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ポーランドにおける高速鉄道システム開発計画 
 

1. ポーランドにおける旅客列車運行および高速列車開発の略史 
ポーランドは第一次世界大戦前、130 年以上にわたりロシア、オーストリアおよび

プロイセン（ドイツ）の３占領国によって分割統治されていた。プロイセンおよび

オーストリアが占領した地域は開発が大きく進み、近代的で極めて能力の高い鉄道

路線が最も重要な都市・工業地域間に建設されていた他、小都市・村についても結

んでいた。このため、これらの地域は経済的に繁栄していた。  
 
他方、ロシアが占領したポーランドの地域は、経済的に放置され、インフラ（道路

および鉄道）への主要な投資が行われなかった。 
 
これらの出来事は 100 年以上前のこ

とであるにもかかわらず、1998 年

のポーランドの鉄道路線図において

その結果を今でも看取できる。 
 
19 世紀にドイツおよびオーストリ

アが占領した西部とロシアが占領し

た東部の鉄道網の密度を比較した場

合、インフラ整備状況の差が容易に

分かる。20 世紀初頭以来、これが

ポーランドの鉄道の現実である。 

第二次世界大戦後の復興および

鉄道網の電化 
第二次世界大戦後、ポーランドは共

産圏の重要な国となった。シレジア

のような（石炭・鉄鉱石の採掘、重

工業で）重要地域および西部の農業

地域を抱え、北部のバルト海の港湾へのアクセス拠点として、ポーランドにおいて

は復興プロセスとインフラ投資が急速に行われた。ポーランドは、1947 年に鉄道網

の電化計画を開始し、投資を継続した。ポーランド国内の 20,000 キロ超の路線のう

ち、約 60%が電化されており、大部分が現行水準まで近代化されている。 
 

1998 年の鉄道路線図 
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ポーランドは欧州第 2 位の鉄道市場で、欧州で路線総延長は 2 番目に長く、鉄道網

の電化率は最も高い。また、ポーランドは鉄道輸送能力についても欧州第 2 位であ

る。 

高速鉄道プロジェクトの過去・現在 
ポーランドにおける高速鉄道旅客輸送の最初の試みとして、1936 年に「Lux-

torpeda」と呼ばれる気動車が導入された。「Lux-torpeda」は大変豪華なものであっ

たが、現在の水準から見れば早いとはいえず、最高速度は 100-115 km/h 程度であ

った。 
 
したがって、ポーランドにおける最初の正式な高速鉄道プロジェクトはインフラ整

備、つまりワルシャワとシレジア工業地域を結ぶ CMK（中央幹線）と呼ばれる鉄道

路線の整備であった。CMK は 1970 年代後半に建設され、適切な高速仕様に基づき

設計されていた。路線配置、カテナリー式架線、軌道は 250 km/h 超の速度に対応で

きるようになってお

り、すべてのエンジ

ニアリングオブジェ

クトが 300 km/h 超に

対応できるようにな

っている。現在のと

ころ CMK の唯一の実

質的な限界は、エネ

ルギー供給システム

の質である。全路線

において、ETCS レベ

ル 1 全自動信号シス

テムが整備されてい

る。 
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最近、CMK の修復が行われ、仏アルストム製ペンドリーノ ED250 高速列車が走行で

きるように再設計され、2014 年 12 月以降ペンドリーノが運行している。CMK の約

100 キロに及ぶ最初の区間のペンドリーノの標準運行速度は 200 km/h で、残りの

区間においては 160 km/h に制限される予定である。 
 
今後数年内に高速化が予定されている路線が他にもあるものの、最高速度はすべて

160-200 km/h に制限されている。これらの路線は、首都ワルシャワとポーランドの

大都市（シレジア工業地域の県都カトヴィツェ、南部のクラクフ、南西部のヴロツ

ワフ、西部のポズナン、バルト海に面したグダンスク）を結ぶ路線である。  
 
これらすべての路線には主要な共通点がある。すべて混合交通が予定されている。

すなわち、これらの路線においては、約 200 km/h で走行するペンドリーノ高速列車、

160 km/h で走行するシーメンス製ユーロスプリンター電気機関車を連結したインタ

ーシティ急行列車、80-120 km/h で走行する地域の EMU および在来線の列車のほか、

条件およおよび路線配置によっては一部区間において 70-100 km/h で走行する貨物

列車についても同時に対応する必要がある。このような設定により、異なる列車種

別および鉄道事業者間に主要な利害の衝突が必然的に生じ、一時的な解決策で対応

せざるを得ない状況にある。 

「 Y ライン」 –  既存の唯一の高速専用鉄道プロジェクト 
ポーランドにおける高速旅客輸送を目指した実質的に近代的かつ革新的な唯一の取

組みとして、その路線の形状から「Y ライン」と呼ばれているプロジェクトがある。

「Y ライン」は、首都ワルシャワと西部の主要都市（ヴロツワフ、ポズナン）とポ

ーランド中央部の主要都市（カリシュ、オストルフ、ウッジ）を結ぶ在来線とは独

立した高速鉄道専用の鉄道回廊である。  
 
「Y ライン」は、300 km/h 超の速度に対応できるように設計されており、これらの

都市間の現在の列車運行時間を大幅に短縮することができる。下表から「Y ライン」

の列車運行時間と 2010 年時点の列車運行時間（括弧内）を比較した差が分かる。 
 

 ウッジ ポズナン ワルシャワ 

ヴロツワフ 1:05h (3:56h) 直通運行なし (2:17h) 1:40h (5:03h) 

ワルシャワ 0:35h (1:22h) 1:35h (2:42h)  

ポズナン 1:00h (4:02h)   

 
運輸省（当時）は 2011 年 12 月、このプロジェクトのすべての活動は 2030 年まで

凍結されると発表した。にもかかわらず、わずか 2 ヵ月後には PKP PLK （国鉄

（PKP）子会社で、ポーランドの鉄道インフラ事業者）社長は、プロジェクトは今な

お実行可能であり、EU の計画立案者は放置していないと言明した1。 

                                                        
1 （ジェトロ注）なお、欧州委員会のユンケル委員長の投資計画構想のために、欧州委と欧州投資銀行（EIB）に

よる共同タスクフォースが発表したプロジェクト候補にも Y ラインプロジェクトは含まれている。ジェトロ通商

弘報 2014 年 12 月 16 日付記事「欧州委と EIB、投資計画構想のプロジェクト候補を発表」

（http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/biznews/548e6ec89e728）参照。 
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/project-list_part-2_en.pdf  

http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/biznews/548e6ec89e728
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/project-list_part-2_en.pdf
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「Y ライン」プロジェクトに関する今後の活動は、ひとえに資金調達の成否にかか

っている。いくつかの資金調達方式が検討されている。中でも PPP またはコンセッ

ション方式が最も有望視されている。  

資金調達プロセスが順調に進んだ場合、「Y ライン」はドイツの首都ベルリンおよ

びチェコの首都プラハまで延長可能である。これにより飛行機利用と比較した列車

利用の魅力が格段に高まる。 
 
「Y ライン」の将来像および全体像に関する最終決定は、2020 年以降に持ち越され

たが、ポーランド政府は資金を確保した時点で本プロジェクトの開発を加速化させ

ることを望んでいる。 

現状 
2013 年時点においてポーランドの旅客列車の最高速度は 160 km/h であった。ペン

ドリーノの新型列車が運行開始される 2014 年 12 月初めにこの状況は変わる。ポー

ランド国鉄にはすでに 20 車両が納入されており、車両はすべての必要な認証を受け、

運行準備が整っている。 
 
およびポーランド国鉄子会社の PKP インターシ

ティが発注したペンドリーノ車両は振り子機構

が装備されていないため、通常運行時の最高速

度は 250 km/h に留まる。 
 
ほぼすべての主要鉄道回廊は旅客列車と貨物列

車が共同利用しているため、利用状況は限界に

達しており、時刻表、遅延、顧客満足度の各問

題について鉄道事業者とインフラ事業者間に多

くの対立が見られるだろう。 

近い将来 
最重要なプロジェクトであるペンドリーノプロジェクトの他、ポーランド政府およ

びインフラ事業者である PKP SA は、鉄道インフラおよび車両の分野において他の

EU 支援プロジェクトを進めている。国鉄（PKP インターシティ）から運行速度 160 

km/h の EMU の発注があり、地方自治体が 100％所有している地域事業者からも同

様の発注がある。 

ペンドリーノプロジェクトの他には、実質的な高速鉄道プロジェクト（160km/h 超）

の計画はない。 

ポーランドの高速鉄道の他の側面 
郵便事業者向けに通常運行サービスを提供しているフランスの TGV の例は、高速鉄

道が郵便・小包事業にとってトラック輸送または航空輸送の実行可能な代替案とな

る可能性を示していると考えられる。しかしながら、ポーランドにおいては、追加

の高速鉄道事業の計画はない。高速鉄道事業については旅客輸送計画しか策定され

ていない。 
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欧州高速鉄道網との統合 
電源方式および信号システムが異なることから、現在のところ、ポーランドと他の

欧州各国との高速鉄道の直接乗り入れ計画はない。しかしながら、ポーランドのペ

ンドリーノ車両は、マルチシステム車両で、直流 3 kV、交流 15kV 16,7Hz 、交流

25kV 50Hz で運行可能なことから、技術的にはポーランド国外における運行も可能

である。 
 

2. ポーランドの高速鉄道プロジェクトに対する EUの財政支援 
 
PKP インターシティは、ペンドリーノ車両の購入について、2007-2013 年の EU の

結束基金のプログラム、インフラ・環境プログラムを活用した。この協力は、不正

な公的支援であると非難されたことから、プロジェクトには重大な困難が伴った。 
 
現行の EU 予算においては鉄道事業について実行可能なプロジェクトのみがインフ

ラ開発の対象とされている。支援対象であるポーランドの地方投資の大部分は、欧

州横断運輸ネットワーク（TEN-T）の開発の一部である（次ページ図）。この事業の

ためだけに 119 億ユーロが配分されている。  
 
前回の予算（2007-2013 年）

において、EU は 80 億ユ

ーロを支出し、現行の予算

においては 3 倍の 260 億

ユーロになる見込みである。 
 
この計画では、以下を結ぶ

９つの主要運輸ネットワー

クを構築することが柱とな

っている。 

 94 の欧州の主要港

湾を道路・鉄道に接

続する。 

 38 の主要空港と主

要都市を鉄道で接続

する。 

 15,000 キロの路線

を高速化する。 

 35 の国境横断プロ

ジェクトにより、交

通渋滞発生地点を削

減する。 
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ポーランドの鉄道システム近代化・開発プロセスを支援するため、ポーランド政府

は、2014-2020 年 EU 予算のプロジェクトリストにあげられたプロジェクトについ

て年間約 1 億ユーロを支出することを決定した。 
 
公式には高速車両購入のための EU 資金は割り当てられていない。  
 
ポーランド政府は、「2020 年運輸開発戦略（2030 年に向けて）」と呼ばれるポー

ランド独自の運輸近代化・開発プロジェクトを策定し、開始した。 

このプロジェクトは、運輸利用可能性の向上、運輸セクターの安全性・有効性の向

上を主要な目標とし、国・欧州・グローバルな規模で一貫した持続可能な利用者に

優しい運輸システムを構築することにより、この目標は達成される。 

戦略目標が２つある。 

1. 統合運輸システムの構築 

2. 効率的な運輸市場運営の条件の創出、有効な運輸ソリューションの開発 
 
この戦略は、以下のテーマに関してまとめられた多くの詳細プロジェクトで構成さ

れている。 

1. 輸送インフラの有効かつ一貫したネットワークの構築 

2. 運輸システムの組織・運営の改善 

3. 安全性・信頼性  

4. 環境に及ぼす運輸の負の影響の制限 

5. 合理的なインフラ投資資金調達方式の構築 
 
この戦略は、ポーランドの運輸システムのすべてのセクターを対象とする。 

1. 道路輸送 

2. 鉄道輸送 

3. 航空輸送 

4. 海上・内航輸送ソリューション 

5. 市内輸送 

6. ロジスティックス 
 

3. InnoTrans 2014(国際鉄道技術専門見本市)におけるポーランド

の主要出展者の動向 

PKP グループ 
1989 年の政治移行前、ポーランドには重要な鉄道輸送事業者は、国鉄 PKP１社しか

なかった。2001 年、PKP は機能別に分社化され、以来この形態で運営されている。 
 
PKP グループの中で最も規模が大きな会社が PKP PLK（鉄道システム事業者）であ

る。同社がインフラ開発・近代化を目的とした EU・国の資金の主要な受益者となる。

日本のメーカーにとって同社がナンバーワンのターゲットである。 
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PKP カーゴ  ポーランド最大手の鉄道貨物事業者は、経営が順調で、相当の黒字を

計上しており、欧州で第 2 位の貨物事業者となっている。同社はドイツ、チェコ、

スロバキア、ハンガリー、オーストリア、ベルギーおよびオランダにおいて鉄道事

業免許を取得しており、ポーランド国外においても活発に活動している。 

PKP カーゴは最近チェコの貨物事業者 AWT、ポーランドの貨物事業者 CTL Logistics 

および PMT の買収を発表した2。これらの行動は、PKP カーゴの市場統合戦略の明

確な現れである。筆者の見解では、同社の目標は、買収による 70％以上のマーケッ

トシェア獲得と会社の本業の成長達成にある。 
 

高速鉄道  
PKP グループには、高速鉄道プロジェクトにとって重要な主要企業が 2 社ある。 

 PKP PLK – 鉄道システム事業者  

 PKP インターシティ – 長距離旅客輸送事業者 
 
この 2 社が EU 支援近代化・開発プロジェクトの大部分の最大の受益者である。こ

の 2 社の長期開発戦略は、近代科学技術および利用可能な資金を活用してポーラン

ドの鉄道システムを近代化・再生することであり、その結果、ポーランドの鉄道網

の旅客数・貨物量を段階的に増加させることである。 

その他の旅客輸送事業者 
ポーランドにおける旅客輸送は、中央の規制により３つのレベルに分類されている。 

 長距離旅客輸送 – 現在、PKP インターシティのみが運行 

 地域間旅客輸送 – PKP Przewozy Regionalne が運行 

 地域内旅客輸送 – 各地方自治体が自治体内で運行 

 既に市場参入しているアリバ（Arriva：http://www.arriva.co.uk）や、ポーラ

ンドの旅客輸送市場への参入を計画しているチェコの「Leo Express」または

ポーランド国内において最も業績の良い長距離バス事業者「Polski Bus」とい

った民間旅客事業者 
 
地域内旅客輸送事業者および地域間旅客輸送事業者は、PKP グループに属しておら

ず、個別にアプローチすることができる。   
 
これらの事業者は、2017 年以降、主要な車両プロジェクトを対象とした重要な EU

資金および国の資金の提供を受けることから、大変有望な市場である。ポーランド

の法律が最近改正され、地方自治体が国の支援を受け銀行保証を申し込むことが可

能となる。プロジェクトの名称は、ポーランド多年度運輸計画（Perennial Transport 

                                                        
2 （ジェトロ注）なお、2014 年末から 2015 年頭にかけて、PKP カーゴはチェコの貨物事業者 AWT を買収する

ことで合意したほか、国際貨物路線向けに貨物機関車 20 両の購入に関する入札を発表するなど、積極的な海外

展開を行っている。 
https://www.pkp-cargo.pl/en/news/pkp-cargo-buys-awt-one-of-the-biggest-private-rail-freight-operators-in-
europe-for-over-pln-445m/ 
https://www.pkp-cargo.pl/en/news/pkp-cargo-to-buy-20-locomotives-for-pln-400-million-to-serve-foreign-
markets/ 

http://www.arriva.co.uk/
https://www.pkp-cargo.pl/en/news/pkp-cargo-buys-awt-one-of-the-biggest-private-rail-freight-operators-in-europe-for-over-pln-445m/
https://www.pkp-cargo.pl/en/news/pkp-cargo-buys-awt-one-of-the-biggest-private-rail-freight-operators-in-europe-for-over-pln-445m/
https://www.pkp-cargo.pl/en/news/pkp-cargo-to-buy-20-locomotives-for-pln-400-million-to-serve-foreign-markets/
https://www.pkp-cargo.pl/en/news/pkp-cargo-to-buy-20-locomotives-for-pln-400-million-to-serve-foreign-markets/
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Plan for Poland）で、現在、策定中である。同プロジェクトは、2017 年度から 2020

年度までの旅客数のフローを記述・推計し、これらに対応する輸送ソリューション

を支援するための国から地方自治体への拠出金を保証する。地方自治体はこの拠出

金を銀行保証の元手として使い、新型車両または近代化された車両の購入に使う。

同プロジェクトは、高速車両購入のソリューションではないものの、日本のメーカ

ーが旅客鉄道システム全体の一部として地方自治体に EMU を提供する機会となる。 

ポーランドの車両メーカー 

PESA 
同社は、19 世紀後半から存在する。2001 年まで車両のオーバーホールおよび修理

に特化していたが、2002 年に車両製造も開始した。その後、同社は欧州における主

要な DMU ・EMU メーカーとなり、イタリア、ドイツ、リトアニア、ハンガリー、

チェコ、カザフスタン、ベラルーシおよびウクライナに製品を販売している。  
 
2005 年以降、PESA は路面電車市場に参入し、大きな成功を収めた。同社の路面電

車はポーランド、チェコ、ルーマニア、ブルガリア、ウクライナおよびロシアの多

くの都市に販売された。これまでの最大の取引は、次のとおりである。 

- ポーランド・ワルシャワから、路面電車 186 両を 1 回受注 

- DMU 470 両納入長期契約の一部として、BR Regio （ドイツ鉄道グループ会社）

から DMU 36 両を最初に受注  
 
2014 年 7 月以降、PESA は、ロシア国内の路面電車、機関車、地下鉄車両の受注に

対応する新たな製造拠点をロシア国内に建設するため、ロシア企業 UWZ 

（UralWagonZawod）と協力している。 

また、同社は南米、主としてブラジルへの事業拡大を望んでいる。 

NEWAG 
同社は、大変ダイナミックで高い評価を受けている車両メーカーである。2013 年ま

で、同社はポーランド市場だけに集中していたが、現在では海外市場も視野に入れ

ている。海外活動の方向性は分かれており、DMU/EMU についてはイタリア、チェ

コおよびブラジルに集中している一方、東欧諸国向けのディーゼル機関車近代化の

大型プロジェクトも策定中である。 

同社は、ディーゼル機関車、電気機関車、DMU/EMU、地下鉄車両、鉄道旅客車両お

よび路面電車といった、いくつかの製品群において近代化を進め、新型車両モデル

を提供している。 
 
NEWAG は、最高速度 250 km/h 超の実質的な高速車両の開発・製造を行うため、

「主要な国際車両メーカー」との合弁企業設立計画を発表した。このプロジェクト

は、2018 年に開始される予定である。 
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しかしながら、同社の最大の受注ベースは 1970 年代・1980 年代に製造された EMU 

1,400 両以上の近代化計画で、同計画は EU の新資金規制の適用を受け、2017 年に

開始される予定である。 

SOLARIS 
ソラリス（Solaris Bus & Coach）は、 元ネオプラン社マネジャーの Olszewski 氏によ

って、1994 年に設立されたバスメーカーである。1998 年以降、同社はバスの製

造・販売を行っており、主として市内バスおよびトロリーバスに集中している。ポ

ーランドの主要都市 （ワルシャワ、ポズナン、ヴロツワフ）の他、ドイツ、フラン

ス、イタリアなどの多くの都市が購入していた。   

2009 年以降、同社は近代的な路面電車も提供している。 

同社は、欧州最大手のバス製造メーカーのひとつで、同社の戦略も BRIC 諸国向け車

両の開発にある。 
 

本文書において使用した画像・データの出典: 

1. 1998 年のポーランド鉄道路線図:  Komusinski S., The Reshaping of Passenger 

Railway Transport Network in Poland 1988 - 2008, Warsaw - Rzeszów 2010（未公表） 

2. 鉄道網電化の割合グラフ: Radoslaw Pogoda 作成、出所: ポーランド中央統計局

（GUS、Concise Statistical Yearbook of Poland: 
http://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-yearbooks/concise-
statistical-yearbook-of-poland-2014,1,15.html ) 

3. ポーランドの高速鉄道ソリューション当初計画、map developed by PKP Polish 
Railway Lines:   
www.plk-sa.pl  

4. ペンドリーノ列車の写真:  
http://pkpsa.pl/dla-mediow/galerie-zdjec/Rekord_szybkosci.html  

5. 欧州横断鉄道システム TEN-T 路線図: 
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/ten-t-corridors_en.htm  

 
 

報告書の利用についての注意・免責事項： 

 
本報告書は、ジェトロ・ワルシャワ事務所の依頼により、Elzanowski, Cherka & 

Wasowski 法律事務所（執筆者：Mr. Radoslaw Pogoda、同法律事務所鉄道市場専門

家チーム所属）が 2014 年 9 月現在入手可能な情報に基づき 

作成したものです。その後の法律改正等によって変わる場合があります。 

また、掲載した情報・コメントは筆者およびジェトロの判断によるものですが、一

般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではありませんこと予め

お断りします。  
 
ジェトロおよび Elzanowski, Cherka & Wasowski 法律事務所は、本報告書の記載内容

に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害お

よび利益の喪失については、 

http://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-yearbooks/concise-statistical-yearbook-of-poland-2014,1,15.html
http://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-yearbooks/concise-statistical-yearbook-of-poland-2014,1,15.html
http://www.plk-sa.pl/
http://pkpsa.pl/dla-mediow/galerie-zdjec/Rekord_szybkosci.html
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/ten-t-corridors_en.htm
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それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否か

にかかわらず、一切の責任を負いません。 

これは、たとえジェトロおよび Elzanowski, Cherka & Wasowski 法律事務所がかかる

損害の可能性を知らされていても同様とします。  
 
本報告書にかかる問い合わせ先：  
 
ジェトロ・ワルシャワ事務所  

住所：METRON Office Center 1st floor,  
Al. Niepodleglosci 69, 02-626 Warszawa, POLAND 
TEL：+48-22-322-7500  
E-mail:pow-info@jetro.go.jp 
 
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）  

インフラ・プラントビジネス支援課  

〒107-6006  

東京都港区赤坂 1-12-32  
Tel:03-3582-5542  
 
本報告書作成依頼先：  

Elzanowski, Cherka & Wasowski 法律事務所  

8 Kruczkowskiego, 00-380 Warsaw, Poland  
Tel.: +48 22 745 32 35 
+48 22 745 32 36 
Email:  sekretariat@echw.pl 


