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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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　Genesee & Wyoming 社と SEACOR Holdings 社の
共同企業体である CG Railway 社は、メキシコ湾を
横断する 1,500km の航路のための鉄道フェリーの
新 造 船 2 隻 を 中 国 の CSSC Huangpu Wenchong 
Shipbuilding 社から受け取った。CG Railway 社は、
年間 10,000 両の貨車を輸送している。新しい鉄道
フェリーは全長 180m で、17％増の 135 両の貨車
を積載し、７ノット速く、最高速度 14 ノットで航
行する。「チェロキー」号が最初に就航し、2021 年
9 月 12 日にアメリカのアラバマ州モービルを出港
し、3 日後にメキシコのコアツァコアルコスに入港
した。積荷は、化成品、プラスチック、パルプ、紙、
農産品、食料で、122 両の貨車を輸送した。姉妹船
「マヤ」号は、現行の鉄道フェリー「バンダ海」号
の置き換えとして 12 月に就航する予定である。

北アメリカの鉄道フェリー
原題：IMAGE OF THE MONTH North America

●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.11（2021-11）　pp.4
●言語：英語

　この記事は、オーストラリアの鉄道の新たな展開に関す
る内容である。オーストラリアは拡大する貨物市場のより大
きなシェアを鉄道網にもたらすことを期待する新戦略を策
定した。鉄道貨物の利用増加を支援するためのアジェンダ
を設定し、オーストラレーシア鉄道協会（ARA）は 9 月 16
日に鉄道貨物行動計画を開始した。主眼の 1 つは環境施策

として鉄道への投資を促進し、鉄道貨物のモーダルシェア
を増加させることである。2030 年までの貨物輸送需要の伸
びのほぼ 4 分の 3 を鉄道が担うと予想し、持続可能で効率
的なサプライチェーンを確保することが重要としている。ア
クションプランは 2020-22 戦略プランにもとづき鉄道事業、
港湾、顧客などの利害関係者との協議を通じて開発された。

ARA （オーストラレーシア鉄道協会）の狙い：モーダルシフト
原題：ARA targets modal shift

●著者・所属：Caroline Wilkie；オーストラレーシア鉄道協会、最高経営責任者、オーストラリア
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.11（2021-11）　pp.29-30
●言語：英語

貨車を積載した鉄道フェリー「チェロキー」号

出典　Railway Gazette International

鉄道貨物輸送に関する優先的な課題

出典　Railway Gazette International
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　東欧諸国では、鉄道の投資についていろいろな問題があ
る。1 つはプロジェクト完成後の利用状況が低いことで、
ギリシャのアテネ～テッサロニキ間の線路改良がその一例
である。また、セルビアでは不適切な工事マネジメントが
原因となり線路閉鎖が多く行われ、貨物輸送が鉄道離れを
起こしている。クロアチアではある路線の複線化工事が現
時点で 3 年遅れと大幅な遅延を生じている。
　また、国内路線の整備に政治家の関心が偏るため、国際
的に重要な幹線の国境を越える区間が貧弱な状態のままと

いうことがある。これは東欧で国際列車の運行が極めて少
ない理由の 1 つである。また、新しいインフラの線路使用
料が高く設定されたため、鉄道に取り込める輸送需要を逃
しているケースもある。クロアチアでは市場自由化の中途
半端な実施のため、特に貨物鉄道について国有鉄道の独占
を固定化しているという問題がある。セルビアではロシア
と中国の投資が多く、将来のヨーロッパ鉄道網の形成に対
する影響を EU では懸念している。

EU が補助金を拠出した鉄道設備投資の一覧とその問題点
原題：A long journey ahead in eastern Europe

●著者・所属：Toma Bačić；Railway Gazette International 誌
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.11（2021-11）　pp.46-47
●言語：英語

EU が補助金を拠出した鉄道設備投資の一覧 EU が補助金を拠出した鉄道設備投資の一覧（続き）

出典　Railway Gazette International
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　この記事は、ドイツの鉄道網の現状および将来計画につ
いて紹介する。ドイツで国内の新規鉄道プロジェクトの延
長は現在 1,538km であり、さらに既設線区のアップグレー
ドとして約 1,000km の高速路線が追加されている。ここ

ではいくつかの新規プロジェクトを例示し、ドイツ鉄道の
鉄道網の拡張について説明する。これには貨物輸送と地方
鉄道網の拡大のための新線（NBS）も含まれている。特に、
ドイツの長距離輸送ネットワークの拡充に焦点を当てる。

ドイツの鉄道ネットワークの拡大と新しい鉄道
原題：Netzentwicklung und Neubaustrecken in Deutschland

●著者・所属：Eberhard Jänsch；元 DB 高速鉄道システム調整部門、部門長、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　Jahre（2021-10）　pp.94-100
●言語：独語

欧州の高速交通路線の延長

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ドイツの NBS と ABS の交通網および新規プロジェクト（No. 1 ～ 7）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　ヨーロッパやドイツの交通政策は鉄道
に重点をおいている。そこでは気候変動
対策の一環として、鉄道による旅客・貨
物輸送の増強が重要であることを明確に
示している。COVID-19 のパンデミック
により、この政策は一時的に後退した。
しかし、すでにドイツではカーボンプラ
イシングの議論が始まっており、脱炭素
社会に向けて鉄道が重要な役割を果たす
ことが期待されている。

鉄道輸送分野強化のためのドイツ連邦鉄道庁の寄与
原題：Beitrag des Eisenbahn-Bundesamtes zur Stärkung des Verkehrsträgers Schiene

●著者・所属：Gerald Hörster；ドイツ連邦鉄道庁、総裁、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　Jahre（2021-10）　pp.26-29
●言語：独語

　本来は成長すべき分野であるにも関わ
らず、国の方針により縮小される分野が
存在する。鉄道輸送はそのようなものの
1 つである。ドイツの政治は何十年間も
鉄道輸送の成長を主張しつつ、同時に鉄
道 ネ ッ ト ワ ー ク の 縮 小 も 進 め て き た
（1994 年以降、約 6,000km が休廃止さ
れた）。しかし今や、こうした政策は誤
り で あ る と 考 え る 人 が 増 え て い る。
2030 年までに鉄道乗客数を倍増し、鉄
道貨物輸送の市場占有率を少なくとも
25％にまで増やすことと、鉄道ネット
ワークを縮小することとは整合しない。
多くの休廃止路線の営業再開を検討すべ
きである。もちろん、単に営業を再開す
るだけなく、デジタル化や電化を進める
と同時に、必要であれば延伸も検討すべ
きである。

休止した鉄道路線の営業再開
原題：Topthema für neue Regierung: Reaktivierung von Schienenstrecken

●著者・所属：Dirk Flege；Allianz pro Schiene 社、役員、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.10（2021-10）　pp.6-8
●言語：独語

Baiersdorf のソーラー発電設備の側を ET442 系電車が S バーンとして走行中（原典：Deutsche Bahn 
AG/Claus Weber）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

営業再開に特に適した路線（原典：ApS）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　かつては貨物入換駅であったレールテ駅構内に、
高効率でありながら静かで環境に優しい高速荷役装
置がこの 2 年間で整備され、ドイツの貨物ネット
ワークの中央ハブとして生まれ変わった。その中核
となるのは、自走するバッテリー駆動の無人搬送車
を備えた全自動荷役装置である。旧ドイツ連邦交通・
建設・住宅省の委託により、1990 年代初めから複
合輸送（KV）の効率向上のための革新的な荷役装
置のコンセプトが展開されてきた。この貨物ハブの
中心となるのは高速な荷役作業の実現である。レー
ルテ貨物駅では、昼は鉄道とトラックとの間の貨物
積み替えを行い、夜は列車間での貨物積み替えを行
う。本記事にはレールテ貨物駅の最も重要な機能で
ある、貨物の中央ハブとしての機能を実現するため
のイノベーションについて紹介する。

メガハブとしてのレールテ貨物駅のビジョンが実現した
原題：Der MegaHub Lehrte - eine Vision wird Realität

●著者・所属：Andreas Witzel；DB Netz 社、プロジェクトリーダー、ドイツ
　　　　　　　Michael Barz；Siemens Mobility 社、販売部長、ドイツ
　　　　　　　David Moosbrugger；Hans Künz 社、営業部長、ドイツ
　　　　　　　Christopher Werge；DB Netz 社、運転保安プロジェクトリーダー、ドイツ
　　　　　　　Lorenz Hübner；DB Netz 社、プロジェクト技師、ドイツ
　　　　　　　Silke Buchholz；DB Netz 社、プロジェクト技師、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.10（2021-10）　pp.35-40
●言語：独語

　ドイツとヨーロッパの輸送市場、特に鉄道旅客輸送
は欧州規格の拡充や鉄道設備の改良により、不断の変
革のなかにある。鉄道旅客輸送には多数の関係者が関
与しているため、その将来を予想することは容易では
ないが、全体としては需要は増加傾向にある。ドイツ
タクト（ドイツ国内全域を対象とした統合パターンダ
イヤ）の導入によって、鉄道需要の拡大が加速するこ
とが期待されている。

ドイツとヨーロッパにおける鉄道旅客輸送
原題：Schienen-Personenverkehr in Deutschland und Europa

●著者・所属：Frank Schäfer；Intraplan Consult 社、営業部長、ドイツ
　　　　　　　Michael Pohl；Intraplan Consult 社、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　Jahre（2021-10）　pp. 40-44
●言語：独語

メガハブレールテ貨物駅（原典：DB Netz）

出典　Der Eisenbahningenieur

DB の遠距離鉄道旅客輸送の進展（原典：Jänsch / Autoren）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　本記事は、欧州北東部の鉄道貨物網の拡大に関する紹介
である。現在、欧州全土からの貨物列車がヨーロッパ大陸
北東部のリトアニアのカウナスインターモーダルターミナ
ルに到着可能となっており、主要なロジスティクスハブに
なることを目指している。また、EU の欧州横断輸送網の
バルト海コア回廊である Rail Baltica は、バルト諸国で最
大の鉄道インフラプロジェクトであり総投資額は 500 億
ユーロに達する。長期的な目標は、ワルシャワ、カウナス、
リガ、パルヌ等を結ぶ標準軌回廊を形成することであり、
このうち、870km はバルト三国にある。さらに 2026 年か
ら開通予定のポーランドとリトアニア間の高速線は、都市
間旅客列車を運行しドイツ、ポーランド、バルト諸国間の
新しい接続を可能にすると共に貨物動脈としても意図され
ている。予備調査の結果、当初は年間約 200 万トンの貨
物を取扱い、5 年後には年間で 1,370 万トンに増加すると

予測されている。
　カウナスはリトアニアで 2 番目に大きな都市であり、重
要な鉄道のハブである。この都市は、バルト海の交通ネッ
トワークにおいて重要な位置を占めており、北欧と中欧を
鉄道で結ぶ Rail Baltica プロジェクトにおいて、南側の玄
関口として機能するほか、首都ビリニュスへの分岐点とし
ての役割も果たすことになる。結節点としてのカウナスで
は、既存のローカル鉄道ネットワークがこうした機能を担
うことを可能にするため、集中的なインフラストラクチャ
の建設作業が過去 2 年間進行中である。
　今日、カウナスとポーランド国境までの区間はすでに軌
間 1,435mm と軌間 1,520mm のデュアルゲージ化が完了
し て お り、 こ れ に よ っ て カ ウ ナ ス は 西 欧 諸 国 と 軌 間
1,435mm の単線により直接接続されている。

貨物ゲートウェイが北東ヨーロッパに出現
原題：A freight gateway emerges in northeast Europe

●著者・所属：Karolis Sankovski；LTG Infra 社、CEO、リトアニア
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.9（2021-9）　pp.30-32
●言語：英語

強力な鉄道接続力と他交通モードへの便利なアクセ
ス力により、ロジスティクスビジネスはカウナスイ
ンターモーダルターミナルの周囲にすでに集積して
いる

出典　Railway Gazette International

通常のインターモーダル列車はすでに KIT （Kaunas Intermodal Terminal）
とドイツおよびベネルクス地域での目的地の間を走っている

出典　Railway Gazette International

9 World Railway Technology 2022.1 10World Railway Technology 2022.1

輸
送
・
安
全
・
環
境



　この記事では、欧州全体の線路容量の向上に関する各国
の戦略の調和について紹介する。単一欧州としての鉄道
ネットワークの拡大は、各国が個別に路線の利用戦略を進
めていることによって妨げられている。現在、各国の線路
容量に関する計画や管理を欧州全体で調和させるための汎
欧州プログラムが進行中である。2021 年は EU 鉄道年で
あったが、汎欧州鉄道ネットワークの拡充を支援する重要
な作業が現在順調に進行中である。線路容量の管理プロセ

スを強化する取り組みとして、2014 年に欧州鉄道貨物協
会の支援のもとで、RailNetEurope と Forum Train Europe
が協力して Timetabling & Capacity Redesign for Smart 
Capacity Management というプロジェクトを立ち上げた。
欧州の鉄道インフラ管理者や鉄道運行管理者を含む多くの
専門家が、望ましい線路容量の管理プロセスについて検討
してきた。

線路容量戦略の調和
原題：Harmonising rail capacity strategies

●著者・所属：Sebastián Čarek；フォーラムトレインヨーロッパ、シニアプロジェクトマネージャー
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.11（2021-11）　pp.40-43
●言語：英語

1 時間または 2 時間の時間枠にもとづく参照時刻表または頻度図は、PSO 制約の下での基本路線の交通予測を示す
ための基礎として役立つ場合がある

出典　Railway Gazette International

TTR プログラムでは利害関係者の関与が非常に重要となる

出典　Railway Gazette International
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　COVID-19 のパンデミック時において鉄道旅客輸送を選
択するかどうかは利用者の感染リスクに対する主観的評価
にかかっている。したがって、客観的かつ計算根拠を持っ
て感染に対するリスクコントロールを行うことは、モビリ
ティ需要が増大する局面では、鉄道事業者の信頼性を担保
する上で極めて重要な手段となる。現在、旅客鉄道輸送に
関しては、個々の車両において COVID-19 のエアロゾル感
染の確率を求める標準的な手法を導くことに重点が置かれ

ている。そして統計的な感染確率が目標とする安全限界以
下となるように混雑率を最適化する。ここでは、空調設備
の不調など不測の条件変化なども考慮される。混雑率と感
染リスクの関係に関する知見にもとづき最適な方法で車両
の許容最大混雑率を導き出す。これにより鉄道事業者は旅
客に対して信頼性の高い情報を提供するツールを手にする
ことができ、乗客はこれにもとづき車内の衛生環境を判断
して自らの行動を決めることができる。

鉄道旅客輸送における COVID-19 感染リスクの軽減策
原題：Smarte Risikobegrenzung von möglichen COVID-19-Übertragungen

●著者・所属：Ingo Heinrich；Stellschrauber 社、マネージングダイレクター、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.7+8（2021-7+8）　pp.56-62
●言語：独語

情報提供の使用例（原典：Heinrich, Ingo, 04/2021, TAPIR for Mobility, www.stellschrauber.
de/download-center/tapir-for-mobility/Zugriff vom 22.04.2021）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　本記事は、連邦運輸デジタルインフラ省（BMVl）の資
金提供の下で、ドイツ鉄道輸送研究センター（DZSF）が
実施した、公共旅客輸送における SARS-CoV-2（COVID-19）
感染のリスク評価に関する包括的な調査報告について紹介
す る。 こ の 報 告 書 は、 鉄 道 輸 送 と 道 路 交 通 に お い て
COVID-19 のパンデミックが発生した場合の行動に関する
十分に根拠のある推奨事項を提供する。これを実施するこ

とにより、経済的損害を減らし、ウイルスを封じ込めるこ
とができる。パンデミックの際に実施されたスポーツ部門
の対策は効果的であることが証明されている。しかし、パ
ンデミックが収束すると、公共交通機関の乗客は保護マス
クを着用しなくなる傾向がある。このため、車両や駅の空
気衛生を改善するための技術的および組織的な手法を強化
する必要がある。

衛生的に安全な旅行であるか？―COVID-19 のパンデミックにおける公共交通機関―
原題：Hygienisch sicher reisen? ― Der öffentliche Verkehr in der Pandemie ―

●著者・所属：Zaki Kebdani；ドイツ連邦鉄道庁鉄道輸送研究センター、市民安全保障科学顧問、ドイツ
　　　　　　　Martin Lehnert；ドイツ連邦鉄道庁鉄道輸送研究センター、安全研究部長、ドイツ
　　　　　　　Sabrina Michael；ドイツ連邦鉄道庁鉄道輸送研究センター、物質排出科学顧問、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.9（2021-9）　pp.16-21
●言語：独語

　電池駆動電気列車を地域旅客輸送に幅広く適用する戦略
がドイツ鉄道産業協会によって推進されている。この戦略
を政治家やほかの意思決定者に知らせるために、ベルリン
およびドレスデン工科大学の学術データを含む報告書が提

示された。本記事では、ドイツの地域鉄道の旅客市場への
電池駆動列車の適用は、二酸化炭素（CO2）排出量を減少
する「巨大な可能性」を提供することになる、と述べている。

バッテリー駆動は「巨大な可能性」を提示する
原題：Battery traction offers ‘enormous potential’

●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.9（2021-9）　pp.20
●言語：英語

冬（暖房）の調査のための地方電車（タレント）の例示的なゾーンモデル
注：薄緑色の矢印は給気、濃い緑色の矢印は排気、オレンジ色の矢印は再循環空気の抽出、赤い矢印は排出を示す（原典：Fraunhofer IBP, 2021）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　この記事は、ウイーンの U-バーンで進められている U2
×U5 Linienkreuz プロジェクト（U2 線の延長と U5 線の新
設）が、ウィーン市の地下鉄 U-バーンの機能を向上させ
ることを紹介している。自動車の使用を減らすことを目的
としたスマートモビリティ戦略の一環として、ウィーン市

の U-バーンネットワークを拡大するための建設が本格化
している。完全自動運転化された U5 線を新設するととも
に、U2 線を延長することにより、列車容量が約 30％増加
する。

U2×U5 Linienkreuz がウイーンの U-バーンの形を変える
原題：U2×U5 Linienkreuz reshapes the U-Bahn

●著者・所属：Günter Steinbauer；ウィーン市交通局、技術 CEO、オーストリア
●誌名：Metro Report International　Vol.35　No.2（2021-10）　pp.6-11
●言語：英語

ウィーン市交通局の CEO である Günter Steinbauer は、市議会議員の Peter Hanke と Siemens Mobility Austria 
社の CEO である Arnulf Wolfram と共に、2020 年の RTA の環境試験室でのテストに続き 4 月 14 日に最初の編
成列車シリーズ X を発表した

出典　Metro Report International

ウィーン市街の地下鉄網（原典：Cartography by Andy Hellawell©Railway Gazette 
2021）

出典　Metro Report International
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　フランスのスタートアップ企業 UrbanLoop SAS はロ
レーヌ大学によって 2019 年に設立され、パーソナルな公
共交通機関アーバンループの開発を進めている。アーバン
ループは 2 人乗りのラピッドトランジットでループ線か
らループ線へ転線しながら目的の駅へ到達する。移動閉そ
く方式で 15 秒間隔運転され、乗客は駅で目的地をスマー
トホンで入力すると空車が到着し、輸送力は一方向あたり
毎時 4,000 人である。ループ線は道路の地下 2m の矩形ト

ンネル内で、駅は地上に設けられる。車両は長さ 3.3m、
幅 1.02m、高さ 1.64m、車重 120kg、ゴムタイヤを用い、
レールから供給する 72VDC 電源で、3kW のモーターを用
い最高速度 60km/h で走行する。アーバンループの特徴は
制御ソフトウェアで、車両の運行、運転、信号を制御する。
アーバンループの試験線はナンシー近郊に 2021 年に完成
し、今後は 2024 年のパリのオリンピックで、さらに 2025
年にはナンシーで営業運転を予定している。

新都市交通システム、アーバンループの開発
原題：All aboard the UrbanLoop

●著者・所属：Reinhard Christeller
●誌名：Metro Report International　Vol.35　No.2（2021-10）　pp.46-48
●言語：英語

アーバンループの 3 台の車両がバーチャルトレインとして、ナンシー近郊の試験線で隊列走行（原典：Photo: UrbanLoop SAS）

出典　Metro Report International

アーバンループの 2 種類の試作車両（原典：Photos: Reinhard Christeller）

出典　Metro Report International
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　1981 年 9 月 27 日、フランスで TGV 列車の商業運転が
開始された。パリ～リヨン間の高速路線の南部区間の開通
が契機だった。新線の設計としては、技術的な観点からも
TGV は革新的だった。TGV システムは、その後の 40 年間
で、新しい高速路線、新しい列車、そして多くの乗客を確
保することで前例のない成功を収めた。

TGV の 40 年
原題：40 Jahre TGV

●著者・所属：Eberhard Jänsch；元 DB 高速鉄道システム調整部門、部門長、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.9（2021-9）　pp.44-51
●言語：独語

2021 年の TGV 網

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

TGV シリーズ：TGV Duplex、PSE、Atlantique

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　鉄道新線の建設に際してはスラブ軌道を採用する傾向が定着しつつある。特
に高性能で利用率の高い路線においてその傾向が顕著である。現在英国のロン
ドン～バーミンガム～クルー間に建設中の高速鉄道線 HS2 に、ベルリン～ミュ
ンヘン間の高速線にも敷設された Porr 社のモジュール式スラブ軌道が採用さ
れることとなった。同路線は世界最高速鉄道の 1 つであり、ロンドン～バーミ
ンガム間 225km のフェーズ 1 における営業最高速度は 360km/h である。こ
のスラブ軌道は Porr 社がオーストリア連邦鉄道（ÖBB）と共同で開発したも
ので、初めに ÖBB で使用されたことから、Slab Track Austria として知られてい
る。これは、低メンテナンスで信頼性が高く、ライフサイクルが長いことから
高規格路線やトンネル・橋梁などのアクセスが困難な場所での使用に適するほ
か、盛土や切取り区間などあらゆる構造物に適用可能である。プレキャストス
ラブを弾性支持する構造で、高い軌道精度を実現するとともに、防音に対する
配慮もなされている。

360km/h 用スラブ軌道の設計
原題：Designing slab track for a 360 km/h railway

●著者・所属：Ivana Avramovic；Porr Bau 社、マーケティング＆プロダクトマネージャー、オーストリア
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.10（2021-10）　pp.22-26
●言語：英語

Porr スラブ軌道の設計で重要なのはオフサイトで製作されたプレハブコンクリートスラブの活用である

出典　Railway Gazette International

現場に搬入されたスラブは±5mm の精度で設置される、最終的な位置決めのための調整量が軽減される

出典　Railway Gazette International

PB World Railway Technology 2022.1 16World Railway Technology 2022.1

軌
道
・
構
造
物



　世界各国での使用の拡大に伴い、スラブ軌道は従来のバ
ラスト軌道に代わる革新的な代替構造として発展してき
た。フォスロー社は 1988 年から実用されている締結装置
システム 300 によりスラブ軌道開発の重要なマイルス
トーンの確立の一翼を担ってきた。そのなかで、特に軌道

精度保持の安定性とライフサイクルコストを含む寿命延伸
および安全性に重点を置いてきた。今日ではスラブ軌道の
適用範囲はその主たる用途である高速輸送に加え、短距離
輸送から高密度輸送まで多岐にわたっている。

先駆的スラブ軌道開発
原題：Wegweisende Entwicklungen für die Feste Fahrbahn

●著者・所属：Nicole Wiethoff；Vossloh Fastening Systems 社、システム技術部門副社長、ドイツ
　　　　　　　Winfried Bösterling；Vossloh Fastening Systems 社、技術革新および R&D 部門上級副社長、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.7+8（2021-7+8）　pp.46-51
●言語：独語

最高速度 300km/h のケルン～ライン間の高速線（原典：Deutsche Bahn AG/Volker Emersleben）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　この記事は、緊急時等に自動車がトンネル内の軌道上を
走行可能にするための軌道カバーについて紹介している。
ドイツのヴェンドリンゲン・ウルム高速線（NBS）のトン
ネルには、スラブ軌道上を道路用車両が走行することを可
能とするために開発された軌道カバーが適用されている。
このシステムは NBS の要件に合わせて Ed. Züblin 社と
Rhomberg Barntechnik 社が共同で開発したものである。

長さが 1km を超えるすべてのトンネルで救助ステーショ
ンまで自動車で乗り入れることを可能とするものであり、
追い越しも可能である。なお、長さ 60km のヴェンドリン
ゲン・ウルム高速線の新設では、120km のスラブ軌道の
半分が合計 12 本のトンネル区間内にあり、最長のトンネ
ルは延長 8,806m の Boßler トンネルである。

スラブ軌道用の現場コンクリート製軌道カバー
原題：Befahrbare Gleiseindeckung aus Ortbeton für FF-Systeme

●著者・所属：Philipp Nachbaur；Rhomberg Barntechnik 社、マネージャー、オーストリア
　　　　　　　Viktor Enoekl；Ed. Züblin 社、プロジェクト・軌道責任者、ドイツ
　　　　　　　Helge Grafinger；Rhomberg Sersa 鉄道グループ、製品・イノベーションプロジェクト責任者、オーストリア
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.9（2021-9）　pp.65-70
●言語：独語

軌道カバーの適用により総重量 16t、軸重 10t または輪重 5t の救助車の
走行が可能（原典：Rhomberg Bahntechnik/Ed. Züblin AG）

出典　Der Eisenbahningenieur

軌道を維持するために各種のインフラプレートを
設置し軌道へのアクセスを可能にする（原典：
Rhomberg Bahntechnik/Ed. Züblin AG）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　軌道技術者は橋梁についてどんな知識を知るべきか、反
対に橋梁技術者は軌道についてどんな知識を知るべきか。
鉄道システムは目的地を連絡するだけでなく、構成部品を
固定するいろいろな設備作業に頼っている。構造技術的観
点からは、鉄道線路の建設は土構造、構造工学、軌道の各
担当者による共同作業である。移動荷重や温度変化による
橋梁の周期的変形によって鉄道橋を設計することはある意
味では挑戦である。ステークホルダー間のオープンで冷静
な継続的な交流が成功の鍵である。

軌道は構造工学（KIB：Konstruktivem Ingenieubau）に達した
原題：Oberbau trifft KIB

●著者・所属：Jia Liu；DB Netz 社、橋上軌道専門家、ドイツ
　　　　　　　Tristan Mölter；DB Netz 社、橋梁構造専門家、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.8（2021-8）　pp.13-17
●言語：独語

弾性の無い車輪・レール接触（原典：1971markus@wikipedia.de）

出典　Der Eisenbahningenieur

橋梁端の変形（原典：DB Netz AG, M. Mißler）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　Vossloh Rail Services 社は北米の 2 つの都市鉄道において
小型レールミリング装置の性能試験を成功させたのを受
け、1 級貨物路線にこれを投入する準備を進めている。ヨー
ロッパの鉄道事業者の間では周知のことであるが、ミリン
グは、これを行わなければ全面的なレール更換を必要とす
るような転動疲労傷等のレール表面欠陥の効率的な除去を
可能とするコスト効率の高い補修方法である。2018 年の
InnoTrans でお披露目された VTM-compact は、小型ながら
高性能なレール研削装置で、道路経由で現場に移動し、踏
切から線路に投入可能である。重量はわずか 16 トン程度

であるが、1 回の作業で最大 2ｍｍの研削が可能であり、
多種類のレール表面欠陥に対応可能である。これを可能と
するため、研削ブレードの回転方向は研削装置の送り方向
と逆方向とするとともに大きなパワーを供給している。高
速研削により多くの間合いを必要とせず、仕上げ研磨によ
る粉塵のリスクもないことから広範囲に活用が可能である。
VTM-compact は FRA （Federal Railroad Administration）の
基準に合格しており、初めての 1 級路線への投入に向けて
現在最終調整を行っている。近い将来における重量輸送鉄
道への採用にも死角はない。

モバイルミリングでレール更換頻度を節減
原題：Mobile milling saves rail replacement

●著者・所属：Tobias Günther；Vossloh Rail Services 社、運用部長、ドイツ
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.10（2021-10）　pp.28
●言語：英語

VTM-compact は FRA により重量輸送鉄道での使用が承認された
（原典：Photo: Vossloh）
出典　Railway Gazette International

Denver の現場で重度のダメージを受けたレールは 1 パスあたり 2mm、3 パスの研削により修復された

出典　Railway Gazette International
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　レール寿命延伸のため、摩耗や疲労への対策としてレールの長手方
向凹凸や断面形状を整正することが必要とされる。特に都市鉄道事業
者にとってはレール表面の波状摩耗や空転、滑走傷等が周辺への騒音
を増大させることから大きな問題となる。しかし市街鉄道で使用され
る溝付きレールはその複雑な断面形状から通常の切削加工でこれを完
全に加工することは困難である。Vossloh 社は長年にわたり鉄道事業
者向けにレール騒音対策を含むレールメンテナンスに関する一貫した
技術的アプローチを提供してきており、HSG-city はその高速研削能
力から大規模なネットワークで使用され効果を上げているが、今回溝
付きレールに特化した切削装置を開発し、これを軌陸車両に搭載した。
研削効率が良く、現場での載線、離線が数分で済むため 1 回のシフト
で複数の現場で作業することが可能となり、メンテナンスの自由度が
大きく向上した。2013 年 3 月にデュッセルドルフの Rheinbahn に最
初に投入され、作業時の静音性や良好な仕上がり状態から高い評価を
得ている。

都市鉄道におけるレール波状摩耗管理
原題：Controlling corrugation in urban rails

●著者・所属：Steffen Riedel；Vossloh Rail Services 社、テクニカルセールス、ドイツ
●誌名：Metro Report International　Vol.35　No.2（2021-10）　pp.44-45
●言語：英語

溝付きレールに生じうる断面形状変化の模式図（原典： BOStrab）

出典　Metro Report International

この区間では僅か 2 パスでレール凹凸が修復された

出典　Metro Report International
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　鉄道車両の車輪は円すい形の踏面を持っており、そのた
め直線区間では輪軸を中心に保ち、車輪フランジは接触し
ないで走行する。しかし、摩耗によって車輪踏面の形状は
大きく変化し、それによって転動半径も変化する。レール
も摩耗し、とくに急曲線では内軌側と外軌側の形状変化は
異なる。両者は走行性能、とくに高速時の走行安定性に影
響する。本論文は、車輪とレールの実際の接触と、左右の
レールの種々の形状（少なくとも曲線における）について
考慮した。車輪とレールの接触は、車輪の荷重のために点

接触ではなく面接触である。解析プログラムを用いて全体
を構成する接触点を計算し、それによって実際の転動半径
を決定した。車輪とレールの摩耗形状が左右対称である場
合、輪軸の左右変位に対する左右車輪の回転半径差を示す
曲線は左右対称になる。一方、レールの摩耗形状が左右で
異なる場合には、この曲線は左右非対称になる。走行性能
に関わる計算プログラムを実行する際には、これらを考慮
する必要がある。

輪軸の左右方向変位と車輪・レール接触の関係
原題：Der Rad-Schiene-Kontakt als Funktion der Radsatz-Querverschiebung

●著者・所属：Rainer Fleiss；計算および実験技師、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.9（2021-9）　pp.14-16
●言語：独語

曲線走行中の車輪位置、上は外軌側、下は内軌側（原典：eigeneDarstellung）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　鉄道の支線、工場線、連絡線では、軌道部材の再利用は、
何十年間も行われてきた。軌道の上部構造を更新する場合、
古材の利用によって、まくらぎ、レール、鉄小物類などの

材料費は 50％削減される。さらに古材の利用を進めるこ
とによって CO2 の大幅な削減の可能性が生じ、新材と比
較して CO2 は 99.9％削減される。

軌道材料の再利用
原題：Kreislaufwirtschaft im Bahnbau

●著者・所属：Georg Vesely；鉄道コンサルタントエンジニア、オーストリア
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.8（2021-8）　pp.47-49
●言語：独語

循環経済の説明（原典：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Produktion 
sketten.png, 7.7.2021）

出典　Der Eisenbahningenieur

オーストリアの典型的な支線（原典：G. Vesely）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　政府や業界は国際気候変動を最小化するイニシャティブ
の一環として、CO2 のネットゼロ排出を宣言する圧力にさ
らされている。そこで、鉄道インフラ管理会社やそのサプ
ライヤーは軌道技術の持続性の改善に取り組んでいる。鉄
道は最も環境に優しいモードであるけれども最近の厳しい
気候災害や最新の IPCC（Intergovernmental Panel on Climate 

Change：国連気候変動に関する政府間パネル）のレポート
はカーボン排出を可能な限り減らすあらゆる努力を強調し
ている。Pandrol 社は、軌道の新設とメンテナンスの各
フェーズにおける地球環境へのインパクトを低減し、持続
可能性の高い軌道を実現することにチャレンジしている。

よりグリーンな将来に向かって
原題：On track to a greener future

●著者・所属：Thomas Lorent；Pandrol 社、生産ライン部長、イギリス
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.10（2021-10）　pp.30
●言語：英語

SRS （Sustainable Resilient Systems） では、リサイクルされたゴム材をまくらぎ下面パッドに適用することにより、カーボン排出をポリウレタン製に比較して
約 3 分の１に減少する

出典　Railway Gazette International
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　この記事は、センサーユニットを使用して建物やインフ
ラ施設の現場監視を行い、ワイヤレスデータフローによっ
てこれら設備を管理する手段に関する内容である。交通施
設や構造物の監視は、特に改修や隣接する建設工事の際に
必須となり、今日、適切な監視手段は安全性と経済的な必
要性からますます自動化されている。ワイヤレス状態監視

（WCM）は、実装が簡単な新しい費用対効果の高いアプロー
チを提供する。これにより、さまざまなセンサーを 1 つの
システムに統合できるため、設置やメンテナンスの労力の
軽減が可能となり、単一のプラットホームで明確な監視や
リスク管理を行うことができる。

多くの管理を必要としないワイヤレス状態監視
原題：Wireless Condition Monitoring ― Überwachung ohne lange Leitung

●著者・所属：Markus Rennen；Senceive 社、DACH 部門、事業開発責任者、イギリス
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.9（2021-9）　pp.28-31
●言語：独語

軌道監視に使用されている 3 軸傾  斜センサー（原典：Senceive LTD）

出典　Der Eisenbahningenieur

2 チャンネルの WCM に接続された、接合部のせん断と膨張を同時に監視する
ために互いに直角に配置された電位差測定センサー（原典：Senceive LTD）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　フ ラ ン ス の リ ヨ ン と イ タ リ ア の ト リ ノ を 結 ぶ 全 長
270km の新線工事のなかで、最難関のモンスニベースト
ンネルの工事が進んでいる。270km のうち、フランス側
が 189km、イタリア側が 81km であり、全長 57.5km のモ
ンス二ベーストンネルのうち 45km がフランス側である。
トンネル工事費は 250 億ユーロで全工事費の 1/3 を占め、
完成予定は 2032 年である。このトンネルは単線並列式で、

最急こう配は 1.2％、旅客列車の最高速度 220km/h、貨物
列車 120km/h である。この路線の開業後、リヨン～トリ
ノ間は 105 分で結ばれ、1 日あたり各方向 22 本の列車が
運行され、年間 450 万人の乗客が見込まれる。貨物輸送
では年間 100 万トンが道路輸送から移行するとみられ、
線路勾配の緩和により貨物列車は 700 トンけん引から
2,000 トンけん引になる。

フランスとイタリア国境のモンスニベーストンネル
原題：Mont Cenis base tunnel takes shape

●著者・所属：Toma Bačić；Railway Gazette International 誌
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.10（2021-10）　pp.40-43
●言語：英語

2021 年までに約 10km のトンネルと、４本のアクセストンネルが完成した

出典　Railway Gazette International

リヨン～トリノ間の鉄道新線計画図、これまでに国境区間は確定しているが、両国の新線区間は変更の可能性がある（原典：
Image: TELT）

出典　Railway Gazette International
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　ドイツの DB Station&Service 社は、BIM 手法（ビ
ルディング・インフォメーション・メソッド）を
導入して、駅舎の図面を BIM モデル（建築物の
3D モデル）へと置き換える作業を進めている。
特に、要件の厳しい案件や形状の複雑な建物、会
社の基本案件などに対して、BIM に関わる最新の
ハードウェアおよびソフトウェアを熟練専門家が
どのように使いこなすのか、ということに焦点が
当てられている。こうした図面の 3 次元 BIM モ
デル化は、BIM モデルをベースとした駅舎の計画・
建設を実現するための第一歩であり、最終的な
ゴールは駅舎のデジタルツインの実現である。

BIM 手法による駅舎の 3D モデル化
原題：3D-Bestandsdokumentation von Empfangsgebäuden gemäß BIM-Methodik

●著者・所属：Kirsten Sander；DB Station&Service 社、建築物のデジタル文書担当、ドイツ
　　　　　　　Hans Lindow；DB Station&Service 社、文書およびデジタル担当、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.8（2021-8）　pp.50-53
●言語：独語

　鉄道設備の可用性を高いレベルで維持すること
は、鉄道インフラ事業者にとって極めて重要な課
題である。鉄道設備の可用性を大幅に改善し、併
せてライフサイクルコストを長期的に最適化する
ためには、設備の現在の状態およびその推移の把
握と、これにもとづいた革新的なメンテナンス戦
略が必要である。近年は状態把握のための IoT
ベースのモニタリングシステムが普及しつつある
が、今後はモニタリングにとどまらず、設備の状
態予測と意思決定プロセスにもとづくメンテナン
ス戦略の見直しが必要となる。このためにデジタ
ルツインなど新たなデジタル技術に投資すること
により、ライフサイクル全体にわたるシミュレー
ションを実現し、データにもとづくアセットマネ
ジメントと弾力的なメンテナンス計画および積極
的なメンテナンス管理を行うことが必要である。
さらに、これを可能とする組織・体制の変革もま
た必要である。

設備管理のゲームチェンジャー、デジタル化
原題：Game changer Digitalisierung

●著者・所属：Annika Jahnke；Vossloh Nordic Switch Systems 社、チーフコネクテッドアセットアナリスト、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.9（2021-9）　pp.52-56
●言語：独語

ハーゲン中央駅の 3D モデル、点群を重ねた外観（原典：DB Station&Service AG）

出典　Der Eisenbahningenieur

2020 年 8 月ストックホルムのゲスティングミジャンに敷設された新軌道（原典：Kasper 
Dudzik）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　「Assets4Rail」はヨーロッパにおける鉄道インフラの監
視と保守のための最先端技術を調査、検証することにより
鉄道へのモーダルシフトに貢献することを目的とした研究
プロジェクトである。Schrey & Veit 社、ベルリン工科大学
およびオーストリア工科大学の参加のもとに現在鋼鉄道橋
の騒音対策として騒音モニタリングシステムと騒音低減策

としての橋梁ダンパーについて調査・研究を進めている。
振動絶縁材を挿入した橋梁ダンパーを新たに開発し、この
ために特別に用意されたモニタリングシステムを使用して
そ の 性 能 を 現 場 試 験 に よ り 検 証 し た。 バ イ エ ル ン 州
Pressig にある 2 か所の鋼鉄道橋で試験を行った結果、橋
梁の騒音が 3dB 低下することが確認された。

「Assets4Rail」：プロジェクトにおける鋼鉄道橋騒音の評価と低減策
原題：Assets4Rail ― Quantifizierung und Minderung von Brückendröhnen an Eisenbahn-Stahlbrücken

●著者・所属：Thilo Hanisch；ベルリン工科大学、リサーチアソシエイト、ドイツ
　　　　　　　Christoph Gramowski；Schrey & Veit 社、研究開発部長、ドイツ
　　　　　　　Marian Ralbovsky；オーストリア工科大学、オーストリア
　　　　　　　Armando Carrillo Zanuy；EURNEX e.V.、事務局長、EU
　　　　　　　Markus Hecht；ベルリン工科大学、教授、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.10（2021-10）　pp.37-42
●言語：独語

橋梁ダンパー（原典：TUB/S&V）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

橋梁ダンパーを設置した橋梁（上：SO、下：NW）（原典：TUB）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　この記事は、分岐器の制御・監視のデジタル化に関する
内容である。デジタル化は、鉄道インフラの可用性と効率
を保証および向上させるために不可欠である。線路と列車
制御および安全技術との間のインターフェースとしての分
岐器については、その状態監視とデータ取得に関する検討
がすでに長い間続けられてきた。今後、分岐器は状態監視

機能を備えたスマートデバイスへとさらに発展することが
運命づけられている。ただし、そのためにはハードウェア
とソフトウェアの適切な組み合わせが重要である。こうし
た取り組みにより、分岐器の可用性が向上するだけでなく
ライフサイクルコスト（LCC）の削減も可能である。

分岐器は鉄道インフラ設備の（最も）スマートな設備か？
原題：Die Weiche: smarte (ste) Komponente der Eisenbahninfrastruktur?

●著者・所属：Robert Bernerstätter；voestalpine Signaling Austria 社、データ科学者、オーストリア
　　　　　　　Markus Steindl；RISC Software 社、データ科学者、オーストリア
　　　　　　　Ivan Vidovic；voestalpine Signaling Austria 社、応用・データ責任者、オーストリア
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.10（2021-10）　pp.25-29
●言語：独語

ロードマスターのプラットホーム（原典：voestalpine）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　軌道バラストや軌道下部構造のメンテナンスでは、地中
の異物、特に弾薬片などにより著しく遅れたり、妨害され
ることがある。ジオレーダーは従来からバラスト層や路盤
の汚染、土砂混入、水分の存在や路盤の凹凸などの状態を
モニタリングすることに用いられてきた。金属探知機や磁
力計あるいは従来型のジオレーダーシステムではバラスト
路盤内の弾薬片などの障害物を高信頼度で検知することは

できない。マルチチャンネルジオレーダー技術を使用する
ことにより、スキャニングの密度を高めることができ、路
盤内の断層解析が可能となる。異物の画像は必ずしもそれ
が不発弾などの危険物であるかどうかを特定するものでは
ないが、水と金属またはコンクリート塊を見分ける手がか
りを提供する。これにより著しい障害物や危険物の確実な
マッピングを可能とする。

マルチチャンネルジオレーダー技術による路盤内弾薬片の検出
原題：Detektion von Munitionsresten im Bahnkörper durch Multikanal-Georadartechnologie

●著者・所属：Martin Bürger；プラッサー社、先端技術部門長、オーストリア
　　　　　　　Thomas Harfmann；Ground Control 社、プロジェクトマネージャー、オーストリア
　　　　　　　David Größbacher；プラッサー社、先端技術部門、オーストリア
　　　　　　　Gerald Zauner；アッパーオーストリア応用化学大学、教授、オーストリア
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.10（2021-10）　pp.50-54
●言語：独語

マルチアンテナレーダーシステムの構造と動作原理（原典： Plasser & Theurer）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　ヨーロッパでは多くの貨車がねじ式連結器を使用してお
り、解結作業は重労働であるうえ危険な作業でもある。ま
た列車の組成に要する時間も長い。これを抜本的に解決す
るため、長期計画のもとで、現在 4 種類のデジタル自動連
結器の試作品の試験が進められており、オーストリア、ス
イス、ドイツにおいて現車での試用が実施されている。目

標は、2030 年までに 50 万両の貨車の連結器を交換し、
ヨーロッパ全体の鉄道貨物輸送の生産性と他の輸送機関に
対する競争力を向上することである。より具体的には、鉄
道貨物の輸送能力を 50％増やすことを目指している。た
だし、その実現にはまだ多くのステップが残されている。

ヨーロッパの貨車の連結器交換プロジェクト
原題：Delivering Europe’s digital coupler

●著者・所属：Mark Topal；ヨーロッパデジタル自動連結器交換プロジェクト、計画マネージャー
　　　　　　　Jens Engelmann；ヨーロッパデジタル自動連結器交換プロジェクト、計画マネージャー
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.9（2021-9）　pp.23-26
●言語：英語

Dellner 社のデジタル自動連結器は
ゴ ム の 緩 衝 材 と ラ ッ チ カ プ ラ ー
ヘッドを組み合わせている、ソケッ
トジョイント構造なので必要があ
ればヘッドの交換が短時間ででき
る（ 原 典：Photo: DB AG/Oliver 
Lang）

出典　Railway Gazette International

ヨーロッパデジタル自動連結器開
発計画では 2022 年末までに仕様
の決定、その後 3 年間で試作と試
験、2026 年から量産としている

出典　Railway Gazette International
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　Voith 社の CargoFlex は、ヨーロッパデジタル自動連結器
開発プロジェクトとして、設計、試験されている連結器の
1 つである。貨車用の CargoFlex と機関車用の CargoFlex 
Hybrid が SBB（Schweizerische Bundesbahnen：スイス連
邦鉄道）カーゴの営業列車で試用されており、改良のため
同社と密接な意見交換が続けられている。CargoFlex Hybrid
は、ヘッドの向きを変えて従来型のねじ式連結器としても
使えることが特徴である。これにより自動連結器への移行
期間中も問題なく使用できる。連結器の交換は 30 分以内に
できる。試用開始後、すぐに作業負荷の低減、入換と列車
組成の簡素化、脱線リスクの低減といった効果が認められ、

入換作業者と機関士に歓迎されている。オーストリアなど
の他の複数の鉄道事業者でも試験が行われている。
　このデジタル自動連結器は電力供給線やデータ伝送線の
引き通しも可能で、ブレーキ試験の手間を大きく減らすこ
とができる。現在、発車前および発車後 24 時間おきに実
施しているブレーキ試験では、500m の貨物列車の場合、
作業者が徒歩で 40 分間を要しているが、これを 10 分間
に短縮できる。列車分離の検知にも有効である。さらに貨
車や貨物の状態監視も実現できる可能性があり、貨車の保
守効率化などに資することができる。

Cargoflex が貨車の連結器にデジタル時代をもたらす
原題：CargoFlex enters the digital era

●著者・所属：Ines Fieberg；Voith 社、テクニカルエディタ、ドイツ
●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.9（2021-9）　pp.28-29
●言語：英語

デジタル対応の電気連結器も装備した CargoFlex（左）と機関車用の CargoFlex Hybrid（右、牽引フックを使うマニュアルモー
ド状態）（原典：Photos: Voith Group）

出典　Railway Gazette International

空気管や電線の引き通しも含めた自動連結器が良好な結果を得ている（原典：Photo: DB AG/Oliver Lang）

出典　Railway Gazette International
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　DB レギオは、IdeenzugCity と命名された、快適性・輸送力・信頼性の
向上というコンセプトの次世代近郊電車のモックアップを公開した。車両
先頭部には視認角度 180 度を実現した行先表示器を備える。車内には、
立席に替わる極小座席にもなるフレキシブルな Multiflex シート、ロング、
クロス転換可能な座席、ドアや窓に組み込まれた車いす・自転車用スペー
スを案内する表示装置、などである。開発要素のいくつかは 2021 年 10
月からハンブルクの S-バーン用車両に、2022 年からは DB レギオの 1 つ
である Südostbayernbahn（南東バイエルン鉄道）の 2 階建て車両に、そ
れぞれ適用され、利用者の反応を調査する計画である。なお、この
IdeenzugCity というコンセプトは、2018 年に発表された車内インテリア
のコンセプトである IdeenzugRegio のアップデート版である。

ドイツの次世代近郊電車のコンセプト
原題：Suburban train concepts on show

●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.9（2021-9）　pp.18
●言語：英語

　2019/2020 年にドイツ鉄道は、従来の鉄道技術に対してデ
ジタル技術の実用可能性を組み入れるため、新しいデジタル
技術戦略を展開した。戦略の方針、すなわち、「ロバストで」、

「インパクトがあり」、「最新の」というキーワードをもとに、
18 の作業分野が定められた。本記事では、これらのなかの
いくつかについて紹介する。

DB のデジタル技術戦略
原題：Digital-und Technikstrategie der DB

●著者・所属：Hans Peter Lang；DB Systemtechnik 社、営業局長、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　Jahre（2021-10）　pp.56-62
●言語：独語

モックアップの写真（前頭部と車内）

出典　Railway Gazette International

進歩的 TrainLab の先頭部の特殊設備

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　ドイツのノイアーアドラー運輸・物流協会（CNA）
の IT セキュリティワーキンググループは、鉄道車
両のための実用的で汎用の IT セキュリティアーキ
テクチャを開発した。これは法律および欧州規格
（EN 62443）に準拠している。

鉄道車両の IT セキュリティ
原題：IT-Sicherheit auf Schienenfahrzeugen ― Vom gesetzlichen Kontext zur generischen Architektur

●著者・所属：Friedrich Feistle；ANNAX 社、事業開発担当、ドイツ
　　　　　　　Martin Kursawe；DB Systemtechnik 社、鉄道車両ソフトウェア責任者、ドイツ
　　　　　　　Daniel Lüdicke；ドイツ航空宇宙センター、研究員、ドイツ
　　　　　　　Jürgen Sept；Siemens Mobility 社、Rolling Stock、IT セキュリティ責任者、ドイツ
　　　　　　　Paolo Fanuli；Krorr Bremse 社、サイバーセキュリティ担当リーダー、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.10（2021-10）　pp.61-66
●言語：独語

　鉄道車両の客室内レイアウトは、列車の運行に対
してさまざまな影響を与える。特に大型荷物用収納
ラックの大きさと配置とは重大な影響を与える。た
とえば、スーツケースを持ち上げないとラック内に
収納できなかったり、収納した荷物の所在確認をし
にくいような場合には、結果として乗客は荷物を座
席や通路に乱雑に置くことになる。これは座席の稼
働率が低下するとともに、乗客の乗り換え時間の著
しい増加につながる。そこで、大型荷物用収納ラッ
クを適切に配置することにより、総座席数が減少し
ても全体としては座席の稼働率向上や停車時間削減
を図ることが可能であることを、シミュレーション
により示した。

客室内レイアウトのシミュレーションによる最適化
原題：Verbesserte Betriebsqualität durch optimierte Fahrzeuglayouts mittels Simulation

●著者・所属：Bernhard Rüger；netwiss OG 社およびウィーン工科大学、オーストリア
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.7+8（2021-7+8）　pp.64-70
●言語：独語

模範的に記入された分析手順の一部

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

TrainOptimizer の機能の流れ図（注：TrainOptimizer は netwiss OG 社の製品）（原典： 
netwiss）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

33 World Railway Technology 2022.1 34World Railway Technology 2022.1

車
　
両



　イギリスの RSSB（鉄道安全・規格委員会）は、合計 6
形式のディーゼル車、電気・ディーゼルバイモード車を対
象として、空気中の NO2 や粒子状物質の測定を行った。
測定結果は、職場における限度値として法律で定められて
いる基準を下回っており、バス、自転車、自動車で移動す
る際に人体がさらされるレベルと同程度であることがわ
かった。
　電気式ディーゼル車と電気・ディーゼルバイモード車は
液体式ディーゼル車に比べて汚染物質の量が少ない傾向が
あった。しかし、新しい車両が必ずしも汚染物質の量が少
ないわけではないこともわかった。NO2 の最大値は電気・

ディーゼルバイモード車の特急車両 800 形がディーゼル
運転をしている際に、また粒子状物質の最大値は電気式
ディーゼル方式の特急車両 221 形で、それぞれ測定され
た。両方とも都市内の自動車が多く走る道路脇で観測され
る値を超えている。バイモード車の電気運転時のデータは
ディーゼル運転時より非常に小さかった。
　これを受けて英国運輸省は、乗客が列車内や駅で晒され
る大気汚染物質に対する規制の見直しを指示した。また、
今回実施した車両とは異なる 8 形式の車両についての調
査と、問題の大きさの把握、原因の推定と対策の検討を指
示した。

イギリスのディーゼル車両などの車内空気の調査
原題：RSSB research leads to concerns over air quality

●誌名：Railway Gazette International　Vol.177　No.11（2021-11）　pp.20
●言語：英語

電気式ディーゼル方式の特急車両 221 系（原典：Photo: Tony Miles）

出典　Railway Gazette International

RSSB が車内の空気を調査した車両の一覧

出典　Railway Gazette International
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　COVID-19 のパンデミックによる利用者の減少に関わら
ず、世界各国の諸都市ではトラム、LRV の発注はとてもア
クティブである。2021 年 8 月 31 日までの 1 年間の世界
の発注は 1,300 両にのぼる。これは多くの都市が、自動車
からよりサステナブルな軌道交通へのモーダルシフトを進
める投資を継続しているためである。また、過年度発注車

の納入も着実に進んでいる。
　日本では、2021 年 5 月 31 日に 17 編成製作される宇都
宮ライトレールの第一編成が公開された。この車両は福井
鉄道の F1000 形低床車両をベースに設計されている。開
業予定は 2023 年 3 月である。

2021 年 8月までの 1年間のトラム、LRV の発注は好調
原題：Orders buoyant as cities refresh their fleets

●誌名：Metro Report International　Vol.35　No.2（2021-10）　pp.36-40
●言語：英語

CAF 社 の 最 新 車 両。 エ ッ セ ン 市 に 51 編 成 納 入 す る 高 床 LRV
（上）、シドニーに 5 編成追加納入する Urbos100 形（中）、リス
ボンの 900ｍｍゲージの 15 号線向けに 15 編成製造する低床ト
ラム（下）

出典　Metro Report International

2021 年 8 月 31 日までの 1 年間の報告があったトラムの発注一覧

出典　Metro Report International
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　鉄道がドイツに 1835 年に導入されてから、19 世紀の終
わりに初めていろいろな電気方式とモーターの研究が行わ
れた。1912 年にドイツ帝国において 15kV・16 2/3Hz 交流
電化方式が実用化され、今日においてもドイツの標準方式
となっている。信号設備への電力は、電車線から周波数変
換装置を介して供給される場合が多いが、最近では静止型
周波数変換装置が多く用いられるようになった。将来的に
は、こうした周波数変換装置を活用して信号設備だけでな
く電気自動車の充電ステーションを整備することも可能で
ある。

静止型周波数変換による安定した鉄道電力供給
原題：Sichere Bahnstromversorgung mit statischen Frequenzwandlern

●著者・所属：Bernhard Rill；Gustav Klein 社、副社長、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.10（2021-10）　pp.48-51
●言語：独語

ヨーロッパの鉄道電気方式（原典：GK）

出典　Der Eisenbahningenieur

ドイツの鉄道電力網（原典：DB Inside Bahn）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　DB エンジニアリング＆コンサルティング社は、鉄道、
地域、および地方の輸送会社に広範なコンサルティングお
よびエンジニアリングサービスを提供する企業である。 
この記事では、ETCS レベル 3（L3）列車制御システムの
アプリケーションと利点について世界中のオペレーターか
ら寄せられた質問に答える。 ETCS L3（European Train 

Control System Level 3：ヨーロッパの列車制御システム
レベル 3）への切り替えは、広く想定されているよりも簡
単であり、輸送容量の顕著な増加につながる。将来は、無
線閉そくセンター（RBC：Radio Block Center）と電子連
動の組み合わせて ETCS 連動としての 1 つとなる。

ETCS レベル 3 ハイブリッドの未来
原題：Die Zukunft mit ETCS Level3 Hybrid

●著者・所属：Markus Kuttig-Trölenberg；DB エンジニアリング＆コンサルティング、カールスルーエ設計、管理サポートユニット、ドイツ
　　　　　　　 Jörg Schurig；DB エンジニアリング＆コンサルティング、ライプツィヒとドレスデン設計、電気機械工学テクニカルマネージャー、ド

イツ
　　　　　　　Raimo Koch；DB エンジニアリング＆コンサルティング、シニア鉄道システム コンサルタント、ドイツ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.113　No.7+8（2021-7+8）　pp.38-45
●言語：独語 / 英語

ETCS L3 のもとでの移動閉そく（原典：Quaas, T.: Hochrüstung von ETCS Level 2 auf 
Level 3, Bachelorarbeit BBW Hochschule Berlin, 10.02.2020）

出典　SIGNAL+DRAHT

アンナベルク・ブッフホルツ・シュヴァルツェンベルク線のシャイベンベルク駅試験エリアにあ
る ETCS L3 試験用バリス（原典： eigene Darstellung/own works）

出典　SIGNAL+DRAHT
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　ヨーロッパの鉄道部門は、デジタル社会の未来に向けて
技術的な飛躍を遂げようとしている。「Digitale Schiene 
Deutschland（デジタルレールドイツ）」は、DB をはじめ
とする多くの企業や組織が参加するイニシアチブであり、
鉄道事業に次世代デジタル技術を実装することを目指して
いる。そのプロセスの基盤は、新しい列車制御および安全
管理技術として欧州列車制御システム（ETCS）にデジタ
ルインターロケーティングシステムを導入することであ
り、インフラ設備の近代化とデジタル化によって実現され
る。さらに、AI ベースの交通およびインシデント管理シ

ステム、ETCS レベル 3 の移動閉塞、高精度のリアルタイ
ム列車位置特定と周辺認識・異常回避のための車両セン
サー技術を組み込んだ完全自動列車運転など、鉄道運行の
広範囲にわたるデジタル化に取り組んでいる。
　本記事では、これらの活動の一環として進めている、安
全度水準 4（SIL4）を実現するデータセンターのための基
本アーキテクチャの開発、つまり、高度な制御コマンドな
どの安全に関わる鉄道アプリケーションを備えた計算基盤
の開発について紹介する。

安全度水準 4（SIL4）のデータセンター：安全関連の鉄道アプリケーション向けの新しいプラットホームアーキテクチャ
原題：SIL4 Data Center ― eine neue Plattform-Architektur für sichere Bahnanwendungen

●著者・所属：Sonja Steffens；シーメンスモビリティ社、安全プラットホームのプロダクトマネージャー、ドイツ
　　　　　　　Tom Suess；シーメンスモビリティ社、安全プラットホームのプロダクトマネージャー、ドイツ
　　　　　　　Frank Eschmann；DB Systel 社、チーフアーキテクト、ドイツ
　　　　　　　Patrick Marsch；DB Netz 社、Digitale Schiene Deutschland、リードプラットホーム開発、ドイツ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.113　No.10（2021-10）　pp.41-48
●言語：独語 / 英語

SIL4 データセンターの基本アーキテクチャ（原典：eigene Darstellung/own illustration）

出典　SIGNAL+DRAHT

SIL4 データセンターのコンポーネント間のインターフェース（原典：eigene Darstellung/own illustration）

出典　SIGNAL+DRAHT
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　鉄道は私たちの経済と社会のバックボーンである。旅客
と貨物の両方で輸送量が増加していることは、多くの鉄道
会社にとって大きな課題となっている。 UNIFE は、2020
年 12 月の「持続可能でスマートなモビリティ戦略」にお
いて、高速鉄道の旅客輸送は 2030 年までに倍増し、鉄道
貨物輸送は 50％増加すると予測している。同時に、温室
効果ガス排出量の大幅な削減も必要である。鉄道輸送は、
「気候変動に対して中立な輸送」という用語が今後数年で
現実のものとなる可能性のある唯一の輸送モードである。
鉄道輸送は、現在、輸送部門の温室効果ガス総排出量の 1％

未満を占めるにすぎない。2020 年 6 月にドイツ連邦運輸
デジタルインフラ省が発行した「鉄道輸送のマスタープラ
ン」によると、ドイツのより多くの貨物輸送が環境に優し
い鉄道に切り替えられ、2030 年までに少なくとも 25％ま
でにモーダルスプリットの鉄道のシェアが増加する予定で
ある。自動列車運行（ATO）は、今日の課題に対する 1 つ
の答えである。この重要なテクノロジーを使用することで、
鉄道インフラストラクチャの持続可能性と同様に、より高
いレベルの線路容量と可用性を実現すると同時に、エネル
ギー消費量を削減することができる。

効率、容量、持続可能性を高めるための鍵となる ETCS による ATO の実現：これまでの経験とこれからの戦略
原題：ATO over ETCS als Schlüssel für mehr Effizienz, Kapazität und Nachhaltigkeit - Erfahrungen und Strategien aus der Praxis

●著者・所属：lreneus Suwalski；シーメンスモビリティ社、幹線用 ATO 設計部長、ドイツ
　　　　　　　Henry Wünsche；シーメンスモビリティ社、スイス支社、ATO@SBB II プロジェクト課長、スイス
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.113　No.9（2021-9）　pp.13-24
●言語：独語 / 英語

ETCS における ATO のシステム構成

出典　SIGNAL+DRAHT

デジタル技術を導入したハンブルクの S-バーン

出典　SIGNAL+DRAHT
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　2021 年 10 月 11 日から 15 日まで、ITS 世界会議（ITS-
高度道路交通システム）がハンブルクで開催され、一連の
技術的なデモンストレーションが行われる。鉄道コミュニ
ティに発表される予定の革新な成果として、ドイツ鉄道
（DB）とシーメンスモビリティによる共同 R＆D プロジェ
クトが含まれている。これは、ドイツの幹線鉄道において
初めて ETCS（European Train Control System）を介した
ATO（Automatie Train peration）システムを実用化したシ
ス テ ム で あ る。 ETCS と ATO は、BerlinerTor か ら
Bergedorf 経由で Aumühle までの 23km の区間が設備さ
れている。このために、ハンブルクの S-バーン （郊外の高

速輸送）車両のうち 4 台に ETCS および ATO のコンポー
ネントが装備されている。このプロジェクトは「デジタル 
S-バーン ハンブルク」（略して DSH）という名前で呼ばれ、
ETCS を介して ATO を使用するための技術的および運用上
の前提条件を確立するだけでなく、新しいテクノロジーの
承認を確保することも目的としている。ETCS を介した
ATO は、最適でエネルギー効率の高い運転効率と組み合
わせて、安定性と品質の向上を実現しながら、必要な輸送
容量拡張を推進するのに役立つ。デジタル S-バーンハン
ブルクは、ドイツでのさらなるプロジェクトの試金石と見
なすことができる。

デジタル S-バーン ハンブルク：ドイツ初の ETCS を介した ATO を実用化
原題：Digitale S-Bahn Hamburg - Erstmalige Realisierung von „ATO over ETCS’’ in Deutschland

●著者・所属：Jan Schröder；ドイツ鉄道、デジタル S-バーン ハンブルクプロジェクトマネージャー、ドイツ
　　　　　　　Christoph Goncalves Alpoim；ドイツ鉄道、デジタル S-バーン ハンブルク副プロジェクトマネージャー、ドイツ
　　　　　　　Boris Dickgießer；シーメンスモビリティ社、デジタル S-バーン ハンブルクプロジェクトマネージャー、ドイツ
　　　　　　　Volker Knollmann；シーメンスモビリティ社、デジタル S-バーン ハンブルクチーフアーキテクト、ドイツ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.113　No.7+8（2021-7+8）　pp.52-59
●言語：独語 / 英語

デジタル S-バーンハンブルクプロジェクトの概略（原典：Deutsche 
Bahn AG）

出典　SIGNAL+DRAHT

BR474 の試験走行（原典：Siemens Mobility GmbH）

出典　SIGNAL+DRAHT
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　この記事は、デジタルハブシュトゥットガルト
（DKS）の車両改造に関する内容である。S-バー
ンおよび地域近郊鉄道の合計 333 両の車両に対
して ETCS（European Train Control System）お
よびその関連設備を装備するために、連邦、州、
地域、産業およびドイツ鉄道は多くの点で新境地
を開拓している。2025 年から DKS で地上信号設
備のない運行を開始するには、S-バーン全体とこ
れに接続する地域近郊鉄道の車両に ETCS を後付
けする必要がある。ドイツで初めて当該区間の全
編成に ATO GoA 2 と ETCS レベル 3 を装備するこ
のプロジェクトは、これまでにない特徴的かつ重
要なプロジェクトである。

デジタルハブシュトゥットガルト（DKS）の車両改造
原題：Fahrzeugnachrüstung für den Digitalen Knoten Stuttgart

●著者・所属：Frank Dietrich；DB Regio 社、S-バーン 2025 プログラム部門、ドイツ
　　　　　　　Marco Meyer；ドイツ鉄道、地域および長距離輸送用複数ユニットの購入部門、ドイツ
　　　　　　　Rene Neuhäuser；DB Regio 社、運用・生産部門、ドイツ
　　　　　　　Florian Rohr；DB シュトゥットガルト・ウルムプロジェクト社、車両・路線・インテグレータ、ドイツ
　　　　　　　Thomas Vogel；ドイツ運輸省、デジタル鉄道プロジェクトグループ、ドイツ
　　　　　　　Norman Wenkel；DB Netz 社、ドイツデジタル鉄道、プログラム制御、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.9（2021-9）　pp.39-45
●言語：独語

　GoA3+ のための AI Perception の安全証明書に
は、強力な開発ネットワークとオープンな画像
データセットが必要である。 GDPR（EU 一般デー
タ保護規定）に準拠したデータ保護は、一定の制
限を課した R＆D によってのみ実現できる。 我々
の調査では、AI の学習に使用するオープンな画
像データセットとして、道路に関しては 60 の
データセットが利用可能である一方で、鉄道用に
利用可能なデータセットは 2 つのみ（RailSem と
FRSign）であった。アノテーション（AI の学習
に使用する教師データの作成）の種類に応じて使
用するデータセットが選択されている。

GoA3+ の自動運転のデータセット
原題：Datensätze für das autonome Fahren als Grundlage für GoA3+

●著者・所属：Rustam Tagiew；ドイツ連邦鉄道庁鉄道輸送研究センター、ドイツ
　　　　　　　Thomas Buder；ドイツ連邦鉄道庁鉄道輸送研究センター、ドイツ
　　　　　　　Roman Tilly；ドイツ連邦鉄道庁鉄道輸送研究センター、ドイツ
　　　　　　　Kai Hofmann；ドイツ連邦鉄道庁鉄道輸送研究センター、ドイツ
　　　　　　　Christian Klotz；ドイツ連邦鉄道庁鉄道輸送研究センター、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.9（2021-9）　pp.10-14
●言語：独語

DKS で指示された DLST（Digitaler Leit- und Sicherungstechnik：デジタル制御および
安全技術） を使用することにより LST（制御・安全装置）の大部分が車上に移設される。
S-バーンの例を使用して Horizont 2030 の最終状態を示す（DKS のモジュール 3 を使
用）。機器はドイツのデジタル鉄道の運用上および技術上の目標イメージにしたがっ
て運用される。（原典：Deutsche Bahn）

出典　Der Eisenbahningenieur

線路と長方形のアノテーション（左）とセマンティックセグメンテーション（右）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　移動閉塞運転、つまり制動距離に合わせた運転は、地下
鉄システムを可能な限り高い効率で使用するための基礎的
機能である。この機能は、無線通信をベースとした列車制
御システム（CBTC）のコアコンポーネントである。 近年、
無線ネットワークが拡大するとともにさまざまなデータが

活用できるようになったことから、CBTC システムにもと
づくデジタルソリューションを適用するための理想的な条
件が整いつつある。これにより、列車運用がさらに効率的
かつ経済的になるものと期待される。

CBTC アプリケーションの革新
原題：Innovationen in CBTC-Anwendungen

●著者・所属：Dominique Eichner；シーメンスモビリティ社、販売担当重役、ドイツ
　　　　　　　Björn Uhrig；シーメンスモビリティ社、グローバルポートフォリオオーナー、ドイツ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.113　No.9（2021-9）　pp.34-44
●言語：独語 / 英語

エネルギー最適化された運用シナリオの例（原典：Siemens Mobility GmbH）

出典　SIGNAL+DRAHT

5G を利用した双方向車両進路制御通信の将来の機器構成（原典：Siemens Mobility GmbH）

出典　SIGNAL+DRAHT
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　地下鉄路線を自己完結型のプロジェクトとして建設する
と、線区ごとに異なる列車運行システムなどの IT システ
ムが使われることになり、その運用と保守においてリソー
スの非効率化をもたらす、いわゆるサイロ効果が発生する
可能性がある。これに対してクラウドコンピューティング

は、費用対効果が高く、柔軟性があり、スケーラブルな統
合情報アーキテクチャを開発することができる。珠洲中車
（CRRC）時代電気社は、都市鉄道の電気および機械シス
テムを管理・運用するための統合情報アーキテクチャを開
発するための研究を進めている。

地下鉄用列車運行システムのサイロ効果の克服
原題：Overcoming the silo effect in metro IT

●著者・所属：Xie Peijin；珠洲中車（CRRC）時代電気社、中国
　　　　　　　Xiao Zhijun；珠洲中車（CRRC）時代電気社、中国
　　　　　　　Ding Ting；珠洲中車（CRRC）時代電気社、中国
●誌名：Metro Report International　Vol.35　No.2（2021-10）　pp.41-43
●言語：英語

都市鉄道のコンピューティング要件は、3 つの主要なリソースのレイヤーに分類することができる（原典：©Railway Gazette 2021）

出典　Metro Report International

提案されたクラウドコンピューティングアーキテクチャを検証するために、Teg FusionCloud でテストプラットホームを開発した

出典　Metro Report International
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　この調査の結果、旅行の計画策定とその実行に対し、デ
ジタル化された情報の提供が旅客の最も望んでいるもので
あることが明らかとなった。デジタルサービスの利活用に
あたっては情報保護を懸念する声もあるものの、全体とし
ては最良の旅行ルートの提示が特に要望されている。自律
型オンデマンドシャトルへの関心はまだそれほど高くはな

いものの、新たな顧客層、特にカードライバーなど一定の
グループに対しては将来大きな可能性を秘めている。鉄道
会社においても、従来からの顧客の信頼のうえに立ってこ
うした分野で新たな提案を行うことが求められる。ただし、
これが顧客に受け入れられるかどうかは、デジタル情報の
提供手段のデザインとその使いやすさにかかっている。

デジタル化された旅行サービスの可能性：公共交通に対する旅客の要望
原題：Chancen einer digitalisierten Reisekette: Kundenerwartungen an den öffentlichen Verkehr

●著者・所属：Dorothea Schaffner；北西スイス大学、教授、スイス
　　　　　　　Mirjam Hauser；北西スイス大学、リサーチアソシエイト、スイス
　　　　　　　Nora Studer；北西スイス大学、リサーチアソシエイト、スイス
　　　　　　　Jonas Brüngger；北西スイス大学、リサーチアソシエイト、スイス
　　　　　　　Fredy Langenauer；Schweizerische Südostbahn 社、インフラ部門、ネットワーク責任者、スイス
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.10（2021-10）　pp.14-18
●言語：独語

駅構内案内用スマホ画面のモックアップ

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　地上側で管理する乗客情報システムを各列車が管理する
乗客情報と連携させることは、情報の不整合やデータエ
ラーを誘起することを防ぐ唯一の方法である。CN-Consult
社は、複数の鉄道会社の乗客情報システムと各列車との間

の情報通信を可能にする共通インターフェースを開発し
た。これにより、各鉄道会社は既存の乗客情報システムを
更新することなく、地上・車上間で乗客情報のシームレス
な連携を実現することができる。

乗客情報の地上・車上間のシームレスな連携
原題：Nahtlose Interaktion mobiler und stationärer Fahrgastinformation

●著者・所属：Thomas Auner；CN-Consult、販売部長、ドイツ
　　　　　　　Daniel Haas；CN-Consult、IT および開発部長、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.72　No.8（2021-8）　pp.35-38
●言語：独語

物理的インターフェース無しでのデータ交換の機能原理（原典：CN-Consult GmbH）

出典　Der Eisenbahningenieur

Appenzeller Bahnen AG での新車両と既存車両の連結（原典：H. Krille）

出典　Der Eisenbahningenieur
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　列車管理および信号のデジタル制御で列車の輸送容量を
増やすには、システム全体を最適化する必要がある。閉塞
占有時間モデルにもとづいて、列車の走行時間を短縮する
ための重要なアプローチについて説明する。たとえば、最

適化された閉塞分割、最適化されたブレーキ曲線、システ
ム稼働時間の短縮などである。列車の輸送容量に加えて、
運用品質も向上させることができる。

列車管理および信号のデジタル化で輸送容量を最大化にする
原題：Maximierung der Fahrwegkapazität mit Digitaler Leit- und Sicherungstechnik

●著者・所属：Michael Kümmling；DB シュトットガルト - ウルムプロジェクト、輸送、運用、デジタルチーム、ドイツ
　　　　　　　Sven Wanstrath；DB シュトットガルト - ウルムプロジェクト、輸送、運用、デジタルチーム、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.70　No.7+8（2021-7+8）　pp.16-21
●言語：独語

ATO-GoA-2 の運用では、列車はインフラストラクチャの仕様に可能な限り正確に従う（原典：Deutsche Bahn）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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　AI （人工知能）ベースのアプリケーションは、日常生活
のなかでますますユビキタスになりつつあり、AI がバッ
クグラウンドでアクティブになっていることに気が付かな
いことさえある。 鉄道への AI の導入も模索されている。 
今後、安全関連分野への AI 技術の導入が予測されている
が、その際には AI コンポーネントの機能安全性を適切に
実証する必要があるが、そのために実用されている手順と
プロセスはまだ存在しない。KI-LOK 共同研究プロジェク

トでは、AI をベースとするコンポーネントに対する試験
手順と検証方法を開発している。このプロジェクトは、研
究と教育を通じて、AI のテストを専門とする企業や、鉄
道信号技術の主要なプロバイダーに対してイノベーション
をもたらすことを意図している。なお、このプロジェクト
は、ドイツ連邦議会において採択された決議にもとづき、
ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）によって資金提供
されて実施されている。

KI-LOK：鉄道事業で使用される Al ベースのコンポーネントの共同試験手順プロジェクト
原題：KI-LOK ― Ein Verbundprojekt über Prüfverfahren für KI-basierte Komponenten im Eisenbahnbetrieb

●著者・所属：Georg Hemzal；タレスドイツ社、シニアイノベーションマネージャー、ドイツ
　　　　　　　Timo Strobel；タレスドイツ社、承認マネージャー、ドイツ
　　　　　　　Jürgen Großmann；Fraunhofer FOKUS 研究所、クリティカルシステムエンジニアリング部門長、ドイツ
　　　　　　　Bernd-Holger Schlingloff；タレスドイツ社、チーフサイエンティスト、ドイツ
　　　　　　　Michael Leuschel；コンピュータサイエンス研究所、ソフトウェア工学およびプログラミング言語グループ、ドイツ
　　　　　　　Sadegh Sadeghipour；ITPower Solutions 社、CEO、ドイツ
　　　　　　　Jörg Firnkorn；Neurocat 社、リサーチリーダー、ドイツ
●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.113　No.10（2021-10）　pp.6-15
●言語：独語 / 英語

「基本安全基準」の構造（原典：eigene Darstellung/own illustration）

出典　SIGNAL+DRAHT

承認方法（原典：eigene Darstellung/own illustration）

出典　SIGNAL+DRAHT
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