
社 会 性 報 告 環 境 報 告

24 京王電鉄株式会社

安 全 報 告

 立体交差化 
　運転保安の向上のため、線路と道路の立体交差化や踏切の 
整理統合を行ってきました。特に連続立体交差化については
1964年に京王線の新宿駅〜初台駅間の地下化を皮切りに、複
数の箇所で事業を実施し、直近では2012年8月に調布駅付近を

 京王線（笹塚駅〜仙川駅間）連続立体交差事業
　事業主体である東京都と協力し、京王線（笹塚駅〜仙川駅間）
連続立体交差事業を実施しています。2014年2月、国土交通省
から都市計画事業の認可を取得し、現在、用地取得や設計業務
などを進めています。

 種類別踏切数の推移

施設・設備の取り組み

　この事業の完成により、笹塚駅〜仙川駅間の約7.2kmを高架
化し、放射第23号線（井ノ頭通り）などとの立体交差化を図るこ
とで、25カ所の踏切を廃止します。

地下化しました。この結果、踏切数は1955年度末の322カ所か
ら2016年度末で136カ所に減少しています。
※ 連続立体交差事業：２カ所以上の幹線道路を含む多くの道路と鉄道を連続的に立

体化するものであり、道路整備の一環として施行する都市計画事業です。
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●  1種甲  自動遮断機を設置し終日遮断するもの
1種乙  警手を配置して初電から終電まで遮断するもの
3　種  踏切警報機を設置しているもの
4　種  踏切道を示す警標のみ設置しているもの
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 踏切の安全対策 
　踏切での安全を確保するため、各種保安装置を設置しています。

 踏切支障報知装置（非常ボタン）
　踏切での列車と自動車などとの接触事故を未然に防止するた
め、全ての踏切に設置しています。踏切内で閉じ込められるなど
の緊急事態が生じた場合、ボタンを押すと、運転士に異常を知ら
せるとともに、付近の列車を自動的に停止させます。

　また、踏切の全長が長く渡りきれずに踏
切内に閉じ込められた場合に、通行者が操
作できる非常ボタンを踏切内に設置してい
ます。2016年度は、下高井戸5号踏切ほか
2カ所に新設しました。

 全方向型警報灯
　どの角度からも点滅が確認できる全方向型警報灯の導入を進
めています。

 踏切障害物検知装置
　踏切での列車と自動車などとの接触事故を未然に防止するた
め、86カ所の踏切に設置しています。踏切内に何らかの障害物を
検知すると、運転士に異常を知らせるとともに、付近の列車を自
動的に停止させます。
　従来の光線式から、より高い精度で検知できる3D式（面検知
式）への更新を進めています。

 スリット型踏切遮断かんの導入
　自動車などによる折損を防止する
ため、折れにくいスリット型踏切遮断
かんを一部の踏切に導入しています。

 外国人のお客様への注意喚起
　踏切での外国人のお客様の立ち
止まり対策として、英語表記の注意
喚起看板を設置しています。また、
注意喚起のチラシを制作し、近隣の
ホテルでの配布をお願いしていま
す。なお、この取り組みは現業社員
の発案で行っています。

■ P21 鉄道施設・設備

各安全装置を○で囲むことにより分かりやすく

人物や自動車のシルエットを入れることにより
実際の配置等を想像しやすく

説明しやすい構図は既存のまま

各安全装置以外を線画にすることにより
安全装置を目立たせる

非常ボタン

非常ボタン

くぐりぬけ防止啓発テープカラー舗装化
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 ホームドア
　お客様のホームからの転落やホーム上での列車との接触事故
を未然に防止するため、ホームドアを設置しています。2016年度
までに新宿駅（1〜3番線）、国領駅、布田駅、調布駅、吉祥寺駅で
の使用を開始しています。今後は、2018年度までに新線新宿駅、
渋谷駅での使用を予定しているほか、大規模工事にあわせて明
大前駅、下北沢駅
においても整備を
計画しています。

 転落防止固定柵
　お客様のホームからの転落防止を目的として、新宿駅降車ホー
ムや渋谷駅ホーム終端部などに固定柵を設置しています。
　2017年度は、
千歳烏山駅など
へ設置します。

 エレベーター付近の転落防止柵
　エレベーター出入口が線路側を向いているホームの一部では、
転落防止柵を設置しています。

 内方線付き点状ブロック
　目の不自由なお客様のホームからの転落防止対策として、ホー
ム縁端部にある警告ブロックにホームの内側を示す内方線の整
備を進め、2013年度に整備を完了しました。

 ホームの安全対策 
　ホームでの安全を確保するため、さまざまな対策に取り組んでいます。

吉祥寺駅

渋谷駅

車両外幌

エレベーター付近の
転落防止柵

内方線付き点状ブロック
転落検知装置

間隙注意灯

ホーム下退避スペース
スレッドライン

列車非常停止ボタン

内方線→
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 車両外幌
　ホームから車両連結部への転落事故を防止するため、車両の
連結部に外幌を設置しています。

 間隙注意灯・スレッドライン
　曲線ホームなど、車両とホームとの隙間が広く空いてしまう箇
所がある12駅では、光の点滅で隙間をお知らせする間隙注意灯
やスレッドラインを設置しています。

 ホームベンチの配置変更
　ホームでの転落事故は、過度の飲酒をされたお客様によるもの
が多くなっています。酔ったお客様の行動特性として、ホームのベ
ンチなどから線路に向かってまっすぐ歩き出し転落するケースが
多いことが判明しています。対策として、2015年から一部の駅に
おいてベンチを列車の進行方向に対して垂直に設置することに
より、事故の未然防止に取り組んでいます。

 列車非常停止ボタン
　お客様がホームから転落された場合などに、このボタンを押す
ことで接近する列車の乗務員や駅係員などに非常を知らせると
ともに、付近の列車を自動的に停止させます。全駅のホームに設
置しています。

 転落検知装置
　曲線ホームなど、車両とホームとの隙間が広く空いてしまう箇
所がある14駅に設置しています。お客様がホームから転落され
た場合、この装置が転落を検知し、列車の乗務員や駅係員に知
らせるとともに、付近の列車を自動的に停止させます。

 ホーム下退避スペース・ステップ
　お客様がホームから転落された場合の緊急避難場所として、
ホーム下に退避スペースを整備しています。また、退避スペース
のない箇所には、ホームに上がりやすくするためのステップを設
置しています。

間隙注意灯

従来の設置

スレッドライン

新たな設置

ホーム下退避スペース ホーム下ステップ
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 ATC（自動列車制御装置） 
　従来のATS（自動列車停止装置）に比べてさらに安全性の高いATC（自動列車制
御装置）を、2010年3月に相模原線で使用開始した後、2011年10月からは京王線
全線、2013年3月には井の頭線で使用開始し、現在、当社全線で使用しています。

 鉄道総合指令センター 
　鉄道総合指令センターには、列車の運行などを管理する運輸指令所と、電力の供給を管理する電力指令所の機能が集約され、平常時
だけでなく、事故や災害発生時の対応を迅速に行えるよう、連携を強化する体制を整えています。
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● ATCで列車を制御できる主なケース

車両に搭載しているコンピュータが、レールに流れている信号電流を受け取ることにより、
先行列車との間隔を連続的に把握し、常に適切な速度で走行できるよう、列車を制御します。

 運輸指令所
　列車の運行を円滑に行うため、ＴＴＣ（列車運行管理システム）
により、列車の進路設定、出発指示合図などを自動制御していま
す。事故発生時などには、列車の位置や遅れなどを総合的に判断
し、運行ダイヤの整理・復旧を図るとともに、駅の「お客さま案内
ディスプレイ」や「車内案内表示器」などを通じて、運輸指令所か
ら一括してお客様に最新の情報をご案内しています。

 電力指令所
　列車運転用電力と駅設備や信号保安設備などに用いる付帯
用電力を供給する20カ所の変電所の運転状況や送電状況を、集
中監視制御システムにより24時間体制で監視しています。
　事故や停電が発生した場合は、直ちに予備の設備に切り替え、
列車運転への影響を最小限にするなど、電力の安定供給に努め
ています。
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 車両の安全装置 
 防護無線装置

　列車の脱線や踏切内の立ち往生などにより、他の列車の運行
に支障を来す恐れがある場合、乗務員が乗務員室にあるボタンを
押し、無線による信号を発報する装置です。この信号を受報した
列車の運転士は直ちに列車を停止させ、事故を未然に防ぎます。

 車両の緊急停止装置
　運転士の体調が急変した場合などに備えて、ハンドルから手が
離れると自動的に非常ブレーキが作動する運転士異常時列車停
止装置や、車掌が強制的に非常ブレーキをかける装置を搭載し
ています。

 脱線防止対策 
 脱線防止ガード

　半径300m以下の
曲線に設置していま
す。また、ポイント（分
岐器）や、踏切にも設
置しています。

 輪重測定装置
　車両の輪重比（左右の車輪にかかる荷重のばらつき）が10％
以内となるよう、輪重測定装置を導入し、「重要部検査」、「全般検
査」や車輪の交換の際に測定・調整をしています。

 脱線係数の測定
　曲線を走行中に、車輪がレールを下方向に押す力と横方向に
押す力を測定することで脱線の危険性（脱線係数）を常時監視す
ることが可能な「PQモニタリング台車」を京王線の営業線車両に
導入しています。

 レールの研削
　レールの傷などをなくし、安定した列車の走行と騒音・振動を
軽減するため、レール削正車と呼ばれる作業車を使用して定期的
にレールを研削しています。

運転士異常時列車停止装置 車掌非常スイッチ

防護無線装置

　運輸指令所では京王線・井の頭線、全列車の 
運行管理業務と他社線への振替輸送の依頼やお
客様への情報提供（当社ホームページ・お客さま
案内ディスプレイなどへの配信）を主に行ってい
ます。万一、事故や異常気象などにより列車の運

行に支障があった場合は、いち早く正常ダイヤに
復旧させることや、迅速かつ正確な情報提供を行
うことが、お客様にとって最大のサービスである
と考えています。今後も、お客様の視点に立ち、安
全・安定運行に努めてまいります。

鉄道営業部 運輸指令所 指令主任

小野寺 正樹

VOICE


