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広島電鉄株式会社 5200 形電車用列車情報システム
Train information management system for Hiroshima Electric Railway Co., Ltd. 5200 series LRV

These days, the number of applications which TCN standard IEC 61375, especially ECN standard, is applied, is
increasing.
Thanks to this, the functionality and the performance of the train system are progressing.
We developed the TCMS based on the ECN standard and applied it to TTCS (Total Train Control System) of
HIROSHIMA Electric Railway 1000 series LRV.
This time, we got a chance to apply our TTCS to HIROSHIMA Electric Railway's new 5200 series LRV.
In this paper we'll introduce the overview of the architecture of the TCMS for HIROSHIMA 5200 series LRV and
describe the remote downloading function of the maintenance PC using an on-board wireless access point.
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１．まえがき
近年，鉄道車両用通信ネットワークの国際規格IEC61375，
とりわけ固定編成用イーサネット規格，Ethernet Consist
Network規格
（以下 ECN）に準拠した列車制御管理システム
（Train Control and Management System：以下 TCMS）の
構築事例が増えており，TCMSの導入による車両システムの
高機能化・高性能化が進んでいる。
当社は，
産業用のプログラマブルロジックコントローラ（以
下 PLC）と産業用イーサネットの一つであるPROFINETを
応用したECN規格準拠のTCMSを開発し，広島電鉄株式会
社（以下 広島電鉄）の18 m車である1000形電車にご採用いた
だいた。1000形電車は2020年までに18編成が製作され，順調
に稼働中である。

■ 図１ 広島電鉄5200形電車の外観
Fig.1 Overview of HIROSHIMA Electric Railway 5200
series LRV

このたび，1000形電車の技術を継承する新たな30 m車と
なる広島電鉄の5200形電車に，当社のTCMSを再びご採用い

図１に広島電鉄5200形電車の車両外観を示す。

ただく機会を得た。広島電鉄5200形電車用列車情報システム
（Total Train Control System：以下 TTCS）は，1000形電車
用TCMSのアーキテクチャを継承するも，機能的にグレード

３．ＴＴＣＳの構成
図２に広島電鉄5200形電車用TTCSの構成を示す。

アップを図ったものとなっている。
本稿では，同5200形電車用TTCSの基本的なアーキテク
チャを述べるとともに，今回機能拡張を図った読出器接続の

３．１

ＴＴＣＳの構成要素

TTCSの主要な構成要素の概要を以下に示す。
a） 制御伝送／モニタ装置

無線化に係る部分について紹介する。

制御伝送／モニタ装置は，制御伝送系およびモニタ伝送系
２．概要

全体を制御するユニットであり，PLC，イーサネットスイッ

広島電鉄1000形電車では，産業用イーサネットの一つであ
るPROFINETを適用し，ECN規格に準拠したTTCSを開発
した。

B車）に設置される。
制御伝送／モニタ装置は，PROFINET IOコントローラを

広島電鉄5200形電車用TTCSは，同1000形電車用TTCSを
基本とし，いくつかの機能拡張を図ったものである。

チ，リレー盤，電源ユニットから構成され，両先頭車（A車，

内蔵し，各車のRIO（Remote IO）ユニットのメインCPUボー
ドに実装されたPROFINETインターフェース（IOデバイス）
との間で周期的なデータ交換を実行する。
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■ 図２ 5200形電車用TTCS構成図
Fig.2 Block diagram of TTCS for 5200 series LRV

図３に制御伝送／モニタ装置の外観を示す。

運転台表示器では，車両状態，警告，故障機器および対処

b） RIOユニット

法などの表示や，タッチ操作による各種設定を行う。

RIOユニットは，各機器との入出力インターフェースをつ
かさどるとともに，制御伝送／モニタ装置との通信インター
フェースを備えたユニットであり，E車を除く各車に2台ず

d） ワイヤレスアクセスポイント
A車運転台に設置され，制御伝送／モニタ装置のイーサ
ネットスイッチに接続される。
制御伝送／モニタ装置および各種機器に記録される記録

つ設置される。
RIOユニットは，メインCPUボード，デジタル入出力ボー

データを，地上側の読出器により収集する際のワイヤレスア

ド，アナログ入出力ボード，RS-485通信I/Fボード，電源ボー

クセスポイント
（以下 ワイヤレスAP）であり，ケーブルレス

ドから構成され，メインCPUボードには，レイヤ2スイッチ

で記録データの収集を可能とする。

機能をもつPROFINETインターフェースを実装している。
そして，バックプレーンには，二重化されたシリアルバスが
設けられ，各バスにメインCPUボード，RS-485通信ボード，

３．２

ネットワークの構成

本システムの基幹ネットワークは，図２に示すようなリン

各種のインターフェースボードの二重化された入出力回路が

グ ト ポ ロ ジ を 採 用 し， 同 一 ネ ッ ト ワ ー ク 上 に 二 つ の

収容される。

PROFINETコンフィグレーション，すなわち制御伝送／モ

メ イ ンCPUボ ー ド のPROFINETイ ン タ ー フ ェ ー ス は，

ニタ系（1系と2系）が存在する構成とした。

PROFINET IOデバイスとして動作し，制御伝送／モニタ装

それぞれの制御伝送／モニタ系では，IO コントローラ
（制

置との間で周期的なデータ交換を実行するとともに，配下の

御 伝 送 ／ モ ニ タ 装 置 ）と 各IOデ バ イ ス（ 各RIOユ ニ ッ ト の

各種インターフェースボードとの間で，入出力データの授受

CPUボード）間において，独立したデータ交換が行われる。
さらにPROFINET IOとは別に，制御伝送／モニタ装置（1

を行う。
図４にRIOユニットの外観を示す。

系 ）のCPUと 制 御 伝 送 ／ モ ニ タ 装 置（2系 ）のCPUの 間 で，

c） 運転台表示器

UDP/IPによる相互監視のためのデータ交換（CPU間通信）が

タッチパネル付き液晶ディスプレイを搭載した表示装置で
あり，両先頭車の運転台に設置される。

50 msec周期で実行される。
制御伝送／モニタ装置に内蔵されたスイッチングハブおよ
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台表示器で行われた設定操作の情報を，反対側の運転台表示
器に転送して両先頭車の制御伝送／モニタ装置間における
データの同期化を実現している。
４．ＴＴＣＳの諸元表
表１に広島電鉄5200形電車用TTCSの仕様諸元を示す。
■ 表１ 5200形電車用TTCS 諸元表
Table 1 Specifications of TTCS for 5200 series LRV
1. 車両形式

■ 図３ 制御伝送／モニタ装置
Fig.3 CCU/MON unit

広島電鉄5200形
TTCS : Total Train Control System
（列車情報システム）

2. 装置名称

3. 伝送系
（車両間）

■ 図４ RIOユニット
Fig.4 RIO unit

（1）区分

制御系・モニタ系

（2）伝送路

ツイストペアシールド線

（3）伝送速度

100 Mbps（100 BASE-TX）

（4）制御方式

PROFINET IO

（5）伝送手順

PROFINET IO

（6）変調方式

ベースバンド

（7）伝送周期

リフレッシュサイクル16 ms

（8）冗長系

二系統（完全二重系）

（1）区分

制御系・モニタ系

（2）伝送路

ツイストペアシールド線

（3）伝送速度
（4）制御方式

び各RIOユニットのCPUボートに実装されたPROFINETイ

（車両内）

ンターフェースは，MRP（Media Redundant Protocol）をサ

（5）伝送手順
（6）変調方式

ポートし，リングトポロジにおけるネットワーク障害に対応
する。すなわち制御伝送／モニタ装置（1系）のスイッチは

（7）伝送周期

MRPの冗長化マネージャとして，制御伝送／モニタ装置（2

（8）冗長系

系）のスイッチは冗長化クライアントとして動作し，リング

（1）表示装置

ネットワーク上の障害を検出したとき，イーサネットフレー
ムの転送ルートを200 ms以内に迂回路を形成する。これに

4. 入出力

より，ネットワークの障害発生時も，システム機能を維持す
ることができる。
（1）制御

３．３

制御伝送／モニタ系間のデータ交換

制御伝送／モニタ系（1系および2系）は，それぞれの健全性
を監視する目的で，UDP/IPによる周期的なフレームを一定

5.
機能

切り替える。すなわち，奇数日には1系が稼動系となり，偶

（3）運転

ポーリング・セレクティング
HDLCまたは調歩同期式
（対象機器による）
ベースバンド
20 ～ 2000 ms
（対象機器による）
二系統（対象機器による）
TFTカラー LCD
（10.4インチ，800×600ドット）

（2）入力装置

タッチパネル

（3）補助記憶

SDカード（PLC内蔵）

（4）記録出力

PLC→読出器→プリンタ

○

運転指令

力行・ブレーキ制御

○

補機制御

空調制御

○

故障表示

各機器の異常を検知し，運転台
表示器に表示するとともに，故
障情報を記録

○

処置
ガイダンス

運転台表示器に応急処置ガイダ
ンスを表示

○

仕業表示

種別，行き先，区間表示

（2）モニタ

時間間隔で授受するとともに，日によって稼動系と待機系を

9.6 ～ 250 kbps
（対象機器による）

数日には2系が稼動系として動作する。
そして稼動系に異常が発生した場合には，待機系が速やか
に動作状態を継承し，システム全体の機能を維持する。
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５．データ記録機能と読出器によるデータ収集
本システムでは，検修機能の一つとして，各種機器の故障

制御伝送／モニタ装置（1系および2系）間の，相互監視機能

履歴，動作状態の記録機能が設けられており，各記録データ

をUDP/IPによる周期的なデータ交換により，片側での運転

は，制御伝送／モニタ装置内のリテインメモリ（バッテリバッ
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クアップ付きメモリ）またはSDカードに記録される。
さらにVVVFインバータ装置，SIV装置の故障記録（トレー
スデータ）については，各RIOユニットのメインCPUボード
に実装されたFTPサーバを利用してデータ収集を行う。す
なわちRIOユニットのCPUは，対象機器の故障発生時に当該
機器の故障記録データを自動的に収集し，PROFINET イン
ターフェースに実装されたFTPサーバ上に当該故障データ
ファイルを作成する。
読出器を制御伝送／モニタ装置にLANケーブルを用いて
接続することにより，各車のRIOユニットのメインCPUボー
ド上の故障データファイルの一覧を表示するとともに，ファ
イル一覧上で指定された各故障データファイルをFTPに
よってダウンロードすることが可能である。
５．１

読出器接続へのワイヤレスAPの導入

1000形電車用TTCSにおける車上データの収集作業は，読
出器PCを対象編成の制御伝送／モニタ装置とLANケーブル
で接続することを前提としているため，効率的ではなかった。
今回5200形電車用TTCSにおいては，制御伝送／モニタ装置
のスイッチにワイヤレスAPを接続し，事務所内の読出器PC
から対象編成の各種データを遠隔で読み出せるように機能拡

■ 図５ 読出器のデータフロー概念図
Fig.5 Conceptual diagram of data flow of maintenance PC

張を図った。
図５に読出器による各記録データのデータフロー概念図を
示す。
具体的な設計に入る前に，いくつかの無線通信方式の利害
得失について比較検討を行った。表２に，読出器の遠隔操作
を実現するための典型的な三つの方式を示す。同表において
無線ＬＡＮに代表されるローカルエリアで使用できる狭域通

■ 表３ ワイヤレスAPの仕様
Table3 Summary of the wireless AP specification
ワイヤレスLAN
インターフェース

運用チャネル
（中心周波数）

信方式と，LTE回線に代表される広域通信方式に大別し，

IEEE 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN
IEEE 802.11iワイヤレスセキュリティ
IEEE 802.3u 100BaseT(X)
2.412 ～ 2.484
5.180 ～ 5.240
5.260 ～ 5.320
5.500 ～ 5.700

GHz(14チャネル)
GHz(4チャネル)
GHz(4チャネル)
GHz(11チャネル)

後者については，直接対象編成の通信モジュールにアクセス
する方法とクラウドサーバにデータを集約する方法とを挙げ

一般に無線LANが使用する電波の周波数は大きく分けて

ている。この他にも，近年のIoT技術の進展に伴って注目さ

2.4GHz帯と5GHz帯があり，5GHz帯は5.2GHz，5.3GHz，5.6GHz

れているLPWA（Low Power Wide Area）通信による方法も

帯に分けられる。屋外利用が可能な周波数帯は，2.4GHz帯

候補として考えられるが，伝送速度が低いという点で，読出

と5.6GHz帯(上空を除く)，5.2GHz帯(条件付き)に限定され

器が扱うデータ量をカバーできないことから対象外とした。

る。また5GHz帯の電波は指向性が強く，障害物の影響を受

今回は，読出器による車上データの収集作業の効率化を目

けやすいという特性があるため，今回は使いやすい2.4GHz

的としているので，車上～地上間通信を利用するのは，車庫

帯を使用することにした。ただし2.4GHz帯は，ISMバンドと

内および終点（折り返し）駅に限定され，本線走行における任

して医療用装置，アマチュア無線，電子レンジなどと共用の

意の地点での遠隔読み出しの要求はなかった。

周波数帯であるため他の無線設備の影響を受けやすいという

表２のごとく各方法の利害得失を勘案した結果，ワイヤレ
スAPを利用する方法を採用することに決定した。これによ

欠点もあり，設備の導入にあたって後述するサイトサーベイ
（現地調査）は必須である。

れば，地上側に特別なインフラストラクチャを新設すること
なく，対象編成の車上データの遠隔読み出しを実現すること
ができる。
表３に今回使用したワイヤレスAPの仕様を示す。
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■ 表２ 遠隔読み出し方式比較表
Table2 A Comparison of remote download methods
項

目

ワイヤレスAP方式

通信モジュール方式

通信モジュール＋クラウドサービス方式

制御伝送／モニタ装置に，ワイヤレスAP
を取り付け，Wi-Fiインターフェースを装
備した読出器PCから当該ワイヤレスAPに
アクセスする。

制御伝送／モニタ装置に，通信モジュール
を取り付け，対応する通信インターフェー
ス を 装 備 し た 読 出 器PCか ら 当 該 通 信 モ
ジュールにアクセスする。

制御伝送／モニタ装置に，遠隔監視端末を
取り付け，遠隔監視端末経由で各データを
クラウドに集約し，読出器PCから当該ク
ラウドにアクセスする。

接続方式

読出器は対象編成のワイヤレスAPに直接
接続し，データを読み出す。

読出器は対象編成の通信モジュールに，通
信回線を経由して接続し，
データを読み出す。

遠隔監視端末が車上の各データを自動的に
読み出し，通信回線を経由してクラウドに
送り込む。読出器は対象編成のデータが保
存されたクラウドから当該データをダウン
ロードする。

対象編成の
識別方法

編成毎にユニークなネットワーク名
(SSID)を割り振る。

各編成に搭載される通信モジュールの回線
番号による。

編成毎に区分されたクラウドデータによる。

接続性

無線LANの準拠規格に拠るが，見通し範囲
で数十m程度の距離で読み出し可能。
使用周波数帯によって，既存の無線設備や
無線LANとの干渉が発生し，通信障害が発
生する。

通信モジュールのアンテナを電波状況の良
い場所に設置することにより安定した接続
が可能。
通信障害発生時や回線輻輳時は，接続不可。

同左

読出器PCに
必要なインター
フェース

Wi-Fiインターフェース

通信インターフェース

有線LANインターフェース

イニシャル
コスト

ワイヤレスAP購入費用

通信モジュール(ハードウェア)購入費用，
回線契約初期費用

通信モジュール(ハードウェア)購入費用，
回線＋クラウドサービス契約初期費用

ランニング
コスト

設備使用料等のコストは不要

回線使用料

回線＋クラウドサービス使用料

構成

構成図

５．２

サイトサーベイ(現地調査)の実施と結果

（2）	現車にワイヤレスAPを仮設し，留置線に留置され

無線LAN設備の導入にあたっては，既存の1000形電車を
用い，現地における電界強度測定や周囲の無線設備との干渉

た対象編成のワイヤレスAP経由で遠隔読み出しを
行い，読み出しの可否を判定する。

等について，調査を実施した。
具体的なサイトサーベイの手順は下記のとおりである。
（1）
	ワイヤレスAPを事務所に設置し，対象編成が留置
される留置線内の各ポイントにおいて事務所内の

広島電鉄の二つの車庫（千田車庫および荒手車庫）
において
上記のサイトサーベイを実施した。以下に一例として千田車
庫での結果の概要を示す。

ワイヤレスAPからの電波強度を測定する。
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電波強度の測定

の留置等による影響がない好条件であった。実際の運用にお

事務所内にワイヤレスAPを設置し，読出器PCに電波強度
測定用のソフトウェアをインストールし，車庫内の各地点で

いては，天候や対象編成の周囲環境に影響を受けることに注
意する必要がある。

測定した電波の減衰レベルを図６に示す。

■ 図８ 千田車庫内での読み出し可能エリア
Fig.8 The area where a maintenance PC can access in
SENDA depot
■ 図６ 千田車庫の電波強度状況
Fig.6 The situation of radio field intensity in SENDA depot

図９にワイヤレスAPの外観を示す。ワイヤレスAPの現車
への取り付けについては，接続性を考慮し，アンテナ部のみ
５．４

故障記録読み出しの確認

を運転台コンソール上に，本体はコンソール内部に設置した。

1011編成のB車側にワイヤレスAPを取り付け(図７の●位

図１０に現車でのアンテナの設置状況を示す。

置)，事務所内の読出器から故障履歴およびSIVのトレース
データの読み出し実施結果を以下に示す。
ⒶⒸⒹ地点においては，故障履歴およびトレースデータと
もに読み出し可能であったが，Ⓑ地点では，トレースデータ
の読み出しが不可となった。

■ 図９ ワイヤレスAP
Fig.9 wireless AP

■ 図７ 千田車庫での読み出し結果
Fig.7 The result of download test in SENDA depot

５．５

■ 図１０ ワイヤレスAPアンテナの設置状況
Fig.10 Installation of the wireless AP antenna in the vehicle

読出器の使用可能エリア

電波状況確認および故障読み出し確認の結果，減衰レベル
が70 dBmを超えると，トレースデータの読み出しに失敗す
る傾向が見られた。

５．６

PLCソフトウェアの改修

従来，読出器による車上データの収集作業では，運転台表

現状の設備における読み出し可能エリア（推進車両留置位

示器の操作によって，制御伝送／モニタ装置を「読出器接続

置）を図８に示す。試験当日は，天候も良好であり，他車両

モード」に設定する必要があった。今回，事務所の読出器PC
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から，対象編成へのアクセスを任意のタイミングで可能とす
るため，制御伝送／モニタ装置を常に待ち受け状態とするよ
うにソフトウェアの改修を行った。ただし，走行時の読み出

６．むすび
広島電鉄5200形電車用TTCSとして，1000形電車と同様に
IEC61375-3-4 ECN規格に準拠するシステムを適用した。

し器接続を制限するため，車両停車時のみ接続可能とした。

具体的には，産業用イーサネットPROFINET IOを適用す

また読み出し器接続時は，運転台表示器上にポップアップ画

るとともに，システムのアベイラビリティ向上を図るため，

面を表示し，接続確認を行っている。ポップアップ画面では，

制御伝送系およびモニタ系の二重化，RIOユニットの入出力

接続および切断を選択するボタンが表示され，切断ボタンを

回路と電源の二重化，リングトポロジおよびMRPのサポー

操作することで，運転手による接続拒否を可能としている。

トを踏襲した。

このとき，接続ボタンを操作するか，ポップアップ画面表示

今回，機能拡張としてワイヤレスAPを経由した故障記録の

から5秒間ボタンが操作されない場合は，接続可能な状態と

読み出し機能を実装し，車両内の読出器ケーブルCNにケーブ

判断し，読出器の接続を可能としている。図１１にポップアッ

ルを接続することなく故障記録の読み出しを可能とした。こ

プ画面表示を示す。

れにより，メンテナンスに係る作業効率の向上が期待できる。
最後に，今回のシステムを完成するにあたり多大な協力を
賜った広島電鉄株式会社，近畿車輛株式会社および三菱重工
エンジニアリング株式会社ならびに関係各位に厚く御礼申し
上げる。
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