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出典：Der	Eisenbahningenieur
「輸送事業者の観点からのインターモーダルサービス」（P4）

出典：Railway	Gazette	International
「樹脂をあらかじめ含浸された炭素繊維シートの導入によ
り車体の生産プロセスが加速され、許容できるコストでの
大量生産に道を開いた。」（P15）

出典：Der	Eisenbahningenieur
「架け替え部分を新橋に置き換えた完成予想図（原典：
ARGE	Friesenbrücke）」（P11）

出典：Der	Eisenbahningenieur
「voestalpine	Railway	Systems（vaRS）社の工場敷地内にお
ける計測状況（原典：Getzner	Werkstoffe）」（P11）
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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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ヨーロッパでの航空と鉄道のインターモーダル輸送
原題：Intermodalität im Flug-und Bahnverkehr in Europa

●著者・所属：Philippe Aemisegger；Otimon GmbH、主任事業アナリスト、スイス
Philipp Morf；Otimon GmbH、CEO、スイス
Marc Eschenbacher；Otimon GmbH、商品開発プロジェクトリーダー、スイス

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.6（2022-6）　pp.21-25
●言語：独語

　旅行には通常、複数の交通手段が含
まれる。これは短距離旅行でもしばし
ばあてはまるが、国際旅行ではさらに
成り立つ。輸送モード内でのサービス
の協調は当然であり、顧客の観点から
も重要である。航空と陸上の交通手段
のネットワーク化は、多くの空港で成
功している。そうすることによって鉄
道駅やバスターミナルから近距離およ
び遠方の目的地への接続を提供してい
る。しかし、今日では、航空事業者は、
顧客のための陸上接続とセットにされ
ていることはほとんど無い。旅客は単
に異なる輸送事業者からサービスを受
けることになる。旅程全体の予約の必
要性は、統一された援助への欲求と同
じくらい満たされていない。

ドイツ、オーストリアおよびスイスの国際空港

出典　Der Eisenbahningenieur

輸送事業者の観点からのインターモーダルサービス

出典　Der Eisenbahningenieur
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輸送の世代交代で人の移動が変わる
原題：Generational change will transform travel

●著者・所属：Matt Clark；Metrolinx社、CCO、カナダ
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.8（2022-8）　pp.34-38
●言語：英語

　トロントはカナダ最大の都市であり、その周辺を含む地
域はグレーターゴールデンホースシューとして知られる北
米で最大の公共交通機関集積地の1つを形成している。こ
の地域では現在、オンタリオ州の地域交通機関Metrolinx
の主導のもと、鉄道や高速バス
など各種交通機関を統合したプ
ロジェクトにより将来を見据え
た地域全体の人の移動の再構築
が進められている。Metrolinxは
パートナーであるInfrastructure 
Ontarioとともにこのプロジェク
トに700億カナダドルを投じ、相
互に接続されたネットワークを
実現し、地域全体の交通を一変
させるプログラムに着手してい
る。この計画が完成すると電化
された地域鉄道網、4つの新規ま
たは延伸された地下鉄、4本のラ
イトレールシステムが整備され

るとともに、相互接続、チケットの統合や非接触課金シス
テムの導入、交通システム全体の統合により、単に人の移
動にとどまらず、仕事や娯楽の充実、新たな旅の創出を促
し、地域の大きな発展に貢献することとなる。

ヨーロッパの夜行列車の復活
原題：Renaissance der Nachtzüge in Europa

●著者・所属：Kurt Bauer；ÖBB-Personenverkehr AG、遠距離輸送リーダー、オーストリア
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.6（2022-6）　pp.30-33
●言語：独語

　オーストリア連邦鉄道（ÖBB）は以
前からずっと魅力的な夜行列車網を運
用してきた。そのほとんどの列車は
ユーロナイトのパートナー鉄道の協力
によるものである。しかし、2000年
代の初めからヨーロッパ鉄道輸送会
社（EVU）は便利な航空網や稠密な高
速列車網の整備に伴って夜行列車網を
着実に減少しあるいは中止してきた。
具体的には2001年に比べて今日では
65％少ない夜行列車になっている。し
かし、気候危機の下で、短距離航空の
代替として見直され、夜行列車の再生
計画が進んでいる。SNCFやDBと協力
してヨーロッパ主要13都市を結ぶ計
画がある。

トロント周辺の輸送再構築プロジェクト

出典　Railway Gazette International

オーストリア連邦鉄道（ÖBB）ナイトジェットの 2024 年目標網

出典　Der Eisenbahningenieur
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展望2032：ヨーロッパ域内での交通流
原題：Ausblick 2032: Verkehrsströme innerhalb Europas

●著者・所属：Maria Leenen；SCI Verkehr GmbH、CEO、ドイツ
Leandro Giaretta-Padovan；SCI Verkehr GmbH、シニアコンサルタント、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.6（2022-6）　pp.49-52
●言語：独語

　ブレンナーベーストンネル
（BBT：Brenner-Basistunnel） は

ヨーロッパ最大のインフラプロ
ジェクトの1つであり、2032年
に完成すると、大陸の主要輸送
ルートの交通の流れが恒久的に
変わる。道路から鉄道への貨物
輸送の広範囲にわたるシフトを
可能にし、ブレンナー峠周辺の
大量の交通量を抑制することを
目的として、プロジェクト全体
は2006年 の 起 工 式 か ら 始 ま っ
た。物流市場の変化、特に気候
保護の重要性の高まりにより、
オーストリアとイタリアの共同
プロジェクトは、最初の実現可
能性調査から約40年後にさらに
重要性を増している。

輸送モード別アルプス横断貨物輸送：スイスとオーストリア（原典：Schweizer Bundesamt für Statistik、© SCI Verkehr）

出典　Der Eisenbahningenieur

ブレンナーにおけるモードごとの輸送量分担率（原典：Verkehr in Tirol Bericht 2020、© SCI Verkehr）

出典　Der Eisenbahningenieur
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全国一律の旅客情報をめざして
原題：Auf dem Weg zu einer bundesweit konsistenten Auslastungsinformation

●著者・所属：Sören Land；Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH、IT担当、ドイツ
Ronny Branick；DB.RES社、需要および利用調査の上級担当、ドイツ
Katja Machatsch；DB Regio AG、旅客情報プロジェクトリーダー、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.6（2022-6）　pp.18-21
●言語：独語

　リアルタイムの旅客情報は、現代の旅行者にとって情報
の重要な部分である。それは予定した経路の輸送手段がど
れほどいっぱいかの情報を旅行者に提供し、最適な乗り継
ぎの選択を積極的に支援する。これは、
たとえば、座席に対して明らかな要求
がある場合、移動の制約がある場合、
ベビーカーや自転車を持ち込む場合、
経路を検索するとき混雑する輸送手段
を原則として回避する場合、などに特
に重要である。地域ごとに異なる、多
数の解決策を避けるために、データ収
集や予測、情報表示など多くの点を考
慮すると、明らかな業界標準が必要で

ある。一貫性があってこそ旅客情報は有効であり、投資の
メリットは十分に活用され、シンプルな公共旅客輸送の利
用が実現する。

ドイツにおける複合輸送システムのパフォーマンス
原題：Leistungsfähigkeit eines vertakteten Systems des Kombinierten Verkehrs in Deutschland

●著者・所属：Florian Heinitz；エアフルト応用科学大学、教授（交通経済）、ドイツ
Werner Weigand；元エアフルト応用科学大学、元部門長、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.6（2022-6）　pp.40-46
●言語：独語

　ドイツ政府は2030年までの地球温暖化防止策として輸送部門
のCO2排出量を2019年の半分にあたる8,500万トンに制限する
こととしており、その有力な手段として、船舶、陸上、鉄道の
連携による複合輸送において鉄道がその潜在能力を生かして主
要な役割を果たすことが期待される。この点に関しては従来鉄
道側の対応の遅れと分断された輸送市場のセグメント化がモー
ダルシフトのネックとなっていた。このような状況に対応する
ため、Deutschlandtakt カーゴでは貨物輸送における列車経路
の長期的な割り当てと列車と線路提供のシステム化に関するコ
ンセプトを提案した。これまでの調査研究により複合貨物輸送
による新たなシステムの可能性が見いだされつつある。400km
を超える内陸輸送においては複合輸送の大きな市場が存在し、
広範なモデル計算により長距離輸送市場の多くをこれに開放す
ることにより鉄道の環境保護性が期待のとおり発揮されるこ
と、また、貨物輸送のために十分な高速鉄道路線が利用可能で
あり、主要路線では貨物輸送を優先して旅客輸送は可能な範囲
でこれに対応させるべきことが明らかにされた。

統一性のある旅客情報表示の構成原則

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ステージ 4 のラインコンセプトとハブおよびターミナルの配置
（原典： Saenger, K.; Simon, T.; Heinitz, F.: Capabilities of a Periodic Containerized 

Railfreight System in Germany. PROMET Travel & Transportation 33(6), S.807-820, 2021）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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異常気象との共生を学ぶ
原題：Learning to live with extreme weather

●著者・所属：Benoit Gilson；Infrabel社、CEO、ベルギー
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.8（2022-8）　pp.20-23
●言語：英語

　近年ヨーロッパは気候変動の影響により各種の異常気
象に見舞われており、2021年夏にはベルギーでかつてな
いほど壊滅的な洪水が発生した。この洪水により、死者
41名、水没家屋5万戸、車の流失11,000台などの被害を生
じ、ベルギー国内の半分の地域で数日にわたり鉄道が不
通となった。特にPepinsterにおける橋梁の崩壊、Mont-
Saint-Guibertにおける延長500mにわたる盛土崩壊は被害
の大きなもので前者はその復旧に12週間、後者は1.5か月
を要した。政府所有の鉄道インフラ管理会社INFRABELは
記録的な迅速さをもってこれらの復旧あたったがその被害
は6,000万ユーロ超に上った。復旧にあたっては投資効果
の観点から従来の技術基準による場合と今後に備え抜本的
強化を行う場合とを必要に応じて使い分けた。INFRABEL
ではこのような新たな気象条件にインフラをどのように適
応させるべきか検討した結果、脆弱か所のマッピングを進
めるとともに、IoTを活用したリモート状態監視に着目し、
テストを進めている。同時に気候変動の根本的対策として
グリーン・エネルギーの活用にも力を入れている。

2021 年 7 月 15 日早朝、Lesterny での土砂流失により空車の旅客列車が脱線。

出典　Railway Gazette International

Lesterny での洪水により Namur ～ Luxembourg 間で 50m の区間が流失。

出典　Railway Gazette International
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鉄道路盤の耐荷重特性測定
原題：Tragfähigkeitsmessungen am Unterbau der Eisenbahn

●著者・所属：Fritz Kopf；FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT社、地盤工学・土質工学、オーストリア
Jürgen Stern；ÖBB lnfrastruktur AG、軌道技術部、地質自然災害チームマネージャー、オーストリア

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.6（2022-6）　pp.83-87
●言語：独語

　ÖBBインフラ社の下級線区における設備
改修投資に向けた路盤要件の改定に際し
て、FCP社は路盤特性の異なる2つの断面で
測定を実施した。また、検証のため常時の
列車運行における路盤の耐荷重特性の測定
も行った。この結果、ÖBB下級線区におけ
る路盤の締め固め基準の根拠が明らかにさ
れ、これによりÖBBインフラ社の再投資プ
ロジェクトは経済的合理性をもって行うこ
とが可能となった。今回使用された埋込式
測定装置は常時の列車運行における路盤の
動的支持剛性を測定することが可能で、将
来的には継続的な測定により外部要因によ
る路盤耐荷重の時系列的変化を把握するこ
とも可能となる。

持続可能なバラスト処理としての道床由来のバラストの処理
原題：Gleisgebundene Schotteraufbereitung als nachhaltige Bettungsbearbeitung

●著者・所属：Philipp Tecklenburg；DB Netz社、軌道の設計監理、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.7（2022-7）　pp.43-46
●言語：独語

　本記事は、持続可能な道床バラストの処理に関する内容である。
繰り返しの列車衝撃と環境の影響により道床バラストは汚染され
る。DBガイドライン（Ril）824.1001「道床作業の実行」の更新の
過程で、道床作業関係の機器のさらなる技術開発が行われた。この
過程においてDB Netz社は個々のバラストの品質を向上させるため
に純粋なふるい分けに加えて、バラストに追加の処理（既存のバラ
ストに衝撃を与えバラストに新しい破砕面とエッジを生み出す処
理）を行った。これにより、以前は完全なバラスト交換しかできな
かった軌道区間において古いバラストの廃棄と新しいバラストの追
加の割合を大幅に減らすことが可能となった。

測定断面図および路盤面への
圧力センサーと加速度計の設置状況

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

バラストの洗浄モジュールにおける振動ふるい（原典：DB Netz 社）

出典　Der Eisenbahningenieur
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樹脂（プラスチック）まくらぎ
原題：Bahnschwellen aus Kunststoff

●著者・所属：Reinhold Rensing；鉄道技術コンサルタント、ドイツ
Philipp Tecklenburg；DB Netz社、軌道技術、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.7（2022-7）　pp.36-42
●言語：独語

　本記事は、樹脂（プラスチック）
まくらぎの特徴に関する内容であ
る。コンクリート製や鋼製のまくら
ぎが使用できない用途分野では木ま
くらぎが依然として鉄道軌道に不可
欠な構成部材である。これまで使用
可能であったクレオソート含浸剤の
使用禁止により、天然木材の耐久性
はもはや保証されないため、革新的
で技術的に同等の代替品の開発が必
要とされた。樹脂製のまくらぎは、
木まくらぎに匹敵する材料的な性能
を提供すると同時に、リサイクルま
たはリサイクル可能な樹脂材料を使
用することにより、鉄道部門の持続
可能な建設に貢献する。

レール処理の技術的飛躍
原題：Technologiesprung bei der Schienenbearbeitung

●著者・所属：Richard Stock；Linsinger社、フライス処理技術マネージャー、カナダ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.7（2022-7）　pp.47-51
●言語：独語

　本記事では、レールの技術的な進
展を紹介している。過去2年間のパ
ンデミックにより鉄道の乗客数が大
幅に減少している。同時に、メンテ
ナンスの時間枠が大幅に短縮されて
いる。このような状況下では、レー
ルの耐用年数を最大限に延ばすため
に、レール処理（削正など）の最新
技術が利用可能でなければならな
い。コスト最適化された効率的な
レール処理（削正など）は、保守戦
略と適切な保守技術とを最適に組み
合わせることによってのみ達成でき
る。時間の経過とともに機械加工の
コストを削減しながら機械加工の効
率  を高めるために、さまざまな戦略
と技術の組み合わせが開発されてき
ている。

樹脂（プラスチック）まくらぎを用いた軌道（原典：DT - Výhybkárna a strojírna, a.s）

出典　Der Eisenbahningenieur

都市鉄道網での予防的処置のために開発された ATMO（Automatic Track Machine Oscillator：自動レール
削正車）、ウイーン線ネットワークでのテストの様子（原典：Plasser & Theurer）

出典　Der Eisenbahningenieur
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鉄道騒音 ― 最初のテストで音響的に最適化されたクロッシング
原題：Bahnlärm ‒ Akustisch optimierte Weichenherzstücke im Erstversuch

●著者・所属：Thomas Titze：voestalpine Railway Systems社、開発技術者、オーストリア
Heinz Ossberger；voestalpine Railway Systems社、上級副社長、分岐器技術、オーストリア
Martin Quirchmair；Getzner Werkstoffe社、開発技術者、オーストリア
Harald Loy；Getzner Werkstoffe社、研究開発責任者、インスブルック大学ポスドク、知能交通システム、オーストリア

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.8（2022-8）　pp.24-29
●言語：独語

　本記事は、分岐器部の騒音対策に関する内容
である。高減衰ポリウレタン（PUR）複合材料
で満たされた分岐器クロッシングは、分岐器部
の騒音を低減させる可能性を有している。分岐
器部における騒音の著大化は、特に住宅地では
大きな課題となる懸念がある。分岐器クロッシ
ングが軌道上にて長時間使用されるにつれて、
騒音の程度は次第に顕著となる。音響的にはっ
きりと知覚できる衝撃によって不快感を感じさ
せ る こ と が あ る。voestalpine Railway Systems

（vaRS）社とGetzner社との材料に関する共同研
究開発によりクロッシングは新しい高減衰ポリ
ウレタン複合材料で満たされた。実験室内の条
件下では、これにより騒音放出が大幅に減少し
た。オーストリア連邦鉄道（ÖBB）の路線網に
おいて実用的なテストはすでに実施されている。

ウィーナー近郊のエムス川に架かる「フリーゼン橋」の架け替え
原題：Neubau der „Friesenbrücke” über die Ems bei Weener

●著者・所属：Alexander Heinemann；DB Netz社、「EÜフリーゼン橋リニューアル」プロジェクトマネージャー、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.7（2022-7）　pp.56-60
●言語：独語

　本記事は、欧州最大の海運ルートであるウィーナー近郊
のエムス川の下流に架かるフリーゼン橋（Friesenbrücke）
の架け替えに関する内容である。フリーゼン橋は、1926
年に建設された全長335mで、第5と第6の橋脚の間に開口
部がある跳開橋で、東フリジアの町レーアとオランダの
フローニンゲンを結
ぶ国道1575号線の一
部にもなっている。
2015年12月に、シェ
ルツァーシステムと
して設計された可動
跳開橋部分が船の衝
突により破壊した。
この事故により鉄道
と人や自転車の通行
が不可能となってお
り、新たに橋を架け

直す必要があった。新しい橋は跳開方式ではなく、橋脚を
軸にして2スパン分が川の流れの方向に旋回する回転方式
となっている。回転により得られる航路の幅は72.5m（1
スパン分）である。完成すると欧州最大の回転橋となる予
定である。

voestalpine Railway Systems（vaRS）社の工場敷地内における計測状況（原典：Getzner 
Werkstoffe）

出典　Der Eisenbahningenieur

架け替え部分を新橋に置き換えた完成予想図（原典：ARGE Friesenbrücke）

出典　Der Eisenbahningenieur
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橋梁、線路設備、乗降設備の効率的な建設・更新のための省力化した新
たな工法の技術開発
原題：Mit neuen Ideen zu kapazitätsschonenden Bauverfahren von Brücken, Oberbau und Bahnsteigen

●著者・所属：Verena Bärwolf；DB、インフラ計画プロジェクト部、分野別基本計画担当、ドイツ
Andreas Kleemann；DB、インフラ計画プロジェクト部、プロジェクト品質管理責任者、ドイツ
Christian Beschorner；DB、インフラ計画プロジェクト部、技術革新推進責任者、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.7+8（2022-7+8）　pp.15-19
●言語：独語

　ドイツでは連邦政府のサステナ
ビリティ戦略のもと、鉄道輸送の
効率化を図るべく、インフラの効
率化と信頼性向上を進めている。
DBではその包括的戦略「強靭な鉄
道」において、2040年までに鉄道
の経路を30%増やすことを目標に
して着実に成果を上げつつある。
輸送量が増加するなかでインフラ
の拡充と更新のため多くの工事を
進めることが必要とされており、
このための有力な手法として「省
力化した工法」が注目されている。
これは工事期間中の閉鎖間合が列
車運行に与える影響が最小とする
ことを目的としたもので、鉄道利
用者への制約を完全に防ぐことは
できないものの、通常の工事に比
べ大幅に閉鎖時間を短縮するもの
で あ る。DB Netz社 で は 橋 梁、 線
路設備、乗降設備の建設・補修に
際して、工事期間を短くして稼働
率を上げるため「省力化した工法」
の技術開発に力を入れている。

仮設桁を用いた橋梁の架け替え（原典：DB AG/ Max Lautenschläger）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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プロジェクトマネジメントにおけるアジャイルなスクラム
原題：Scrum in der Planung Eisenbahninfrastruktur

●著者・所属：Nikolaos Rizos；DB E&C、全体計画プロジェクトマネージャー兼ABSプロジェクトチームリーダー、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.7+8（2022-7+8）　pp.52-54
●言語：独語

　プロジェクトマネジメントにはさまざまな手法が存在す
るが、複雑なプロジェクトになるほど多くのプロジェクト
パートナーが関わり、すべての作業を同じ目的に向かって
進めることが難しくなってくる。このような中、注目され
ているプロジェクトマネジメントの1つが「アジャイルフ
レームワークのスクラム」と呼ばれる考え方である。ア
ジャイルとは柔軟、迅速で適応性のあることを意味する。
プロジェクトのスタート時点ではすべての要件が明確なわ
けでなく、顧客、経営陣、プランナーはプロジェクトの進

行に伴って常に新しい課題に直面する。「アジャイルフレー
ムワークのスクラム」の基本的考え方は複雑なプロジェク
トを厳密に計画するのではなく、ステップバイステップで
進め、途中で速やかな変更を可能とするものである。この
考え方により、プロジェクトは定期的にモニターされ、成
果を確認しながら変化への迅速な対応が可能となる。DB 
Engineering & Consulting社（DB E&C）のABS38プロジェ
クトにてこの考え方が導入され、考え方を柔軟にすること
でプロジェクトの企画運営に効果を発揮した。

鉄道インフラ計画におけるアジャイルなスクラムの概念図（原典：Frank Schlecht 2021）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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ドイツ長距離鉄道の列車編成と車両保守の統合戦略
原題：Integrierte Flotten- und Werkestrategie der DB Fernverkehr AG

●著者・所属：Thomas Hempe；DB Fernverkehr AG、車両保守リーダー、ドイツ
Kristen Pohl；DB Fernverkehr AG、車両管理リーダー、ドイツ
Susanne Heinrichs；DB Fernverkehr AG、車両保守開発リーダー、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.8（2022-8）　pp.58-63
●言語：独語

　ドイツ鉄道の長距離列車編成は
急速に変化している。ICE4が137編
成にまで増えることに加えて、さ
らに車両の新規調達が進んでいる。
同時に、機関車と客車で構成され
たこれまでの第一世代のインター
シティは引退する。品質要求の高
まりのなかで、列車編成の変化と
長距離輸送の成長は、車両保守に
とって大きな課題になる。列車編
成と車両保守の統合戦略では車両
の増備と車両保守の強化は相互に
最適に調整される。

インド鉄道の積極的な新車投入
原題：Building better trains

●著者・所属：Raghu Dayal；インドコンテナ会社、元マネージングディレクター、インド
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.7（2022-7）　pp.18-22
●言語：英語

　インドにおける鉄道旅行の需要は供給をはるかに上回
り、乗客数は今後も大幅増が予想される。また、航空（特
にLCC）や高速道路との競合が見込まれる。このため新型
車両の導入を急速に進めている。2019年に高規
格化在来線を最高180km/hで走行できる16両編
成の準高速電車Vande Bharatの営業運転を開始
した。今後3年間で400編成製造が目標であるが
進ちょくは遅れている。2018年度以降の新製客
車はステンレス製車体でディスクブレーキと空
気ばねを採用したLHB型車両のみとした。イン
ド国鉄は最終的に客車80,000両をLHB型にする計
画である。2021年には同型の最新設計で、電気
指令ブレーキ、プラグドア、自動連結器を装備
したTejas客車が就役した。長距離用の寝台車、
中距離用の座席車、より短い距離向けの二階建
て車がある。またインターシティの優等車向け
にWi-Fiにより映画、ゲーム、音楽が楽しめ、防
犯カメラもあるスマートコーチを2,800両製造す
る計画で、現在63両が就役している。この車両
は車両部品の常時監視による予防保全をめざし

ている。観光需要に対応するためにビスタドーム車を開発
した。すでに各地で使用されており、全部で100両が製造
される予定である。

最新の高速電車 ICE4（原典：DB AG/ Wolfgang Klee）

出典　Der Eisenbahningenieur

ビスタドーム車はすでに Jalpaiguri ～ Alipurduar Junction 間で運行を開始している。（原典：
Photo: XIndranil Aditya/NurPhoto/Shutterstock）

出典　Railway Gazette International
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複合材料を用いた軽量車両の開発
原題：Lightweight railcar deploys composite components

●著者・所属：Lyndon Newman；TRB Lightweight Structure社、技術サポート部、チーフエンジニア、イギリス
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.7（2022-7）　pp.23
●言語：英語

　イギリス運輸省とRSSB（鉄道安全標準化機構）
に主導された「革新的超軽量車両プロジェクト」
の成果として、2021年10月に超軽量車両の試作
車が使用休止中の線路に運ばれた。車体に複合
材料を適用することが開発の主眼であるが、手
作業が多くなり工期が長くコストアップになる
という課題があった。今回プリプレグ（あらか
じめ樹脂を含浸）炭素繊維材料を用いた部材の
製造工程の自動化を達成した。開発した複合材
料車体は現在のディーゼルカーと比べて約40%
の軽量化が見込まれる。実用化されると、支線
の運行サービスの改善、運行休止路線の復活な
どにより鉄道へのモーダルシフトに資すること
ができる。

車両技術の革新による鉄道経営の効率化（グラーツでの第47回最新鉄
道車両会議）
原題：Boosting efficient operations

●著者・所属：Reinhard Christeller
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.7（2022-7）　pp.28-29
●言語：英語

　1954年に始まり、オーストリアのグラーツで毎回開催さ
れている現代鉄道車両会議の第47回が開催された。会議の
ホストであるPeter Veit教授は「ここグラーツで多くの産
学連携の研究開発が行
われた」と語った。基
調講演では、ヨーロッ
パの幹線鉄道での輸送
力、信頼性、定時性の
向上、ライフサイクル
コスト、エネルギー消
費、CO2排 出 の 削 減 に
ついてのビジョンが示
された。一般講演では、
駆動システム、ブレー
キシステム、構造材料、
輪軸、引通し線付き自
動連結器、ドライバレ

ス運転、データマイニング、メンテナンスモデル、デジタ
ルツインなど鉄道車両に関するさまざまな内容の30件の論
文が発表された。

樹脂をあらかじめ含浸された炭素繊維シートの導入により車体の生産プロセスが加速さ
れ、許容できるコストでの大量生産に道を開いた。

出典　Railway Gazette International

高速回転の主電動機、コンパクト化されたブレーキ装置、中空車軸という組み合わせにより、全体の質量とばね下質量が
低減され、効率向上と保守の簡素化が期待される。（原典：Image: Siemens Mobility）

出典　Railway Gazette International
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北米各社で燃料電池機関車を試作改造
原題：Are hydrogen locomotives the next big thing?

●著者・所属：Dave Lustig；Railway Gazette International誌
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.8（2022-8）　pp.39-41
●言語：英語

　北米の鉄道貨物輸送はディーゼル機関車で行われてい
る。燃料電池機関車がこれに代わる可能性の追求のため、
最近複数の大手鉄道事業者やメーカーが試作機を開発し
た。カナディアンパシフィックはディーゼル機関車を改
造して燃料電池機関車としたと2022年1月に発表した。
Ballard社が200kWの燃料電池6台を供給したほか、改造に
協力した。今後走行試験を行う予定である。また、2021年
11月にはアルバータ州の資金提供により試作機を3両にす
ると発表している。2010年に入換用燃料電池機関車を試

作した実績があるBNSFは、2021年12月にProgress Rail社、
Chevron社と共同で幹線用燃料電池機関車の試作を行うと
発表した。また、カリフォルニア州エネルギー委員会の資
金により、Sierra Northern鉄道とGTI Energy社は、ウェス
トサクラメント港での入換用燃料電池機関車を製造（改造）
すると発表した。「現在のディーゼル機関車技術が商業的
に確立するまで40年を要した」という懐疑的な意見もある
中で、各社での燃料電池機関車への取り組みが進んでいる。

今年初めに公表されたカナディアンパシフィックの燃料電池機関車の試作機 H2OEL 形は、SD40-2F 形ディーゼル機関車の改造である。

出典　Railway Gazette International
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コネクテッドワーカーが架線を検査する
原題：Connected workers inspect catenary

●著者・所属：Hannah Bailey；Intoware Ltd、事業開発部長、イギリス
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.8（2022-8）　pp.30
●言語：英語

　 北 東 イ ン グ ラ ン ド の 東 海 岸 幹 線
（ECML：East Coast Main Line） で は

Cyberhawk社とIntoware社が開発した
新しい架線保守作業ツールがNetwork 
Rail（NR）社によって試されている。
それはドローンを用いた架線の検査の
長所と紙ベースの検査続きのデジタル
化を現場において統合したものであ
る。架線を活線で検査するには保守要
員が架線柱に昇り、検査が可能な場所
まで設備に近づかなければならない。
これには明らかなリスクがあり、NR
はこの作業のリスク低減のための代替
手法を探していた。その結果、たどり
着いたのが要員の安全を確保する「コ
ネクテッドワーカー」アプローチであ
り、同時に設備故障を減らし、コスト
を削減することができる。

地域鉄道でのゼロエミッション運転の評価可能性
原題：Bewertungsmöglichkeiten für den emissionsfreien Betrieb von Regionalbahnen

●著者・所属：Markus Lagler；ウィーン工科大学、助手、オーストリア
Stefan Edlinger；ウィーン工科大学、助手、オーストリア

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.6（2022-6）　pp.74-78
●言語：独語

　地方鉄道は今日でもディーゼルけん
引機関車で運行されていることが多い
が、環境への配慮から、この形態の運
転の社会的受容は着実に低下してい
る。路線の電化に加えて、バッテリー
ハイブリッド車両や燃料電池ハイブ
リッド車両も代替手段となり得る。こ
のような異なるシステムを比較できる
ようにするために、評価手順が開発さ
れ、オーストリアの例に適用された。

東海岸幹線（ECML：East Coast Main Line）の架線検査において試行中のデジタル検査機器を装備したドー
ロンと報告ツールを統合したツールは、Network Rail 社の検査処理を加速するものである。

出典　Railway Gazette International

評価結果のレーダーグラフ表示
（原典：Markus Lagler）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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交通インフラ建設での気候保護 ― 全体としての最適化か関心のある分
野ごとの区分化か？
原題：Klimaschutz im Verkehrswegebau ‒ Gesamtoptimierung oder interessenorientierte Segmentierung?

●著者・所属：Roland Leucker；STUVA e.V.、営業部長、ドイツ
Martin Schmitz；VDV、技術営業部長、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.7+8（2022-7+8）　pp.64-70
●言語：独語

　気候変動対策および環境保護は非常に大事な
ことなので、交通インフラ建設を含む全建設業
界で現在および将来にわたり、計画、建設、運
用において以前にもましてこれを考慮しなけれ
ばならない。これは気候変動対策がエコロジカ
ルな事業であるからだけではなく、長期的には
法律上の優先事項になり、遵守すべき要求事項
が増えるからである。そこで、建設、運用にお
ける温室効果ガス排出をできるだけ速やかに可
能な限り少なくしなければならない。これを達
成するには建造物の全ライフサイクルでの吟味
がされねばならず、単なる排出源の区分だけで
は目的を達成しない。気候アセスメントはイン
フラ建設と列車運行を分けないで全体としての
気候影響を考えねばならない。しかし、新たな
交通インフラの導入によって輸送改善効率が得
られる場合には、その建設そのものを問題視し
たり、利用できないような運賃設定としてはな
らない。

交通における CO2 価格（原典 1 のグラフに基づく、原典 2 と原典 3 によって補完）（原典 1：
Die neue Wettbewerbsfähigkeit, Dekarbonisierung als Chance für Unternehmen, Hrsg.：
Roland Berger, Think：Act, April 2021. 
原典 2： Erstes Gesetz zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes vom 3. 
November 2020 (BGBI. I S.2291). 
原典 3： Brennstoffemissionshandelsgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2728), 
zuletzt geändert am 3. November 2020 (BGBI. I S. 2291).）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

野心的な気候変動対策シナリオ － 2050 年までの CO2 排出量実質ゼロ化（原典：vdz：Dekarbonisierung von Zement und Beton - Minderungspfade und 
Handlungsstrategien (Eine CO2 - Roadmap für die deutsche Zementindustrie)； https：//www.vdz-online.de/dekarbonisierung.）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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デジタル鉄道のためのインフラ調査
原題：Bestandserfassung für die Digitale Schiene ‒ ein Pilotprojekt

●著者・所属：Mitja Bartsch；Gl-Consultant社、チームリーダー、ドイツ
Alexandra Grefe；Signon Deutschland社、グループリーダー、ドイツ
Peter Hintze；Signon Deutschland社、インフラ担当、ドイツ
Thomas Zeidler；VDEI、委員会委員長、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.8（2022-8）　pp.53-57
●言語：独語

　ドイツでは2030年までに鉄道の旅客数は倍増
し、貨物輸送は増加するという目標は高く、日
程は厳しい。課題を克服するためには計画や建
設だけでなく、鉄道の運営自体も高度にデジタ
ル化や自動化することが必要である。そのため
にはデジタルインフラデータの活用が必要で
あり、デジタルインフラデータを可能な限り
すみやかに、かつ、鉄道の運行を支障せずに
取 得 す る 必 要 が あ る。DSD（Digitale Schiene 
Deutschland：デジタルドイツ鉄道）試行の枠組
みにおいて、また、DB Netz社の指示によって、
Signon社とGl-Consultant社はパートナー会社の
Fugro社とともに、スカンジナビア-地中海回廊
の一部であるハレ地方線のデジタルインフラ調
査を実施した。そこでは広域モバイルマッピン
グとAIによる物体認識が初めて用いられた。

地方鉄道を革新する計画
原題：Programm für eine innovative Regionalbahntechnik

●著者・所属：Michael Bernt；ÖBBインフラ社、連動装置管理課長、オーストリア
Martin Taranetz；ÖBBインフラ社、移動無線ネットワーク課長、オーストリア

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.5（2022-5）　pp.6-13
●言語：独語/英語

　環境に優しい輸送手段として鉄
道を強化することは、気候変動に
対 処 す る 上 で 不 可 欠 で あ る。 地
方 鉄 道 の 一 般 的 な 方 向 性 も、 環
境 に 対 す る 意 識 の 高 ま り と、 鉄
道 輸 送 の モ ー ダ ル シ ェ ア の 拡 大
に 対 す る 需 要 に よ り、 根 本 的 に
変化している。過去10年間、ÖBB

（Österreichische Bundesbahnen：
オーストリア連邦鉄道）の地方鉄
道は、システム的に適切ではない
と分類されることが多く、廃止す
る方向で検討されてきた。現在の
ÖBBの枠組みでは、近代化とその
魅力の向上を目的とした計画で見
直されている。

モバイルマッピングシステムの「SATengine」と「RILA」

出典　Der Eisenbahningenieur

技術で層化した分類

出典　SIGNAL+DRAHT
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車上で列車位置検知を行うための安全要件
原題：Sicherheitsanforderungen an eine zugseitige Gleisfreimeldung

●著者・所属：Eckehard Schnieder；コンサルタント、元所長、ドイツ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.5（2022-5）　pp.43-53
●言語：独語/英語

　車両側で自列車の位置を判断するために、
列車の先頭と列車の長さに関連する安全度水
準4（SIL4：Safety Integrity Level 4） 要 件 の
導出、および列車分離検出の基本的な要件は
どのようなことが必要かを、参考文献および
規格に準拠したリスク受容原則にしたがって
概説されている。

OCORAはERTMS車上装置の簡素化をめざす
原題：OCORA aims at onboard simplification

●著者・所属：Hélène Arfaoui Kaynak；SNCF Group社、ERTMSディレクター、フランス
Stéphane Callet；SNCF Group社、Tech4Railプロジェクトディレクター、フランス
Jérôme Lalouette；SNCF Voyageurs社、ERTMSサブシステムマネージャー、フランス

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.7（2022-7）　pp.46-48
●言語：英語

　ヨーロッパの鉄道は、今後20年間にわたってERTMS
（European Rail Traffic Management Systm）を推進し、そ

の重要なステップは車上の制御装置および信号装置の要
件を簡素化および標準化することである。ERTMSの車上
機器のコストが依然として高す
ぎることは、明らかである。シ
ステムおよび改造のための一
般 的 な コ ス ト は、 現 在、 車 両
1両 あ た り 約100万 ユ ー ロ（ 約
1億3,000万 円 ） で あ り、 多 く
の場合、搭載する車両の残存
価値よりも高くなる。OCORA

（Open CCS On-board Reference 
Architecture; CCS = Command, 
Control and Signalling）は2019
年に設立され、ドイツのDB、フ
ランスのSNCF、スイスのSBB、
オ ー ス ト リ ア のÖBB、 オ ラ ン
ダのNSの5つの鉄道の共同プロ
ジェクトである。その目的は、

車上の制御装置および信号装置に関わる設備投資と運用コ
ストの削減である。OCORAは開発成果が大規模に展開さ
れ、ヨーロッパの鉄道全体でさらに多くのプレーヤーが参
加することを期待している。

列車の分離と監視のペトリネットモデル

出典　SIGNAL+DRAHT

さまざまなハードウェアアーキテクチャの評価が現在進められている。

出典　Railway Gazette International
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国境におけるETCSブレーキ曲線の変化
原題：ETCS-Bremskurvenkonflikte an Landesgrenzen

●著者・所属：Robert Schwenzer；DB Fernverkehr AG、動力車リーダー、ドイツ
Lars Brune；DB Netz AG、ETCS開発プロジェクト、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.6（2022-6）　pp.65-69
●言語：独語

　ETCS（European Train Control 
System）運転で国境を越える列車
は、国によって定数が変化するた
めETCSのブレーキ曲線や監視曲線
の計算が影響を受ける。その結果、
国境ではETCSブレーキ曲線に危険
的な変化が生じる可能性がある。
特に、ETCSブレーキ曲線に段差が
生じる可能性に注意が必要である。
ドレスデン工科大学の交通安全工
学科の卒業論文は、これに関して
新しい洞察を行い、国境における
ETCSブレーキ曲線の段差の発生と
防止に取り組んだ。

ドイツからベルギーへ向かう運行における ETCS ブレーキ曲線の変化

出典　Der Eisenbahningenieur

ICE4 のブレーキ曲線の比較（EBI（緊急ブレーキ動作曲線）に応じて分類）

出典　Der Eisenbahningenieur
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車上装置の観点から見たETCS レベル 3の運用
原題：Ausrüstung von Fahrzeugen zur Realisierung des ETCS Level 3-Betriebs

●著者・所属：Martin Hetzer；シーメンスモビリティ社、ATP車載機器部RAMSS課長、ドイツ
Jael Kriener；シーメンスモビリティ社、システム設計、ドイツ
Remo Unger；シーメンスモビリティ社、システム設計課長、ドイツ
Jan Henrik Voß；シーメンスモビリティ社、プログラム設計課長、ドイツ

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.7+8（2022-7+8）　pp.29-36
●言語：独語/英語

　欧州列車制御システム レベル 3（ETCS L3：European 
Train Control System Level 3）の導入計画に伴い、シーメ
ンスモビリティは、該当する仕様、欧州のワーキンググ
ループの分析結果を組み合わせ、ETCS L3運用にあたって
車両に装備するため
の全体的な観点から
のソリューションア
プローチについて議
論してきた。厳密な
事業者の視点にたっ
て、列車の完全性を
監視するための車載
機器の技術的な検討
を 行 っ て い る。 本
記 事 は、 欧 州 鉄 道
庁（ERA：European 

Railway Agency）の対応するソリューション提案（CR940）
におけるあいまいな規制を指摘している。これは、列車の
長さ（「安全な列車の長さ」）を決定するための十分なリス
ク分析がまだ足りていないということである。

旅客列車のためのシステム・オン・モジュール
原題：Advanced servers support networked passenger trains

●著者・所属：Lukas Steinert；MicroSys Electronics社、ハード・ソフトウェア・システム技術者、ドイツ
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.7（2022-7）　pp.27
●言語：英語

　乗客の快適性を高め、乗務員や保守技術者の業務を
支援するために、インターシティなどの旅客列車には
最新の情報技術を装備する傾向が強まっている。新し
く発売されたMicroSys Miriac MPX LX2160Aなどのシス
テム・オン・モジュールはアプリケーション開発と認
証に必要なすべてを含む市販品であり、高速通信機能
と、センサーなどの低速の周辺機器を有し、そしてさ
まざまな要求を処理するための計算能力を備えたNXP 
Semiconductors社のNXP LX2160Aプロセッサーを搭載
している。鉄道アプリケーションで使用するために技
術的に強化されたシステム・オン・モジュールは、列
車で使用されるエッジサーバーを設計するための信頼
性が高く効率的な基盤となる。ヨーロッパの鉄道部門
の主要な開発者は、そのようなモジュラー設計オプショ
ンを評価している。

列車搭載機器構成（原典：Siemens Mobility GmbH）

出典　SIGNAL+DRAHT

MicroSys Electronics 社の MPX-LX2160A システム・オン・モジュールは、16 個
の Arm Cortex-A72 コアを搭載した NXP LX2160A プロセッサーと堅牢なはんだ
付けメモリを備えている。アプリケーション対応の評価プラットホームとして、
キャリアボードと共に利用可能である。

出典　Railway Gazette International
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ETCSバリス検知の未来：拡張現実による部分的な自動化
原題：Die Zukunft der ETCS-Balisenabnahme: Teilautomatisierung durch Augmented Reality

●著者・所属：Marc Hansen；ドイツ鉄道、大規模プロジェクトETCS回廊のコミッショニングマネージャー、ドイツ
Sebastian Schreiner；ドイツ鉄道、大規模プロジェクトETCSサブプロジェクトMのコミッショニングマネージャー、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.7+8（2022-7+8）　pp.26-29
●言語：独語

　本記事は、欧州列車制御システム（ETCS）
のバリス検知に関する内容である。ETCSは
国境を跨ぐ鉄道交通のためにドイツ全土に導
入されている。熟練労働者が不足している時
代には、必要な受け入れのためのテストや検
査の数が増加することになる。この課題を解
決するためにDB Netz社は大規模プロジェク
トETCS Corridor Rhine-Alpineでバリス検知を
受け入れるために拡張現実（AR）メガネと
デジタル測定データの使用を試行した。コン
セプトのプロトタイプの実行はスイスの新興
企業V-Labs SAとの共同で行われた。プロト
タイプから完成品までの行程は計画されてお
り、2023年の初めまでにDB Netz社と協力し
て完成させる予定である。

ホロレンズを装着したヘルメット（原典：Stuart V-Labs SA）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ユーザーの視野に表示される情報
（原典：StuartV-Labs SA）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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EULYNX DataPrep：信号技術データのヨーロッパのデータ交換フォーマット
原題：EULYNX DataPrep - das europäische Austauschformat für LST-Planungsdaten

●著者・所属：Christoph Klaus；DB Netz社、CCS専門家、ドイツ
Bob Janssen；EULYNX コンソーシアム、CCSモデリング専門家、EU
Felix Prüter；シグノンドイツ社、モデルベースシステムエンジニアリング専門家、ドイツ

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.6（2022-6）　pp.24-33
●言語：独語/英語

　欧州鉄道インフラ管理者（IM）は、数
年前から信号システムの記録、計画、お
よび管理のためのデータモデルに取り組
んできた。動機はIMごとに異なることに
よる。Network RailのSDEFモデル（SDEF：
The Standard Data Exchange Format）は、
計画プロセスにおける資産のインベント
リとデータ交換に重点を置いているが、
DB Netz PlanProモ デ ル は 信 号 メ ー カ ー
とのデータ交換に重点を置いている。継
続的なデジタルデータ交換は、国家レベ
ルでかなりの利点と節約の可能性があ
る。国際的に調整されたデータインター
フェースでは、メリットが倍増する。こ
れにより、信号設備の計画のための統一
されたヨーロッパのデータモデルが作成
された。

パリスに対する必要事項

出典　SIGNAL+DRAHT

EULYNX DP は、RSM
クラスによって取得
される「トポ」情報を
補完する

出典　SIGNAL+DRAHT
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シュトゥットガルトデジタルノードにおけるCCSインフラの革新的共同開発
原題：Innovationskooperation zur LST-Infrastruktur im Digitalen Knoten Stuttgart

●著者・所属：Peter Barth；DB Netz社、CCSのイノベーションおよび認可担当シニアエキスパート、ドイツ
Marc Behrens；DB Projekt Stuttgart-Ulm社、CCS・連動・ETCS・ATO担当チームリーダー、ドイツ
Michael Kümmling；DB Projekt Stuttgart-Ulm社、シュトゥットガルト・ウルムシュトゥットガルト間デジタルノードプロジェクトのプロ
グラム管理者、ドイツ
Steffen Mehnert；ドイツタレス社、プロジェクト設計責任者、ドイツ
Thomas Nenke；DB Netz社、鉄道事業におけるデジタルプロセス担当エキスパート、ドイツ
Wolfgang Pieper；ドイツタレス社、上級プロジェクト設計責任者、ドイツ
Marin Retzmann；DB Projekt Stuttgart-Ulm社、CCS・連動・ETCS・ATO担当技術リーダー、ドイツ
Jochen Trinckauf；CERSS Kompetenzzentrum Bahnsicherungstechnik社、常務取締役、ドイツ

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.7+8（2022-7+8）　pp.37-46
●言語：独語/英語

　ドイツ鉄道（DB）とタレス社は、ドイツ初の鉄道ノー
ドに電子連動装置とクラスBシステムなしのETCSレベル2
を導入するために、新たに共同で開発している。特にETCS
レベル2仕様がテストされ、ノードへの適合性が実証され、
新しい要件や変更された要件に照らして、いくつかの必要

な改善を共同開発した。この手法は、双方にとって実のあ
ることだった。この成果はDB Netz社の一般的な仕様開発
に含まれる予定であるが、さらなる改善の可能性は残って
いる。

早期警戒システムの基本動作原理（原典：DB）

出典　SIGNAL+DRAHT
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デロック（Delok）：無絶縁のレール破断検知器
原題：Delok - Schienenbruchdetektor ohne Isolierstöße

●著者・所属：Jiří Konečný；Starmon社、開発技術者、チェコ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.6（2022-6）　pp.6-13
●言語：独語/英語

　デロック（Delok）はレール
絶縁を必要としないレール破断
検知器である。この故障診断器
は軌道回路の入力インピーダン
ス（ZIN-ETS）を測定する原理で
ある。閉そく区間に列車在線の
有無にかかわらず測定すること
ができる。ZIN-ETSの絶対値と位
相を計算して、レール破断を検
知 で き る。 デ ロ ッ ク（Delok）
は無絶縁軌道回路で使用されて
いる。

分岐器異常 ― 検知方式の開発と検証
原題：Entwicklung und Validierung von Weichenanomalie-Detektionsverfahren

●著者・所属：Daniela Narezo Guzman；DLR（ドイツ航空宇宙センター）、学術員、ドイツ
Judith Heusel；DLR、学術員、ドイツ
Norman Weik；DLR、学術員、ドイツ
Douwe Buursma；Strukton Rail、データ分析家、オランダ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.8（2022-8）　pp.18-22
●言語：独語

　Strukton Rail（SR）社の監視
システムPOSSは分岐器の状態
を監視するために駆動電流を連
続的に記録する。この基本デー
タにもとづいて保守方法が計画
される。本記事ではDLRとSRが
行った自動的に故障を検知する
アルゴリズムの開発と改良を行
う共同研究について報告する。
目的は分岐器の異常と故障を見
分け、警報を発し、これらを広
範な状態監視システムに統合す
ることである。このために緊密
な協力によって保守分析家の専
門知識を考慮した方法が開発さ
れた。この方法のプロトタイプ
をSR社の制御センターで実施
したこと、および最初の検証結
果が本記事で述べられる。

デロック（Delok）の設置状況：デロック（Delok）の外観（左）と内部状況（右）

出典　SIGNAL+DRAHT

解錠部分に生じるすべての電流曲線における隆起量の時間経過（上）；すべての曲線の異常スコアの時間経過（下）；
2016 年のデータ（黄土色）を用いて AD（異常検出）モデルを調整し、その際、統計的に逸脱しているものは
除外された。-0.05 の限界値（水平の破線）保守の委託時期、分岐器の故障報告の時期が垂直線。（原典：DLR）

出典　Der Eisenbahningenieur
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