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1．鉄道技術基準の性能規定化

どの細かい規定から構成されてい

平成14年3月に鉄道の技術基準を

るため、それが技術の進展や社会

運転手の労働時間を延長させ、

抜本改正した「鉄道に関する技術上

情勢の変化に適合しないままで

疲労による安全性の低下にもつ

の基準を定める省令」が施行された。

は、無駄や不合理が生ずる。

ながりかねないとの懸念がマス

そこでは、国の責任として詳細を定

②一旦規定が改正されたとしても、

コミで報じられている。また、

めた、いわゆる「仕様規定」から、

技術の進展が著しい分野では、数

人材派遣の規制緩和が非正規雇

鉄道事業者の自己責任に基づく「性

年のうちに再び見直しの要望を出

用者を増やし、格差の拡大を助

能規定」への改正が行われた。そこ

さなければならない。

長しているとの指摘もある。こ

では、「安全の確保」を最小限の社

③新技術がいかに安全でよいもので

のように規制緩和を「悪」とみ

会的規制として残し、経済的規制に

あっても、それが規定の枠外であ

る論調が見られるようになった。

ついては原則自由とする事後チェッ

れば、鉄道現場における採用のた

鉄道事故の発生に際しても、鉄

ク型の基準への変更となった。それ

めには、規定の改正を待たなけれ

道の厳しい経営環境とともに規

は、平成7年に経団連が発した規制

制緩和との関連を要因のひとつ

緩和要請への対応の一環とも位置づ

これらが、細部まで仕様を規定する

に挙げようとする意図を感じさ

けられる。しかし、その根本理念は、

ことの問題点である。

せるものがある。

新しい材料なり技術の成果を速やか

これに対し、抜本改正された性能

本稿では、鉄道技術基準の性

に鉄道経営の現場で採用できるよう

規定は、満たすべき性能要件のみを

能規定化と規制緩和の関係、安

にすることであり、それがさらなる

規定した基準であり、仕様の詳細を

全の確保のために告示に規定さ

技術革新へのモチベーションにつな

改正するために費やされる行政と鉄

れる車両の定期検査周期とその

がることを期待したものと考える。

道事業者の負担を軽減するととも

延伸の動向について述べたい。

その後の多方面にわたる鉄道技術の

に、新たな技術開発の成果を車両の

発展は、正にその効果を表している。

製造や運転に速やかに採用すること

キーワード：鉄道技術基準、性能

鉄道の技術基準を仕様規定から性

を可能にする。このように、自己責

規定、仕様規定、定期検査、周期

能規定へ抜本改正する必要性は、次

任原則に基づく性能規定の下では、

延伸

のように考えられた。

鉄道事業者が自ら安全性を確認しな

①仕様規定は、素材や仕様・規格な

がら独自の技術施策を推進すること

昨今、タクシー業界への参入
に対する規制の緩和がタクシー
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表−1

定期検査周期延伸の提案

調査・検討会の報告時期
延伸試験項目 分析・評価結果

車両種別
電車（普通鉄道 ）

平成 9 年 3月

平成 10 年 12月

内燃動車

平成 9 年 12月

平成 12 年 3月

3年（ 新車4年 ）

4年

全般検査

期間

6年（ 新車7年 ）

8年

重要部検査

平成 12 年 3月

全般検査
懸垂式
跨座式
案内軌条式

電車

路面電車

平成11年3月
省令改正

期間

3年（ 新車4年 ）

4年

25万km

50万km

期間

6年（ 新車7年 ）

8年

期間

1年

1.5年（ 新車2.5年 ）

走行距離

45万km

60万km

期間

重要部検査
全般検査

期間
期間

平成13年9月
省令改正

平成 13 年 12
月告示
3年（ 新車4年 ） (平成14年3月
施行 ）
120万km

3年

走行距離

全般検査

平成 16 年 3月 平成 19 年 12月

省令等改正
の 時期

走行距離

重要部検査

平成 16 年 3月 平成 19 年 12月

改正後

期間

重要部検査
平成 10 年 3月

改正前

重要部検査

全般検査

新幹線電車

周期

検査種別

90万km
3年（ 新車4年 ）

4年

6年（ 新車7年 ）

8年

3年（ 新車4年 ）

4年

6年（ 新車7年 ）

8年

提案中
提案中

ができる。ただし、そこにサービス

3．検査周期延伸の経過

鉄道技術基準の抜本改正に合わせて

の低下や安全性の問題を起こすこと

筆者は、車両の定期検査、特に重

告示へ反映された。

要部検査と全般検査の合理的な周期

があってはならない。

電車の場合、表−1では「期間」

を提言するための調査検討会等で、

のみの経過が記されているが、重要

2．車両の定期検査と周期延伸

平成5年から学識経験者の立場で関

部検査の「走行距離」は、平成6年

新しい技術基準においても、「安

わってきた。これまでに、電車（普

から行われた走行試験の結果に基づ

全の確保」については、鉄道会社の

通鉄道）、内燃動車、新幹線電車の

き、平成9年の省令改正により既に

自己責任に委ねるだけでなく、最小

車両種別ごとに、

40万キロメートルから60万キロメー

限の社会的規制として定期検査（状

①周期延伸の可能性を判断するため

トルに延伸されていた。なお、この

態・機能検査、重要部検査、全般検

に必要な現車における調査対象項

「走行距離」の周期延伸は、行政も

査）の周期が告示として残されてい

目の決定（ここでは、摩耗や劣化

加わった車両関係技術基準調査・

「走行距離」
る 。定期検査の周期は、

により延伸の制約となる部品が抽

検討会の結論により行われたもので

と「期間」を組み合わせたものとな

出され、走行距離によるものか、

ある。

っている（表−1）。以下では、告示

期間によるものかで分類される。
）

1）

として規制が残された定期検査周期
について述べる。

普通鉄道の電車と内燃動車、新

②制約部品について延伸相当周期ま

幹線電車に続き、平成15年からは

で試験車のデータを分析・評価

特殊鉄道と路面電車の定期検査周

が行われた。これらの結果は、後述

期延伸のための調査検討会にも関

の耐久性・耐摩耗性と信頼性の向上

する電車（普通鉄道）の「走行距離」

わった

にもつながっており、従前の周期で

に関わる周期延伸を除き、文献に示

新素材や新技術の採用は車両部品

車両の分解検査や部品交換をするの

2〜7）

す報告書

に記されている。

8〜11）

。

特殊鉄道の車両とは、懸垂式、跨
座式モノレール、および案内軌条式

車両種別ごとの分析・評価結果に

のゴムタイヤを使う電車などであ

近年、車両に多く使われるようにな

基づいて、（財）鉄道総合技術研究

る。これらの車両に対しては、定期

った電子機器については、分解検査

所・鉄道技術推進センターが、行政

検査周期として「期間」だけが定め

そのものが保守の目的からは合理性

に対して検査周期見直しの政策提言

られている。延伸が要望される周期

を欠く場合も認められる。そのよう

を行ってきた。その内容は表−1に

（重要部検査4年、全般検査8年）ま

では無駄を増すことになる。また、

12）

な定期検査の周期を合理的なものと

示すとおりである 。電車と内燃動

で走行した試験車両のデータを分

するには告示の改正が必要であり、

車の周期延伸は、技術基準が性能規

析・評価した結果からは、検査周期

そのためには現車による試験等で安

定化される前のため省令の改正で具

延伸が可能なことが示された。ただ

全性が確認されなければならない。

体化され、新幹線電車の周期延伸は

し、この間にゆりかもめのホイール
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ハブ破談による列車脱線事故が発生

4．おわりに

分析・評価報告書（内燃動車）、

した。元来ホイールハブは制約機器

以上、鉄道技術基準の性能規定化

鉄道技術研究所・鉄道技術推進

に分類されるものではないが、調査

による規制緩和が決して安全を損な

検討会でも慎重に検討した結果、走

うようなものではなく、新材料、新

行によって摩耗が進行することがあ

技術を速やかに現場で採用し、さら

6）新幹線電車検査周期の延伸試験

るという前提で機能保全を図ること

なる技術革新へつなげるものとして

項目調査会 報告書、日本鉄道車

周知されることが望まれる。

両機械技術協会、平成10年3月

9）

の可能性が報告書 に加えられた。
路面電車の検査周期についても、

また、車両の定期検査は「安全の

センター、平成12年3月
（新幹線電車）

7）車両の検査周期延伸試験結果の

同様に「期間」だけが定められてい

確保」を担保するため、周期が規制

分析・評価報告書（新幹線電車）、

る。路面電車の場合、LRVなどの新

として告示に残されたものである。

鉄道技術研究所・鉄道技術推進

しい車両だけでなく、比較的製造年

告示に明示された周期内で車両の定

センター、平成12年3月

が古い旧形式の車両が使用されてい

期検査が確実に実施され、部品の取

ることが特徴である。試験車両のデ

り替えなど適切なメンテナンスを施

8）車両の検査周期延伸調査検討会

ータ分析・評価では、これらの旧形

すことが期待されている。鉄道事業

（懸垂式、跨座式、案内軌条式電

式車両にも新しい装置や新材料への

者としてこれを疎かにすることは絶

車）中間報告書、鉄道技術研究

更新工事が適宜行われてきたこと

対にあってはならない。ただし、そ

所・鉄道技術推進センター、平

で、周期延伸は可能であるとの結果

の周期は技術の進歩に合わせて無駄

成16年3月

が得られた。ただし、旧形式車両に

のない合理的なものに見直されるべ

ついては、検査方法の充実と修繕方

きものである。

法の見直しによる月検査の深度化を
図り、機能保全に支障を生じない体
制を確実にすることの必要性が提言
に盛り込まれた。
今後、特殊鉄道と路面電車の合理
的な検査周期として、行政において規
定の改正に反映されるものと考える。
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