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「パンデミック後の期間に仕事とレジャーの旅行パターン
が進化するにつれて欧州全体で乗客の行動が変化している
ことを CER	は確認している。」（P4）
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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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鉄道はヨーロッパの社会的課題に対応可能
原題：Rail can address Europe’s societal challenges

●著者・所属：Alberto Mazzola；Community of European Railways & Infrastructure Companies、エグゼクティブ ディレクター、EU
Nick Kingsley；Railway Gazette International 誌

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.11（2022-11）　pp.37-39
●言語：英語

　本記事は、コロナ感染症やロシアのウクライナ侵攻に
伴う世情の変化に対する CER（Community of European 
Railways）の方針に関する内容である。欧州ではこれらの
課題に加えて気候変動の問題もあり交通は最大の危機にあ
ると認識されている。鉄道は重要な交通インフラとしてこ
れらの課題への対処に向けて中心的な役割
を果たす必要がある。欧州全体の鉄道市場
の現状は、通勤交通はまだ回復していない
が、長距離および国際旅客鉄道では 2019 年
の旅客輸送と貨物輸送のレベルにまで完全
に回復したといえる。ビジネス出張につい
ては、対面ではなくビデオ通話を介してよ
り多くの会議が行われており、これは今後
も恒久的な世情と思われる。一方で、政府は、
より多くの人や貨物が鉄道で移動する方策
を真剣に模索しており、欧州のほとんどの
政府は鉄道へのモーダルシフトを望んでい
る。全体像としては、環境問題、感染症対策、
ウクライナ危機などが鉄道に深刻な影響を
与えており、たとえば電気料金や諸物価の

高騰などの懸念事項は少なくないが、CER は鉄道が社会の
最大の課題に対応する取り組みを助けることが可能である
ことを訴え続けていく、との方針に変化はない。鉄道は、
今後とも欧州の交通の最優先課題に取り組む中心的な役割
を果たしていく。

モーダルシェアを高めるために適当な方策を引く
原題：Pulling the right levers to boost modal share

●著者・所属：Nico Falk； ローランドベルガー社、社長、ドイツ
Andreas Schwilling；ローランドベルガー社、顧問、ドイツ

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.9（2022-9）　pp.60-62
●言語：英語

　地域ごとに出発点や最終目標
に 大 き な 相 違 が あ る も の の、 世
界中の政府は貨物輸送における
鉄道のシェアを熱心に改善しよ
う と し て い る。 コ ン サ ル タ ン ト
Roland Berger は 世 界 的 に 鉄 道
貨物を高めるための包括的な一
連の方策が引かれると信じている。
取りうる適当な方策としては輸送
政策、インフラの向上、および品
質の改善の 3 分野が考えられる。

パンデミック後の期間に仕事とレジャーの旅行パターンが進化するにつれて欧州全体で乗客の
行動が変化していることを CER は確認している。　　　

出典　Railway Gazette International

選択された国ごとの貨物輸送のシェア、2021 年国内輸送の総トンキロに占めるパーセンテージ。（原典： 
Euromonitor 2021）

出典　Railway Gazette International
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グローバル都市はグローバルプレイヤーを引き付ける
原題：Global city attracts global players

●著者・所属：Vladimir Waldin；Metro Report International 誌
●誌名：Metro Report International　Vol.36　Autumn（2022）　pp.4-9
●言語：英語

　本記事は、スウェーデンの首都ストックホルムの公共交
通政策に関する内容である。ストックホルム郡は首都を含
む 26 の自治体で構成されており 2021 年には人口約 240
万人（国総人口の 4 分の 1）である。スウェーデンは、過
去 30 年間にわたって旅客輸送の段階的な自由化を推進し
てきた。恒常的な財政赤字に対処する目的で鉄道分野に上
下分離方式を初めて導入した国でもある。歴史的な経緯を
経て、1991 年から 2016 年に EU 全体で鉄道事業を開放す
るさまざまな指令と連動して鉄道ネットワーク上における
事業者間の競争が導入された。さらに公共交通機関の改革
運輸政策法により、鉄道とバスのサービスを調達する責任
が地方当局に移され、1996 年以降、地方当局は隣接する
自治体間の国境を越えた地元地域以外の地域でサービスを

契約する権限が与えられた。1989 年以前は、スウェーデ
ンの公共交通機関には、単一の確立された運営システムは
なかったが、新しい法律を基に公共交通機関の見直しが開
始され、その結果、ストックホルムの交通システムは世界
で最も「国際的に」運営されるネットワークの 1 つとなっ
た。たとえば、1980 年代および 1990 年代の地下鉄車両は、
アルストムが所有するボンバルディアからの輸入車両にす
べて置き換わる予定である。また、ボンバルディアが発注
した 96 両は中国製のボディシェルを使用し、アルストム
によって組み立てられ、推進システムと状態監視システム
はスウェーデン製である。ライトレールとトラムの路線は、
ボンバルディア製の Flexity Swift LRV によって運用されて
いる。このように、ますます国際化が進展している。

ストックホルムの交通路線網（現状および計画）（原典：©Railway Gazette 2022 Cantography by Andy Hellawell)

出典　Metro Report International
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民間鉄道運行事業者から見た鉄道輸送の動向
原題：War and supply chain turmoil put rail growth at risk

●著者・所属：Nick Kingsley；Railway Gazette International 誌
Zbigniew Klepacki；EP ロジスティクスインターナショナル社（EPLI）、代表取締役、チェコ

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.10（2022-10）　pp.38-41
●言語：英語

　プラハに拠点を置き、積極的な事業拡大で知られる民間
鉄道運行事業者 EP ロジスティクスインターナショナル社

（EPLI）の代表取締役に中欧、東欧の貨物輸送の状況をイ
ンタビューした。概要は以下のとおりである。
　ウクライナでの戦争、特に黒海沿岸の港が封鎖されたこ
とで、ウクライナの農産物の西欧へ
の輸送などの鉄道への切り換えが起
こった。しかし、ウクライナの軌間が
1,520mm で国境で積み替えが必要と
いう問題のほか、機関士の不足などの
問題があり、なかなか輸送量を増やせ
ない。機関士不足はウクライナと隣接
国だけではなく、ヨーロッパの鉄道貨
物輸送力増加の最大の足かせである。
　EU が進めようとしている鉄道運行
事業の自由化は現実には進んでいな
い。各国は従来の国鉄の従業員の雇用
を守りたいという考えがあり、新規参
入には困難がある。イタリアでは機関
車は二人乗務が義務である。また、機

関士の習熟運転や言葉の障壁の問題もある。
　グローバルロジスティクスのジャストインタイムの原則
は、コロナと地政学的危機によって破壊された。コンテナ
不足により貨物列車がいつ発車できるか読めずに輸送が混
乱している状況に加えて動力費の高騰が起きている。

次世代 MaaS とは
原題：Unlocking the next level of MaaS

●著者・所属：Fiona Peter；シーメンスモビリティソフトウェア社、共同経営者、ドイツ
●誌名：Metro Report International　Vol.36　Autumn（2022）　pp.28-30
●言語：英語

　MaaS（Mobility as a Service）は、公共交通を
含めた、自家用車以外のすべての交通手段によ
る移動を 1 つのサービスとして捉え、シームレ
スにつなぐ移動の概念、あるいはそのためのサー
ビスのことである。MaaS は単なるアプリではな
い。有効に活用するには、より大きなコラボレー
ションと規制改革が必要である。MaaS は、さま
ざまな利害関係者の多面的なエコシステムであ
り、協力して柔軟で効率的な日常の移動を提供
し、都市と地方の両方の交通機関の持続可能な
未来を保証する。

EPLI の子会社 Loko Train は、機関車の短期、長期のリースのほか、業界の採用業務や教育も行っている。

出典　Railway Gazette International

複数のモードの計画、支払い、リアルタイムの情報をまとめることで、公共交通機関が自
家用車の利便性と柔軟性に対応できるようになる。

出典　Metro Report International
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柔軟な価格設定を利用して乗車率を高める
原題：Using flexible pricing to boost ridership

●著者・所属：Gian-Mattia Schucan；Fairtiq 社、創業者兼 CEO、スイス
●誌名：Metro Report International　Vol.36　Autumn（2022）　pp.32-33
●言語：英語

　本記事は、魅力的な価格設定パッケージを鉄道の利用者
に提供するスマートチケットおよび非接触型の旅行に関す
る内容である。社会面、経済面および環境面の要請から公
共交通機関のネットワーク化は、気候変動と脱炭素化の利
点に加えて仕事、教育、ショッピング、娯楽などへの持続
的かつ公平なアクセスの提供にも貢献する。価格は、公共
交通機関における顧客満足度に影響を与える重要な要因の
1 つであり、オンデマンドの従量課金制のシステムでは、
利用者は便利なアプリベースのサービス提供と購買・支払
いを期待している。Fairtiq 社のアプリベースの料金徴収技
術は 2016 年にスイスで開始されて以来、6,500 万回以上
の旅行に使用され、また、ヨーロッパ全体で 60 の通信事
業者に採用されている。基本的なコンセプトはシンプルで、
停留所や駅に到着した利用者はアプリでチェックインする
ことにより旅行を開始する。システムは、目的地に到着す
るまで複数のモードと車両で進行状況を追跡する。搭載さ
れている SmartStop 機能は、利用者が移動を停止したこと
を検知し、続行するオプションを選択しない限り、5 分後
に自動的に旅行を終了し、利用者には旅行の最安価が請求
される。モバイルアプリは、利用者が券売機前で人混みの
列に並び時間をロスしたりチケットを購入・受領したり、
現金を使用したりする必要がない完全に非接触型の旅行を
提供する。アプリを使用している利用者は、各旅行の正
確な全体像を構築する AI 対応アルゴリズムの支援により、
提示された最良の運賃（最安価）情報を得ることができる。
そして、それらの同じアルゴリズムは、より良い意思決定
を行うための豊富な実用的なデータをオペレーターに提供
する。

ブランディングは事業者によって異なる場合があり、スワイプによ
りチェックイン機能は使い易く、利用者は安心して、自分の旅行の
ために提供されている最良の運賃（最安価）情報を得ることができる。

出典　Metro Report International
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ポーランドの首都で輸送能力を増強整備
原題：Adding capacity in Poland’s capital

●著者・所属：Benjámin Zelki；Railway Gazette International 誌 
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.10（2022-10）　pp.30-32
●言語：英語

　本記事は、ポーランドの首都ワルシャワの鉄道ルートの
新建設に関する内容である。輸送量の多い東西横断ルート
の近代化と、2023 年から 2027 年にかけての第 2 都市横断
トンネルの建設により、ワルシャワで必要となる輸送能力
が増強できる。ポーランド全土から 9 本の幹線ルートがワ
ルシャワに集結し、また、全土の都市を結ぶ長距離列車は
ワルシャワ中心の東西線に集中している。これは増大する
輸送需要に対し、ヴィスワ川下のトンネルを介してザホド
ニア駅とウショドニア駅を結ぶ重要な都市間幹線ルートの
輸送能力が急速に不足することを意味する。インフラ当局
のマスタープランの下で、すでにかなりの量の建設作業が
行われ 2019 年 7 月に計画どおり完了したが、予測される
輸送需要のさらなる増加に対応するためには計画の次の段

階が不可欠である。この計画の重要な要素は、第 2 都市横
断トンネルの建設であり、インフラ当局は現在、5 つのルー
ト候補から選定中である。ワルシャワのネットワークは
1933 年に完成し、90 年近くが経過しており輸送能力の増
強整備だけでなく、今日の安全基準を満たすために都市横
断トンネルを包括的に再建する必要がある。その他の関連
プロジェクトには、鉄道ネットワークから離れている地域
にサービスを提供するための放射状のルート建設があり、
さらに、政府は鉄道サービスがない地域に対して 4 本の新
線を計画している。全体として、このプログラムは 1,200km
以上のルートを含む 11 県の 34 プロジェクトに資金を提供
しており、資金の一部は地方自治体から調達されている。

シュルドミエシチェに到着するニューアグ社製の郊外電車。駅舎は島式ホーム 2 面 4 線に改築される予定。

出典　Railway Gazette International
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北欧諸国のトラムの利用者数は回復
原題：Ridership bounces back as Nordic cities embrace the tram

●著者・所属：Hans Cruse； Spårvagnsstäderna 社、Director、スウェーデン
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.11（2022-11）　pp.22-25
●言語：英語

　この 20 年間、北欧諸国でトラムは復活、発展の方向に
進んでいる。いくつかの新路線が開業し、逆風が吹いてい
る時代に廃止されなかった少数の路線では多額の近代化投
資が行われた。利用者数はすべての路線で着実に増加した。
そこに COVID-19 が襲った。2020 年から 21 年にかけて、
北欧諸国で長期間の旅行制限があったため人々はほとんど
自宅で仕事をし、公共交通機関の利用者数に深刻な影響を
及ぼした。その後、ほとんどの事業者で利用者数がコロナ
前のレベルに戻り、好天もあって夏にはコロナ前を上回っ
た。なお、新線建設の際は投資が妥当性の議論が行われて
いる。

フランクフルト市の公共交通機関の運営の全体的な最適化
原題：Ganzheitliche Optimierung des Stadtbahnbetriebs in Frankfurt

●著者・所属：Christian Schmidt；Frankfurt am Main 社、公共交通部門、システムエンジニアリングの責任者、ドイツ
Michael Rüffer；Frankfurt am Main 社、公共交通部門、技術およびオペレーションの責任者、ドイツ
Lars Schnieder；ESE Engineering und Software 開発会社、広報担当、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.10（2022-10）　pp.20-23
●言語：独語

　本記事は、フランクフルト市の公共交通機関を全体的
かつ効率的に運営するためのシステム開発に関する内容
である。フランクフルト市当局は市内の交通運行大手の
Frankfurt am Main 社（VGF）と共にトンネル区間および
地上区間での効率的なライトレール運用の技術基盤とし
ての協調型インテリジェント輸送システムの構築
をめざしている。フランクフルト市は公共交通機
関の最適な運用により、より大きなキャパシティ、
より短い運転間隔、より正確な運行の実現を求め
ている。たとえば、トンネル区間では通信ベース
の 列 車 制 御（CBTC：Communications Based Train 
Control）が既存の列車制御システムに取って代わ
る。この目的のために DTC（Digital Train Control 
System Frankfurt）プロジェクトが開始された。こ
の DTC とフランクフルト市の MIND+（Multimodal，
Intelligent，Nachhaltig，Digital）プロジェクトは、
互いに補完し合い密接に関連している。このフラン
クフルト市の道路交通局のプロジェクト「フランク
フルト MIND(+)」は、地上区間でのライトレール交

通の最適化に焦点を当てている。すべての道路利用者をイ
ンフラとネットワーク化することで、交通流の改善、エネ
ルギーの節約、自動車排気ガスの排出量削減がなされ、生
活の質が向上し、都市に人々が多く集まり留まることを実
現する。

車両の不足により引き起こされた深刻な問題にもかかわらず、ヨーテボリのトラムの利
用者数は回復状況にあり、コロナのパンデミックの影響も比較的少なかった。アルスト
ム社製の新車が順次就役することで利用者数は今後も増加が続くと見込まれている

出典　Railway Gazette International

フランクフルト市のサブプロジェクト MIND(+) における協調型高度道路交通システム
のシステムアーキテクチャ

出典　Der Eisenbahningenieur
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段階的なトレーニングから専門知識を得る
原題：Gaining expertise from step-by-step training

●著者・所属：Heiko Scholz；DB Rail Academy、コンピテンスコンサルティング責任者、グローバル ディレクター、ドイツ
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.11（2022-11）　pp.28-30
●言語：英語

　 本 記 事 は、 ド バ イ 道 路 交 通 局（RTA：Dubai's Road & 
Transport Authority）に対して鉄道の専門知識を訓練す
る DB Rail Academy による取り組みに関する内容である。
RTA の事業の主要目的の 1 つは、高品質のインフラを備え
た高度な輸送ネットワークを国民に提供することである。
RTA は DB Rail Academy と連携し、RTA のマネージャーを
含むスタッフのトレーニングをカバーするニーズを分析し、
特別のトレーニングプログラム（パッケージ）を開発した。
これは、目前のタスクに焦点を合わせた包括的で体系的な
トレーニングプログラムであり、マルチレベルのアプローチ
を採用し、個々人の能力、作業プロセス、目標および戦略な
どに基づいており、国際的なベストプラクティスと比較し
て、柔軟なアーキテクチャを備えたカスタマイズされたト
レーニングプログラムとなっている。特に、技能が不足し重
要視されたトレーニングプログラムの内容には、たとえばデ
ジタル化のレベルの向上があり、多くの RTA の部門がデジ
タル化の機会に積極的に取り組む必要性を指摘している。

鉄道部門におけるヒューマンファクターを測定するプロセスモデル
原題：Human Factors messbar machen ― ein Vorgehensmodell für den Eisenbahnsektor

●著者・所属：Birte Thomas-Friedrich；ドイツ航空宇宙センター（DLR）、研究助手、ドイツ
Anna Windischer-Unterkircher；スイス連邦鉄道、健康保護および予防担当、スイス
Luzia Widrig-Bamert；スイス連邦鉄道、安全および品質リーダー、スイス
Dagmar Fünffinger；スイス連邦鉄道、健康保護および予防担当、スイス
Daniel Boos；スイス連邦鉄道、Product Owner Digital Service User Experience、スイス
Jan Grippenkoven；ドイツ航空宇宙センター (DLR)、ヒューマンテクノロジーチームリーダー、ドイツ

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.10（2022-10）　pp.38-45
●言語：独語 / 英語

　ヒューマンファクター（HF：Human Factors）は、安全性と効率
性を高め、健康に優しい職場を作成するために、鉄道システムなど
の社会技術システムで考慮する必要がある。監督当局は HF の含有
の検証を要求している。これまでのところ、HF を含めるための正
確な手順に関連する規範的な要件はほとんどない。スイス連邦鉄道

（SBB：Schweizerische Bundesbahnen AG）とドイツ航空宇宙センター
（DLR：Deutschen Zentrum für Luft und Raum-fahrt e.V.）は、HF を

鉄道部門内のプロジェクトに統合するためのプロセスモデルと検証
プロセスを開発した。

体系的なアプローチを使用して設計された RTA（ドバイ道路交通局）のト
レーニングプログラム

出典　Railway Gazette International

テスト基準領域を選択するためのツールの処理レベル

出典　SIGNAL+DRAHT
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転がり疲労に関する提言
原題：Ein Beitrag zur Problematik der Rollkontaktermüdung

●著者・所属：Rainer Fleiss；元 Thyssen Henschel 社解析および試験技師、前 Siemens 社プロジェクトエンジニア、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.9（2022-9）　pp.120-124
●言語：独語

　レール頭部など極端な圧縮張力を受ける部材ではせん断
応力により破壊が生じる。このとき、一般に圧縮応力面に
対して 45°の方向にき裂が発生するが、車輪の滑りによっ
て付加的なせん断力が作用すると力の方向が変わり、レー
ル面に対してある傾きをもってき裂が進展する。き裂が
レール頭部の中ほどに達すると車輪荷重によるせん断応力
の影響が支配的となるため、き裂はレールの深さ方向に向
きを変える。このような転がり疲労によるレール損傷が観
測されるようになったのはここ 20 年ほどのことで、車両
の駆動用モーターが単相交流モーターから非同期型モー
ターに変わったことと関係している。これによりモーター
の出力が向上したことに加え、モーターへの出力が純粋な
正弦波からステップ状の矩形波に変わって駆動系に余分な
振動を生じさせている。現在、転がり接触によるレール応
力は明らかに過剰なレベルに達しており、レール削正は恒
久的な対策とはなりえない。根本的対策はレールへの負荷
を減らすことであり、第 1 にモーター出力の改善、すなわ
ち供給電圧をスムーズにすること、第 2 に車輪・レール間
のすべりを最小とすること、そして第 3 に輪軸の振動を抑

制することである。望ましくは独立回転車輪とすることで
あるがこれにはコストがかかり、中空輪軸としてねじれを
低減する方法もある。

北欧で最長の鉄道トンネルを有する Follobanen 新線がいよいよ開業
原題：Follobanen is ready to open

●著者・所属：Chris Jackson；Railway Gazette International 誌
Per-David Borenstein；ノルウェイ国鉄、Bane Nor Project Director 、ノルウェイ

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.11（2022-11）　pp.18-21
●言語：英語

　2022 年 12 月のノルウェイのダイヤ改正は、北欧で最長
の鉄道トンネルを含む 22km の Follo Line（ノルウェー語：
Follobanen）新線の営業開始により、同国の鉄道ネット
ワークにとって大きな節目となる。これにより、オスロ～
スキー間の所要時間が半減し、オスロからスウェーデン国
境に近い南東部地区への所要時間が最大 11 分短縮される。
この Follobanen プロジェクトは現在進行中の 3 つの都市
間回廊改良・拡充プロジェクトの一環であり、政府補助金
を使用して、交通省の所管のもと、国鉄のインフラ管理会
社 Bane Nor が実施する。新線の大部分を占める単線並列
のトンネルは同国の陸上交通インフラ投資の中で最大のも
のである。10 月には電気・信号設備の機能テスト、国の
安全当局による検査が行われ、これを受けて試験走行や運
転士の訓練が行われている。ダイヤ改正時にはオスロ～ス
キー間にはオフピーク時で片道 6 本 / 時間の列車が運行さ
れ、ピーク時には増発される。この新線の開通とともに、

Bane Nor 社は同区間の在来線ローカル駅を改良し、列車
編成長の拡大、運行頻度の増大により輸送容量の増加を図
る予定である。

車輪が中央に位置した場合の Hertz 接触応力。

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

2019 年 2 月に TBMs Anna と同 Magda 共同での Blix トンネルの貫通 
注：TBM（Tunnel Boring Machine）：トンネルボーリングマシン

出典　Railway Gazette International
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チェコ鉄道の近代化プロジェクトの概要
原題：Piecemeal modernization makes steady progress

●著者・所属：Toma Bačić；Railway Gazette International 誌
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.10（2022-10）　pp.34-37
●言語：英語

　チェコ国鉄では 1990 年代初頭から鉄道の近代化に着手
し、2003 年の上下分離以降もインフラ会社がこれを引き
継ぎ、主要線区における 160km/h 化を含む大規模なイン
フラ近代化が進められてきた。今回、EU 域内
の重要インフラ投資を目的とした Connecting 
Europe Facility（CEF） か ら の 追 加 資 金 調 達 に
より、チェコの鉄道インフラ管理会社 Správa 
Železnic が、同国内の主要鉄道路線の多角的な
近代化プロジェクトを進めることが可能となっ
た。この資金は、2021 ～ 2027 年度にわたって
70 ～ 90 億ユーロ配布されるものであり、ETCS

（European Train Control system）の設置、デジ
タルキャパシティマネジメントと新しいソフト
ウェアの開発、高速鉄道路線の設計などの支援
に用いることを目的としている。今後は CEF の
資金を得てプラハからドイツ国境に至る高速鉄
道計画のほか、国内主要路線の大規模近代化や

プラハ近郊の空港接続線などの既存ネットワークを補完し
た路線の新設などの近代化プロジェクトが進められる予定
である。

持続可能かつバリアフリーで革新的な踏切
原題：Nachhaltige, barrierefreie und innovative Bahnübergänge

●著者・所属：Carola Schwankner；Kraiburg Strail 社、技術および製品の責任者、ドイツ
Tristan Mölter；DB Netz 社、橋梁建設および LS システム技術設計の責任者、ドイツ
Günther Wagner；Kraiburg Strail 社、取締役社長、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.10（2022-10）　pp.38-41
●言語：独語

　本記事は、持続可能でバリアフリーなリサイクルゴムを
利用した踏切に関する内容である。一般の踏切では自転車
の走行によりわだちが発生し、歩行者、車いす利用者、自
転車利用者にとって危険であり事故につながる可能性があ
る。特に濡れた状態では、スリップも生じ易く転倒の可能
性が高まる。この危険性を最小限に抑えるために、開発さ
れたのがリサイクル可能なゴム材料を利用した踏切であ
る。ゴムは耐候性に優れており、その機械的特性により、
車両は踏切を滑らかに横断できるため、踏切は比較的長期
的にわたって理想的な形状を保つことが可能である。利用
されるゴムの原材料は使用済みの自動車タイヤからリサイ
クルされる。踏切を通過する自動車の重量と数量による踏
切の負荷に応じて、歩道部を含むさまざまな部分の形状、
硬さなどを調整可能である。今日、クライブルグの踏切シ
ステムではゴム踏切が標準である。平均 15 ～ 20 年後の撤
去後には、再びゴムのリサイクルプロセスに戻すことが可
能である。これは持続可能性に対応している。また、必要

に応じてゴム製踏切は繊維複合材料、鉄またはアルミニウ
ムなどの金属材料で補強することができる。現在、年間約
14,000 トンのリサイクルゴムが新しい踏切パネルに加工さ
れている。

プラハ最古 (1850 年供用開始）の鉄道橋である Vltava Negrelli 高架橋

出典　Railway Gazette International

原材料（リサイクルゴム）（原典：Florian Strasser）

出典　Der Eisenbahningenieur
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き裂状表面欠陥判定のための新しい測定技術
原題：Neue Messtechnologie zur Bestimmung rissartiger Oberflächenfehler

●著者・所属：Richard Stock；Plasser American/Plasser ＆ Theurer 社、鉄道ソリューションのグローバルヘッド、カナダ
Rolf Herter；Vogel ＆ Plötscher 社、営業部長、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.9（2022-9）　pp.98-101
●言語：独語

　研磨や研削によってレールを保守することは線路の最重
要な要素すなわちレールの設置寿命を延ばすための典型的
な方法である。レール損傷を取り除くかあるいはコント
ロール下に置くため、さらにレール形状を許容範囲内に保

つためにいろいろな戦略が選択される。それぞれの戦略に
伴う正しい技術の使用はレールの損傷状態の正確な知識を
前提にしている。そこで、まず確実な測定技術によって定
量的に把握されることが、引き続き意義深く期待される。

健全なおよび損傷した供試体での漏れ磁束試験の概念図（原典：Richard Stock）

出典　Der Eisenbahningenieur

レール上の回転接触疲労（頭部チェック）と頭部チェック損傷のあるレールの RSCM（レール表面傷測定装置）測定結果
（傷の深さと強度）（原典：voestalpine (Beispielbild), Vogel&Plötscher (Grafik)）

出典　Der Eisenbahningenieur
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駅舎の設計・施工における駅のデザインのあり方（駅設備のモジュール化）
原題：Modular approach reshapes station fit-out

●著者・所属：Nick Kingsley；Railway Gazette International 誌
Julian Maynard； メイナードデザイングループ、常務取締役、イギリス

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.10（2022-10）　pp.24-26
●言語：英語

　ロンドンのエリザベスラインとブリスベンのクロスリ
バーレールリンクにおける駅の設計と施工においては、近
年のモジュール化、共通化、オフサイト施工などの傾向を
強く反映しており、鉄道プロジェクトにおける工業デザイ
ンの今後のトレンドを予見させるものとなっている。エリ
ザベスラインの駅デザインでは、最新のニーズに合わせて
デザインを更新しつつ、ほとんどの駅が共通のルックスと
フィーリング（外観と雰囲気）を有している。デザイング
ループでは、共通化されたアプローチを開発することをめ
ざして、幅広いプロジェクトに対応可能なパーツをキット
や高度なモジュールにして用意した。大量生産とオフサイ
ト施工の要素を多く含んだ高品質の部材を用いたことによ
りコストパフォーマンスが向上し、特にガラス繊維補強コ

ンクリートの適用が大きく寄与した。また、コンピュータ
の発達により、部品やコンポーネントのデジタルファイル
を効率的に作成し、視覚的な議論や一貫した製品の提供が
可能となった。
　駅のデザインを検討する際には、オーダーメイドとなら
ないようにクライアントとサプライヤーが初期段階から
モックアップなどを利用して完成から運用・保守までを見
据えた議論が大事であるが、このようなプロジェトでは、
一般にコンソーシアム（共同体）が構成されることが多い
ため、十分に議論することが可能である。デザインを担当
した Maynard デザイングループはすでにメルボルン地下
鉄の駅デザインも受注しており、この理念のグローバル展
開をめざしている。

ロンドンのクロスレール（現エリザベスライン）深層ホームのデザイン初期プロトタイプ。

出典　Railway Gazette International
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狭軌鉄道 (NÖVOG) におけるロングレール軌道の座屈防止策
原題：Verwerfungssichere durchgehend verschweißte Schmalspurgleise bei der Mariazellerbahn 
der Niederösterreich Bahnen (NÖVOG)

●著者・所属：Ekkehard Steiner；インスブルック大学、助教、オーストリア
Michael Krueger；St. Pölten 鉄道、設備メンテナンス部門責任者、オーストリア

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.9（2022-9）　pp.136-143
●言語：独語

　まくらぎは軌道の横方向安定性に大きな影響を与える。
まくらぎにそのための対策を施すことによりバラストの締
め固め状態に関わらず横抵抗力を増加させることができ
る。まくらぎ製造過程で適切な接地面対策を行うことによ
り接触面積を増加させるとともに道床横抵抗力を増加させ
ることができる。ロングレール化は乗り心地や保守費の面
で大きなメリットがあるが、NÖVOG のような狭軌の山岳
鉄道では急曲線の存在などからロングレールの採用が困難

である。そこで、コンクリートまくらぎに対策を行うこと
でこれを可能とすべく、各種の対策まくらぎの道床横抵抗
力に対する効果確認試験を実施した。その結果、まくらぎ
底面に特殊な弾塑性材を装着した Getzner 社の SL-NG7 ま
くらぎでは変位 2mm 時の横抵抗力は敷設直後で 5N/mm、
敷設後 1 年経過では締め固め効果によりこの値は 11N/
mm となった。座屈防止板の装着によりこれをさらに増加
させることが可能である。

MABA の PC まくらぎ SS NQ (1800 × 300 × 160mm）( 原典：MABA）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

MABA の PC まくらぎ SS NQ を試験敷設した曲線部

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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スマートレールメンテナンス「on the fly」
原題：Smarte Schieneninstandhaltung ,on the fly'

●著者・所属：Robin Antoine；Vossloh レールサービスドイツ社、プロダクトマネージャー、ドイツ
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.10（2022-10）　pp.58-62
●言語：独語

　レールの状態予知保全を可能とし、軌道の使用効率
を 向 上 さ せ る こ と を 目 的 と し た Vossloh 社 の「Smart 
Maintenance」アプローチは軌道状態のデータ収集から
レールメンテナンスの計画と実施まですべてのメンテナン
スプロセスを簡素化し、スピードアップさせる。Vossloh
社は Smart Maintenance「on the fly」によって以下のこと
をめざす。すなわち、● HSG smart による 80km/h での軌
道データ収集、●新しいアプリケーション「mapl-e」に

よる迅速なデータ評価と可視化による的確な対応策の指
示、●検査対象線区の保守作業を最小の対処療法で HSG 
smart 運行中に実施。このように smart HSG テクノロジー
と mapl-e の組み合わせにより、軌道状態データの収集と
これに基づくレールの処理そしてフォローアップ測定を同
一の作業シフトの中で行うことが初めて可能となった。
注：HSG（High Speed Grinding）：高速削正

HSG-city に搭載された計測センサー（原典：Vossloh）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

HSG-2 smart に実装された計測センサー（原典：Vossloh）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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EU の新型貨車
原題：CFW - Schienengüterverkehrskonzept von morgen

●著者・所属：Roland Bänsch；ConTraffic GmbH、役員、ドイツ　
Maxim Weidner；ConTraffic GmbH、プロジェクト研究員、ドイツ　
Jaizki Mendizabal；Ceit Reseach Center、副部長、スペイン　
Julio Galipienzo；CAF MiiRA 社、研究開発部長、スペイン　
Arne Henning；ドイツ航空宇宙センターゲッチンゲン、グループリーダー、ドイツ　
Benjamin Baasch；ドイツ航空宇宙センターベルリン、研究員、ドイツ
Nicolai Schmauder；ドイツ航空宇宙センターシュツットガルト、研究員、ドイツ　
Robert Winkler-Höhn；ドイツ航空宇宙センターシュツットガルト、研究員、ドイツ　　
Christian Gomes Alves；ドイツ航空宇宙センターシュツットガルト、研究員、ドイツ　　
David Krüger；ドイツ航空宇宙センターシュツットガルト、研究員、ドイツ　　
Mathilde Laporte；ドイツ航空宇宙センターシュツットガルト、研究員、ドイツ　

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.9（2022-9）　pp.138-144
●言語：独語

　近年、貨物輸送とその基盤となる物流に対する需
要が大幅に増加している。それに対して道路輸送
は解決策を見出したが、鉄道はその生産モデルに
基本的に固執している。そのような状況下で EU は
交通白書 2011 で、技術革新だけでなく、市場に適
合した高効率の新しい生産コンセプトの確立によっ
て、輸送量の多くを鉄道に移すことを決めた。競争
的貨車コンソーシアム（CFW: Competitive Freight 
Wagon Consorcium）は新型貨車を技術的解決策と
して、試作車をイノトランス 2022 に初めて展示した。
　試作貨車の技術的特徴：
・台枠両端にディスクブレーキ付き 1 輪軸台車を備

える 2 軸構成のコンテナ用貨車。
・台車と車体は、4 つの空気バネ、2 つのプッシュプ

ル（引張り圧縮）ロッド、各ダンパー要素で接続
される。

・プッシュプルロッドは、台車と車体の間のレール
方向およびまくらぎ方向の力を分散させ、曲線で
自己操舵。

・軽量合金台枠の構造最適化で空気抵抗を 8 ～ 24%
低減。下部台枠のフルフェアリング化で 31% 低減。

・各車のセンサー群と冷蔵車へ電源を供給、センサー
ネットワークを構成。各車のコンポーネントを状
態監視。

・車軸軸受の 3 軸加速度センサーで、3 次元全方向
で 0.8 ～ 8,000Hz の車両動的挙動を把握。

・1 軸台車は軸バネにゴム、まくらばねに空気バネ 4
個を装備し、空気バネごとに空気タンクを配する
配管接続。

・空気バネの同時制御による高さ調整で、不均等積
載荷重に対しても一定高さを保持。

・各車に電子ブレーキ制御モジュールを装備、STI
（Safe-Train-Integrity-System） 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク

を介して機関車のブレーキ制御ユニットと通信し、
各車のブレーキ制御ユニットで制御コマンドを受信。

　・デジタル無線指令により自動的に車両を連結。

台車の CAD モデル
青色：台車枠、オレンジ色：荷重伝達部品 ( プッシュプルロッド、スタビライザー ) ( 出
典：DLR)

出典　Der Eisenbahningenieur

列車統合安全システムとその機能、ConTraffic 社 2021（原典：STI System and its 
functions in EMW, FR8RAIL III Deliverable D4.1, Shift2Rail 2021）

出典　Der Eisenbahningenieur
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DB（ドイツ鉄道）の高速車両の今後の見通し
原題：Two-stage tender to choose DB’s next high speed fleet

●著者・所属：Murray Hughes；Railway Gazette International 誌
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.9（2022-9）　pp.36-37
●言語：英語

　ドイツ鉄道（DB：Deutsche Bahn AG）は、2030 年以降に就役予定の
次世代高速車両の検討を進めている。非公式に ICE5 と呼ばれているこ
の車両は ICE3 を置き換え、2030 年代前半から 2060 年まで DB の高速
車両の主力となるだろう。現在は新時代の車両のベストなコンセプトを
策定するためのコンサルタント契約の段階である。コンセプトが決まっ
た後、製作車両メーカー選定に進む。
　諸元の一部はすでに決められていて、DB によると平屋構造、編成長
400m 以内で、定員 944 名以内、最高速度 300km/h 以上である。
　受注メーカーとして有力視されているシーメンスは 2018 年に次世代
高速車両 Velaro Novo のコンセプトを公表している。
　他方、ICEneo のは 2022 年に営業運転を始める予定で、2026 年ま
で 30 編成、2029 年までにさらに 43 編成が就役する予定である。また
ICE4 は 2026 年には製造予定の 137 編成がすべて営業運転に入る見込み
である。タルゴ社製の ICE L はコロナの影響で製造が遅れ、営業運転開
始は早くて 2024 年の見込みである。

ファームショップトラム構想が貨物トラムの復活を後押しする
原題：Farm shop concept spurs freight tram revival

●著者・所属：Ingo Dittrich；オッフェンベルク大学、交通・物流担当教授、ドイツ
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.9（2022-9）　pp.46-48
●言語：英語

　かっては路面電車での貨物、荷物の短距離輸送
が行われていたが、トラックなどによってかわら
れた。近年、持続可能なモビリティを実現する取
り組みの一環として、短距離貨物トラムが再び脚
光を浴び、一部の都市では実現している。これに
関連して、カールスルーエでトラムトレインを改
造して店舗スペースを作り、近郊の農村部で採れ
た野菜などを市街地で販売するファームショップ
トラム構想が進んでいる。近郊の駅で野菜などを
積み込み、市街地の駅で車内の店舗で販売すると
同時に、搭載してきた自転車で電話やネットで注
文を受けた品物をオフィスやレストランに配達す
る。車内の一部を市街地と近郊の間の貨物輸送に
用いることもできる。この構想により、貨物トラ
ムの損益分岐点を下げることができる。遅くとも
2024 年末までに実施できることを願っている。

DB の ICE と IC の編成数

出典　Railway Gazette International

ファームショップトラムの運行イメージ（原典：Photo cargo bike: Babboe, NL-Amersfoort）

出典　Railway Gazette International
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保守最適化のための走行車両上のパンタグラフすり板の非接触自動測定
と摩耗予測
原 題：Automatisierte, kontaktlose Vermessung inkl. Verschleiss-Prognose von Stromabnehmer-
Schleifstücken im Betrieb zum Zweck der Instandhaltungsoptimierung

●著者・所属：Urs Gehrig；スイス連邦鉄道、資産管理事業部長、スイス　
●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.10（2022-10）　pp.75-78
●言語：独語

　予知保全とはある種の状態監視保全で
ある。スイス連邦鉄道ではパンタグラフ
すり板の自動非接触測定と摩耗予測（パ
ンタグラフスキャナ）を状態保全の候補
として選定し、スイス連邦鉄道（SBB：
Schweizerische Bundesbahnen AG）の予
知保全センターの協力で昨年までの評価
を行い、事業化の方向のさらなる開発を
行うことになった。そこでは、列車運行
会社、インフラ保有会社、車両部品メー
カーのさまざまな協力が取り交わされた。
手法の概略はまずすり板の自動非接触測
定装置（Pantograph Scanner）によりパ
ンタグラフすり板の断面画像を取得し、
データを処理して、すり板断面高さを得
る。次にすり板最小厚さの時系列変化に
基づいて、すり板交換の基準となるしき
い値に達する時期を予測する。

軌陸車の動向
原題：Zweiwegefahrzeuge: Multitalente für Straße und Schiene

●著者・所属：Nicole Kulisz；Zagro Bahn- und Baumaschinen GmbH、マーケッティングマネージャー、ドイツ
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.10（2022-10）　pp.16-19
●言語：独語

　貨物輸送が鉄道輸送へ定常的に移行し
ているため、鉄道網のインフラへの投資
が拡大している。都市化の進展は、旅客
輸送のための既存および新規のトラムや
郊外鉄道への投資を呼んでいる。これら
の拡大は、軌陸車の需要を高めている。
軌陸車は世界中の種々の軌間、すなわち
1,000mm の狭軌から 1,676mm の広軌に
まで対応している。軌陸車は鉄道、公共
交通機関、産業界、港湾において幅広く
配備されている。

すり板高さの推移に基づくすり板交換時期予測を用いた予知保全（原典： U. Gehrig, SBB）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ドイツ中部のザンガーハウゼンにおけるアベリオ鉄道の入換動車 Zagro E-Maxi は、自動中間緩衝
連結器 Type10 のための連結器頭を装備している

出典　Der Eisenbahningenieur
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ミルウォーキーの路面電車が復活
原題：All aboard The Hop

●著者・所属：Dave Lusting；Railway Gazette International 誌
David Windsor； ミルウォーキー市、プロジェクトエンジニア、米国

●誌名：Metro Report International　Vol.36　Autumn（2022）　pp.22-25
●言語：英語

　アメリカ、ウィスコンシン州最大の都市ミ
ルウォーキーで、1958 年に廃止された路面
電車が 2018 年に中心街に復活した。現在の
路線長は 3.4km と短いが、ミシガン湖岸へ
の分岐線が 2023 年後半に開業予定である。
長い議論の後、市議会で路面電車復活計画
が承認されたのは 2015 年である。費用は 1
億 2,800 万ドルで、現在運行している区間が
9,900 万ドル、湖岸への路線が 2,900 万ドル
である。車両は Brookville Equipment 社製の
Liverty Modern Streetcar で現在 4 編成で運行
している。なお、車両費は 4 編成で 1,860 万
ドルである。編成定員は 150 名（立席含む）
である。運転間隔はピーク時が 15 分、それ
以外が 20 分である。利用客の反応は概ね好
意的であるが、「運転間隔が長すぎる」とい
う声もある。

ベルギーで二階建て電動車が営業運転開始
原題：Double-deck power cars enter service

●著者・所属：Harry Hondius；Railway Gazette International 誌
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.10（2022-10）　pp.42-45
●言語：英語

　2015 ～ 2021 年に SNCB は M7 系二階建て車両を大量発
注した。このうち制御電動客車 BMx が最近運転開始した。
これにより機関車牽引の平屋の旅客列車を置き換え、編成
定員を増やすことができる。M7 系は 2001 年に製造開始
された M6 系の発展形である。モーターがない車両（運転
台付きを含む）を電気機関車と
連結してプッシュプル運転の客
車列車として走ることに加え、
制御電動客車 BMx と連結して
電車として運転することがで
きる。電車の場合は 1M5T また
は 1M3T の編成となるが、併結
して最大 12 両で走ることもで
きる。この場合定員 1,114 名で
ある。制御電動客車 BMx は車
両長 24.2m、定員 52 名、出力
は 3,000kW である。これ以外
の M7 系車両の長さは約 27m

である。プッシュプル運転に使う機関車はシーメンス製の
Eurosprinter あるいはアルストム（旧ボンバルディア）製
の Traxx である。
　ベルギーではホーム高さが 760mm、550mm、280mm
の 3 種類があり、車両設計に工夫をしている。

北ミルウォーキー通りを走る Burns Common 行の 04 編成が、右の東ミシガン通りに入る
Lakeside 線との分岐点を通過する。（原典：Photos: Hal Miller）

出典　Metro Report International

6 両編成の M7 系車両。先頭が運転台のある付随客車で最後部の BMx 形電動客車が駆動する。（原典：Photo: B 
Van Tricht）

出典　Railway Gazette International
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Innotrans でのシュタッドラー社の展示の中心は燃料電池車に
原題：Hydrogen Flirt takes centre stage

●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.9（2022-9）　pp.83
●言語：英語

　アメリカ、カリフォルニア州向けの燃料電池車両 Flirt 
H2 が、Innotrans でのシュタッドラー社の展示のメインに
なる。両先頭車の間に燃料電池、水素タンクなどを搭載
した車体を配置する構成である。燃料電池の出力と回生ブ
レーキ時に発生する電力がバッテリーに充電され、車両の
加速や空調、照明な
どに使われる。編成
あたりの定員は立席
を 含 め て 108 名 で、
最高速度は 130km/h
である。
　 同 社 で は、Flirt
の バ ッ テ リ ー 電 車
版、最新設計の低床
ト ラ ム TINA（Total 
Integrierter Nieder-
flur-Antrieb, or total 

Integrated low-floor drive)、6 軸で出力 9,000kW の電気機
関車 Euro9000、交流 25kV 架線とバッテリーとディーゼ
ルとで運転できる 3 モード車両、トラムトレイン Citylink、
イギリス向けの 777 系電車も展示する。

アルストム社の蓄電池式電車の実証試験 
原題：Der Alstom BEMU Demonstrator im Fahrgasteinsatz - erste Erfahrungen aus dem Testbetrieb

●著者・所属：Pavel Boev；ベルリン工科大学、研究員、ドイツ　
Benjamin Ebrecht；ベルリン工科大学、研究員、ドイツ　
Stefan von Mach；アルストム社、チーフエンジニア、フランス
Ulrich Zimmermann；ベルリン工科大学、研究員、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.9（2022-9）　pp.104-109
●言語：独語

　アルストム社の蓄電池式
電車 BEMU（Battery Electric 
Multiple Unit） は 蓄 電 池 駆
動の実証車両で、ドイツの
地方鉄道のディーゼル車両
の代替車両として適切であ
る。アルストム社の実証車
両 は 資 金 調 達 プ ロ ジ ェ ク
トによって改造され、車両
承認を取得した。この車両
は実際の条件下で証明され
た。バーデンヴュルテンブ
ルク州とバイエルン州にお
ける試験運用では、蓄電池
駆動車両の運転に関する有
益な知見が得られた。

カリフォルニア州向けのシュタッドラー社製の Flirt H2 形トラム (2024 年営業開始予定 ) は、3 車体 4 台車連接編成の中間車
体に燃料電池による発電装置を搭載した構成である。

出典　Railway Gazette International

非電化区間で運転されるアルストム社の BEMU 実証車両（元ボンバルディア製 Talent3）（原典：Alstom/Stefan von 
Mach）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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保守用車の将来の動力システム
原題：Nachhaltige Antriebe für Oberbaumaschinen

●著者・所属：Bernhard Lichtberger；system7-railsupport GmbH、主任技術者、オーストリア
●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.9（2022-9）　pp.124-129
●言語：独語

　気候変動は地球上の生命を脅
か し て い る。EU は 2030 年 ま
でに CO2 排出量を 55％削減し、
2050 年までにカーボンニュート
ラルを達成することとした。輸送
は世界の温室効果ガス排出の主
要な要因の 1 つで、その 14％を
占める。それに対して鉄道は持
続可能な代替動力で対応し、3 つ
の動力技術、すなわち、燃料電
池とバッテリーのハイブリッド、
ディーゼルとバッテリーのハイ
ブリッド、架線とバッテリーのハ
イブリッド、および、その組み合
わせがある。保守用車の代替動力
は、将来的には純水素動力が主体
になるが、「環境にやさしい」水
素とそのタンクはまだ十分に実
用化されていない。現実にはデュ
アル駆動方式が利用可能であり、
動力供給は架線またはディーゼ
ル動力によって行われる。

車両コンセプトの比較（原典： Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Institut für 
Energieforschung: Erneuerbarer Wasserstoff in Österreich - Technologien, Einsatzbereiche und 
energiewirtschaftliche Perspektiven, 2009）

出典　Der Eisenbahningenieur

エネルギー供給車両を連結した連続 2 まくらぎ対応のユニバーサルタンピング車両（原典：system7-railsupport）

出典　Der Eisenbahningenieur
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車
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ゴッタルド鉄道トンネルの環境にやさしいハイブリッド保守用車
原題：Hybride Wartungsfahrzeuge für die Schiene: Gotthardtunnel goes green

●著者・所属：Thorsten Micke；ABB ドイツ社、プロダクトマネージャー、ドイツ　
Thomas Huggenberger；ABB スイス社、プロダクトマネージャー、スイス

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.9（2022-9）　pp.116-119
●言語：独語

　自動車輸送から鉄道輸送への変化は
かってないほど切迫している。しかし、
輸送の変革は、健全かつ信頼性のある鉄
道インフラがなければ成立しない。輸
送拠点の迅速な保守作業によって鉄道輸
送の中断は避けられる。長くて狭隘な
路線、特に鉄道トンネルは保守用車の需
要が多く、ゴッタルド鉄道トンネルの
保守のために、スイス連邦鉄道（SBB：
Schweizerische Bundesbahnen AG）は当
初、ディーゼル式保守用車に注目してい
た。しかし、騒音や排気のためにディー
ゼル方式は環境保護や健康の観点から理
想的ではなかった。その解決策は ABB 社
のハイブリッド駆動システムであり、旅
客輸送ですでに実績があった。2017 年以
来、XEM181 型ハイブリッド保守用車は
ゴッタルド鉄道トンネルの移動式発電設
備として稼働し、それはバッテリーによ
る全電気式駆動への第一歩である。

バッテリーを装備した将来のディーゼルハイブリッドと AC 電気駆動式保守用車（原典： ABB）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

ABB 社の BORDLINE ESS：リチウムイオン電池による車載エネルギー貯蔵システム（原典： ABB）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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車
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インターモーダル輸送における状態に基づく監視と自動化
原題：Condition Based Monitoring und Automation im intermodalen Verkehr

●著者・所属：Günter Petschnig； PJ Monitoring GmbH、創設者、CEO、オーストリア
Christoph Lorenzutti； PJ Monitoring GmbH、 COO、オーストリア

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

　状態に基づく監視（Condition Based Monitoring）は 20
年以上前から専門文献では重要なテーマであり、その有用
性は明らかである。貨車群の実際の状態を知っているもの
は保全・保守の先見性のある計画を立てることができる。
小型車の走行キロ表示に似て、あるきまった移動距離に
従ってサービス間隔が計画される。しかし、貨物列車のさ
まざまな機能を監視し、大規模で具体的なデータが得られ
るならば、かなりの付加価値が発生する。効果的な修繕保
守計画は高い安全性によって補強され、自動化処理が折り
返し時間を短縮し、鉄道運転効率を一般的に向上する。本
記事では Mercitalia Intermodal の「Smart Pilot Train 」の
概要を述べている。
　スマートパイロットトレインが装備する監視機能（運転
中に列車内通信を使用する典型的なアプリケーション）
　……過熱警告、脱線診断、ブレーキ監視、ブレーキ過負
荷、列車終点監視、支持枠監視

・自動ブレーキテストシステム（SIL2）
・積載荷重監視：貨車間の荷重配分を積込み作業中に担当

者が直接把握可能
・実時間のブレーキエネルギー分析とブレーキシステム監

視：特にアルプス輸送では安全面から重要
・危険な運転状況や故障可能性の検出：動的な運転状態監

視（兆候的な脱線診断）
・長手方向と垂直方向の衝撃の検出による運転の快適性と

安全性の把握
・実時間の支持枠自動監視による積込中のキングピン位置

が間違ってないかや走行中ロック状態の把握
・貨車と機関車間の実時間データ転送の列車内通信（運転

中に安全や車両関連の情報を送信）
・DAC（デジタル自動連結：Digitale Automatische Kupplung 

(DAK), or Digital Automatic Coupling (DAC)）互換性

Mercitalia の Intermodal 列車のモニタリング概要（原典：PJM）

出典　Der Eisenbahningenieur
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グリーンポイントが鉄道へのモーダルシフトを推し進める
原題：Green Points drive modal shift to rail

●著者・所属：Raghu Dayal
●誌名：Railway Gazette International　Vol.178　No.9（2022-9）　pp.68
●言語：英語

　インド国鉄は貨物輸送および物流ビジネスに適用する
「鉄道グリーンポイント」制度を始めた。これは荷主にカー

ボン排出を減らすことを奨励し、同時に貨物積載を増やす
ために、道路よりも鉄道で運んだほうが環境的に優位とな
ることを荷主に定量的に示すための枠組みである。現時点
ではトンキロあたりの CO2 排出量は鉄道で 0.009kg、一方、

道路では 0.040㎏とされており、鉄道輸送を選んだ場合、
排出量の差がグリーンポイントとして蓄積される。荷主の
企業はグリーンポイントを年次貸借対照表で炭素排出削減
量として公表し、環境にやさしい企業として提示すること
ができる。

インド国鉄は貨物輸送の CO2 排出量を計算する Smart Freight Calculator を開発した。道路よりも鉄道輸送を選択すると、有害な CO2 排出をどれくらい削減
できるのかが計算される。

出典　Railway Gazette International
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気候に優しい未来のためのセカンドライフ（再生）バッテリー装置
原題：Second-Life-Batteriespeichersysteme für eine klimaverträgliche Zukunft

●著者・所属：Ilma Bojadzic；DB Bahnbau 社、encore|DB の創設者、ドイツ
Roman Wangelow；DB Bahnbau 社、電池技術者、ドイツ

●誌名：Der Eisenbahningenieur　Vol.73　No.9（2022-9）　pp.132-136
●言語：独語

　電気自動車はますます人気が高まっており、内燃機関
自動車を置き換えつつある。新しい電気自動車には効率
の良いリチウムイオン電池が搭載され、e モビリティの
要素技術になっている。その寿命と容量は限られており、
多くのメーカーは約 70％の容量限界で電池を交換してい
る。「この古い電池をどこにもっていくのか」という問い

にドイツ鉄道（DB：Deutsche Bahn AG）の系列会社の DB 
Bahnbau 社は Encore と名づけられたチームを立ち上げ、
中古バッテリーを活用した蓄電システムの提供と、バッテ
リーのリサイクル事業を開始した。用途の一例は再生可能
エネルギーの利活用であり、まもなく市場に登場する。

Scheidenberg のデジタル試験線に設置された Encore のバッテリー装置（原典： PS Media Point / Maurice Martin）

出典　Der Eisenbahningenieur

バッテリー装置のブロック回路図（原典： DB Bahnbau Gruppe / Roman Wangelow）

出典　Der Eisenbahningenieur
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シュトゥットガルトのデジタルノードにおける車載機器の革新的な共同作業
原題：Innovationskooperation Fahrzeugausrüstung im Digitalen Knoten Stuttgart

●著者・所属：Christian Flöter；ドイツ鉄道、自動列車運転シニアエキスパート、ドイツ
Fabian Raichle；DB Regio、S-Bahn Stuttgart 社、ETCS、ATO、FRMCS エキスパート、ドイツ
Thomas Höhne；DB ネッツ社、自動列車運転シニアエキスパート、ドイツ
Johannes Köstlbacher；ドイツアルストムトランスポート社、信号システムエンジニア、ドイツ
Nilesh Sane；ドイツアルストムトランスポート社、プロジェクトエンジニアリングマネージャー、ドイツ
Michael Sauer；DB Regio、S-Bahn Stuttgart 社、ETCS/ATO エキスパート、ドイツ
Joachim Schlichting；DB ネッツ社、Lead Vehicles DBS@DKS、ドイツ 
Philipp Wagner；バーデンヴュルテンベルク州バーデン フェルケール閣僚会議所、エキスパート「デジタルレール」プロジェクトグループ、ドイツ

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.9（2022-9）　pp.42-51
●言語：独語 / 英語

　シュトゥットガルトデジタルノード（DKS: Digitalen 
Knoten Stuttgart）向けの地域および通勤列車の 333 編
成 の 改 造 に 向 け て、 ア ル ス ト ム、 ド イ ツ 鉄 道（DB：
Deutsche Bahn AG）、およびバーデンヴュルテンベルク州
は共同で新手法を開拓している。2020 年に行われた入札
では、訓練能力レポート（TCR: Train Capability Report）、
次世代鉄道移動通信システム（FRMCS: Future Rail Mobile 
Communication System）のアップグレード可能性、列車

完全性監視（TIM: Train Integrity Monitoring）、OCORA（Open 
CCS Onboard Reference Architecture; CCS ＝ Command, 
Control and Singalling）インターフェースの 4 つのトピッ
クが行われていなかった。しかし、革新的な共同作業の一
環として取り組み、成果をあげてきた。結果として得られ
るソリューションは、今後の改造プロジェクトのモデルと
して機能することを目的としている。

DKS における車両、インフラ、運用の相互作用 （2030 年予想 )

出典　SIGNAL+DRAHT
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Proris - 小中規模輸送量用の新しい連動システム
原題：Proris - ein neues Stellwerksystem für Regionalbahnen und Stellwerksystem

●著者・所属：Zsigmond Golarits；ポーラン社、開発エンジニア、ハンガリー
Domonkos Sinka；ポーラン社、開発エンジニア、ハンガリー
Attila Jávor；ポーラン社、開発エンジニア、ハンガリー

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.10（2022-10）　pp.28-36
●言語：独語 / 英語

　 ポ ー ラ ン 社 は 2017 年 に
Prolan Interlocking System

（Proris）開発プログラムを開
始した。このシステムは基本
的にハンガリーの機能要件を
満たしており、さらに他の
鉄道の要求に関しても柔軟
に適用できる。Proris システ
ムの完全な電子バージョン

（Proris-E）のほかに、ハイブ
リッド（一部リレー、一部電
子）システム（Proris-H）も
開発した。

Proris-H システムの機器構成とデータ リンク

出典　SIGNAL+DRAHT

現場機器の設置状況とそれらの関連を示す例

出典　SIGNAL+DRAHT



29 World Railway Technology 2023.1

情
報
・
信
号
通
信

ニーダーザクセン州の自動運転 - ARTE
原題：Automatisiertes Fahren in Niedersachsen – ARTE

●著者・所属：Felix Specht；アルストム、事業開発マネージャー、ドイツ
Alexander Michels；アルストム、ADM エンジニアリング、ドイツ
Frederik-Alexander Adebahr；ベルリン工科大学、鉄道運営とインフラの議長のリサーチアシスタント、ドイツ
Christian Meirich；ドイツ航空宇宙センター、輸送システム研究所、リサーチアソシエイト兼レールオペレーションチームリーダー 、ドイツ
Raphael Hofstädter；アルストム、特許マネージャーおよびイノベーション チャンピオン、ドイツ
Birgit Milius；ベルリン工科大学、鉄道運営およびインフラの議長、ドイツ
Anja Naumann；ドイツ航空宇宙センター、輸送システム研究所、リサーチアソシエイト（ヒューマンテクノロジーオーガニゼーション）、ドイツ

●誌名：SIGNAL+DRAHT　Vol.114　No.9（2022-9）　pp.10-16
●言語：独語 / 英語

　鉄道の進化において、鉄道輸送の自動化という多くのメ
リットをもたらす新しい時代が始まろうとしている。
　アルストムは、科学パートナーであるベルリン工科大
学（TU ベルリン）およびドイツ航空宇宙センター（DLR：
Deutschen Zentrum für Luft und Raum-fahrt e.V.）とともに、
この目標に一歩近づきつつある。研究プロジェクト「ニー

ダーザクセン州の自動運転地域列車」（ARTE）はニーダー
ザクセン州を対象にして、光通信と障害物検出に基づく自
動運転に焦点を当てている。排出量の大幅な削減や輸送部
門の効率性と信頼性の向上など、関連する目標が具体化し
つつある。

LNVG の Lint41 車両の 2 編成には、ARTE プロジェクトで ETCS(European Train Control system) と ATO (Automatic Train Operation) が装備されている。

出典　SIGNAL+DRAHT
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AI による運転指令画面の自動チェックアプローチ
原題：Ein KI-basierter Ansatz zur automatisierten Prüfung von Fahrdienstleiteranzeigen

●著者・所属：Denny Kopp；ドイツ航空宇宙センター、アナリスト、ドイツ 
Daniel Schwencke；ドイツ航空宇宙センター、研究員、ドイツ 
Fin Malte Heuer；ドイツ航空宇宙センター、研究員、ドイツ
Martin Susse；ドイツ航空宇宙センター、研究員、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.10（2022-10）　pp.26-30
●言語：独語

　電子連動装置の計画文書を用いた運転指令画面の確認
チェックは、これまで完全に手動で行われてきた。しかし、
これらの確認チェックの大部分は自動化が可能である。そ

れに対応する概念の構造を記述し、AI による試行を行った。
高い画像認識率と適用可能性から、さらなる発展が期待さ
れる。

運転指令卓

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

訓練エポックに対応した訓練データ（オレンジ色）と検証データ（青色）の精度

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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ATO のための検知システム
原題：Test- und Trainingsdaten für ATO-Perzeptionssysteme - Anforderungen an ein Messsystem

●著者・所属：Christian Klotz；ドイツ鉄道輸送研究センター、担当者、ドイツ
Dirk Leinhos；DB Systemtechnik GmbH、プロジェクトリーダー、ドイツ　
Franz Ponholzer；DB Systemtechnik GmbH、プロジェクト責任者、ドイツ
Stefan Witte；イーストウェストファリア リッペ工科大学、教授、ドイツ　
Dennis Sprute；Fraunhofer IOSB-INA、プロジェクト責任者、ドイツ

●誌名：Eisenbahntechnische Rundschau　Vol.71　No.10（2022-10）　pp.31-35
●言語：独語

　ATO（Automatic Train Operation）は多くの機会ととも
に、多くの課題に直面しており、少なくとも検知システム

（センサーとアルゴリズムによる列車の運行および入換や
乗客の乗り換えなどを測定）に課題がある。使用条件や動
作と同様に、センサーの種類や配置など設計分野の幅広い
研究が必要であり、種々の開発や試験データも必要である。

専用の検知システムは、現在の運転業務と将来の技術的課
題の間隙を埋める。それを実装することによって、GoA4

（GoA：Grader Automatisierung, or Grades of Automation）
に向けた安全な自動化に関わる大きな課題を解決するため
に大きく貢献する。

仕様を作成するための基礎となる分野別質問に対する回答の抜粋

出典　Eisenbahntechnische Rundschau

測定システムのセンサー配置の構想（機関車および客車の設置個所）

出典　Eisenbahntechnische Rundschau
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