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第 26 回鉄道総研講演会�

１．はじめに
　日本において、24,595km1）に上る鉄道営業キロの大
半は自動信号方式となっており、ほぼ全線に渡って信
号設備および通信設備が設置されている。また電化距
離は17,506km、電化率は55.7%、変電所数は1,800弱で
あり1）、輸送量の太宗はJR新幹線・幹線および大手公
民鉄の電気運転が占めている。本講演ではこれらの信
号・通信・電力設備を総称して電気設備と呼ぶ（図１）。
　それぞれの電気設備は経年によって劣化していくた
め、必要なメンテナンス作業を施している。しかし、
電車線路・変電設備・信号設備は機能および使用形態
が大きく異なることから、設備の劣化メカニズムおよ
びメンテナンス技術も別々となっている。本講演では、
各設備の健全性維持に必要なメンテナンス技術の現状
とそれぞれの課題に対して、鉄道総研で取り組んでき
た研究開発状況および今後の展望を紹介する。

２．電気設備のメンテナンス

2.1　設備ごとの特徴
　電車線路は屋外に連続的に敷設されており、車両通
過時にパンタグラフがトロリ線としゅう動しながら集
電する。そのため、トロリ線・パンタグラフすり板の
双方が、機械的および電気的に摩耗し、機械的に疲労

する。また、軌道面から５m程度の高所に位置してお
り、高圧で加圧されることから労働条件が厳しく、原
則として停電時の作業となる。
　信号部門が保守を分担する分岐器の転てつ機は駅部
等に集中しており、多いものでは一日に数百回動作す
る。踏切遮断機もまた、列車通過毎に動作する。変電
設備でも電力用遮断器・断路器等は日に数回程度以下
と動作回数は少ないものの、動作に従って機械的な劣
化が進行する。新幹線では切替セクションを用いた電
源切換を行っているため、切替開閉器は列車通過の都
度、動作する。
　これらの各機器は取替設備タイプに分類され、不
具合のある部材を取り替えて機械的故障を防止する
ことが保守の最大の目的となる。そこで状態監視に
基づくメンテナンス作業（CBM: Condition Based 
Maintenance）が導入されている。なお、状態監視の
頻度は必ずしも時間連続ではなく、定期的な検測によ
る例が多い。例えば電車線路のメンテナンスは電気検
測車（図２）を用いた定期的な検測結果に基づいてお
り、要注意箇所があった場合には現地での外観検査・
至近距離検査を行い、必要によって整定作業に至る。
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　これに対して、沿線に点在する信号・通信・変電設
備の多くは静止機器及びその制御回路である。これ
らは固定設備タイプに分類され、原則として機械的
摩擦を考慮する必要は無いが、長期間の使用に伴っ
て絶縁材料等の劣化が進み、故障に至ることがある。
一般に静止機器は定期的なメンテナンス作業（TBM: 
Time Based Maintenance）を中心としており、最近
はCBMが導入されている。
　変電設備の場合、想定寿命を30年程度に設定し、機
器毎に順次更新している。しかし、電化開業時・新線
開業時に一括して製作された機器が多いことから、一
斉取替は経済的に大きな負担となる。そのため、経年
機器を安全に使用し続けるための寿命判定技術が求め
られている。一方、信号・通信機器は使用する電子部
品の世代交代が早いことと、機能が陳腐化することか
ら、機器寿命が来る前に全面更新に至る例も多い。
　このように電気設備はその形態によって保全体系が
異なっている。全体としては予防保全の考え方に基づ
いているが、固定設備はTBMにCBMの要素が加わり
つつあり、取替設備は定期的な検査に基づいたCBM
で運用されている（図３）。

2.2　最近のメンテナンス技術導入例
　鉄道事業者各社では、鉄道電気設備のメンテナンス
改善につながる技術導入を進めている。代表的な例を
以下に示す。

⑴　画像処理によるトロリ線摩耗計測
　電車線路の状態監視方法としては、検測車屋上に設
備したレーザー光の反射量を用いたトロリ線摩耗量測
定が行われてきた。これに対して、車両にカメラを搭
載して撮影した画像から、設備状況を監視する手法の
開発が進み、トロリ線の高さ・変位・摩耗等の測定に
ついて実用化されている。

⑵　簡素化・統合化された電車線
　首都圏・大阪圏等の通勤線区では列車密度が高いこ
とから、大電流の供給が可能なツインシンプル架線に
き電線を組み合わせた方式が標準的に採用されてお
り、部品点数が多くなっていた。
　これに対して、JR各社ではき電ちょう架線方式を
採用すると共に、ビームおよび電車線柱へ鋼管を適用
した。さらに架線支持物に併設されていた配電線を
ケーブル化し、地上に移した。これによって、架線系
の部品点数が減少しただけでなく、配電線が移動した
ことによって高所作業が削減され、電車線路全体のメ
ンテナンスが軽減した。

⑶　故障波形の電力指令伝送
　鉄道事業者の電力指令設備では、制御対象となる変
電所から定常的な電圧・電流測定値を中央に伝送し、
蓄積する機能を備えるようになっている。また事業者
によっては、故障時の電圧・電流波形を中央に伝送し、
故障内容や故障位置の解析を可能としている。

⑷　無線による信号システム
　導入が開始された無線による信号システムでは、軌
道回路・地上信号機等の地上のメンテナンス対象を抜
本的に削減することが可能である。

2.3　電気設備メンテナンスの課題
　電気設備メンテナンスにはそれぞれ以下に示す課題
があり、鉄道総研ではこれらの課題に対応した研究開
発を進めている。

⑴　共通
　電気設備は故障時の列車運行に与える影響が大き
い。電気設備全般に老朽化が進行している一方、鉄道
事業者でのメンテナンスコスト低減要求は厳しい。ま
た、保守要員の減少と高齢化が進んでいることから将
来の人手不足が見込まれ、技術継承も困難になってい
る。 

⑵　電車線路
　電車線路は屋外環境にある予備系なしの長大構造物
であり、パンタグラフ通過による摩耗・劣化が進行す
るとともに地震や強風等の自然災害を受けやすい。高
電圧が直接印加され、高所に存在することから停電時
の高所作業が必要である。新幹線等では高速化・負荷
容量増大に伴って、負担が増大している。

⑶　変電設備
　高電圧の変電機器の内部を直接観察することは出来
ない。電気鉄道全体としては省エネルギーが進んでい
るが、瞬時負荷は増大している。また、近年は監視箇

鉄道電気設備メンテナンスの現状 
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所以外での故障による障害が散見される。
⑷　信号設備

　信号設備も屋外環境にあり、大雨等の自然災害の影
響を受けやすい。また、転てつ機・遮断機等は可動機
器としてのメンテナンスが必要である。 

３．電車線路のメンテナンス技術
　本章以降では、電気設備メンテナンスの課題に対す
る鉄道総研の成果を紹介する。電車線路のメンテナン
スに関しては、以下の視点から研究開発を進めている。
　⑴　シンプルな架線構造の開発
　⑵　部材の長寿命化
　⑶　検査・診断手法の開発
　⑷　摩耗・劣化メカニズムの解明と対策
　⑸　保守基準の策定

3.1　シンプルな架線構造の開発2）3）4）

　電車線路はトロリ線等の構成部材が摩耗・疲労・劣
化するだけでなく、支持物を含めた電車線路の部品点
数が多いことも保守を困難にする原因となっている。
したがって、簡素で部品点数が少ない電車線構造で、
従前と同程度または上回る集電性能および電流容量を
持たせることができれば、メンテナンスの必要性を減
じることが出来る。近年では、可動ブラケットの溶接
構造化等、簡素で強固な構造の電車線路部材の適用が
各鉄道事業者で進められている。
　東海道・山陽・東北・上越新幹線のように国鉄時代
に建設された新幹線では、すず入り硬銅トロリ線・硬
銅補助ちょう架線・鉄製ちょう架線の３線からなるヘ
ビーコンパウンド架線を用いて、安定的な高速大容量
集電を実現している。
　これに対して整備新幹線では後述する新素材トロリ
線の高張力特性を利用し、ちょう架線材料を銅で構成
することによって、シンプル架線構成で高速大容量集
電と部品点数削減による省メンテナンスを実現した

（図４）3）。

3.2 部材の長寿命化
⑴　対摩耗・対疲労トロリ線の開発3）4）

　鉄道総研が開発して1997年に北陸（長野）新幹線に
導入されたCS（Copper Steal: 銅被覆鋼）トロリ線は、
鋼心によって機械的強度と耐摩耗性を実現するととも
に、周囲の銅材で導電性を保ったものである。
　さらに、鉄道総研では単一部材でCSトロリ線と同

等の機械的強度、従来のすず入りトロリ線と同等以上
の導電率を有するPHCトロリ線（析出強化型銅合金: 
Precipitation-Hardened Copper Alloy contact wire）
を開発し、東北新幹線の新青森延伸以降実用化した

（図５）。図６に示すように、PHCトロリ線の平均摩
耗率は硬銅及び錫入りトロリ線より小さく、導電率も
硬銅の70%以上を保っている。

図４　シンプルな架線構造の開発

左：耐疲労特性を向上したPHCトロリ線
図５　部材の長寿命化
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⑵　カーボン系・C/Cすり板の開発5）

　国鉄時代には直流電気鉄道のパンタグラフすり板
は、導電性が高い銅系の焼結合金を用いていた。
　鉄道総研では、銅成分を含浸させることによって導
電性が高いカーボン系すり板を開発し、多くの鉄道事
業者に採用されてトロリ線の摩耗低減に貢献した。さ
らに、強度が高いC/C（炭素繊維強化炭素複合体）す
り板は、すり板の摩耗量の低減にも成功し、長寿命化
を実現した。

3.3　検査・診断手法の開発
⑴　紫外光による離線測定器6）

　架線・パンタグラフ間の離線測定法としては、離線
時に発生するアーク光の可視光成分を光学的に検知す
る方法が用いられてきた。この方法では、太陽光がアー
ク光と干渉するため、日中の測定は困難であった。
　そこで鉄道総研ではアーク光に含まれる紫外線成分
に着目し、蛍光ガラスを用いて紫外光を可視光に変換
することで、日中でも測定可能な離線測定器を開発し
た。営業線での試験を経て、実用に供している（図７）。

⑵　架線・パンタグラフ間の接触力測定7）

　電車線の保守作業を計画・実行する上で、架線とパ
ンタグラフの接触状態を把握しておくことは極めて重
要である。現在、日本では架線とパンタグラフの接触
状態を離線率による評価が一般的である2）。しかし、
離線が発生しない場合でも、過大な接触力の発生はト
ロリ線の機械的な摩耗を促進するのみならず、場合に
よっては電車線金具の変形，破損の原因となることも
ある。そこで、架線とパンタグラフの間の接触力を測
定し、接触性能の評価指標として使用すれば、離線、
すなわち接触力が0の状態だけを抽出するよりもより
合理的な接触性能評価が可能になると考えられる。
　この接触力は、車両速度から計算できるパンタグラ
フ揚力と、事前に求めたばね力および舟体の慣性力測
定結果から計算できる（図８）。鉄道総研では舟体に
加速度センサを取り付け、テレメータを用いてデータ
伝送して接触力を測定する手法を開発している。

⑶　画像処理を用いた接触力測定8）

　パンタグラフに加速度センサを取り付ける方法では
高電圧下にセンサを設置するため、そのデータ伝送に
テレメータなどの伝送装置およびその電源の確保が必
要であり、ある程度の規模の測定装置が必要となる。
また、一部の新幹線用パンタグラフでは、追随性能向
上のために複雑な舟体構造を備えたパンタグラフが使
用されているため、接触力測定用センサを舟体に実装
することが困難なケースも生じている。
　そこで画像情報を活用した接触力測定手法を開発し
た（図９）。パンタグラフに貼付けしたマーカをライ
ンセンサカメラで撮影し、画像情報を後処理すること
によってマーカの上下位置を求めることが出来る。こ
の上下位置を二回微分することによって、舟体上下加
速度を求める。本手法は、パンタタグラフにセンサを
実装することなく、もしくは実装するセンサを極力少
なくして、接触力測定が実現可能であるため、測定に
対する制約が少ないという特徴を有している。本測定
手法による測定精度は良好であり、欧州規格ENに定
められている要求事項を満足することも確認した。
　現在、本測定手法に基づく接触力測定装置が台湾高
速鉄道の営業車に搭載され、運用中である。営業車両
に接触力測定装置を常時実装し、定期的な測定を行っ
ている例は本例が世界で最初のものである。

図７　紫外光による離線測定器

図８　架線・パンタグラフ間接触力測定法

図９　画像処理を用いた接触力測定
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⑷　画像処理による電車線路の監視9）

　従来から電気検測車によって行われている架線系の
検査では、基本的にトロリ線だけを検査対象として摩
耗や硬点検出を行っていた。これに対して、ちょう架
線やき電線などの線条、ハンガなどの金具、支持物に
ついては、目視検査に頼っていた。そこで、これらの
設備について画像解析技術を応用し、人の目に代えた

「機械の目」による検査手法を確立することで、保守
の高度化、効率化を図っている。
　架線の３次元位置の測定方法としては、レーザーを
用いた測域センサにより測定対象物のおおまかな位置
を検出し、さらに、この結果に基づいてラインカメラ
により精度良く位置や形状を検出する画像／レーザー
ハイブリッド計測手法を採用した（図10）。
　本手法では、わたり線等で近接配置された複数線条
や、支持物の影響等によりデータ欠落がある場合でも、
線条を連続的に認識するとともに、認識した線条の３
次元配置上の特徴から、シンプルカテナリ、コンパウ
ンドカテナリといった架線形式を判定した上で、トロ
リ線、ちょう架線といった線条種類の自動判別が可能
である（図11）。現在、カメラの振動やレンズの特性
を補正し、測定精度を向上する方法を検討している他、
金具の検出方法の開発を進めている9）。

　本手法の将来像としては、営業車両に撮影装置を搭
載した検測の実現を目指している（図12）。これによっ
てトロリ線とトロリ線以外の線条類・金具類・さらに
ビーム等構造物に至る各種の電車線路部材について、
一元的な監視と管理を可能とするものである。

3.4　摩耗・劣化メカニズムの解明と対策 
　電車線路部材およびパンタグラフすり板の摩耗・劣
化に対しては様々な対策が取られているが、そのメカ
ニズムは必ずしも解明されていない。そこで、鉄道総
研では現象解明を目的とした研究を続けている。

⑴　トロリ線波状摩耗の解明と対策10）11）12）

　集電に伴ってトロリ線しゅう動面に発生する波状摩
耗は、パンタグラフの離線とアーク発生とそれに伴う
騒音を招く。トロリ線・すり板の双方を機械的・電気
的に激しく摩耗すると共に、断線事故の原因ともなっ
ていた。
　鉄道総研では架線とすり板の形状・運動・材質と波
状摩耗との関係について体系的な解明を進め、1990年
代には直流低速区間の波状摩耗をほぼ解消した。次い
で、2000年代には新幹線高速区間の波状摩耗もほぼ解
消するに至った。さらに、近年は剛体電車線の波状摩
耗現象の発生機構を解明し、対策を提示した（図13）。

図10　線条類等の画像／レーザーハイブリッド計測

図12　トロリ線周り以外の検査

図13　トロリ線波状摩耗現象の解明
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⑵　すり板摩耗現象の解明13）

　トロリ線・パンタグラフすり板間の摩耗現象に対し
ては、これまでに膨大な試験及び観察が行われ、実用
的な材料開発結果によって安定輸送が保たれている。
しゅう動集電における材料の摩耗は、大きく分けて
しゅう動による摩耗とアーク放電による消耗があると
考えられている。集電系材料においても摩耗現象を解
明するため、これまでに実験室内ですり板とトロリ線
をしゅう動集電させた実験が行われていた。しかし、
しゅう動集電の実験では、しゅう動による摩耗とアー
ク放電による消耗が同時に生じるため、現象が複雑化
し、詳細な解析や摩耗現象の解明が難しくなるという
課題があった。
　そこで、新たに直動式摩耗試験機を用いて通電下の
材料摩耗現象を観察し、電気接点理論を適用した。そ
れによって、接点摩耗には通電に伴うすり板の溶融摩
耗とトロリ線の溶融摩耗、さらに機械的摩耗の三種が
あること、そしてアーク発生時以外にも摩耗が進む
モードがあることを解明した。これによって、摩耗を
低減する新たなすり板材料開発およびトロリ線摩耗防
止を期待するものである（図14）。

3.5　保守基準の策定14）

　電車線路の検測・保守にあたっては、線区の速度
に応じた保守基準が必要である。従来の新幹線の架
設基準は営業速度210km/hに対応したものであり、
300km/h以上の領域では十分でなかった。
　そこで鉄道総研では電車線の架設誤差が集電性能に
与える影響を実データに基づいて分析し、高速域での
架線・パンタグラフ運動シミュレーションを用いて架
設誤差の許容範囲を導出する方法を案出した。その手
順によって、新幹線の300または320km/h域での新幹
線高速走行用電車線路保守基準を策定した（図15）。

４．変電設備の状態監視
　き電系統に存在する変電設備のメンテナンス作業に
も、多大な労力が費やされている。変電設備は定期的

な点検に加えて、最近では電圧・電流等の定常的な監
視と監視カメラの導入が進んでいる。さらに、機器各
所にセンサを取り付けて状態監視する試みが行われて
いる。
　ここでは、鉄道総研におけるセンサ技術に基づくメ
ンテナンス作業軽減への取り組みとして、半導体匂い
センサによるケーブル過熱検知と振動解析による遮断
機故障予測、さらに部分放電検出技術を紹介する。

⑴　匂いセンサによるケーブル過熱検知15）

　配電盤における故障の原因の一つに、電力ケーブル
等の過熱があげられる。ケーブル被覆材の構成要素
の一つであるビニルシースには、ケーブルに可撓性
を持たせる目的で、基材であるビニルに可塑剤が混
合されている。電力ケーブルが過熱されると、可塑
剤等の揮発性有機化合物成分（VOC: Volatile organic 
compounds）がケーブル表面から放出される。この
ため、火災に至る前の前兆段階でVOCを検知できれ
ば被害を軽減できる可能性がある。
　そこで、VOCを半導体匂いセンサにより連続記録
するケーブル過熱検出装置を製作し、電力ケーブルの
過熱試験を行った（図16）。ケーブルの可塑剤が揮発
する150℃前後から温度変化に対するセンサ指示値の
上昇度合が急激に大きくなることを確認し、過熱判定
を可能とした。

⑵　変電所遮断器の振動解析による故障予測
　遮断器は電車線での短絡故障や過負荷に対する保護
を行う重要機器であり、万一の際は迅速に開放動作す
ることで短絡故障等に伴う影響を除去する必要があ

図14　すり板摩耗現象の解明

図15　新幹線320km/h対応電車線路保守基準

図16　ケーブル過熱検知の原理
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る。遮断器の開閉動作の良否を検討する手法としては、
開閉時間特性や動作電流を用いる手法などがあるが、
今回は振動測定データの分析値について二値化パルス
情報に置き換えパターン化することで良否を判定する
手法を考案した。
　高周波に対応した圧電式振動センサにより振動デー
タをサンプリングする。次にフィルタ処理を施した測
定分析値を、ある整定値を超過しているかどうかを
もって二値化パルス情報に変換し、遮断器正常動作時
のパターンを判定基準値として予め登録する。その上
で、異常動作時のパルス情報測定値と判定基準値とを、
ある基準時間毎（例えば1ms毎）に比較し、その差分
累計値がある一定値以上になったことをもって遮断器
の動作状況の良否を判定できる（図17）。
　このほか変電分野では、変圧器・コンデンサといっ
た高圧で筐体に封入された機器の表面電位分布から、
内部の絶縁劣化に伴う部分放電を検出する技術（図
18）の開発に着手している。

５．信号設備の状態監視
　信号設備の故障は鉄道の安全に直結するため、多重
化等の対策が取られているだけでなく、フェールセー

フの考え方に基づいた設計となっている。その多くは
静止機器であり、軌道回路や連動装置等については、
状態監視を目的としたモニタリング装置の導入が進ん
でいる。
　一方、鉄道事業者では分岐器を転換するための転て
つ機の保守も信号担当が行っており、健全性維持のた
めに状態監視技術を開発、導入した例を紹介する16）。
　転てつ機は動作かんによってトングレールを動かし
て転換し、鎖錠かんによって状態を固定する。この鎖
錠かんの動きを分解能0.001mmと高精度の磁気センサ
を利用して監視するのが転てつ機ロックモニタ装置で
ある（図19）。変位センサで得られたデータは、保守
区に伝送され、蓄積することが出来る。
　当初、モニタシステムは鎖錠かんの変位に対して警
報点を設定し、異常を検知するだけの機能であった。
しかし、蓄積データと気象庁のアメダスで測定されて
公開された気温・降水量といった外部データを照合す
ることにより、気温変化が大きい場合にはロックの変
位も大きくなることが明らかになった。そこで、当日
の天候によって転てつ機ロック位置の変動を予測し、
保守の必要性の判断を行うことが可能となった（図
20）。現在は、月単位の中長期予測とともに、転てつ
機ハードウェアの改良にも取り組んでいく。

６．今後の展望
　電気設備の健全性維持に向けて電車線路では設備の
簡素化や長寿命化、検査診断技術が進められている。
また変電設備や信号設備には、状態監視を基準とした
メンテナンス（CBM）が導入されつつある。ここで
は電気設備のメンテナンス技術の今後を展望する。

⑴　状態監視データの有効活用
　状態監視技術の導入により、各設備に対して膨大な図17　振動解析による遮断器故障診断

図18　変電設備部分放電の検出
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計測データが蓄積されつつある。しかし、データから
の機器故障予測は緒に就いたばかりである。転てつ機
ロックモニタは、気温・降水量のような外部指標と蓄
積データとの間に有機的な関係を見いだせた例であ
る。
　また、機器の劣化メカニズムについてはさらなる研
究を要しており、従来からの検査指標との整合性を確
保する必要もある。鉄道事業者間で協力して、高経年
機器のデータを収集することも有用である。

⑵　状態監視技術の限界
　様々な状態監視技術の発達にもかかわらず、依然と
して電子機器は突発的に故障する例が多く、故障メカ
ニズム自体が不明な場合も多い。また、一般に各種セ
ンサの寿命は測定対象よりも短いため、状態監視シス
テム自体の保守負担を考慮する必要がある。

⑶　省メンテナンス設備の開発
　電気設備は数十年後の更新を前提としている設備で
あるため、更新に際して計画的に新技術導入が可能で
ある。したがって、電車線路の例のように簡素かつ強
固な省メンテナンス設備を開発しておくことや、無線
による信号システムのような抜本的なシステムチェン
ジの選択肢を用意しておくことも必要である。

７．おわりに
　2015年春に予定される北陸新幹線金沢延伸開業・翌
年の北海道新幹線新函館延伸開業からしばらくの間、
日本において大規模な新線建設・新規電化開業路線は
予定されていない。1970 ～ 1980年代に施工された路
線は多く、電気設備の経年は高くなっている。したがっ
て、鉄道事業者にとって電気設備のメンテナンスは、
ますます大きな課題である。鉄道総研も設備の劣化メ

カニズム解明や寿命診断技術、状態監視技術の開発を
進め、鉄道事業者に対して貢献しなければならない。
　なお、画像処理技術を用いた電車線路検測は（株）
明電舎殿との共同研究によるものである。
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図20　転てつ機ロック予測モデル
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