
かけがえのない地球環境を守り、後世代に引き継いでいくために、 
私たち企業としても環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を目指すことが不可欠です。 
京王グループでは「京王グループ環境基本方針」のもと、鉄道事業をはじめとする各部門やグループ各社が事業形態に合わせて、 
環境保全活動に積極的に取り組んでいます。 
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 鉄道の環境優位性 
 

 

鉄道は、自家用車などと比べ環境負荷が少なく、エネルギー効

率に優れた交通手段です。他の交通手段からの利用転換による

環境負荷低減が期待できることから、鉄道の利用促進に向けて、

すべてのお客様に安全・快適にご利用いただけるよう努めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 鉄道事業の地球温暖化防止対策 
 

 

鉄道および駅などの施設を、よりエネルギー効率良く運営する

ことで、地球温暖化防止に貢献しています。 

 

車両の省エネルギー化 

電力を効率的に利用するため、VVVFインバータ制御装置、回

生ブレーキを装備した車両を導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅の省エネルギー化 

太陽光発電システムを明大前駅・若葉台駅・高幡不動車両基

地に設置し、自動券売機や照明などの電力として使用していま

す。また、ホームやコンコースの屋根に自然光を採り入れるこ

とができる部材を使用することで、照明の消灯に努めています。

さらに、半数以上の自動券売機については、お客様が近づいた

際にのみ電源が入るようになっているほか、比較的お客様の

利用が少ない駅のエスカレーターについてもお客様を感知し

て自動運転する装置を設置しています。このほか、高効率で消

費電力を大幅に抑えた蛍光灯と導光板を用いた、内照式の業

務用看板を順次導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 省資源・廃棄物削減 
 

 

乗車券のリサイクル 

各駅で回収された使用済みきっぷ（普通券・回数券）をトイレ

ットペーパーに再生し、全駅で使用しているほか、使用済みの

パスネットカードなどを材料の一部に用いたベンチをホームや

待合室に設置してい

ます。また、駅売店な

どで回収した飲料

用ペットボトルを案

内看板に再生し、全

駅で使用しています。 
 
マクラギのリサイクル 

井の頭線を中心に進めている、省力化軌道工事※に伴うマクラ

ギの交換により不要となったPCマクラギ（コンクリートのマク

ラギ）を他の鉄道会社に売却し、有効活用しています。 

 

 

車両・部品洗浄水の節水 

若葉台工場では車両や部品の洗浄等に用いる水の使用量を

削減するため、「処理水再利用装置」を導入しています。この

装置により使用済みの水の汚れを取り除くことで、洗浄水など

に再使用することができます。現在、洗浄に用いる水の約40

％は本装置により処理されたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 騒音・振動の低減 
 

 

車輪フラット発生の早期発見 

雨天時の走行中にブレーキをかけた際、車輪に「フラット」と呼

ばれる平らな部分が発生すると、騒音・振動が大きくなります。

京王線・井の頭線では、車輪の振動を自動的に検出するセンサ

ーを沿線の各１箇所に設置し、車輪フラットによる振動・騒音

を早期に発見し、車輪を削正することで騒音・振動の低減に努

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄桁防音対策 

鉄製の桁を用いている橋梁においては、下面および側面に防

音材を設置するとともに、レールとマクラギの間には防振タイ

プレートを設置し、騒音・振動の低減に努めています。 

 

ロングレール化 

ロングレールとは、200m以上の長さのものをいいます。ロン

グレール化によりレールの継目箇所を少なくすることで、列車

の騒音や振動が減り、乗り心地も向上します。これまでに、曲

線半径400m以上の敷設可能区間は、長大橋梁を含めロング

レール化を完了しています。 

 

 化学物質の削減 
 

 

シンナーの回収 

台車や車体を塗装するためにロボットを使用しており、作業後

のロボット清掃にはシンナーを用いています。若葉台工場では、

ロボット清掃後に排出されるペンキが混ざったシンナーから、

シンナーを分離・回収する「溶剤再生装置」を導入し、回収し

たシンナーを再使用しています。これによりシンナーの購入量

は導入前に比べて半減しました。 

 

 環境保全 
 

 

線路わきの環境保全 

1991年度から、線路

わきの雑草には除草

剤を一切使用せず、人

力による草刈りを行っ

ています。また、降雨

による斜面の崩壊を

防ぐとともにお客様に楽しんでいただくことを目的として、井の

頭線を中心に線路わきの斜面にサザンカ・ツツジ・アジサイな

どを植栽し緑化を進めています。この取り組みは、2001年2

月に第7回杉並「まち」デザイン賞を受賞しました。 

 

工場排水の浄化、再利用による節水 

工場で車両洗浄などに使用して排出された汚水については、

東京都下水道局が定める放流基準値を満たすように排水処

理設備で油類・有機物を除去し、下水に放流しています。  

 

●回生ブレーキ（搭載率：100％） 
回生ブレーキとは、電車がブレーキをかけた際にモーターを発電機として作

用させ、発生した電力を架線に戻してほかの電車が使えるようにするものです。 

 

●VVVFインバータ制御装置（搭載率：58％） 
VVVFインバータ制御装置とは、架線に流れる直流を交流に変換し、電車の

加速力や速度に応じて電圧や周波数を変化させながら交流モーターを動か

すものです。これにより電力を効率よく使用できるほか、保守に手がかからな

いという特徴を持っています。回生ブレーキとともに使用することで、従来の

車両に比べて約30％のエネルギーが節約できます。2010年度の全車両

VVVF化を目指して整備を進めています。 

 

車輪の削正 

高幡不動車両基地の太陽光発電システム 

処理水再利用装置 

鉄道 

バス 

航空 

自家 
用車 
 

19

51

111

173

1人を1km運ぶのに排出するCO2の比較 

（単位：g-CO2／人キロ） 

出典：「運輸・交通と環境2007年版」（交通エコロジー・モビリティ財団）より 

使用済みきっぷ 

企業の社会的責任の一環として、 
グループ環境経営を推進しています。 

地球とつながりあう 

※マクラギ周辺の砕石をアスファルトセメントで固定することで軌道狂いを防止

　し、保守の省力化を図るための工事です。 

トイレットペーパー
1個あたり約60枚の
きっぷが使用される 



環境報告  地球とつながりあう―京王電鉄の環境保全活動― 25 環境報告  地球とつながりあう―京王電鉄の環境保全活動― 26

京王リサイクルパッケージシステム 

●京王ストア、キッチンコート 
●京王プラザホテル　 
●京王プラザホテル 多摩 
●京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター、 
　京王高幡ショッピングセンター など 

●食品廃棄物収集運搬（北辰産業） 
●リサイクル処理・堆肥製造 
　（アグリガイアシステム） 
●ゴミの減量化（ゴミ処理機器メーカー） 

●桜ヶ丘カントリークラブ 
●京王フローラルガーデン アンジェ 
●京王百草園 など 

●オレンジファーム（京王ストアの野菜） 
 

●ホテル、スーパーマーケット、 
　コンビニエンスストア、レストラン など 

●京王電鉄の一部の駅など 
　グループ施設のトイレ 

●京王ストア、京王百貨店新宿店、 
　京王アートマン、京王グリーンサービス 

おいしく安全な 
特別栽培野菜など 

消臭剤 
消臭＆肥料 

食品 
廃棄物 

堆肥 

堆肥の 
活　用 

野菜の 
生　産 

京王グループ 

外部企業 

消臭剤 
活　用 

販　売 

せいせき環境展 

太陽光発電システム 

 京王リサイクルパッケージシステム　 
 

 

京王電鉄の「食品リサイクルパッケージシステ

ム」が、「第3回エコプロダクツ大賞※」のエコサ

ービス部門・農林水産大臣賞を受賞しました。

このシステムは、京王電鉄のショッピングセンターや京王プラ

ザホテルなどの商業施設からの生ゴミを回収・リサイクルし、

堆肥や消臭剤にする循環型の仕組みで、生ゴミの収集・運搬を

行う(株)北辰産業、リサイクル処理・堆肥製造を行う(株)アグリ

ガイアシステムとのパートナーシップによって成り立っています。 

製造した堆肥は、桜ヶ丘カントリークラブの芝に使用するなど、

京王グループ各社で活用しているほか、全国の特別栽培野菜

生産農家を束ねている「オレンジファーム」を通じて野菜の栽

培に利用し、収穫された野菜を、2005年10月から京王ストア

で本格的に販売しています。また、京王プラザホテルの一部レ

ストランでも、この野菜を使用した料理をご賞味いただけます。

消臭剤は、京王線・井の頭線のトイレなどで使用しているほか、

京王百貨店や京王アートマンなどで販売しています。 

 

 京王電鉄本社ビルの地球温暖化防止対策 
 

 

2004年度より、京王電鉄本社ビルの環境マネジメントシステ

ムの構築を開始しました。照明のインバータ化やゴミの分別・

リサイクルなど、総務部が中心となったビル全体での取り組み

に加え、各年度に省エネや紙削減といった目標※を部署ごとに

設定し、全員がもれなく活動に参加する仕組みを構築しています。 

 
 
  商業施設などの地球温暖化防止対策 
 

 

商業施設では、省エネ型エレベーター・空調・照明機器、ガラ

ス面遮熱シートの導入、事務所内での夏季軽装勤務などを実

施しています。 

また、オフィスビルなどの賃貸物件に関しては、空調機のインバ

ータ化など電力使用量の削減に努めているほか、トイレの自動水

栓化、雨水・雑排水の再利用など水使用量の削減も進めています。 

 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターの環境保全 
 

 

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターでは、積極的な環境保

全活動を推進すると同時に、沿線の身近な地域環境の保全が

地球環境の保全につながるという考えを、テナントやお客様と

共有しながら、活動を推進しています。 

 

テナントの分別意識啓発 

テナント店長会などでゴミ分別の重要性を説明するとともに、

2005年1月から分別徹底と排出量抑制のために、ゴミの処理

費用を重量に応じた負担とする形に変更しました。また、排出

量の少ないテナントをベンチマークできるよう、全館・全店舗

のごみの排出量を開示しています。 

 

お客様への働きかけ 

地域のお客様にショッピングセン

ターや各テナントの環境活動を報

告し、またお客様にも環境保全活

動に参加していただく｢きっかけづ

くり｣の場となることを目的として

2006年6月に｢第2回せいせき環境展・賢いエコライフを彩る風

呂敷展｣を開催しました。今後も環境イベントなどを通して、地域

のお客様と一体になった環境保全活動の推進を図っていきます。 

 

太陽光発電システムの導入 

2006年12月、多摩市内の大型ショッピングセンターとしては

初めて、太陽光発電システムを導入しました。最大発電量は

10kwで、CO2削減量は年間2.8トンになります。蛍光灯250

本分の電力をまかなうことが可能で、ショッピングセンターB館

8階のレストラン街の照明に使用

しています。このほか、エレベータ

ーのインバータ化、照明の省電力

型への更新など様々な省エネル

ギー施策にも取り組んでいます。 

 

 

 

 

 高尾をテーマにした環境保全活動 
 

 

高尾の森再生支援 

京王グループは、日本山岳会「高尾の森づくりの会」が、裏高尾

小下沢風景林で行っている植林活動の趣旨に賛同し、2002年

の「第2回植樹祭」から継続的な支援を行ってきました。2007

年4月15日に開催された「第7回植樹祭」では、広葉樹の苗木

1,000本を提

供しました。 

 

 

 

 

 

 

 

高尾の森こどもキャンプ 

京王電鉄は、2003年から日本山岳会「高尾の森づくりの会」

と共催で、「高尾の森こどもキャンプ」を実施しています。

2007年8月21～22日には、第5回キャンプを開催。小学4～

6年生50名が参加し、森林育成のために苗木を植えたり、間

伐作業の見学といった環境活動のほか、自然観察や火おこし

体験などを行

いました。 

 

 

 

植樹の様子 

高尾の森こどもキャンプ 

※2006年度環境目標に関する活動状況はｐ29、2007年度環境目標については 

　p32をご覧ください。 

 

※エコプロダクツ大賞：環境負荷の低減に配慮した製品やサービスを表彰す

ることによって、わが国におけるエコプロダクツの開発・普及を促進するこ

とを目的に、2004年度に設立された賞です。同賞は、エコプロダクツ大賞

推進協議会が主催するもので、「エコプロダクツ部門」と「エコサービス部門」

で構成されています。 

 

 

※このシステムは新エネルギー財団（NEDO）との共同研究事業として設置さ

れました。この共同研究によって得られたデータは、今後の太陽光発電システ

ムの開発と普及に利用されます。 

当社のそのほかの 
環境保全の取り組みについて報告します。 

エコプロダクツ大賞表彰式 



 京王百貨店 
　 

 

京王百貨店では、環境マネジメントシステムの国際規格

ISO14001の認証を2003年に新宿店において取得しました。

その後、対象を拡大し、現在は全社でISO14001により環境保

全の取り組みを進めています。具体的には、電気使用量の削減、

印刷用紙および包装用品の削減、ゴミの減量化ならびに分別の

徹底、そして環境に配慮した「地球にやさしい商品」の開発・販

売を重点課題としています。 

電気使用量の削減に関しては、クールビズやウォームビズに後

方事務部門で取り組むとともにお客様に対し対象商品のアピ

ールを行っています。また、京王百貨店のオリジナル環境キャラ

クター「まめ之介」を使い従業員の省エネルギー意識を喚起し

ています。店内でも、インバーター式の照明機器の導入や空調

機の省エネ化を推進しており、環境月間の６月には新宿・聖蹟

桜ヶ丘の両店において全国的なライトダウンキャンペーン「ブ

ラックイルミネーション2007」に参加し夜間のライトアップを

消灯するなど、啓発活動にも取り組んでいます。 

印刷用紙の削減については、両面、縮小コピーの励行をはじめ、

資料の共有化や電子化の推進により用紙の使用そのものを減

らしています。 

包装用品の削減については、日本百貨店協会が提唱する「スマ

ートラッピング」（お客様のご要望に沿い、必要なものはきちん

と包装し不要な場合は簡易な包装とする）を推進しています。

特に、昨年10月からはオリジナルマイバッグの販売を行い、す

でに5,000本以上お買い上げいただくなどお客様にも好評です。

なお、その収益については日本山岳会自然保護委員会「高尾の

森づくりの会」に寄付をしています。 

ゴミの減量化に関しては、新宿店で排出された生ゴミから店内

の処理機を使って土壌改良剤「みどりくん」をつくり、東京近郊

の農家に配布するというリサイクル活動を行っています。 

また、独自の基準に基づいて環境に配慮

した商品を認定し「地球にやさしい商品」

として展開しています。 

 
 
 

京王プラザホテル 
 

 

京王プラザホテルでは、電気をはじめとするエネルギー使用量

の削減、生ゴミのリサイクルなどに重点的に取り組んでいます。

エネルギー使用量の削減では、省エネ機器の導入や空調のきめ

細かな調節により、東京都の「地球温暖化対策計画書制度」に

基づき設定した目標値「前年比１

％削減」を目指しています。生ゴミ

リサイクルでは、「京王リサイクル

パッケージシステム」による野菜を

レストランで活用しています。 

近年、都市の環境問題としてヒー

トアイランド現象が問題となっています。ヒートアイランドとは、

都市部の気温がその周辺に比べて異常な高温を示す状況のこ

とで、ビルなどから排出される熱に加えてアスファルトやコンク

リートにより地表面に太陽光が蓄熱され、それが温度を上昇さ

せる原因の一つとなっています。 

地表に水をまくと蒸発する時に地熱を奪い気温を下げる効果が

あることから、東京・名古屋･大阪･福岡などで都市部の環境対

策の一環として道路に水をまく、いわゆる“打ち水”が昨今行わ

れるようになってきました。西新宿においても、京王プラザホテ

ルの「バーズアイ」（エコロジーとバリアフリーをテーマとした当

ホテルのプロジェクトチーム）と新宿企業ボランティア連絡会※

が中心となり、ヒートアイランド現象を緩和させる環境対策のひ

とつとして、本年8月3日に京

王プラザホテル前の歩道上

に打ち水を実施しました。打

ち水に使う水には、京王プラ

ザホテルの植栽用の井戸水

を提供し、バーズアイのメン

バーが設営の準備にあたりました。夕方5時から6時の間で実施

しましたが、近隣企業・地域の方々100名近くが参加し、いっせ

いに打ち水を実施した結果、当初33℃あった地表温度が28℃

に下がり、ヒートアイランド現象を少しだけですが緩和させるこ

とができました。また、近隣企業や地域の方々との環境対策へ

の取り組みの輪を広げる良い機会となりました。 

 
 

 京王電鉄バスグループ 
 

 

バスは鉄道と同じく環境負荷

の少ない公共交通機関です。

京王電鉄バスグループでは、

1997年よりアイドリング・ス

トップ運動を開始し、翌年以

降導入の新車にはアイドリング・

ストップ装置を装着しています。車両に関してはCNG（圧縮

天然ガス）バスを46台導入しているほか、2006年度はPM（粒

子状物質）やNOx（窒素酸化物）の排出が少ない「尿素式車両」

を6台導入しました。乗務員のエコドライブ教育にも積極的に

取り組み、2007年3月には、京王電鉄バスグループ5社・全

12営業所が、環境保全活動に関する認証「グリーン経営認証
※」を取得しました。これを通過点として、今後も環境保全活

動を発展させるとともに、接遇の向上、路線網の充実、深夜バ

スなど輸送力の増強、「環境定期券」「ちびっこ50円キャンペ

ーン」といった割引運賃制度など、サービスの向上を通じて環

境負荷の少ない交通機関の利用促進を図っています。 

 

 

 

 

 京王自動車（タクシー・ハイヤー） 
 

 

京王自動車では、積極的にエコドライブを推進し、計画的かつ

継続的に環境負荷を低減するために、デジタルタコグラフを利

用した「エコドライブ管理システム」を導入しています。これは

各車両のデジタルタコグラフに記録された発進・加速・減速・

アイドリング時間などのデータをもとに、各乗務員のエコドラ

イブ度を5段階評価するシステムです。デジタルタコグラフの

カードを入れると、パソコンで即座に評価を行い、評価をプリ

ントアウトできます。入庫後すぐに、数値によって客観的な評

価を見ることができるので、安全・環境の改善に効果的です。

このシステムは2007年2月、全車約1,000台に搭載を完了し

ました。さらに同社では、事故や燃料費の削減メリットが乗務

員に還元される仕組みを構築し、全員参加の安全・環境活動

を促進しています。 
 
 京王設備サービス 
 

 

京王設備サービスが関わる「ビルの総合管理」「鉄道関連施設

の保守管理」「設備工事」の各事業分野において、ISO14001

の認証取得に取り組んでいます。すでに、神泉本社・京王百貨

店事業所・京王プラザホテル札幌営業所・工事事業部門の4

拠点で認証を取得しており、2007年度末までには「指定管理

者制度物件分野」で北野余熱利用センターの認証を取得する

予定です。 

なお、ＩＳＯの他分野においては、ＩＳＯ9001取得に早い時期

から取り組み、現在、各事業分野の15拠点で認証を取得し、

2007年度末までに7事業所の認証取得追加を予定しています。

環境保全とあわせて最高の品質をお客様にお届けするため、

全社一丸となった積極的な取り組みを行っています。 

 
 京王建設 
 

 

京王建設では2003年11月、全事業所においてISO14001の

認証を取得しています。現在の主な環境負荷低減活動として、

工事部門では産業廃棄物の総排出量の削減およびリサイクル

の促進、現場周辺の環境および地形状況を考慮した環境保全

活動（騒音・振動・粉塵・悪臭等の防止）を実施しています。 

また、本社全体で電気使用量の削減、事務用品におけるグリ

ーン製品の購入を実施しているほか、営業部門では環境関連

知識の向上を目的とした勉強会の開催、設計部門では環境配

慮設計（省エネ設備機器・エコ材料の使用や緑化の提案）の

推進をそれぞれ実施しています。 

さらに、府中駅および本社周辺の清掃活動をボランティアで行

うなど、全社一丸となって環境リスクの低減に努めています。 

 

 

27 環境報告  地球とつながりあう―グループ各社の環境保全活動― 環境報告  地球とつながりあう―グループ各社の環境保全活動― 28

CNGバス 

打ち水の様子 

京王グループ各社の 
環境保全の取り組みについて報告します。 

※新宿企業ボランティア連絡会とは、新宿区内でボランティア･社会貢献活動に

取り組んでいる企業の集まりで、現在西新宿にある企業18社が参加し、今回の

打ち水をはじめ、清掃活動などの環境美化活動なども行っています。 

 

 

環境キャラクター「まめ之介」 

京王リサイクルパッケージシステム 
の野菜を使ったメニュー例 

※国土交通省の外郭団体「交通エコロジー・モビリティ財団」が作成したグリ

ーン経営推進マニュアルに基づいて、燃費改善やエコドライブ教育など、継続

的かつ計画的な環境保全活動を実施していることが認められた団体に認証が

与えられます。 


