
平成２９年度事業報告 
 

平成２９年度は、基本計画RESEARCH 2020の３年目であることから、実施状況を把

握し、目標達成に向けて研究開発事業をはじめとする各事業を平成２９年度事業計画書に

則り実施した。設立の趣旨を改めて認識し、鉄道事業者の多様なニーズに対応し、高い品

質の成果を提供するための活動を推進した。特に、ＩＣＴを活用した研究開発を推進する

ため、ＩＣＴ推進チームを設置し、研究開発の方向性及び目標を策定した。また、九州北

部豪雨等の自然災害に対する復旧支援、設備故障や重大インシデントによる輸送障害等に

対する原因究明や対策の提案等の診断指導及び技術支援を積極的に行った。 

研究開発事業においては、安全性の向上を目指した研究開発を重点的に実施し、地震

や強雨、強風、豪雪等の大規模自然災害に対する強靭化、脱線対策や踏切事故対策、

ヒューマンエラー防止等に資する研究開発を強力に推進した。加えて、列車運行の利便性

を高め、保守コストを低減し、省エネルギーな鉄道システムを構築するための研究開発を

行うとともに、新幹線の更なる速度向上及びシミュレーション技術の高度化に資する研究

開発を推進した。 

要員については、自然災害に対する強靱化や火災対策等の安全性向上、新幹線の更な

る高速化等のイノベーションを目指す研究分野、ヒューマンエラー防止に向けた脳科学等

の新領域の研究分野を強力に推進するため増強した。試験研究設備については、新幹線の

速度向上に資する高速パンタグラフ試験装置や低騒音列車模型走行試験装置の製作等を継

続して実施した。 

運営では、法令及び定款を遵守し、鉄道総研の運営を遺漏なく進めるとともに、鉄道

総研発足後に採用した職員の割合が９割を超えた状況を踏まえ、現場のニーズや課題を把

握するため、鉄道事業者との人事交流を積極的に行った。また、堅実な資金計画の下で運

営全般にわたり更なる効率化に努めた。 

山梨リニア実験線における実用化技術開発に係る設備の取扱いについて協定を締結す

るとともに、山梨リニア実験線に係る山梨県からの借入金について償還条件の確認等を

行った。 

 

１．事業活動 

１.１ 公益目的事業 
１.１.１ 研究開発事業 

平成２９年度は、研究開発を次の方針で行った。 

・ 安全性の向上に関するテーマの重点的な実施 

・ 鉄道の将来に向けた研究開発の積極的な実施 

・ 鉄道事業者のニーズに対応する実用的な技術開発の実施 

・ 基礎研究テーマの着実な実施 

・ 独創的な研究開発の推進 

 



研究開発テーマ件数は、年度途中で新たに設定した６件を含めて、鉄道の将来に向け

た研究開発、実用的な技術開発及び鉄道の基礎研究を計２８６件実施し、このうち４

３％の１２２件が終了した（表１）。研究開発の方向別のテーマ件数は、安全性の向上が

全体の４８％の１３８件、低コスト化が全体の２４％の７０件、環境との調和が全体の

９％の２５件、利便性の向上が全体の１３％の３７件及びシミュレーションの高度化等が

全体の６％の１６件であった（表２）。実施した研究開発テーマのうち国庫補助金を受け

たテーマは１０件、独立行政法人等からの外部資金による公募型研究テーマは１４件で

あった。研究開発費は、国庫補助金０.９億円、外部資金４.７億円を含む３２.７億円で

あった（表１）。 

 

表１ 平成２９年度の研究開発の柱別テーマ件数 

テーマ種別 テーマ件数（終了件数） 研究開発費（億円）

鉄道の将来に向けた研究開発 ５２（ ２５） ８.８ 

実用的な技術開発 １２５（ ４１） １０.６ 

鉄道の基礎研究 １０９（ ５６） １３.２ 

計 ２８６（１２２） ３２.７ 

 

表２ 平成２９年度の研究開発の方向別テーマ件数 

研究開発の方向 テーマ件数 

安全性の向上 １３８ 

低コスト化 ７０ 

環境との調和 ２５ 

利便性の向上 ３７ 

シミュレーションの高度化等 １６ 

計 ２８６ 

 

大学等他研究機関の研究開発能力や実験装置等の資産を活かし、先進的・実用的な研

究開発を行うことで研究開発の効率化・活性化を図るため、国内外の研究機関等と共同研

究等を実施した。 

国内では、情報通信研究機構や防災科学技術研究所とＩＣＴ関連技術や自然災害の予

測技術等について共同研究を実施したほか、東京大学生産技術研究所と連携協定に基づく

共同研究を実施するなど、共同研究８５件、委託研究６件を実施した。 

海外では、フランス運輸・整備・ネットワーク科学技術研究所（ＩＦＳＴＴＡＲ）と

鉄道工学分野における共同研究協定を締結して共同研究・情報交換を実施したほか、ドイ

ツ航空宇宙センター（ＤＬＲ）とトンネル微気圧波の模型実験に関する共同研究及び関係

強化に向けた同意書を締結した。さらに、米国アイオワ大学や英国バーミンガム大学・ブ

リストル大学等を含めて計８件の海外共同研究を実施した。あわせて、海外での研究活動

を効率的に実施するため、職員を４人派遣した。 



また、部外の学識経験者であるリサーチアドバイザー１７人から助言や評価を受ける

研究開発レビュー等を積極的に活用した。 

研究開発の主要な成果は、定期刊行物、技術フォーラム、講演会等を通じて公表する

とともに、平成２８年度に終了した全研究開発テーマの成果を冊子にして公表した。 

 以下、主な研究開発成果を示す。 

 

（１）鉄道の将来に向けた研究開発 

鉄道の将来に向けた研究開発では、４つの大課題において１０の個別課題に対して５

２件の研究開発テーマを実施し（図１）、このうち２５件が終了した。 

 

 

図１ 「鉄道の将来に向けた研究開発」を構成する大課題及び個別課題 

 

〔鉄道システムの更なる安全性の追求〕 

「鉄道の防災・減災技術の高度化」では、地震時に橋りょうと盛土の境界部で盛土が

沈下し道床横抵抗力が低下して軌道座屈が発生するのを防止するため、柱列状の地盤改良

による盛土沈下対策及びバラスト止め壁等の軌道座屈対策を提案した。１／９縮尺の構造

物・軌道一体模型による巨大地震時相当の加振実験により、提案した対策によって軌道の

水平変位が約１／７に抑制され、座屈が防止できることを確認した。 

「列車走行の安全性向上」では、曲線通過時の車輪の横圧低減技術であるアシスト操

舵システムの機能向上のため、曲線半径に応じた操舵を実現する空気圧バルブシステム、

及び曲線出口部での過操舵を防止する制御手法を開発した。部外試験線での走行試験によ



り、曲線半径に応じた適切な空気圧の制御や出口緩和曲線での過操舵を防止する排気動作

が行われることなどを確認した。 

 

〔情報ネットワークによる鉄道システムの革新〕 

「情報ネットワークを利用した列車運行」では、高密度線区におけるラッシュ時の列

車遅延の抑制等を目的に、駅で停車中の先行列車の出発時刻を予測し、後続列車との時隔

を 小にするように後続列車の駅手前での速度を制御する手法を提案した。８両編成の通

勤列車を想定したシミュレーションにより、現行の制御では駅手前で一旦停止する場合に

短でも５２秒となる時隔を 大で１８秒短縮できることを確認した。 

「ＩＣＴ活用による保守の効率化」では、電車線の架設位置を正確に自動で把握する

ため、現行はパンタグラフ高さを計測して求めているトロリ線の位置、保守員が手動で計

測しているちょう架線、ハンガ、ドロッパ等の線条・金具類の位置や状態を、車両の屋根

上に搭載したカメラとレーザーを併用して非接触で測定する手法を開発した。試作装置を

在来線の営業車両に搭載して試験を行い、１３０ｋｍ／ｈで測定できることを確認した。 

「エネルギーネットワークによる省エネルギー化」では、直流変電所の既存の整流器

に可変リアクトルを組み合わせることで、出力電圧を低下させ、制動車両の回生電力を力

行車両で有効活用する装置を開発した。電圧制御が可能な従来の装置に比べて１／５程度

のコストで実現できる。 

 

〔新幹線の速度向上〕 

「新幹線速度向上時の沿線環境負荷の低減」では、トンネル緩衝工の性能向上のため

に模型実験を行い、緩衝工の断面積を従来の１.８倍にすることで、側面開口部が不要に

なるとともに、長さ２０ｍの緩衝工において従来と比較して、微気圧波低減効果が４６％

から５８％に増加することを確認した。 

「新幹線速度向上における基盤技術の開発」では、パンタグラフの低騒音特性を向上

するため断面形状を平滑化した舟体について、揚力特性の変動を抑えるため、カーボン複

合材すり板と舟体を一体としてまくらぎ方向に分割し、個別に上下動する多分割舟体を開

発した。集電性能試験により、現行のたわみ板方式の舟体に対して離線率が約１／２とな

ることを確認した。 

 

〔鉄道シミュレータの構築〕 

「バーチャル鉄道試験線の構築」では、車両走行に伴う車輪やレールの劣化・損傷の

要因を評価する車輪・レール転がり接触シミュレータを開発するため、２軸４輪に拡張し

た一台車があらゆる条件の曲線を走行する際の車輪とレールに作用する応力等の計算を可

能とするとともに、レール継ぎ目や車輪フラット等の不整形状によりレールと車輪に発生

する衝撃挙動を計算する手法を構築した。 



「個別シミュレータ群の連携」では、トンネル内で車両の左右動を励起する車両床下

流れの蛇行の現象解明とその対策の検討のため、４両編成車両の床下流れの流体解析を実

施し、風洞での模型実験と比較したところ、解析と実験での流速変動のピークの値は一致

し、周波数の誤差は２０％程度であることを確認した。また、床下流れの流体解析により、

台車部の平滑化が左右動低減に有効であることを確認した。 

 

（２）実用的な技術開発 

実用的な技術開発のテーマは１２５件を実施し、このうち４１件が終了した。 

 

〔安全性の向上〕 

「公的地震観測網情報を活用した早期地震警報手法の開発」では、海溝型の地震に対

し、より迅速に警報出力することを目的に、公的機関が整備した海底地震計のデータを用

いた規定値超過による警報手法及び誤警報防止手法などを提案した。実データを用いた検

証により、提案した手法が実用可能であることを確認した。 

「出水で被災した旧式河川橋りょうの応急復旧法」では、根入れが浅く支間長の短い

直接基礎形式の旧式河川橋りょうが洗掘被害を受けた際の橋脚基礎の残存支持力や桁支承

部の残存耐力を把握するため、洗掘により変状した橋脚を模擬した模型の載荷実験等を行

うとともに、被災した橋りょう上を列車が走行する際の安全性のシミュレーションを行い、

被災橋りょうの再利用の可否の判断基準及び可否判定フローを提案した。 

 

〔低コスト化〕 

「地方交通線向け列車制御実用システムの開発」では、地方交通線向けの無線式列車

制御システムのコスト削減を図るため、ＡＴＳ－Ｄｘの車上位置検知機能と無線ＬＡＮに

よる地上・車上間での情報伝送により、軌道回路及び地上信号機を不要とするシステムを

開発した。試作システムにより鉄道事業者の車両工場内の試運転線で走行試験を行い、所

定の列車防護動作が行われることを確認した。 

「列車による建築限界測定技術の実用化」では、現行では検査員が手検測している建

築限界確認業務の省力化のため、車上に搭載したレーザーセンサを用いて建築限界支障物

の有無を連続的に判定する装置を開発した。営業線での８０ｋｍ／ｈ程度での走行試験で、

軌道中心から２～４ｍに設置された器具箱等について、本装置と手検測による位置の測定

結果を比較したところ、本装置の測定結果の９０％で誤差は２０ｃｍ以内であった。 

「山岳トンネル長寿命化のための経済的な補修・補強法の開発」では、トンネルの長

寿命化及び維持管理コスト低減のため、地山改良型ロックボルトによるトンネル補強工法

を開発した。覆工の変位抑制効果が従来型ロックボルトの２.６倍であること、工事費が

従来型ロックボルトで同等の補強を行う場合に比べて約４０％削減できることを数値解析

で確認した。 

 



「テルミット溶接を用いたレール頭部補修方法の適用拡大」では、レールシェリング

傷をテルミット溶接の技術を利用して補修するレール頭部補修工法において、高度な技術

を必要とする熱間矯正作業を自動制御する装置を開発した。本装置により、熟練者でなく

とも迅速かつ確実な矯正作業が可能となり、レール頭部補修工法の作業時間を現行の約２

３０分から約１６０分に短縮できることを確認した。 

「線区に応じた電車線構造の再構築」では、新幹線の更なる高速運転に対応し、かつ

部品点数が少なく保守性にも優れた高速架線として、走行速度３２０ｋｍ／ｈ及び３６０

ｋｍ／ｈ用の高速シンプル架線を開発した。開発した架線を営業線に架設して集電性能を

確認するとともに、シミュレーションよる性能評価を実施したところ、両架線ともトロリ

線押上量等の評価項目は目安値以内であり、実用上問題が無いことを確認した。 

 

（３）鉄道の基礎研究 

鉄道の基礎研究のテーマは１０９件を実施し、このうち５６件が終了した。 

 

〔安全性の向上〕 

「画像処理を用いた運転士の視認支援手法」では、運転室の貫通路等の構造部材によ

る運転士の視野の死角の視認性向上を支援するため、死角となる運転室の構造部材に設置

したモニタに、車上の前方カメラ映像を投影し、仮想的に構造部材を透明化するシステム

を構築した。本システムの営業列車での性能確認試験により、構造部材が無ければ見える

べき映像が運転士の視線の動きに応じてモニタに適切に表示されることを確認した。 

「車上位置検知における列車長管理手法」では、車両の分割・併合により列車長が変

わる線区に、軌道回路を省略した無線式列車制御システムの適用を拡大するため、先頭車

と 後尾車で慣性センサと速度発電機の出力から特定の曲線位置を検出し、 後尾の検出

時刻での先頭車の走行距離から列車長を算出する手法を開発した。営業線における走行試

験により、列車長を±１３ｍの誤差で検出できることを確認した。 

「鉄道橋の遠隔非接触評価手法の開発」では、長大橋や連続する高架橋群などの健全

度検査の効率化及び安全性向上を目的として、赤外線レーザーによる振動測定の長距離化

及び精度向上等を図るとともに、ドローンにカメラや鉄筋探査装置等を搭載することで、

鉄道橋の全体挙動の変化や局所的な変状を、高所作業を行わずに検査できるシステムを開

発した。 

 

〔低コスト化〕 

「水素イオン濃度の制御によるコンクリートの劣化抑制法」では、コンクリート中の

水素イオン指数（ｐＨ）が上昇することでひび割れが生じるアルカリシリカ反応によるコ

ンクリート劣化を低コストで抑制するため、既開発のリチウムイオンを用いた抑制剤と同

等の効果を有し、材料コストが１／５以下となる水素イオンを用いた抑制剤を開発した。 

 



〔環境との調和〕 

「鉄道沿線条件を考慮した騒音予測手法の精度向上」では、鉄道構造物や周辺建物等

が線路方向に複雑に変化している状況を考慮して沿線騒音の予測精度を向上させるため、

鉄道沿線にこ線橋や建物が単独にまたは複合して存在する場合の騒音について、音響模型

試験の測定値に対し１.５ｄＢ以内の誤差で推定できる手法を構築した。 

 

〔利便性の向上〕 

「独立型一体内装構造による車内騒音低減手法」では、新幹線の速度向上に伴う車内

騒音の抑制のため、床板を含む内装全体を構体から吊り下げる独立型一体内装構造を考案

した。座席一列分をこの構造にした新幹線型の試験車両を用い、車両試験台において模擬

走行試験等を実施したところ、車内騒音の音源となる床板の伝搬振動は１０ｄＢ、構体か

ら内装材への伝搬振動は６ｄＢ低減した。 

 

（４）独創的な研究開発 

安全対策など早急に解決すべき課題として「変動要素の影響を考慮した総研詳細式に

よる転覆限界風速評価」「短時間で検出可能な高抵抗地絡保護手法」「鉄道トンネルにお

ける火災時熱気流の現象解明」「レール波状摩耗の発生機構の解明」など８件を実施した。

また、実用化を促進する課題として「画像処理による踏切障害物検知装置の開発」「既存

車両に適用可能な引張力を向上する空転制御の開発」など３件を実施した。 

「変動要素の影響を考慮した総研詳細式による転覆限界風速評価」では、これまで一

定値と見なしていた横風の風速・風向について、空間的・時間的変動の実態を反映した転

覆限界風速算定法の検討を進めた。 

「短時間で検出可能な高抵抗地絡保護手法」では、列車運転電力シミュレータに高抵

抗地落故障を再現する機能を追加し、高抵抗地落故障時の変電所の電流及びレールと大地

間の電位の変動の分析を進めた。 

「画像処理による踏切障害物検知装置の開発」では、遠赤外線カメラ映像の画像処理

により踏切内の歩行者等を検知する障害物検知装置について、晴・曇・雨・雪などの天候

における検知性能を確認するための現地試験等を実施した。 

さらに、難易度は高いが、実用化した場合の成果の波及効果が大きいチャレンジング

な課題として「生理指標による運転状態モニタリング」など４件を、若手研究者が自ら発

案し、将来の発展が期待できる課題として「バラスト軌道と車両、構造物との地震時連成

メカニズムの解明」など５件を実施した。 

「生理指標による運転状態モニタリング」では、脳活動を含む生理指標を活用した運

転士の状態推定法の構築に向けて、運転シミュレータでの運転中の脳波、心拍、呼吸数等

の生理指標を測定し、アクシデント発生時における生理指標変化は個人差が大きいものの、

個々人の中では再現性が高いことを確認した。 

 「バラスト軌道と車両、構造物との地震時連成メカニズムの解明」では、温度変化や地

震によるバラスト軌道の変形、車両走行による道床抵抗力の変化及び変形した軌道上を走

行する車両の挙動を再現できる解析モデルを構築した。 



（５）要員 

研究開発事業の要員は、自然災害に対する強靭化、火災対策等の安全性の向上及び新

幹線の更なる高速化等のイノベーションを目指す研究分野、ヒューマンエラー防止に向け

た脳科学等の新領域の研究分野等、強力に推進する研究分野を増強した。 

 

（６）試験研究設備 

大型低騒音風洞の更新工事は、平成２９年度にしゅん功した。 

高速パンタグラフ試験装置と高速輪軸試験装置は詳細設計に着手し、低騒音列車模型

走行試験装置は詳細設計が完了し、装置本体の一部を製作した。実験棟の建設については、

自治体が定める「まちづくり条例」への対応に時間を要したため、低騒音列車模型走行試

験装置実験棟は設計は完了したが工事は受変電設備の設置にとどまり、新実験棟は設計の

完了にとどまった。また、新実験棟建設の遅れに伴い、高速輪軸試験装置の制御室は新実

験棟の工事の中で併せて設置することとした。これらにより、新実験棟、低騒音列車模型

走行試験装置ともに平成３１年度にしゅん功する予定である。 

その他試験設備として、運転作業時等における生理・心理的変化の把握のために脳の

活動を含めた様々な生理的指標を計測・分析する装置、及び車両用材料の燃焼特性の把握

のために燃焼時の発熱量や発生ガスを分析する装置の新設等の整備を行った。 

 

（７）産業財産権 

特許等に関しては、国内１６２件、外国２件の出願を行った。登録となった特許等は

国内１５８件、外国１４件であった。その結果、平成２９年度末における特許等の保有件

数は、国内１,８３１件、外国９２件となった。 

 

（８）山梨リニア実験線における実用化技術開発に係る設備の取扱い 

山梨リニア実験線において鉄道総研が所有する実用化技術開発に係る設備の実験線試

験終了後の取扱いについて東海旅客鉄道株式会社と協議し、平成３０年２月に「山梨リニ

ア実験線における実用化技術開発に係る設備の取扱いに関する協定」を締結した。 

 

１.１.２ 調査事業 

「ＩｏＴを構成する要素技術の鉄道分野への適用」「津波・火山噴火に伴う災害予測

技術」など 先端の技術開発動向等の調査を１２件実施し、調査結果をＲＲＲ等で発信す

るとともに、平成２８年度に終了した全調査結果の概要を冊子にして公表した。 

 

１.１.３ 技術基準事業 

車輪踏面制輪子の降積雪時の性能評価をとりまとめるとともに、落石対策技術マニュ

アル等４件の技術基準に関連したツールを作成した。また、国の技術基準の性能規定化及

び社会インフラの維持管理の重要性を踏まえ、シールド及び山岳トンネル設計標準の性能

照査型への改訂等、設計標準、維持管理標準及び関連する設計計算例の整備を進めた。さ

らに、車両機器に係る振動の影響に関する調査研究を進めるとともに、効率的な維持管理

の観点を考慮したコンクリート構造物の設計標準の改訂に着手した。平成２８年度に終了



した技術基準に関わる調査研究成果の概要を冊子にして公表した。 

 

１.１.４ 情報サービス事業 

国内外の鉄道技術に関する書籍・資料の収集・蓄積及び研究開発成果や活動状況等の

情報発信を計画的に行った。また、土木構造物に関する「標準」「示方書」「手引き」等

の資料のうち、鉄道総研が著作権を有する資料の電子化を進めた。 

鉄道用地震情報公開システムについては、防災科学技術研究所と連携をとり、地震波

形データ収集の確実性を向上させるとともに、鉄道事業者への個別配信用として、キロ程

ごとの揺れを表示させる新しい機能を実装させた。平成２９年度は、２３６件の地震に関

する情報を発信した。 

 

１.１.５ 出版講習事業 

鉄道総研の研究開発や活動内容を発信することを目的に、定期刊行物（「鉄道総研報

告」「ＲＲＲ」「ＱＲ」「ＷＲＴ（海外鉄道技術情報）」）や鉄道総研年報を発行すると

ともに、あと施工アンカーの設計・施工の手引き等を技術基準図書として発行した。また、

第３版鉄道技術用語辞典をＷｅｂ上で利用するシステムの作成を進めた。 

鉄道総研講演会「鉄道の安全性を高める防災技術 －自然外力の急変を捉え備える－」

（参加者：５７３人）を開催した。 

さらに、鉄道総研技術フォーラム「安全を創る 新テクノロジー」（参加者：東京２,

７１１人、大阪５２７人）、月例発表会（東京８回、大阪２回、参加者１,２７４人）、

鉄道地震工学研究センターＡｎｎｕａｌ Ｍｅｅｔｉｎｇ（参加者１５１人）の展示・

講演活動を行った。 

鉄道技術の普及に資するための鉄道技術講座は、さらに質の向上を図るため、一部の

講座を統合・再編して実施した（２９講座、受講者１,８１７人）。 

 

１.１.６ 診断指導事業 

鉄道事業者の要請に基づき、自然災害、脱線、車両故障、電力設備故障等に関わるコ

ンサルティング業務を４６７件実施した。特に、設備故障や重大インシデントについては、

事故品の調査及び発生原因究明に積極的に対応した。 

 

１.１.７ 国際規格事業 

日本の技術仕様や設計思想を国際規格に盛り込むため、ＩＳＯ（国際標準化機構）及

びＩＥＣ（国際電気標準会議）の鉄道関連国際規格に関する活動を戦略的に実施し、「鉄

道プロジェクト計画」規格などの日本提案規格について積極的に審議を進めた。また、

レール溶接の一般的な要求事項に関する「レール溶接」規格の策定の開始が承認されたほ

か、電圧変動や電源側の不平衡等を低減するシステムの要求事項に関する「交流電力補償

装置」規格化の検討が開始された。 

ＩＳＯでは、ＴＣ２６９（鉄道分野専門委員会）の議長職を日本が引き続き確保した。 

 



１.１.８ 資格認定事業 

鉄道設計技士試験を１０月に東京、大阪の２会場で実施した。前年度より７６人多い

１,１１３人が受験し、１６８人が合格した。また、急速に進む技術革新や受験者数の増加

などを踏まえ、試験制度全般にわたる検証を行い、改訂を行うための検討を進めた。 

 

１.１.９ 鉄道技術推進センター 

国、鉄軌道事業者、地方鉄道協会等との協調連携を密接に行い、会員に共通する技術

的ニーズを把握しつつ、技術基準事業のほか診断指導、調査、研究開発等の事業を推進し

た。 

診断指導では、地域鉄道に対する技術支援を重点施策に位置付け、軌道の維持管理や

車両の走行安全性に関する現地調査等５０社８８件の個別の相談に対応した。鉄道事業者

における橋りょうの検査・保守業務を支援するため、国と連携し、鉄道橋りょう等の維持

管理に関する講習会を４地区で開催し、合計２１７人が参加した。また、鉄骨造旅客上家

等の耐震診断指針の講習会を東京と大阪で開催した。 

調査では、鉄道安全データベースに 新の事故及び鉄道安全対策情報を追加するとと

もに、大手民鉄等２１社から鉄道構造物の定期検査結果等のデータを収集し、構造物の劣

化の推移等に関する分析作業を実施した。 

研究開発では６件の調査研究を進め、ワンマン運転の実施等３件の調査研究を終了し

た。 

 

１.１.１０ 鉄道国際規格センター 

国際規格事業を戦略的・計画的に実施するため、ＩＳＯ／ＴＣ２６９やＳＣ（分科委

員会）の活動等に積極的に対応した。 

ＣＥＮ（欧州標準化委員会）、ＣＥＮＥＬＥＣ（欧州電気標準化委員会）、シンガ

ポール陸上交通庁、香港鉄路有限公司、ＫＲＲＩ（韓国鉄道技術研究院）、タイ国立科学

技術開発庁、ベトナム国鉄との情報交換会を実施し情報収集に努めるとともに、企画運営

協議会及び国際標準化戦略・計画会議を開催し、会員のニーズを把握しつつ、国際規格の

審議を推進した。また、国際規格開発のルールや規格審議動向を解説する人材育成のため

の会員向けセミナーを開催した。 

 

１.１.１１ 国際活動 

平成３１年度に東京で開催する第１２回世界鉄道研究会議（ＷＣＲＲ２０１９）に向

けて、国際業務部内にＷＣＲＲ２０１９実施本部準備室を設置し、国内外の組織委員会、

実行委員会等と連携し、開催テーマ・論文募集用トピックスの選定、プログラムの検討な

ど会議開催に向けた準備を着実に進めた。 

鉄道総研の国際的プレゼンス向上のため、英文広報誌「Ａｓｃｅｎｔ」の発行（防災

技術に関する特集等）、海外雑誌への寄稿や英語版ホームページ等を通して鉄道総研の活

動に関する情報発信を行った。また、共同研究や国際ワークショップ等を通じて海外の大

学・研究機関等との連携活動を進めた。 

日本の鉄道システム・技術の海外展開に貢献するため、インド高速鉄道の建設及びイ



ンド在来線の技術向上に関する技術支援等を行った。また、第１２回インド国際鉄道展示

会（ＩＲＥＥ２０１７）に出展したほか、欧州・アジアからの研究者等を受入れ、アジア

鉄道技術研究フォーラム２０１７を開催するなど、日本の鉄道技術に関する理解の促進に

努めた。 

 

１．２ 収益事業 
特許実施許諾収入等を含めた収益事業収入は２４.３億円で、地震計の老朽化取替え等

の受託が複数年度契約となり収入が次年度に繰り越しとなったこと等の理由により、対目

標４.８億円の減であった。 

 主な件名は、独立行政法人からの「整備新幹線関連の調査研究」、公営・民営鉄道から

の「事故に伴う原因究明」「車両検査周期延伸に関する検討」、ＪＲ会社からの「各種風

洞試験の実施」「地震計の製作・試験」、民間からの「新材料の評価試験」「インド高速

鉄道の仕様策定に関わる検討」等であり、全体で６０５件を実施した。また、実用成果の

紹介や開発製品の販売促進等を目的とした技術交流会等を８回開催した。 

 

２．運営 

公益財団法人として法令及び定款を遵守し、評議員会・理事会をはじめとする鉄道総

研の運営を遺漏なく進めた。厳しい収支状況を踏まえ、経営の更なる効率化を図り一層の

経費節減に努めた。また、研究倫理の向上及びコンプライアンスの強化を図るため、職員

への指導・教育を進めた。職場環境については、心身ともに健康で安心して働ける環境作

りを行った。 

 

（１）コンプライアンス 

倫理意識の定着及び向上のため、研究倫理違反事例などに関する情報提供、部外講師

による講演会及び室課単位でのミーティングを実施した。また、想定されるコンプライア

ンスリスクとしてパワーハラスメント、情報漏洩などを抽出し、リスク低減策の検討を進

めた。 

さらに、eラーニングの履修管理機能を持たせたシステムを新たに導入し、契約事務の

適正化や勤務時間の管理などの設問を追加し、職員全員が履修した。 

 

（２）情報管理 

 鉄道総研が定める情報管理規程に基づき、研究開発情報等の管理を厳格に行なうととも

に、職員を対象とした教育を実施した。また、情報通信及び情報の管理・運用等のセキュ

リティ対策を強化した。 

 

（３）人材 

中長期的に重点を置く分野の研究開発に必要な人材の確保と技術断層防止のため、新

卒１８人及び中途１人を採用した。 
鉄道総研発足後に採用した職員の割合が９割を超えた状況を踏まえ、技術継承を円滑



に進めるため、幹部職員から新入職員までの１０階層から成る階層別研修プログラムを充

実させた。具体的には、幹部職員には、研究成果の実用化に向けたマーケティング等、実

践的な研修を行うことでマネジメント能力を向上・強化し、中堅職員には、ＯＪＴ実践ス

キルの研修を行うことで指導能力の向上を図るとともに、若手職員には、入社３年目まで

の研修を体系的な内容とすることで育成を強化した。 
ＪＲ各社をはじめとする鉄道事業者等との人事交流では延べ６７人（うちＪＲ各社へ

は３２人）の職員を出向させ、延べ１２０人（うちＪＲ各社からは６７人）の出向受入れ

を行った。このうち、管理職の職員においても１１人の出向と１６人の出向受入れを行っ

た。また、海外共同研究の効率的な実施のための派遣を含め海外の機関に５人派遣し、グ

ローバル化に対応した人材を育成した。その他の機関との間では、鉄道総研から国土交通

省、民鉄等へ出向させ、国土交通省、民鉄、鉄道関連メーカ等から鉄道総研へ受け入れた。 
大学等との連携を図り、委嘱により１０人が客員教員に、３６人が非常勤講師にそれ

ぞれ就任した。博士は、新たに２人取得して１９２人となった。 
また、職場の安全衛生、メンタルヘルス、ワークライフバランス、勤務時間管理など

への取組を行い、職員が心身ともに健康で安心して働くことができる環境作りに努めた。 
 
（４）収支 

ＪＲ各社からの負担金収入は１４８.２億円となり、対予算１.１億円の増となった。

収入が支出を０.５億円上回ったことに加え、日本政策投資銀行への元本返済を山梨実験

線建設借入金引当資産の一部取り崩しで賄ったことなどにより、収支差額の合計は３２.

６億円となり、その全額を国立研究所研究棟等建替積立資産に繰り入れた。 

 

（５）一般設備 

安全対策として、老朽化した高圧受電設備等の取替えを行った。 

国立研究所研究棟等は、法令で定める耐震診断を平成８年に実施し、平成１０年から

１８年までに補強工事を行ったが、建替までの事業継続のための耐震補強法について検討

している中で新たな耐震基準では、耐震性能が不足している箇所があることが判明したた

め、必要な補強工事を実施する準備を進めた。 

 

（６）組織等 

画像解析技術及びＩＴの高度化により革新的な技術を創出し、各技術分野への適用に

取り組む体制を構築することを目的に、新たに画像・ＩＴ研究室を設置した。また、レー

ルの維持管理に関する研究開発を効率的に推進する体制を構築することを目的に、レール

溶接研究室と軌道構造研究室の一部業務を集約し、新たにレールメンテナンス研究室を設

置した。 
 

（７）山梨リニア実験線 

山梨リニア実験線における山梨県からの借入金について、鉄道総研の債務の総額が１

３４億円であることを確認するとともに、借入れの際に山梨県及び東海旅客鉄道株式会

社と締結した「リニアモーターカー山梨実験線に係る貸付金の保証契約に関する協定」



に基づき、東海旅客鉄道株式会社が鉄道総研の債務を保証する旨を定めた「山梨リニア

実験線に係る貸付金保証契約」を平成３０年２月に山梨県、東海旅客鉄道株式会社及び

鉄道総研の三者で締結した。また、本借入金に係る償還条件の確認を三者で行った。 

 

（８）来訪者 

国立研究所に約２,６００人、米原風洞技術センターに約２９０人の来訪者があった。

なお、一般公開については、国立研究所に約８,０００人、米原風洞技術センターに約

３,０００人が訪れた。 

 

（９）理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備 

 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般財団

法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制（内部統制シ

ステム）の整備について、平成２３年３月９日の理事会において決議された内容を別紙に

示す。 

  



理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備 

 

１ 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

理事の職務の執行に係る文書は、法令及び定款に従い、必要な規程等を整備し、適切

に保存及び管理する。理事及び監事は、必要に応じて常時これらの文書を閲覧できる

こととする。 

２ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・大規模な災害、労働災害、成果物の瑕疵等が発生した場合は経営トップが適切に関

与しつつ迅速な初動体制を構築し、情報の収集及び迅速な対応等がとれるよう、危

機管理体制を構築する。 

・法人内における法令違反、情報漏洩、不祥事等の法人の運営に重大な影響を与える

リスクに対しては、事項発生防止のための諸規程を定めるとともに職員に対して必

要な教育を行う。 

３ 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・必要な規程類を整備し、各部門の分掌事項と職務権限を明確に定めて効率的な業務

体制を整える。 

・法人の事業活動に関する中長期にわたる基本計画を定め、その計画に基づいた事業

の推進及び進捗状況のトレースを行う体制を確立する。 

４ 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・職員が法令及び定款に適合した職務執行を行うための指針となる、「コンプライア

ンス行動指針」を策定する。 

・コンプライアンス推進に関する諸規程を整備するとともに、コンプライアンス推進

を所管する部門を設置し、体制の推進・強化を図る。 

５ 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する

事項 

監事監査に関する規程を定め、監事は担当職員に監査業務を行わせることができるこ

ととする。 

６ 前項の職員の理事からの独立性に関する事項 

監事監査に関する規程により、前項の担当職員は、監事が指名し、監事の命令に基づ

いて業務を行うことにより、役員及び他の職員からの独立性を担保する。 

７ 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制 

・定款に基づき、理事会への付議事項の報告を受けるほか、定款及び監事監査に関す

る規程により、いつでも理事及び職員に事業の報告を求めることができることとす

る。 

・監事監査に関する規程により、重要な文書は監事に送付又は回覧するものとする。 

８ その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監事は、理事及び会計監査人と定期的に意見交換を実施する。 

・監事監査に関する規程により、監事は重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述

べることができることとする。  

別紙 



平成２９年度事業報告の附属明細書 
 

平成２９年度事業報告については事業報告に記載のとおりであり、一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律施行規則第６４条が準用する同規則第３４条第３項に規定する

「事業報告の内容を補足する重要な事項」はない。 
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