
 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2018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。

▶種類別踏切数の推移

●  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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調布駅付近連続立体化
18カ所廃止　など
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8カ所廃止　など

▶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、用地取得や設計業務などを進めているほか、一部工区において工事に着手
しました。
　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、25カ所の踏切を廃止するとともに、放射第23号線

（井ノ頭通り）などとの立体交差化を図ります。
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補助第217号線 世田谷区画街路第4号線
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京王井の頭線

補助第215号線 補助第133号線 放射第23号線

玉川上水

事業区間 約7.2km
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施設・設備の取り組み
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topics

　これまで工事に必要な用地取得を進めてきましたが、取得状況を踏まえ2018年10月に4つの工区で工事に着手しました。また、
新しく生まれ変わる駅舎の外観デザインについて、沿線にお住まいの方々や駅をご利用のお客さまからいただいたアイデアや意見
を参考に、街の玄関口として、地域の皆さまに親しまれ、長く愛される駅となるよう計画しました。

 京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続立体交差事業の進捗状況

■ 工事の進捗

■ 駅舎外観デザイン決定

　線路に近接した箇所や駅部で工事を行うことが多いた
め、日頃から鉄道の安全確保を第一に考え、列車の運行に
影響を与えない最も安全な方法を施工会社とともに検討
し、工事を行っています。今後も安全に対して妥協せず、早
期の高架化による踏切廃止を目指して、確実に事業を進め
てまいります。

工務部 連続立体交差工事事務所 
技術員

大𣘺 俊吾

VOICE

ケーブル用門構の設置ホーム仮設化

千歳烏山駅
上北沢駅

八幡山駅

下高井戸駅

代田橋駅

明大前駅

芦花公園駅

桜上水駅

基礎杭の構築
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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2013年3月から当社全線で使用しています。

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。

曲 線

■ ATCで列車を制御できる主なケース
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ATCによる列車制御のイメージ
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があり、ポイントの手前までに45km/h以下に
制御するというデータを持っている
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 鉄道総合指令センター

　免震構造となっている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ています。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。

▶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、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、一括してお客様に最新の情報をご案内
しています。
　2017年から実施しているTTC更新に合わせ、監視盤
を液晶ディスプレイ化するなど、作業性向上を図りました。
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▶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、列車の運行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。

 鉄道運行情報の提供

　列車の運行に支障が生じた場合、文字情報・路線図・音声などで、鉄道運行情報をお届けしています。
　文字情報については、ホームに設置の「行先案内盤」、車内に設置の「案内表示器」のほか、「鉄道運行情報メール配信
サービス」「京王アプリ」「Twitter」での情報提供を行っています。
　路線図については、改札付近に設置している「お客さま案内ディスプレイ」および「京王ホームページ」にて提供してい
ます。また、ディスプレイなどに表示される文字情報は、音声に変換され全駅で放送しています。
　異常時などは、車掌が運輸指令所からの連絡やタブレット端末を活用して、お客様に必要な情報をよりスムーズにご案
内できるよう努めています。また、京王バス車内でも鉄道の運行情報を提供しています。

京王バス車内

バス車内での運行情報提供

車内
運輸指令所

自宅・外出先 駅

車内案内表示器 乗務員の案内放送

運行支障発生

一括配信

鉄道運行情報
メール配信サービス

お客さま案内ディスプレイTwitter京王ホームページ

京王アプリ
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 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。

内方線付き点状ブロック
転落検知装置

ホーム下退避スペース
転落防止固定柵

スレッドライン

転落防止ゴム

列車非常停止ボタン

注意喚起ライン

ホームドア エレベーター付近の
転落防止柵

間隙注意灯

▶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。2018年度は新たに新線新宿駅、渋谷駅、飛田給駅2
番線で使用を開始したほか、2019年度は飛田給3番線で
使用を開始します。今後明大前駅、下北沢駅においても整
備を計画しています。

▶転落防止ゴム
　車両とホームとの間が広く空いている駅では、お客様が
乗降の際に転落しないよう、隙間を狭くするための転落防
止ゴムの設置を進めています。

■ ホームドア設置年度
年度 駅名

2012年度 新宿駅、調布駅、布田駅、国領駅
2015年度 吉祥寺駅
2018年度 新線新宿駅、渋谷駅、飛田給駅2番線

渋谷駅 新宿駅

飛田給駅

転落防止ゴム施工後

ゴム断面
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▶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、終端部
やエレベーター出入口が線路側を向いているなどのホー
ムの一部に固定柵を設置しています。
　2018年度は、東府中駅に設置しました。

▶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。

▶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15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、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。

▶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。全駅のホームに設置しています。

▶注意喚起ライン・内方線付き点状ブロック
　線路への転落や、列車への触車防止を図るため、ホーム
端をオレンジ色に塗装し、注意喚起を行っているほか、目
の不自由なお客様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
を完了しています。

▶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

ホーム下退避スペース

スレッドライン

ホーム下ステップ
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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、すべ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。

▶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、87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。
　従来の光線式より高い精度で検知できる高機能型（エ
リア検知式）への更新を進めています。

非常ボタン

非常ボタン

輪縁路部塗装

オーバーハング型警報機

スリット型踏切遮断かん

カラー舗装

全方向型警報灯

踏切障害物検知装置踏切監視カメラ

踏切支障報知装置
（非常ボタン）

三次元レーザレーダ式

光軸式

踏切支障報知装置
（非常ボタン）

三次元レーザーレーダ式
障害物検知装置
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▶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。

▶スリット型踏切遮断かん
　自動車などによる折損を防止するため、屈折可能な 
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。

▶輪縁路部塗装
　自転車やベビーカーなどの車輪が輪縁路部（道路と線
路の溝）に落ちることを防止するため、塗装を行い、注意
喚起を図っています。

▶オーバーハング型警報機
　遠くからでも踏切の存在がわかるよう、一部の踏切で
は道路上の高い位置に警報機を設置しています。

▶踏切監視カメラ
　踏切事故の防止や、事故発生時などの状況確認を行う
ため、踏切に監視カメラの設置を進めています。
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 車両の安全対策

▶車両外幌
　ホームから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。

▶防護無線装置
　列車の脱線や踏切内で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。

▶避難はしご
　万一、事故などが発生した場合、お客様を車外に避難
誘導するため、非常用の脱出はしごを搭載しています。

▶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。

▶非常通報装置
　車内の異常を乗務員に知らせる装置を全車両に設置し
ています。また、一部の車両では、乗務員と直接通話がで
きる非常通報器を設置しています。

▶車内防犯カメラ
　テロ行為などの未然防止や、車内での迷惑行為などを
鑑み、一部の車両に防犯カメラを設置しています。なお、
映像データは社内規程に則り、厳正に管理しています。

運転士異常時列車停止装置

5000系車両の防犯カメラ

車掌非常スイッチ
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 駅の安全対策

▶防犯カメラ
　駅構内の状況確認や犯罪行為などの抑止を目的とし
て、全駅に防犯カメラを設置し、駅、本社、総合指令セン
ターにおいて常時確認することができます。

▶地下駅火災対策
　地下駅では複数の避難経路を確保するほか、新宿駅に
おいて排煙設備および防火区間の設置工事を行うなど、
火災対策を行っています。

▶避難経路図
　火災や震災時などの避難誘導のため、駅構内に避難経
路図を表示しています。地下駅については蓄光タイプの
パネルにより、暗所でも確認できるものになっています。

 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、一部
のポイント（分岐器）や踏切道にも設置しています。

▶PQモニタリング台車（京王線）
　車輪がレールを押す力の比（脱線係数Q／P）を測定し、営
業運転を行いながら脱線の危険性を常時監視しています。

ウォータースクリーンによる
防火区画（新宿駅）

防犯カメラ

改札口の様子
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