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ジャカルタMRT車両用列車情報システム
Train information system for Jakarta Mass Rapid Transit（MRTJ）

　The wide revision of the IEC 61375 standard was completed. The wide range standard which includes the consist 
network, the train backbone, communication profile, application profile and on-board to ground communication was 
established.
　We developed a train information system based on IEC61375 part3-4 ECN (Ethernet Consist Network) standard and 
applied the system to Hiroshima Railway Company series 1000 train. 
　Based on this experience, we got a chance to apply the train information system to the Jakarta MRT (Mass Rapid 
Transit) train.
　In this paper, we'd like to introduce the overview of the train information system and its components and describe 
the design policy of the core network architecture.
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1．まえがき

鉄道車両用通信ネットワークの国際規格IEC 61375の大規
模改訂は一段落し，車両または固定編成を対象とするコンシ
ストネットワーク，トレインバックボーン，通信プロファイ
ル，アプリケーションプロファイル，地上～車上間通信に至
るまで広範な規定が制定された。

当 社 は 固 定 編 成 を 対 象 と す るIEC61375 part3-4 ECN
（Ethernet Consist Network）規格に準拠した列車情報システ
ムを開発し，広島電鉄1000形電車でご採用いただいた。この
実績を踏まえ，このたび，ジャカルタ都市高速鉄道（Jakarta 
Mass Rapid Transit：MRTJ）用車両に，ECN規格に基づく
列車情報システムを適用する機会を得た。

本稿では，列車情報システムおよび構成要素の概要を解説
するとともに，基幹ネットワークのアーキテクチャの考え方
について述べる。

（撮影協力：MRTJ）
■ 図1 ジャカルタMRT車両の外観

Fig.1 Appearance of Jakarta MRT train

2．概要

図1にジャカルタMRT電車の外観を示す。同車両は直流
1500V架線VVVFインバータ装置による誘導電動機駆動方式
が採用され，CBTCによる信号システム，有人式の自動運転
システムが導入されている。ジャカルタMRT車両用列車情
報システムは，TIS（Train Information System）と命名され，
機能的には制御伝送機能，各種装置のモニタリング機能，サー
ビス機器の設定機能，検修支援機能等を実装した。

TISはVOBC（Vehicle On-Board Controller）と呼ばれる自
動運転制御装置から，力行・ブレーキ指令を受信し，当該情
報を各車両のVVVFインバータ装置およびブレーキ装置に伝
達する役割を担う。

またTISに関連する機器としてデータレコーダ（トレイン
イベントレコーダ）を装備している。

3．TISの構成

図2にジャカルタMRT車両用TISの構成を示す。
基本的なシステムアーキテクチャは，広島電鉄1000形電車

用列車情報システムと同様であり，両先頭車の床下の共通機
器箱内に制御伝送／モニタ装置とRIO（Remote I/O）ユニッ
トを，中間車の床下の共通機器箱内にRIOユニットを，両先
頭車の運転台に運転士用表示器（モニタ表示器＋表示制御器）
を 設 置 し， 片 側 先 頭 車 の 制 御 伝 送 ／ モ ニ タ 装 置 を
PROFINETのコントローラ（1系），各車のRIOユニットの
CPU（1系）をデバイスとするPROFINETコンフィグレーショ
ン（1系）を構成し，反対側先頭車の制御伝送／モニタ装置を
PROFINETのコントローラ（2系），各車のRIOユニットの
CPU（2系）をデバイスとするPROFINETコンフィグレーショ
ン（2系）を構成する。すなわち，単一のリングトポロジネッ
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トワークに，二つの独立したPROFINETコンフィグレーショ
ンが存在するアーキテクチャを踏襲した。

今回のシステムが対象とする入出力信号の数は，従来シス
テムよりも増加している。特に先頭車（Tc車）では，増加量
が大きいため，RIOユニットを2台搭載して対応することと
した。

4．基幹ネットワークの構成

基幹ネットワークのネットワークトポロジーに関しては，
一般的にラダー型が最もアベイラビリティの高い構成と言わ
れているが，ここで改めてネットワークトポロジーとアベイ
ラビリティとの関係について整理する。

IEC 61375 Part3-4 の付属書Aでは，ECNアーキテクチャ
に応じた信頼性とアベイラビリティの分析がなされている。
具体的には，ネットワークの冗長レベルに応じた全体故障率，
ネットワークのアベイラビリティ，ネットワーク機器間のア
ベイラビリティの推定式が，計算例とともに提示されている。

図3は，同付属書Aから抜粋した代表的な三つのアーキテ

クチャにかかるもので，パラレル型，リング型，ラダー型の
それぞれのネットワークトポロジーを表す図である。

図中のCS （Consist Switch）は，Ethernetスイッチを表し，
ED （End Device）は，データ処理を行う装置の実体を表し
ている。また，デュアルホーミングとは，一台のEDに対して，
二重化された入出力インターフェースを備えた構成を意味し
ている。

表1は，デュアルホーミング付きパラレル型，デュアルホー
ミング付きリング型，デュアルホーミング付きラダー型の全
体故障率およびアベイラビリティの計算式を示すものであ
る。ここでNは，CSまたは冗長化されたCSの組みの数，λS

はCS（コア）の故障率，λTはCS-CSリンクの故障率，λBは
CS-EDリンクの故障率，μは修復率を表す。またβは冗長化
部品において，共通原因故障の発生比率を表すパラメータで
ある。

 

製品解説  ジャカルタＭＲＴ車両用列車情報システム 

 -  
 東洋電機技報  第140号  2019年 

00 

ングトポロジネットワークに，二つの独立した PROFINET
コンフィグレーションが存在するアーキテクチャを踏襲した。 
今回のシステムが対象とする入出力信号の数は，従来シス

テムよりも増加している。特に先頭車（Tc 車）では，増加

量が大きいため，RIO ユニットを２台搭載して対応するこ

ととした。 

４．基幹ネットワークの構成 

基幹ネットワークのネットワークトポロジーに関しては，

一般的にラダー型が最もアベイラビリティの高い構成と言わ

れているが，ここで改めてネットワークトポロジーとアベイ

ラビリティとの関係について整理する。 
IEC 61375 Part3-4 の付属書 A では，ECN アーキテク

チャに応じた信頼性とアベイラビリティの分析がなされてい

る。具体的には，ネットワークの冗長レベルに応じた全体故

障率，ネットワークのアベイラビリティ，ネットワーク機器

間のアベイラビリティの推定式が，計算例とともに提示され

ている。 
図３は，同付属書 A から抜粋した代表的な三つのアーキ

テクチャにかかるもので，パラレル型，リング型，ラダー型

のそれぞれのネットワークトポロジーを表す図である。 
図中の CS (Consist Switch)は，Ethernet スイッチを表し，

ED (End Device)は，データ処理を行う装置の実体を表して

いる。また，デュアルホーミングとは，一台の ED に対して，

二重化された入出力インターフェースを備えた構成を意味し

ている。 
表１は，デュアルホーミング付きパラレル型，デュアル

ホーミング付きリング型，デュアルホーミング付きラダー型

の全体故障率およびアベイラビリティの計算式を示すもので

ある。ここで N は，CS または冗長化された CS の組みの数，

��は CS(コア)の故障率，��は CS-CS リンクの故障率，��
は CS-ED リンクの故障率，μは修復率を表す。またβは冗長

 

■図２ ジャカルタＭＲＴ電車用ＴＩＳ構成図 

Fig.2 The configuration diagram of the TIS for Jakarta MRT train 
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■ 図2 ジャカルタMRT電車用TIS構成図
Fig.2 The configuration diagram of the TIS for Jakarta MRT train
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この簡易的な計算モデルにおいては，パラレル型とリング
型の信頼性と故障率は同レベルと評価されている。

表2は上記計算式の計算例を示すためのパラメータ例であ
り，表3は表2のパラメータによる計算例である。このなか
で，編成車両数N以外のパラメータは，IEC 61375 part3-4の
付属書Aで例示された値をそのまま引用した。

表3から分かるように，全体故障率は，パラレル型／リン
グ型がラダー型よりも若干小さな値となり，ラダー型に対す

る優位性が見られる。一方ネットワークのMTBF，ED間通
信のMTBFについては，パラレル型／リング型が，ラダー
型よりも数%低い値を示している。ただしMTBFの絶対値は
300年程度であるため，数%の差異が実用上問題となること
はないと言える。またアベイラビリティについても，冗長レ
ベルによる差異はほとんどない。以上の検討結果から，本シ
ステムでは，デュアルホーミング付きリング型ネットワーク
を採用することにした。
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化部品において，共通原因故障の発生比率を表すパラメータ

である。 
この簡易的な計算モデルにおいては，パラレル型とリン

グ型の信頼性と故障率は同レベルと評価されている。 
表２は上記計算式の計算例を示すためのパラメータ例で

あり，表３は表２のパラメータによる計算例である。この

なかで，編成車両数 N 以外のパラメータは，IEC 61375 
part3-4の付属書 A で例示された値をそのまま引用した。 

表３から分かるように，全体故障率は，パラレル型／リ

ング型がラダー型よりも若干小さな値となり，ラダー型に対

する優位性が見られる。一方ネットワークの MTBF，ED 間

通信の MTBF については，パラレル型／リング型が，ラ

 

■図３ ネットワークの冗長レベル 

Fig.3 Network architecture classified by redundancy level 

■表１ 冗長レベルによる信頼性 

Table1 Reliability of redundancy level 
冗⻑レベル 全体故障率 ネットワークの MTBF ED 間通信の MTBF 

(a),(b) ��N��� � �� � ��� �μ��μ�β��� � ��� � ������
� ����� 

�μ��μNβ��� � �� � ���
� ������ � �� � ����� 

(c) ��N��� � ����� � ��� �μ��μ�β��� � ��� � ������
� ����� � ����� 

�μ��μNβ��� � �� � ��� � ������� � �����
� ����� � ��� � ����� 

■表２ 信頼性とアベイラビリティ計算のためのパラメータ 

Table2 Parameters for the calculation of reliability and availability 
パラメータ 値 備考 

N 6  編成⾞両数 
μ 5.00×10-2 (h-1) 修復率 
β 0.01 冗⻑化部品の共通故障は 1%  
�� 5.00×10-6 (h-1) MTTF:2.00×10+5 (h) 
�� 3.33×10-7 (h-1) MTTF:3.00×10+6 (h) 
�� 3.33×10-7 (h-1) MTTF:3.00×10+6 (h) 

■表３ 信頼性とアベイラビリティの計算例 

Table3 Reliability and availability example values 

冗⻑レベル 全体故障率 ネットワークの MTBF ED 間通信の MTBF 
ED 間通信の 
アベイラビリティ 

(稼働率) 
(h-1) (%) (h) (%) (h) (%) － 

(a), (b) 6.80×10-5 100% 2.77×10+6 94% 2.59×10+6 93% 0.999992  
(c) 7.00×10-5 103% 2.94×10+6 100% 2.78×10+6 100% 0.999993  
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■ 図3 ネットワークの冗長レベル
Fig.3 Network architecture classified by redundancy level

研究レポート ジャカルタ MRT 車両用列車情報システム

■ 表1　冗長レベルによる信頼性
Table1 Reliability of redundancy level

冗長レベル 全体故障率 ネットワークのMTBF ED間通信のMTBF

（a），（b）

（c）

■ 表2　信頼性とアベイラビリティ計算のためのパラメータ
Table2 Parameters for the calculation of reliability and availability

パラメータ 値 備考

N 6 編成車両数

μ 5.00×10-2 （h-1） 修復率

β 0.01 冗長化部品の共通故障は1% 

λS 5.00×10-6 （h-1） MTTF:2.00×10+5 （h）

λT 3.33×10-7 （h-1） MTTF:3.00×10+6 （h）

λB 3.33×10-7 （h-1） MTTF:3.00×10+6 （h）

■ 表3　信頼性とアベイラビリティの計算例
Table3 Reliability and availability example values

冗長レベル
全体故障率 ネットワークのMTBF ED間通信のMTBF ED間通信のアベイラビリティ（稼働率）

（h-1） （%） （h） （%） （h） （%） －

（a）， （b） 6.80×10-5 100% 2.77×10+6 94% 2.59×10+6 93% 0.999992 

（c） 7.00×10-5 103% 2.94×10+6 100% 2.78×10+6 100% 0.999993 
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5．TISの諸元表

表4にジャカルタMRT車両用TISの仕様諸元を示す。

■ 表4　諸元表
Table4 Specifications of the TIS for Jakarta MRT train

1．車両形式 ジャカルタMRT車両

2．装置名称 TIS: Train Information System 
（列車情報システム）

3．伝送系
（車両間）

（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 100Mbps （100BASE-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16ms

（8）冗長系 二系統（完全二重系）

（車両内）

（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 9.6～250kbps（対象機器による）

（4）制御方式 ポーリング・セレクティング

（5）伝送手順 HDLCまたは調歩同期式
（対象機器による）

（6）変調方式  ベースバンド

（7）伝送周期  20 ～ 1000ms
（対象機器による）

（8）冗長系 二系統（対象機器による）

4．入出力

（1）表示装置 
TFTカラー LCD

（10.4インチ，800×600ドット）
表示部・制御部分離型

（2）入力装置 タッチパネル

（3）補助記憶 SDカード（CCU/MON UNIT）

（4）記録出力 SDカード→読出器→プリンタ

5．機能

（1）
制御

○ 運転指令 力行・ブレーキ制御

○ 補機制御 空調,　案内表示,　自動放送制御

（2）
モニタ

○ 故障表示
各機器の異常を検知し，運転
士用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

運転士用表示器に応急処置ガ
イダンスを表示．

（3）
検修

○ 出庫検査
VVVF自己診断,VVVF,ブレー
キ,ドア開閉,自動放送,パンタ
グラフ上昇/下降テスト

○ 車上検査 VVVF（無加圧），APS（無加圧/
加圧）テスト

○ リモート
ローディング PID表示コンテンツ

（4）
運転 ○ 仕業表示 運行番号，行き先，区間表示

6. 使用CPU 32bit RISCプロセッサ（PLC）
32bit SH-2（RIOユニット）

7. 営業開始年月 2019年3月

8. その他（開発コンセプトなど）
IEC 61375 Part3-4 ECN規格
に準拠した列車情報システム
の構築．

6．TISの構成要素 

主要な構成要素の概要を以下に示す。

6．1 制御伝送／モニタ装置

制御伝送／モニタ装置は，制御伝送系およびモニタ伝送系
全体を制御するユニットであり，PLC（Programmable Logic 
Controller），イーサネットスイッチ，リレー盤，電源ユニッ
トから構成され，両先頭車（Tc車）の床下の共通機器箱内に
設置される。図4に制御伝送／モニタ装置の外観を示す。

■ 図4 制御伝送／モニタ装置
Fig.4 Appearance of CCU/MON unit

6．2 RIOユニット

RIOユニットは，メインCPUボードとディジタル入出力，
RS-485通信などの各種インターフェースに対応するプリン
ト基板から構成される6Uサイズのラック形式の装置である。

図5にRIOユニットのブロック図を示す。RIOユニットに
は，シリアルバス1系とシリアルバス2系が設けられ，それぞ
れが二系統のシリアルバスで構成されている。これは，RS-
485通信機器が増加したことにより，メインCPUボードとの
データ交換容量が増大したことに対応するためである。

メインCPUボードは，PROFINETインターフェースを備
えPROFINET IOデバイスとして動作し，対応する制御伝送
／モニタ装置とのデータ交換を実行するとともに，配下の各
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を
行う。

各種インターフェースボードでは，入出力回路が二重化さ
れ，それぞれがシリアルバス（1系および2系）に収容される。

またメインCPUボード（1系および2系）の間は，CPU内蔵
のシリアル通信インターフェースを利用し，1系と2系間の
データ交換および動作状態の相互監視を行っている。

RIOユニット用の電源ボードにおいても，1系用電源と2系
用電源を独立して設け，電源故障に由る障害に対応している。
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図６に RIO ユニットの外観を示す。 

また図７に先頭車（Tc 車)の床下の共通機器箱内に設置さ

れた制御伝送/モニタ装置，および RIO ユニットの設置状況

を示す。 
 
 
 

 
６.３ 運転士用表示器 

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。モニタ表示器と表

示制御器とから構成される分離タイプの表示装置を採用した。 
図８にモニタ表示器の外観を，図９に表示制御器の外観

を，図１０に運転士用表示器の設置状況を示す。 

 

■図５ ＲＩＯユニットのブロック図 

Fig.5 Block diagram of RIO unit 

 

■図８ モニタ表示器 

Fig．8  Appearance of monitor display 

 

■図６ ＲＩＯユニット 

Fig.6 Appearance of RIO unit 

 
(撮影協力：MRTJ) 

■図７ Ｔｃ車の共通機器箱内の設置状況 

Fig.7 Installation situation in common equipment box 
of Tc car  

■ 図5 RIOユニットのブロック図
Fig.5 Block diagram of RIO unit

図6にRIOユニットの外観を示す。
また図7に先頭車（Tc車）の床下の共通機器箱内に設置さ

れた制御伝送/モニタ装置，およびRIOユニットの設置状況
を示す。

■ 図6 RIOユニット
Fig.6 Appearance of RIO unit

（撮影協力：MRTJ）
■ 図7 Tc車の共通機器箱内の設置状況

Fig.7 Installation situation in common equipment box of Tc car 

6．3 運転士用表示器

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。モニタ表示器と表示
制御器とから構成される分離タイプの表示装置を採用した。

図8にモニタ表示器の外観を，図9に表示制御器の外観を，
図10に運転士用表示器の設置状況を示す。

■ 図8 モニタ表示器
Fig.8 Appearance of monitor display
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■ 図9 表示制御器
Fig.9 Appearance of display controller

（撮影協力：MRTJ）
■ 図10 運転士用表示器の設置状況

Fig.10 Installed situation of driver's display unit

6．4 データレコーダ

データレコーダは，トレイン・イベントレコーダに位置付
けられる装置であり，国土交通省令で規定された運転状況記
録装置の機能を実装したものである。ただし，当該装置自身
で車両状態信号を取り込むためのインターフェースは備え
ず，RS-485通信インターフェースによって，TISからデータ
を取得する構成となっている。すなわち，制御伝送/モニタ
装置に集約された車両情報から，走行制御に係る主要なデー
タをTISから取得し，内蔵された記録メディア（CFカード）
に保存する。記録機能は，国交省令で規定された運転状況記
録装置のデータ保存モジュールを利用して構成した。装置は
特定の人のみ扱えるようにするため鍵付きとし，さらに容易
に取り外せない機構としている。

記録メディアに保存されたデータの内容は，地上側のPC
にインストールされた解析ソフトウェアを利用することに
よって表示・印刷することができる。

図11に現車試験時に収集されたデータの例を示す。

7．むすび

IEC61375 part3-4 ECN規格に準拠するシステムとして
ジャカルタMRT車両用列車情報システムを開発した。

基本的なアーキテクチャは，広島電鉄1000形電車向け列車
情報システムのそれを踏襲するも，対象機器範囲の拡大や取
り扱うデータ量の増大，多様な機能の実装に対応するため，
ハードウェアのマイナーチェンジを行った。

現在，ジャカルタMRT車両は16編成が製作・輸出され，
すでに全編成が営業運転に投入済みで，順調に稼働中である。

本システムが列車の高機能化・高性能化および保守の省力
化に少なからず貢献できることを祈ってやまない。

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
受け賜った日本車輌製造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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■ 図11 データレコーダ記録データの例
Fig.11 An example of the data recorded by the data recorder
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