
平成３０年度の業務活動実績

1



平成３０年度の業務活動実績

①低発煙性の腰掛材料に関する調査検討会

②鉄道車両アンダーシールに関する石綿含有率測定方法調査

検討会

①（一般テーマ）車両検修業務の見直し

②（特定テーマ）車両検修業務の見直し

③（一般テーマ）特大貨物・甲種の鉄道車両等輸送取扱い方解説書

④（特定テーマ）コンテナ貨車検査ハンドブック作成

車両関係

車両安全技術関係

貨物技術関係
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１．調査・研究事業《平成３０年度》 目次

①技術基準（省令）等に関する調査研究

②気動車の技術検討及び評価委員会

③鉄道車両用材料の燃焼性試験データ分析に関する研究

④今後の車両検修に向けた車両データ活用の調査検討
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①技術基準（省令）等に関する調査研究
平成14年に技術基準省令及びこれに基づく告示が施行され、この間

事故等を契機に数次の改正が行われ、また技術開発も進められるなど
の背景から鉄道の安全・安定輸送を目的に現状の技術基準の課題等の
調査検討を行う。

〇 台車枠検査マニュアル作業部会

今年度は台車き裂対策WGのとりまとめを受けて台車き裂対策として
技術基準の見直し検討を行った。

• 台車枠の検査マニュアル、解説について、重点検査箇所の指定およ
び検査方法のあり方などに関して検討を行った。

• 検査マニュアル及び解説の改正文案の作成を行った。

• 部会開催

第1回 10月3日（木） 14:00～ 経産省別館会議室

第2回 11月2日（金） 14:00～ 協会会議室

車両関係

１．調査・研究事業《平成３０年度》

車両関係



4

①技術基準（省令）等に関する調査研究
〇 車両に係る検討部会（車両）

• 鉄道に関するJIS規格の解釈基準への引用について、その影響等に関す

る分析および整理を行い、技術基準の見直し検討に必要な基礎資料を作
成する。

• 車両構造面に関する現行の技術基準等について、これまで検討課題の
抽出のための調査およびその整理を行ってきたが、当該課題の中から、
平成29年度に検討した項目以外に、その対応の検討に必要な基礎資料
を作成する。

• 上記検討をするにあたり、必要な内容の調査を行った。

• 部会開催

第1回 10月23日（火） 14:00～

第2回 12月18日（火） 14:00～

車両関係

１．調査・研究事業《平成３０年度》

車両関係
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②気動車の技術検討及び評価委員会

JR北海道、東日本、西日本、四国、九州各社で今後のエ
ンジン・変速機の解体検査周期延伸を行うため有識者、JR
の実務者からなる委員会を設置し、試験車のデータ収集等
により現状分析や評価を行い、その結果を実施基準に反映
していく。形式ごとの全ての試験車両について、入場時に
異常の無いことを確認し、来年度の最終委員会へ報告し承
認を得たうえで実施基準を届け出ることとする。
今年度第1回委員会 11月27日開催

車両関係

１．調査・研究事業《平成３０年度》
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１．調査・研究事業《平成３０年度》

③ 鉄道車両用材料の燃焼性試験データ分析に関する研究

今年度は、屋根材試料条件を整備した標準試験材を作製し、燃焼試験を
行い、データ分析を行った。

• 標準試験材でのアルコールによる燃焼試験の実施

• 標準試験材でのコ－ンカロリメータ燃焼試験の実施

• 各燃焼試験結果より標準試験材における厚みの変化、基板の材質、
厚さなどの違いにおける燃焼性の比較を行た。

• アルコールによる燃焼試験とコ－ンカロリメータ燃焼試験での試験結果
の比較も行った。

• ＮＦＰＡ130規格(米国防火協会（NFPA）が定めた、鉄道システム
全体に対する防火要求を定めた規格)合格品に関してもアルコール
による燃焼試験とコ－ンカロリメータ燃焼試験での比較を行った。

車両関係



１．調査・研究事業《平成３０年度》

7

車両関係

④ 今後の車両検修に向けた車両データ活用の調査検討

車両検修データ活用として、定期検査時のデータの種
類とその活用方法についての現状把握を行い、特徴的な
取組みを行っている事例を調査し、各社の現状に合わせ
て展開するための検討を行った。

第3回では、車両データ解析手法の基礎及びパンタグラ
フと空調装置の分析事例に関する講演会も開催した。

・第1回車両検修データ活用の調査検討会H30.10.29)

・第2回車両検修データ活用の調査検討会H30.12.20)

・第3回車両検修データ活用の調査検討会H31. 2.20)
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車両安全技術関係

１．調査・研究事業《平成３０年度》

①低発煙性の腰掛材料に関する調査検討会

欧州火災防護規格に適合する低発煙性の腰掛材料の実態

調査ほか、国内の車両で使用される腰掛材料及び腰掛構造

の改善策について調査検討を行った。
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車両安全技術関係

１．調査・研究事業《平成３０年度》

②鉄道車両アンダーシールに関する石綿含有率測定方法調査

検討会

鉄道車両アンダーシールに含有する石綿についての適切な

含有率測定法及び検体の採取方法等のあり方について調査検

討を行った。



１．調査・研究事業《平成３０年度》

貨物技術関係
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① （一般テーマ）車両検修業務の見直し

列車編成の中から定期検査が迫ってきた貨車を１両ずつ

抜取り、検査を施行しているが、入換作業が煩雑になり時間

もかかるので、編成車両（ 大２６両）の全部または２分の１

編成の車両を予備編成と取り替えて検査が施行できる編成

交検の可能性について、貨車の運用、組成方及び予備車の

必用両数等ら調査している。



１．調査・研究事業《平成３０年度》

② （特定テーマ）車両検修業務の見直し

(ⅰ) コキ１０７形式及びコキ２００形式コンテナ貨車の検査

周期延伸

⇒ １年延伸車両・・・2019年度規程改正し、実施

⇒ ２年 〃 ・・・ 〃 調査

(ⅱ) ＤＦ２００形式ディーゼル機関車の機関検査周期延伸

⇒ 2019年度も引き続き取り組む

(ⅲ) ＥＨ８００形式電気機関車の仕業検査周期延伸

⇒ 完了 2019年３月ダイヤ改正から実施
11

貨物技術関係



１．調査・研究事業《平成３０年度》
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貨物技術関係

③ （一般テーマ）特大貨物・甲種の鉄道車両等輸送取扱い方

解説書

長大レール等新たに特大貨物として輸送するものができ、 今ま

での解説書の見直しを含めて解説書を新たに作成する。

貨物技術関係

④ （特定テーマ）コンテナ貨車検査ハンドブック作成

⇒ 年度途中で貨車の変遷や構造について説明したものが
必要ということで、テーマを「貨車構造解説書」の作成に
変更した。

※ 両テーマは2019年度も継続



①公民鉄関係車両担当課長連絡会

②全国鉄道事業者車両担当課長連絡会

③地方鉄道事業者に対する車両保守における技術継承研修会

④鉄道車両材料燃焼性試験国際基準の調査検討部会

⑤若手管理者を育成するスキルアップ塾

車両委員会

⑥補助回路システム出版作業部会

⑦鉄道車両用電子機器の保守における信頼性向上作業部会

⑧車両検修設備設計マニュアル策定作業部会

車両関係

２．技術・サービス提供事業《平成30年度》 目次 （その１）
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①機械委員会の構成と役割

②機械小委員会

②-1 機械企画小委員会

②-2 エネルギーマネジメント技術小委員会

②-3 機械設備メンテナンス技術小委員会

②-4 昇降機技術小委員会

②-5 ホームの安全確保技術小委員会

機械関係

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》 目次 （その２）

14

車両安全技術委員会

①安全性向上調査研究部門

②有益情報評価部会

③検修技術向上調査研究部門

車両安全技術関係
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２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》

①公民鉄関係車両担当課長連絡会

関東・中部地区の車両担当課長を中心に、定期的な連絡会議を２ヶ
月に１回、各会社が持ち回りで開催し、技術情報、保守情報、故障情報
などの最新情報の交換と、協会活動の情報を発信し相互のコミュニケー
ションを図っている。

・第72回小田急 大野総合車両所（5月開催）各種メンテナンス取組方に
ついて・第73回横浜市交 新羽車両基地（7月開催）東京オリパラ大会に
向けて・第74回京王電鉄 京王レールランド（10月開催）空調装置の今
夏の状況・第75回関東鉄道 水海道車両基地(11月開催）・第76回京浜
急行電鉄 京浜久里浜工場（2月開催）

車両関係
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車両関係

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》

②全国鉄道事業者車両担当課長連絡会

全国のJR及び公民鉄関係の車両担当課長による連絡会として、車両検

修等の共通テーマを毎回決め、事前のアンケート調査結果から、グループ討
議、発表会を通じて活発な情報交換の場として年２回開催している。全国的
な鉄道事業者相互のコミュニケーションの場としてきている。

・西武、JR東日本の幹事で5月9日・10日で開催

・協会主催で郡山で11月13日、14日開催（連絡会、JR東日本 郡山総合
車両センター見学）
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２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》

③地方鉄道事業者に対する車両保守における技術継承研修会

地方鉄道の車両保守の技術継承のため、全国の地方鉄道の担当者を対
象に研修テキスト(気動車、電車）を活用し、協会主催、JR,大手民鉄協
賛、国交省の後援を得て開催

6月21日・22日 JR西日本 京都支所で開催、8月28・29日 JR東日本
秋田車両センターで開催、9月21日 JR四国 多度津工場で開催

11月6日 小田急 喜多見検車区で開催 11月30日 JR九州 小倉総合
車両センターで開催

車両関係



２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》
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④鉄道車両材料燃焼性試験国際基準の調査検討部会

現行の燃焼性試験に関して将来的な技術基準の見直しも想定し、
対応可能な範囲で欧州規格と技術基準の差異を見出し、課題の抽出や
対応可能な対策等を策定することを目的に取り組んでいる。

燃焼試験の今後の展開をまとめ、現行燃焼試験の定量化の妥当性
の確認及び毒性試験の情報を収集し、次年度の取組み内容を決めた。

・第5回調査検討会 平成30年6月7日開催 協会会議室

・第6回調査検討会 平成30年12月11日開催 協会会議室

車両関係
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車両関係

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》

⑤若手管理者を育成するスキルアップ塾

この研修は、公民鉄、メンテナンス会社各社の若手社員を対象に、
管理者としての素養を身に着けることを目標に2年間(12回／２年）に亘
り、安全管理、品質管理の管理手法の講義と、その道の有識者による特
別講義、見学会を実施し受講生の見識をより高める。

平成29年度からの第３期生26名については、安全、品質管理のグルー
プ討議や総研、交安研の見学、国交省での特講などの研修をつみ、平成
31年3月6日に修了式を行った。来年度も第４期生の募集を行う。



２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》
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⑥補助回路システム出版物作業部会

補助電源装置を中心とする補助回路システムは車両にとって極めて重要
な位置を占めているが、設計の考え方や体系的なシステム紹介をした文献
等もなく、重要な分野であるので、出版物として刊行する。そのための情報
収集と執筆を行う作業部会の活動を行っている。

今年度は5月から2か月ごとに部会を開催し、各委員への執筆分担及び目
次案、執筆内容の骨子などの議論を行ってきた。

２０２０年度３月の刊行を目指す。

車両関係
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車両関係

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》

⑦鉄道車両用電子機器の保守における信頼性向上作業部会

電子機器の保守を積極的に取り組んでいる事業者等における取組事例を具体的に

見学し自個所に展開する取組につなげ、電子機器に関する勉強会を行い知識の共有
化及び電源装置における設計から保守へのライフサイクル管理の調査検討を行う。
第1回部会を9月26日に開催し、各所から課題と部会で議論すべき内容をだしてもら
い議論を行った。

〇今後の主な検討課題

・ 電子部品の不具合情報の共有化を検討していく

・ 電子機器の互換性を含めバージョン管理についても現状調査していく

・ はんだ技法について、はんだの外し方も含め検討していく

・ 古い電子機器の基板の更新に関して製造メーカではなく、基板のツナギから更新

まで受託する会社もあり、そこに任せた場合の品質保証の考え方を整理していく

・ 電源装置（AVR）取替の時期等をライフサイクルの観点から検討していく 等

〇第2回部会は、12月4日(火) 13:30よりJR東日本 東京総合車両センターでの電子

機器保守の現場見学と山﨑副主査からの講演をいただいた。

〇第３回部会は、３月７日(木) 13:30より電源装置（ＡＶＲ）の保守の現状と課題を議論

し、ＡＶＲメーカの講演と保守上での質疑応答を行った。
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車両関係

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》

⑧車両検修設備設計マニュアル策定作業部会

車両検修設備の計画・設計を行うには、車両に関わる知識と経験の
ほか、機械設備に関するノウハウも必要となるため、検修設備計画の過
去のマニュアルを新形式車両や現在の検修体系に合った見直しを全面的
に行い新規作成する。

平成30年度末の刊行を目指し毎月部会を開催し、JR西日本 網干総合
車両所、JR東海 浜松工場、JR東日本 東京総合車両センター見学及び今
後の車両及び車両保守における検修設備のあるべき姿を検討するため車
両メーカ等からヒアリングを実施した。

部会成果物の「鉄道車両用検修設備計画・設計マニュアル」を完成させ
た。
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①安全性向上調査研究部門
冬期のブレーキ性能について調査検討してきたが、現在

は台車、制輪子、車輪踏面、ブレーキ性能試験の方法や耐雪ブ
レーキに関わる新たな試験方法の可能性等について、鉄道事
業者・メーカー・鉄道総研の壁を越えてフラットな議論を行い安
全性向上に向けた取り組みを継続的に行っている。

車両安全技術関係

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》
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②有益情報評価部会

車両不具合情報について、鉄道事業者が共有できる有益な情報を加
工して発信し、その活用状況について把握しながら情報提供を行ってい
る。平成３０年度は１０件の情報の配信を予定し、現在までに７件の情
報を配信し（有益情報事例第２０号～第２６号）、残り３件の情報（２
７号～２９号）の精査を行っている。

車両安全技術関係

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》
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車両安全技術関係

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》

③検修技術向上調査研究部門

各社局で実施している車両検修の作業方法及び過去に発生し

た車両故障等について、実際に現場で作業を行っている社員同

士が意見交換を行う「現場立ち合い交流会」を開催し、参考となる

事例等があれば自社に採用できるような取組みを継続している。
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①機械委員会の構成と役割

機械委員会の活性化と情報発信を進め、会員のニーズに
応え会員にとって付加価値の高い機械委員会をめざす。

機械委員会の構成は、その時々のニーズに対応し変化し
てきた。なお、機械委員会の役割を次頁に示す。

機械関係

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》

機械委員会

機械企画小委員会

エネルギーマネジメント技術小委員会

機械設備メンテナンス技術小委員会

昇降機技術小委員会

ホームの安全確保技術小委員会

＜機械委員会構成＞
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２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》

機械関係
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②機械小委員会

②-1 機械企画小委員会
機械委員会の意向を受けて中長期ビジョンに沿った1年間の活動

計画の作成を行うとともに各小委員会の活動のサポートを行う。
また教育及び知識普及を目的として、若手機械関係社員を対象と
したセミナー、最新技術の見学会等を行う。

②-2 エネルギーマネジメント技術小委員会
平成29年度から「エネルギーマネジメントを考慮した機器室空

調のあり方」について研究がスタートし、現在、実態の把握を実
施中です。

②-3 機械設備メンテナンス技術小委員会
平成29年度からは「鉄道機械の事故故障事例」の更新に取り組

み、より活用しやすい事例集にするため、集約する項目等の検討
を実施している。

機械関係

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》
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②-4 昇降機技術小委員会
平成29年度から昇降機ダウンタイムの低減について研究をス

タートした。ダウンタイムには、検修のための停止（故障対応を
含む）と工事（新設・更新）のための停止が存在するが、まず、
定期検査・故障等に対するダウンタイムについて、研究をスター
トする。

②-5 ホームの安全確保技術小委員会
平成29年度から新たな研究テーマを検討し、保守に関しては

「ホームドアに関する輸送障害低減に向けた取組みの調査」と
「ホームドアメンテナンス（定期点検、異常時対応、老朽更新）
の課題と対策」、工事施工に関しては「ホームドア設置時の工期
短縮方法の検討」について研究をスタートさせた。

２．技術・サービス提供事業《平成３０年度》

機械関係



試験・認定関係

①車両関係施行資格認定試験

②機械関係施行資格認定試験

③鉄道車両用材料燃焼試験事業

30

３．試験・認定事業《平成３０年度》 目次
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①車両関係施行資格認定試験

車両工事施行を実施するための資格認定講習、試験、評
価を実施しており、平成２７年度より受講者のデータベー
ス化を図り、平成２８年４月からは顔写真・ＱＲコード付
認定証を合格者に発行配布している。
平成３０年度は、全国で1,601名が受講・受験した。

（講習会テキスト）

試験・認定関係

３．試験・認定事業《平成３０年度》
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②機械関係施行認定試験

営業線近接工事等、鉄道固有の安全・品質を確保するた
め、検査・修繕に従事する技術員の技術・知識レベルを認
定するための制度である。

平成３０年度は、講義内容の見直し、講義時間の改定、そ
して、初めてマークシートを導入し試験を開始し、派遣社
員に頼らない、短時間での採点が可能となった。

今年度は全国で4,241名が受講・受験した。

その内訳は

新規の機械検修工事主任技術員・・・268名

新規の機械検修工事主務者・・・・・944名

更新の機械検修工事主任技術員・・・998名

更新の機械検修工事主務者・・・・2,031名

試験・認定関係

３．試験・認定事業《平成３０年度》
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③鉄道車両用材料燃焼試験事業

国土交通省令第１５１号第８３条で規定されている鉄道
車両の火災対策を実現するため、材料燃焼試験とコーンカ
ロリメータ発熱試験を実施している。平成30年度は、鉄道
車両用材料燃焼試験を１６２４件、コーンカロリメーター
発熱試験を１０６件実施し、昨年度並みの実績である。

試験・認定関係

３．試験・認定事業《平成３０年度》

〇 材料燃焼試験 〇コーンカロリメータ発熱試験



教育・知識普及関係

①全国「車両と機械」研究発表会

②海外鉄道調査団の派遣

③「車両と機械」技術セミナー

④専門技術研修の開催

⑤車両技術講座シリーズの開催

⑥ポスターセッションの開催

⑦協会誌「Ｒ＆ｍ」の発行

⑧機械技術継承セミナーの開催

⑨業務改善（現場の取り組み事例）発表会

⑩機械設備研修

⑪ハンドブック（機械小委員会成果物）研修会

⑫機械技術継承セミナー修了者フォローアップ研修の開催 34

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》 目次
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①全国「車両と機械」研究発表会

→安全・故障防止対策部門

→技術開発・サービス向上部門

→作業改善・提案部門

※特別講演会を同時開催

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》

平成30年度

応募件数：９４件

発表件数：２９件
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②海外鉄道調査団の派遣

教育・知識普及関係

平成29年度
フランス：レンヌ地下鉄無人運転

ニースハンテリートラム
イタリア：ミラノ地下鉄無人運転

平成28年度
ドイツ：イノトランス2016

ブレーキ機器製造工場
イタリア：車両製造工場

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》

最近の主な派遣先

平成30年度
ド イ ツ：イノトランス２０１８
イギリス：ウエストミッドランズ鉄道

ニュートンエイクリフ車両工場
フランス：ＪＲ東日本パリ事務所

第23回の実績
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③「車両と機械」技術セミナー

・平成６年度以降、年４回開催

・車両の基礎技術・制御技術、機械設備関係

・時代のトレンドを反映したテーマ

・２４年間で約２００件

［平成30年度実施］

９月～１２月各月開催

・デラックス車両

・機械設備のネットワークメンテナンス

・画像処理技術 など

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》
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④専門技術研修の開催

・主回路シリーズ(１) 主回路電力変換装置-ｲﾝﾊﾞｰﾀ・ｺﾝﾊﾞｰﾀ-

・主回路シリーズ(２) 主回路システム

・主回路シリーズ(３) 主電動機

・主回路シリーズ(４) 集電装置

［平成30年度実施］

台車-構造・機能と設計-

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》
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⑤車両技術講座シリーズの開催

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》

《平成３０年度開催実績及び予定》

延べ会社数 延べ受講者数

関東開催（９講座） ８４社 １３１名

関西開催（９講座） ６８社 １０６名

出前講座（２講座） ２社 ２９名

合計 （２０講座） １５４社 ２６６名
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⑥ポスターセッションの開催

※協会定期総会と同時開催

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》

ポスター例
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⑦協会誌「Ｒ＆ｍ」の発行（4月からオールカラー化）

［主な目次］

・今月の特集

・研究と開発

・業務研究

・新製品・新技術の紹介

・新車の紹介

・座談会

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》
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⑧機械技術継承セミナーの開催

「ＪＲ各社及びＪＲグループ会社各社の発展に貢献でき
る技術者の育成」を目的に国鉄改革期、ＪＲ草創期を通し
て広い視野で時代を先取し経営に寄与してきた施策や新し
い技術の一端と開発を紹介し、若手技術者が課題に挑戦し、
自らが考え行動できる人材の一助となることを願い、この
セミナーを企画した。平成３０年で１１年目を迎え、今ま
でに１４２名が受講した。

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》
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⑨業務改善（現場の取り組み事例）発表会

業務改善発表会は、機械関係の「業務の取り組み自慢」
「現場の改善活動（ＱＣ、ＫＹなど）」現場の身近な取り
組み事例を発表し、成果報告の場・情報共有の場として会
員に紹介し、よい事例は自職場に応用展開し活性化を図る
ことを趣旨とする。平成３０年度は第３回を開催した。

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》
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⑩機械設備研修

機械設備の業務に携わる技術者のために機械設備を中心
とした研修会を３年前から開催した。第１回は白山車両基
地の検修機械設備、第２回は三菱ビルテクノの研修セン
ターの昇降機設備、第３回はＪＲ東海浜松工場の機械検修
設備と普段見れない設備の保守や工事の苦労話は好評で
あった。平成３０年度は２月に産業廃棄物処理施設の視察
を実施した。

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》
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⑪ハンドブック（機械小委員会成果物）研修会

機械関係各技術小委員会では、平成２８年度末から平成
２９年度初にかけて研究テーマを成果物（ハンドブック）
にまとめた。会員へのサービス向上の一環として、この成
果を広く会員の皆様に知っていただくため、ハンドブック
をテキストにして各小委員会の主査等が講師となった研修
会（勉強会）を平成２９年度に開催し、好評なことから平
成３０年度も開催した。

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》
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⑫機械技術継承セミナー修了者フォローアップ研修の開催

機械技術継承セミナーは平成２９年度で１０回を終了した。

修了生もそれぞれの会社で中核として活躍しているが、

１０年ぶりに再会し更なる成長に向けて、それぞれが１０年
間に経験した成功例・失敗例・苦労した事について発表して
もらい、それらのノウハウを共有し、今後の業務遂行の一助
としてもらう。

また、それぞれの業務に対する意識の持ち方をこの研修で
再考する機会を与え、意識向上を図るための研修としたい。

※研修実施日時：平成３０年１１月２１日㈬ 14:00～18:00

教育・知識普及関係

４．教育・知識普及事業《平成３０年度》


