下鉄である。最初の 2012 年に部分開業し
た北京 6 号線で、最高速度 100km/h、第三軌条ではなく

架線集電、途中駅に追い越し設備を設けて急行と各停を
接続させた。2018 年に全線開業し、53.4km の路線となっ
た。急行の表定速度は 47km/h、各停は 40km/h である。
2014 年には初の 120km/h 地下鉄として上海 16 号線が開

業した。2019 年には北京の大興空港線が最高
160km/h で開業した。車両はクロスシートの 8
両編成で、座席定員 448 名である。2021 年には
広州の 18 号線と 22 号線が同じく 160km/h で部
分開業した。8 両編成で編成出力 7,200kW、定
員 1750 名である。これらの急行地下鉄が、従
来の地下鉄と高速鉄道の間を埋める輸送機関と
なっている。なお、2021 年末で中国の地下鉄
は 51 都市、269 路線、総延長 8,708km である。 

ドイツの非電化区間の走行時ゼロエミッションの取り組み例
原 題：Umstellung von SPNV-Linien auf lokal-emissionsfreie Triebzüge am Beispiel des 
Niederrhein-Münsterland-Netzes

●著者・所属：Georg Seifert ； ライン - ルール運輸連合 (VRR) 、SPNV 競争契約企画部長、ドイツ
Peter Krichel ； ライン - ルール運輸連合 (VRR) 、SPNV 競争手続グループ長、ドイツ
Roland Sehmetz；Rhein-Waal 応用科学大学 Kleve 校教授（駆動技術）、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.5（2022-5）　pp.18-25
●言語：独語

　2025 年 の 初 め に、 ニ ー ダ ー ラ イ ン・
ミュンスターラント地域鉄道ネットワー
ク (NMN) の７つの路線の運行権につい
てライン - ルール運輸連合（VRR）と交
わした契約が満了する。これらの線区
では現在気動車により運行されている。
VRR は地域鉄道のゼロエミッションを推
進 す る た め、Zweckverband Nahverkehr 
Westfaren-Lippe（NWL） と 共 同 で 走 行
時のゼロエミッション車の導入を含めた
NMN の将来プランを作成した。発注仕様
の検討のなかで、NMN ではバッテリー電
車が燃料電池車よりコスト面で有利であ
ることが明らかになってきた。

広州 22 号線の車両は CRRC 株州製の D 形で設計最高速度は 180km/h である。

出典　Railway Gazette International

バッテリー電車運行時のエネルギーの流れ（原典：DB Energie,  
https://www.dbenergie.de/dbenergie-de/gescha-eftskunden/schieneverkehr/alternativeantriebe/

alternativeantriebeschiene (Zugriff am 10.03.22,Bildautor: Volker Emersleben/DB)）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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タルゴ社の CFRP 製台車の開発
原題：Carbon fibre running gear frame

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.6（2022-6）　pp.16
●言語：英語

　 タ ル ゴ 社 は、CFRP 製 台 車（Carbon 
fibre reinforced polymer running gear 
frames） の 開 発 を 行 っ て い る。 溶 接 鋼
板製に比べて 50％の質量と見込んでい
る。これにより省エネになり、レール摩
耗が減らせるとともに台車枠の製造プロ
セスをシンプルにできる。すでにヨー
ロッパ規格 EN13749 「台車枠の構造上の
要求仕様」に沿って、静的試験や 1,000
万回を超える疲労試験を終了しており、
線 路 上 で の 試 験 を 現 在 計 画 中 で あ る。 
この試作台車はスペインの高速車両 Avril
の仕様をもとに設計したが、他の形式の
高速車両や通勤電車にも適用できる。ま
た、車両の他の構造部材にも CFRP の適
用を検討することができる。

バッテリー電車用の 50Hz 急速充電ステーション
原題：50-Hz-Schnellladestation für Batterietriebzüge

●著者・所属：Felix Dschung；Furrer+Frey AG、鉄道技術コンサルタント、スイス
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.2（2022-2）　pp.31-34
●言語：独語

　バッテリー技術開発の進展は、キーワー
ド “Tesla” に象徴されるようにとりわけ
自動車産業で推進されているが、鉄道分
野にも利益をもたらす。そのうちに駆動
バッテリーを搭載した最新の電車が実現
可能となり、ディーゼル動車は駆逐され
る。このような事態はとりわけ需要の弱
い多くの支線でおこると思われる。同時
に eMobility に相応した道路交通の需要も
上がり、これらの車両の再充電を成功裏
に行わねばならない。この際の最高の条
件は現存するインターフェ－スを自由に
活用し、可能な限り高いコストパフォー
マンスに留意することである。

CFRP 製台車は線路上での試験の準備が整った。

出典　Railway Gazette International

„VOLTAP” 充電ステーションでの Stadler Flirt Akku 列車（原典：Stadtwerke Tübingen）

出典　Der Eisenbahningenieur
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輪軸のアクティブ制御システム Licas の開発
原題：⹂LiCAS” ‒ Die aktive Radsatzsteuerung erfolgreich im Testbetrieb

●著者・所属：Richard Schneider； RS Engineering 社、スイス 
lvo Kovacic； Liebherr Transportation Systems 社、システムエンジニア、オーストリア
Paul Hofbauer ； Liebherr Transportation Systems 社、製品管理部長、オーストリア

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.1+2（2022-1+2）　pp.77-81
●言語：独語

　LiCAS(Liebherr Controlled Axle Steering)
は、曲線区間で輪軸をアクティブ制御す
る革新的なシステムである。イギリスの
RSSB による「ARSS」プロジェクトでの開発、
試験に成功した。これにより、レールの摩
耗による保守コストを 97% 以上削減でき
る可能性がある。両輪の回転半径差情報が
得られない厳しい状況ではパッシブ制御で
は効果が望めないが、LiCAS では効果を得
られる。走行線区の状況にもよるが、約３
～５年で投資コストを回収できると見込ん
でいる。

転動防止用ヘムシューの撤去失念事故防止対策品の開発
原題：Wirkprinzipien für einen Sicherheitshemmschuh

●著者・所属：Martin Egger ；アッパーオーストリア応用科学大学、建設科学科教授、オーストリア
Frank Michelberger；サン・ペルテン応用科学大学、カール・リッター・フォン・ゲガ統合モビリティ研究所長、オーストリア
Adrian Wagner；サン・ペルテン応用科学大学、カール・リッター・フォン・ゲガ統合モビリティ研究所 Junior Researcher、オーストリア

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.3（2022-3）　pp.74-80
●言語：独語

　貨車の転動防止にはヘムシューが用いら
れているが、貨車を動かす前の撤去を失念
することがある。その結果、最悪の貨車の
転覆という大事故を起こす。古典的な手法
での分析にもとづいて、撤去を失念しても
大事故に至らない構造をめざして 3 種類の
ヘムシューを試作した。フィールドテスト
の結果、「サーミックオープニング」方式
が最も適していると判断された。

 LiCAS を装備した BT10 形台車

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ヘムシューの改良目的は、撤去を失念して車両をけん引した際でも大事故を起こさないことで、この図は、車
輪を止めるためのくさび部分がガイド付きソール部から分離した状態を示す（原典： Egger M., et atl.(2022): 
Teilbericht„Wirkprinzipien” im Projekt„Self Destructive Brake Shoe - self_DEBASE”）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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鉄道車両の状態監視のための統合プラットホーム GAIA-X
原題：Europäische Dateninfrastruktur GAIA-X: Integrationsplattform für Condition Monitoring

●著者・所属：Matthis Leicht；ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH、データアナリスト、ドイツ　
Ulrich Bock；ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH、部長、ドイツ　
Lars Schnieder；ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH、最高経営責任者 (CEO)、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.4（2022-4）　pp.59-63
●言語：独語

　フィールドデータの体系的収集は、鉄
道車両の製造および保守を継続的に改善
するための基礎である。しかし、現在に
至るまで、メーカーおよび鉄道事業者に
またがるデータベースには技術的かつ組
織的な障害が存在する。その解決策の 1
つとして、ヨーロッパ統合データインフ
ラ GAIA-X にもとづくサービス指向の情
報管理が挙げられる。

難燃化規格 EN 45545-2：2013 ＋ A1：2015 対 EN 45545-2：2020
原題：Brandschutznorm EN 45545-2:2013+A1:2015 vs. EN 45545-2:2020

●著者・所属：Reiner Heldt；Railway Approvals Germany GmbH、専門技術官、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.4（2022-4）　pp.21-23
●言語：独語

　規格 EN 45545-2：2013 ＋ A1：2015 の
一部は、EN 45545-2：2020 への改訂の過
程で大幅に変更された。これらの変更は、
新製・改造の車両認可において過少評価
されるべきではなく、鉄道車両メーカー
への部品供給者および鉄道車両メーカー
自身に、克服すべき課題を突きつけてい
る。防火規格 EN45545-2 を適用するため
の手順は、TSI LOS ＆ PAS（機関車、旅客
車の TSI ガイド）の付属書 J-1 に明確に規
定されている。

IoT システムの構成

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

EN ISO 5659-2 に従った燃焼試験室（方式１）（原典：EN 
ISO 5659-2：2017-05, Kunststoffe - Rauchentwicklung 
- Teil 2：Bestimmung der optischen Dichte durch 
Einkammerprüfung (ISO 5659-2：2017)）

出典　Der Eisenbahningenieur
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架線における鳥の保護
原題：Vogelschutz an Bahnoberleitungen

●著者・所属：Marion Leiblein-Wild；連邦鉄道省、自然保護担当官、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.2（2022-2）　pp.35-37
●言語：独語

　 鉄 道 の 架 線 設 備 で の 有 効 な 鳥 害 対 策 は 運 転 だ け
で な く 専 門 的 な 視 点 か ら も 必 要 で あ る。 ド イ ツ で
は、2009 年 の 改 正 連 邦 自 然 保 護 法（BNatSchG) 以
来、立法者からも命じられている。本記事では、架線
設 備 に お け る 具 体 的 な 鳥 類 保 護 の 法 律 的 要 件 や 鳥 類
保 護 対 策 が 紹 介 さ れ、 今 後 の 展 望 が 述 べ ら れ て い る。 
 

ドレスデン工科大学の高圧実験室にある実験構成（原典： Görlich, J.; Kornhuber, S.; 
Pampel, H.-P.; Rüdiger, H.; lücker, H. (2021): Ermittlung der Vogelschutzwirksamkeit 
von Kleintierabweisern. Bestimmung von Strömen und Einschätzung der 
elektrischen Wirkung bei unterschiedlichen lsolatorzuständen; Berichte des 
Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung, Nr. 9 (2021), Projektnummer 
2018-U-10-1217. Download unter: https://www.dzsf.bund.de/ SharedDocs/
Textbausteine/DZSf/forschungsberichte/forschungsbe-richt_2021-09.
html?nn=2208196）

出典　Der Eisenbahningenieur

鉄道の架線分野での有効な鳥の保護は運転だけでなく専門
的な視点からも必要である。Marion Leiblein-Wild 博士は
必要性と実状および可能な解決手掛かりを明らかにしてい
る。口絵：VDE8.2 区間の Bibra トンネルでの架線工事（原
典：Deutsche Bahn AG/Frank Kniestedt）

出典　Der Eisenbahningenieur
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グリーン水素エネルギーの生産と貯蔵
原題：Green hydrogen energy storage trial

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.6（2022-6）　pp.16
●言語：英語

　ポーランドの PKP Energetyka 社は、ポーランドの鉄道
網を再生可能エネルギーに移行させることを目的とする研
究の一環として、ガルプツェ変電所に水素エネルギー貯蔵
システムを 9600 万円の予算で建設し、2023 年に稼働予
定である。水素エネルギー貯蔵システムは、電力を生成す
るための太陽光発電所とエネルギー貯蔵ユニットで構成さ
れ、鉄道の運行にすぐに必要とされない余剰電力を用いて
水の電気分解を行い、グリーン水素を生成する。水素は必
要になるまで貯蔵され、電力が必要になったときに燃料電

池によって水素を電力に変換する。ユニットは最大 23kg
の水素を貯蔵でき、太陽光発電所の出力は 150kW で、電
気分解槽の定格は 36kW、燃料電池の最大容量は 20kW で
ある。燃料電池を介して水素を電気エネルギーに戻すこと
に加えて、貯蔵ユニットは水素を直接、鉄道車両が利用で
きるように設計されている。2030 年までにエネルギー供
給の 85％を再生可能エネルギーに切り替えることを目標
とし、最終的には残りの 15％も「グリーン」にするため
の研究開発を行っている。

グリーン水素エネルギーの生産貯蔵システム

出典　Railway Gazette International
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鉄道通信の未来：GSM-R から FRMCS への移行
原題：Zukunft des Bahnfunks ‒ Migration von GSM-R zu FRMCS

●著者・所属：Andreas Krantzik；DB Netz 社、テレコムプラットホーム開発部、ドイツ
Achim Vrielink；DB Netz 社、テレコムプラットホーム開発部長、ドイツ

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.4（2022-4）　pp.37-43
●言語：独語 / 英語

　 ド イ ツ の 鉄 道 部 門 は、 定 評 の あ る
GSM-R 鉄道移動無線システムを、より強
力で前向きな後継である FRMCS(Future 
Railway Mobile Communication System）
に置き換えるという課題に直面してい
る。 本記事では、GSM-R から FRMCS へ
の移行の範囲、課題、および相互依存性
についての見通しを示す。

FRMCS：鉄道デジタル化の成功への鍵
原題：FRMCS ‒ wichtiger Wegbereiter für die Digitalisierung der Schiene

●著者・所属：Jose Gonzalez；アルストムドイツ社、テクニカルテンダーリーダー、ドイツ
Pierre Cotelle；アルストムフランス社、ネットワーク＆テレコムソリューションディレクター、フランス
Didier Chevalier；アルストムフランス社、プログラムマネージャー、フランス
Francois Hausmann；アルストムベルギー社、FRTMS プロジェクトエンジニアリングマネージャー、ベルギー

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.3（2022-3）　pp.6-10
●言語：独語 / 英語

　FRMCS(Future Railway Mobile Communication System)
には、GSM-R の廃止に対応することと、鉄道輸送のデジ
タル化を可能にする重要な要素になることという 2 つの目
的がある。 FRMCS は、複数の既存または将来の無線通信
事業者を介してすべての鉄道アプリケーション（音声、デー
タ、およびビデオ）をサポートする新しい鉄道無線システ
ムを提供することを目的としている。 マルチ無線の柔軟
性と同様にサービス品質を実装することで、FRMCS がサ
ポートする各鉄道アプリケーションの適切な可用性、優先
度、およびパフォーマンスが保証される。

GSM-R から FRMCS への移行

出典　SIGNAL+DRAHT

ALSTOM FRMCS 対応の車上装置の構成（原典：Alstom）

出典　SIGNAL+DRAHT
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ETCS レベル 3 または CBTC ？　都市鉄道のシステム決定
原題：ETCS Level 3 oder CBTC?  Systementscheidung für Stadtbahnen

●著者・所属：Lars Schnieder；ESE Engineering und Software-Entwicklung 社、最高経営責任者（CEO）、ドイツ　
Paula von der Heide；ESE Engineering und Software-Entwicklung 社、セキュリティとハードウェア部門責任者、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.3（2022-3）　pp.37-40
●言語：独語

　 本 記 事 は、 都 市 鉄 道 ラ イ ト レ ー ル の 輸 送
ネットワークのパフォーマンス向上に関する
内容である。都市部における輸送需要の増加
と、数十年前の制御装置および安全技術のシ
ス テ ム の 同 時 廃 止 に 伴 い、 多 く の 地 元 の 輸
送 事 業 者 に と っ て、 将 来 を 見 据 え た 更 新 の
ための戦略的な技術決定がますます重要に
なっている。通信ベースの列車制御システム

（CBTC：Communications-Based Train Control 
Systemen）と欧州列車制御システム（ETCS：
European Train Control System）との 2 つの技
術ソリューションが市場に出回っている。これ
らのソリューションの概念間の特徴的な違いに
もとづいて、地元の輸送事業者の要件構造に関
連する基本的な適合性を検討する。

デジタル化された鉄道運転の強靭性
原題：Resilienz im digitalen Bahnbetrieb

●著者・所属：Max Schubert；Incyde GmbH、経営者、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.4（2022-4）　pp.6-8
●言語：独語

　ドイツとヨーロッパでの気候変動の目標を達成するため
に、デジタル化は鉄道運転でのチャンスとなる。ヨーロッ

パ統一的なネット化によって予測と実時間最適化が可能と
なる。そうすることはすべての源データの利用可能性への

依存を高めることになる。同時
に外部からのシステム操作の
攻撃リスクを高めることにも
なる。最近の研究は危険性を伴
うインフラへの攻撃への絶え
ず増加する関心を示している。
どうしたら鉄道システムは長
期的にこの挑戦に対処し、同時
にデジタル化によって重要な
目標を達成できるかが問われ
ている。

高度に自動化されたローカル輸送システムのアーキテクチャの概念

出典　Der Eisenbahningenieur

解析と切り替えによる無線強靭化

出典　Der Eisenbahningenieur
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SIL4 鉄道応用システム向けのクラウド構造
原題：Cloud-Architektur für SIL4-Eisenbahnanwendungen

●著者・所属：Reinhard Hametner；タレスオーストリア社、ベースシステム－ TAS プラットホーム、製品ラインアーキテクト担当部長、オーストリア
PeterTummeltshammer；タレスオーストリア社、リサーチコーディネーター、オーストリア
Stefan Resch；タレスオーストリア社、TAS プラットホームのディペンダブルシステム設計、オーストリア
Wolfgang Wernhart；タレスオーストリア社、TAS プラットホームの製品管理、オーストリア

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.3（2022-3）　pp.20-28
●言語：独語 / 英語

　クラウドコンピューティングは Web オペレーションに
革命をもたらし、同様に銀行などの多くのビジネスドメイ
ンにおける IT オペレーションの基盤を変えた。 このテク
ノロジーを鉄道分野に導入することで、組み込みボードに

もとづくコンピューティングインフラの運用を改善するこ
とができる。本記事では、Thales の Transport Automation 
Systems（TAS）の「TAS プラットホーム」ベースシステ
ムを使用した安全なプライベートクラウド運用のソリュー

ションを紹介する。 20
年以上の経験と世界規
模の運用にもとづいて
構築されたクラウドテ
クノロジーの導入は、
そのアプリケーション
に付加価値を提供し続
けるための次のステッ
プとなる。

走行中の列車を監視する
原題：Keeping the trains on track

●著者・所属：Raghu Dayal；インド
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.4（2022-4）　pp.18-21
●言語：英語

　インド鉄道は列車衝突を防ぐた
めに、20 年以上にわたって ATP の
導入に取り組んできた。開発した
ATP シ ス テ ム Kavach は、 無 線 を
使用しており、軌道回路を使用し
たシステムより低コストで設備す
ることができる。2022 年から 23
年に、インド鉄道の 2000 ルート
キロ以上で Kavach を展開するた
めの予算が割り当てられた。

TAS プラットホームを使用した製品（原典：Thales）

出典　SIGNAL+DRAHT

列車の移動は無線で把握するが、線路内の RFID タグを使用して列車位置が補正される。

出典　Railway Gazette International
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複数車両の仮想結合における安全な列車間隔の調査
原題：Untersuchung des sicheren Zwischen-abstands bei der virtuellen Kupplung von Triebzügen

●著者・所属：Hamidreza Tavakolinik；シュトゥットガルト大学、機械要素研究所鉄道車両技術学科、学術職員、ドイツ
Corinna Salander；ドイツ鉄道輸送研究センター（DZSF）、所長、ドイツ
Jens König；シュトゥットガルト大学、機械要素研究所鉄道車両技術学科、教授、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.5（2022-5）　pp.69-74
●言語：独語

　仮想結合 ( ソフト連結 ) は、鉄
道輸送のための革新的なソリュー
ションである。 これは、相対的な
ブレーキ距離で運転を実行でき、
列車シーケンスを大幅に圧縮する
ことができることと、ルート容量
を可能な限り最適に使用できるこ
とを意味する。安全な中間距離の
必要な保証は、距離制御によって
引き継がれる。 走行抵抗などの鉄
道固有のパラメータは、安全な列
車間隔に影響し、ひいては距離制
御に影響を与えるため、それらの
影響を調べる必要がある。

連動装置用ケーブルのデジタル化と評価
原題：Digitalisierung und Bewertung der LST-Kabelinfrastruktur

●著者・所属：Dennis Kühnhold；W&S Technik 社、コンサルティング部長、ドイツ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.1+2（2022-1+2）　pp.38-43
●言語：独語 / 英語

　使用される連動装置技術とそ
の効率に関係なく、装置間の接
続は、鉄道事業の安全性と可用
性にとって非常に重要である。
使用しているケーブルの劣化は
気がつかないことが多く、故障
して初めて気がつくことが多
く、鉄道事業に重大な障害をも
たらす可能性がある。 W ＆ S 
Technik 社 の MPXV3 シ ス テ ム
を使用すると、使用している
ケーブルの品質を記録、故障時
の置き換え、および評価をする
ことができる。

列車間隔に対する勾配の影響

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ライン監視の例

出典　SIGNAL+DRAHT
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EULYNX セキュリティ：共通の保護のための標準化
原題：EULYNX Security ‒ Standardisierung für gemeinsamen Schutz

●著者・所属：Richard Frhr. Poschinger von Frauenau；lncyde 社、IT-Security シニアエキスパート、EULYNX セキュリティクラスターのメンバー、ドイツ
Adern Sen；ドイツ鉄道 (DB)、ドイツ鉄道 CSIRT チーフエキスパート、EULYNX セキュリティクラスター委員長、ドイツ

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.4（2022-4）　pp.6-13
●言語：独語 / 英語

　EULYNX プロジェクトは、ヨーロッパでの電子連動装置
の統一されたアーキテクチャとインターフェースを定義し
ている。 重要なインフラに対する過去のサイバー攻撃と、
ヨーロッパおよび国内の規制レベルでの要件の増加の両方
で、システム全体をセキュリティの観点から保護する必要

がある。 EULYNX セキュリティクラスターがベースライン
4（リリース 1）で公開したドキュメントは、メーカーと
オペレータに電子連動装置のセキュリティに関する統一さ
れた仕様を提供している。

標準と要件の依存関係（原典：EULYNX Security Cluster, EU.Doc.114 - EULYNX Security Specification - Baseline 4, Release 1, EULYNX Consortium, 2022）

出典　SIGNAL+DRAHT

共有セキュリティプラットホーム（原典：EULYNX Security Cluster, EU.Doc.15 - EULYNX Security Concept – Baseline 4, Release 1, EULYNX Consortium, 2022）

出典　SIGNAL+DRAHT
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W09

地方鉄道のインフラのデジタル的現状把握
原題：Digitale Bestandsinfrastruktur-erfassung regionaler Bahnstrecken

●著者・所属：Vasco Paul Kolmorgen； Bahnkonzept GmbH、プロジェクトリーダー、ドイツ
Christian Rahmig；ドイツ航空宇宙センター、商品開発、ドイツ
Christopher Sontag;；ドイツ航空宇宙センター、学術員、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.4（2022-4）　pp.10-13
●言語：独語

　 線 路 網 と そ の 構 成 設 備 の デ ジ タ ル 撮 影 は 地 方 鉄
道 の デ ジ タ ル 鉄 道 イ ン フ ラ 記 録 簿 と い っ た 概 念 に
とって重要な前提である。連邦デジタル化・運輸省

（Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr：
BMDV) が促進している近代化基金の枠組みでの研究プ
ロジェクト Indres はこの鉄道インフラのデータバンク
の構築に専念した。そのデータバンクは鉄道を所定の
位置に配置し、その鉄道運転設備と地理データを集中
的に管理し、そのインフラを効率よくマークすること
ができる。

革新的でデジタル鉄道インフラに対して BIM を導入する
原題：Ganzheitlicher Ansatz mit Potenzial –Building Information Modeling für eine innovative und digitale Bahninfrastruktur

●著者・所属：Sebastian Demmler；シーメンスモビリティ社、国内向け BIM 部門長、ドイツ
Carolin Baier；シーメンスモビリティ社、国内向けデジタルツインおよびデジタル化担当部長、ドイツ

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.1+2（2022-1+2）　pp.6-12
●言語：独語 / 英語

　近年、前例のない規模で私たちの業界でもデジタル技術
の普及を推進している。この傾向は、パンデミックによっ
てさらに加速されている。デジタル化は、可用性の向上、
自動化と接続性の向上の鍵であるが、信号システムと制御

システムのプロジェクトでのコラボレーション方法も恒久
的に変化している。私たちの生活のあらゆる側面がデジタ
ル変革を遂げているように、鉄道輸送もデジタル化によっ
て変化している。デジタル化は、鉄道ベースのモビリティ

にさらに柔軟性、有効性、効率を提供し、モビリティ
製品の相互接続性を強力に推進している。本記事で
は、シーメンスモビリティ社による「BIM( ビルディ
ングインフォメーションモデリング )」手法の革新
的なアプリケーションについて説明する。記事内で、
BIM は、建物や鉄道信号用のオープンライン要素な
どのインフラ資産の計画、建設、および運用のデジ
タル化で構成される。 ETCS プロジェクトの最初の
アプリケーションは、システム全体の BIM データモ
デルの助けを借りて、鉄道輸送の未来がどのように
見えるかを明らかにした。

Indres プロジェクトのパイロット軌道データ
属性と GPSinfradat( 原典：Bahnkonzept）

出典　Der Eisenbahningenieur

自動物体識別のために学習アルゴリズムの適用

出典　SIGNAL+DRAHT
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