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ホーム訓練室

駅業務訓練室

運転シミュレータ

車掌シミュレータ

信号取扱訓練室

安全教育の実施

■鉄道従事員に対する教育
列車の運転に直接関係する作業を行う係員や、施設および車両の保守その他これに類
する作業を行う係員に対しては、法令の定めに基づき、必要な知識および技能の保有
度について年1回以上確認を行っています。
また、先に策定した「業務能力開発マップ」に基づき、異常時の適切な対応、接遇や技術
の向上、鉄道関連法規の確認など、様々な分野の教育訓練を実施し、鉄道従事員とし
て必要な知識、技能の向上を図っています。

鉄道教習所での教育訓練
鉄道教習所では、乗務員の養成をはじめ、鉄道法規や事故防止など部門共通の研修等
のほか、各専門分野における部署毎の教育訓練も実施しています。それらの教育訓練
に実効性を持たせるため、現場にあるものと同様な機器やシミュレータなどを活用して
おり、お客さまがいらっしゃる現場ではできないことが可能となっています。

［主な設備］
● 運転シミュレータ
CG映像を活用した運転士訓練機能や車掌訓練機能があり、乗務員養成や追指導教
育、異常時対応訓練などに使用します。営業線以外に車両基地内の画像もあり、昼・夜
の設定をはじめ、降雨・降雪など気象条件の設定、踏切事故やお客さまの転落事故を
模擬した設定など50を超えるメニューがあります。

● 駅業務訓練室
実在の駅を模した改札・駅事務室に実際の駅務機器を設置しており、PASMOの取扱
い方や駅務機器の操作、窓口を使用した接遇力の向上のための訓練を実施するほか、
収入金の締め切りなど駅後方業務の訓練も行います。

● ホーム訓練室
実際にホームに設置されている保安装置などを作動させて訓練を行います。ホームの
高さの体感をはじめ、列車非常停止ボタンが作動した場合の対応方法、分岐器の点
検、ホーム監視訓練などに使用します。

● 信号取扱訓練室
列車ダイヤが大きく乱れたときなどに実施する、信号操作の取扱い（てこ操作）訓練を
行います。実際の信号扱所と同様の操作卓や教育用の大型モニターがあり、模擬的に信
号機や転てつ器故障を発生させるとともに、列車遅延や臨時列車を設定できます。
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当社は「鉄道従事員として、自ら知識・技能の習得に努め、安全・安心・快適な鉄道であるための使命を果たせる人材を育成する」
という教育方針に基づき、教育内容、施設の充実を図り、社員教育を進めています。また安全性を向上させる設備の整備や
緊急時の対応訓練など様々な安全施策を進めており、ソフト・ハードの両面から安全な鉄道の実現に取り組んでいます。

ソフト面、ハード面の両面から、安全な鉄道の実現に取り組んでいます。
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連動訓練室

CAI教室

事故展示室

事例でわかるヒューマンファクター

● 連動訓練室
信号機や転てつ器の動作に係る信号・通信機器の訓練室で、装置の仕組みを理解させ
るために、教師が設定した機器の故障などを調査し復旧する訓練に使用します。

● CAI教室
鉄道の仕組みや事故防止について、CGを活用して機器の流れや動きを理解させる講
義を行うための教室です。受講者用の40台のパソコンと、教師用のパソコン１台で構成
されています。受講者は苦手科目などを個別に学習できるほか、教師は遠隔操作で各
受講者の進捗の確認やテストの配信を行うことができます。

● 事故展示室
当社・他社の主な事故事例を年表形式にまとめた「鉄道事故年表」をはじめ、個別の事
例について当時の写真や新聞記事、図版を用いて解説した「事故展示パネル」などを設
置しています。発生した鉄道事故から、事故の悲惨さを学び、「事故を絶対に起こしては
ならない」ということを鉄道従事員に深く認識させるために設けています。運転士の教
習や鉄道事故事例をもとにした研修などで活用しています。

■運転士に対する教育
運転士になるためには、駅係員、車掌を経験したのち、国土交通省指定の動力車操縦者
の養成所である鉄道教習所で約８ヵ月の学科や乗務の教習を受け、試験に合格しなけれ
ばなりません。
運転士になったあとも、月平均3回の監督者同乗による直接指導のほか、年5回の安全
や技術に関する講習を全ての運転士に行っています。なお、特に新任運転士に対して
は、初めの3年間は監督者同乗による直接指導を月平均5回行い、技能、知識の習得を
図っています。
列車の乗務に際しては、監督者は当日の業務指示を行うだけでなく、健康状態を確認
し、アルコールチェックを行います。また、乗務員は年2回の健康診断を受診しているほ
か、継続的に適性検査を実施しており、乗務員の安全管理を図っています。

■運輸安全マネジメント教育
鉄道事業本部の鉄道従事員全員（保守業務の委託先社員を含む）に対して、安全管理
規程の周知を中心とした運輸安全マネジメント教育を実施しています。会社の安全に
対する取り組みなど安全に対する基本的な方針等の指導や、実際に発生した事故事例
を扱うなど安全意識の高揚を図っています。

■ヒューマンエラー防止に向けた教育
西日本旅客鉄道株式会社安全研究所発行の社員向け安全教材「事例でわかるヒュー
マンファクター」を鉄道従事員全員に配布し、ヒューマンエラーの防止に向け、現場にお
ける教育などで活用しています。また教材に掲載されている具体的な事例や安全講演会
で紹介された内容をもとにポスターを作成して職場に毎月掲示し、ヒューマンエラー防
止の啓発・促進を図っています。

ヒューマンエラー防止用ポスター
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制限速度75km/hを表示

先行列車との間隔に応じて、線路に設置した信号機が5段階の制限速度を表示します。

制限速度45km/hを表示 制限速度25km/hを表示 停止を表示

ATS地上子

万一、45km/hを超過し
て信号機を通過した場
合は、自動的に45km/h
以下になるまでブレー
キをかけます。

運転士は通常、信号の
表示を確認し、信号機
の手前までに45km/h
以下に減速します。

制限速度110km/hを表示

先行列車

ATS

救命講習

運輸指令所

電力指令所

■協力会社への教育
軌道・土木・建築、電気、車両などの保守管理や施設改良工事を委託する協力会社の社員
に対し、新人教育をはじめ、定期的な教育を実施しています。工事の実施にあたっては毎
回作業前に安全教育を行っているほか、月1回安全総合点検や教育を実施し、現場の安
全確認を行っています。このほか、作業中に列車の接近を見張る列車監視員に対しては、
年１回の専門教育を実施しています。

■その他の教育

● 救命講習
地元消防署と東京救急協会の協力により、定期的に救命講習を開催し、現在鉄道事業
に従事する社員の約２/３が救命技能認定証を取得しています。この中で、AEDの取扱
いについての講習も行われ、実際に、駅構内等で倒れられたお客さまに心肺蘇生を行う
など人命救助の役に立っています。

安全対策の実施状況

■運転の安全対策

● 鉄道総合指令センター
鉄道総合指令センターは、列車の運行管理や、お客さまへの案内業務を行う運輸指令
と、電力の供給を管理する電力指令の機能が集約されており、平常時だけでなく、事故
や災害時にも迅速な対応ができるよう、連携を強化する体制を整えています。また、鉄
道総合指令センターの建物は免震機能や落雷を防止するシステムを備えています。

● ＡＴＳシステム
ATS（自動列車停止装置）は、列車が制限速度を超えて信号機を通過しようとしたとき
に、列車に自動的にブレーキがかかり速度を下げたり停止させる装置で、現在当社線
全線で使用しています。車両に搭載した車上子が信号機の手前にある地上子を通過す
る際、車上の受信機の発振回路に変化を与え、発振周波数を変える現象を利用して地
上と車上との情報の授受を行っています。
一旦受けた情報は、次の地上子まで記憶して、列車の速度を連続的にチェックし、制限
速度を超えると自動的にブレーキがかかり、制限速度以下に下げます。
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過走防止装置

TNS装置

誤出発防止装置

防護無線装置

運転士異常時列車停止装置

● 地上速度照査式過走防止装置
過走余裕距離が特に短い終端駅や、列車が同時に進入進出する駅などに設置していま
す。複数の地上子がそれぞれ列車の速度を照査し、制限速度以上で列車が通過したと
きは非常ブレーキを作動させて列車を停止させます。

● ＴＮＳ装置
運転台に設置されたTNS（Train Navigation System）装置は、停車駅に接近する
と、ブザーと表示で停車駅が近いことを運転士に知らせます。その後ブレーキを操作し
ないままさらに停車駅に接近すると、ブザーとあわせて、自動的にブレーキを動作させ
誤通過を防止します。　　

● 誤出発防止装置
万が一、運転士が停止信号を無視して出発した場合、ループアンテナが検知し、直ちに
ATSの非常制動情報を発信して、列車を停止させる装置です。出発信号機から分岐器
までの余裕がなく、信号機直下の地上子では止まりきれない箇所に設置しています。

● 防護無線装置
列車の脱線や踏切内での自動車などの立往生等により、他の列車の運行に支障をきた
すおそれがある場合、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現場付近の列車乗務員はただちに担当列車の停止手
配を行い、事故を未然に防止します。

● 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
レーキがかか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
装置を車両に搭載しています。

● 車両の脱線防止策
車両の輪重比（左右の車輪にかかる荷重のばらつき）が国の定める10％以内になるよ
う、輪重測定装置を導入し、調整を行っています。
車輪にあるひっかかり部分（フランジ）とレールの水平面に対する角度は、国が推奨して
いる70度を従来から採用しています。
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● 線路の脱線防止策
国からの通達では半径200ｍ以下の曲線に脱線防止ガードを設置することが定めら
れていますが、当社では従来からその基準を上回る半径300ｍ以下の曲線に設置して
います。また、分岐器（ポイント）にも順次ガード設置を進めており、低速で走行する車
両基地内での設置を完了しました。このほか、車両基地内の急曲線部分にもガードの
設置を完了しています。
軌道の平面性の検査については、曲線部の軌道のねじれを測定して脱線係数比を算出
し、国の定める基準を満たすよう管理しています。
このほか、レールの傷などをなくし、安定した列車の走行と騒音を軽減するためレールを研
削していますが、可能な限り新品のレールの断面に近づけるように施工しているほか、目に
見えないレール内部もレール探傷装置で傷の有無を確認しています。

■自然災害に対する安全対策

● 気象情報システム
自然災害に早期に対応するため、沿線に地震計・風速計・雨量計・水位計を設置してい
ます。それぞれの計器で観測されたデータは運輸指令所をはじめとする鉄道現業事務
所において24時間体制で監視しています。2007年10月に地震計や風速計を更新・増
設し、エリアごとにきめ細かく気象状況を把握しています。
また、2009年7月からは民間の気象情報会社からの降雨情報も入手するなど、気象に
関する情報を幅広く入手するよう努めています。

● 地震対策
沿線に設置した地震計が一定以上の地震を感知すると、列車無線を通じて自動的に全
列車の乗務員に対し、地震の発生と安全な場所への停車を通知します。停車後は震度
に応じて必要な点検を行い、運輸指令所の指示に従い、状況に応じて徐行運転から順
次通常運転に復旧していきます。2007年10月の気象情報システムの導入にあわせて、
地震計を5ヵ所から11ヵ所に増設し、全線にほぼ均等に配置することにより、従来の全
線を規制する方式から区間毎の運転規制に変更し、お客さまへの影響がより少なくな
るように努めています。阪神・淡路大震災後の緊急耐震補強については、1996年度に
完了していますが、新たな耐震基準に見合う構造物とするため、引き続き高架橋柱やず
い道などの耐震性向上策を行っています。
また、気象庁の緊急地震速報を活用した「早期地震警報システム」を導入しており、沿
線に一定規模以上の地震の発生が予想されるとの緊急地震速報を当社の運輸指令所
で受信した場合に、全列車に自動的に無線で警報を送り、乗務員が安全な場所に停車
させます。
このほか、地震によって沿線の通信ケーブルが損傷した場合などに備え、衛星電話を各
部署および緊急車両に43台配備しています。

● 風対策
ビル風や風の通り道など強風が予想される、沿線の橋梁や高架橋等に計17ヵ所の風速
計を設置しています。瞬間風速15ｍ/s以上を観測した場合は段階的に速度規制を行
い、瞬間風速25ｍ/s以上を観測した場合は運転を中止するなどの措置を行っています。
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運輸指令所など
鉄道現業事務所で
モニター監視

地震 暴風

地震計 風速計

11ヵ所 17ヵ所

水位計

3ヵ所

雨量計

4ヵ所

河川増水大雨
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シングルアームパンタグラフ

LEDを併設した特殊発光信号機

踏切支障報知装置

● 降雨対策
降雨の状況に応じた運転規制については、従来から基準を定めていましたが、2009年
7月からは、短時間かつ局地的な大雨にも対応できるよう雨量情報の収集を大幅に強
化して、運転規制区間を18区間に細分化したほか、速度規制基準も一層明確化するな
ど、これまで以上にきめ細やかな運用を開始しました。

● 雪害対策
従来のひし形パンタグラフを、着雪面の少ないシングルアームパンタグラフに順次更新
しています。電車線や信号高圧配電線には雪が積もりにくい形状のものを用いているほ
か、車両基地等の電車線には着雪・着氷を防ぐためにヒーターを内蔵した電線を使用
しています。また、分岐器の床板や踏切障害物検知装置の発光器、受光器のフード部分
にはヒーターを設置しています。

● 雷対策
線路内の電気設備への落雷を防止する対策として電車線より一段高い所に避雷針の
役割を果たす「架空地線」と呼ばれる防護線の設置を進めています。

■踏切安全対策

● 踏切解消への取り組み
運転保安度向上のため、線路と道路の立体交差化や、踏切道の統廃合を行ってきまし
た。特に、立体交差化については、1964年に京王線の新宿駅～初台駅間を地下化した
のを皮切りに事業を順次進め、1993年3月に長沼駅・北野駅付近を、また1994年3月
には府中駅付近をそれぞれ高架化しました。現在、東京都、調布市と協力しながら調布
駅付近の連続立体交差化を進めています。また、京王線笹塚駅以西のボトルネック踏切
の解消に向け、関係機関と鉄道立体化事業の認可・着手に向け手続きを進めています。
このような立体交差化と踏切道の統廃合の結果、踏切数は1955年度の322ヵ所から
2008年度末には、155ヵ所に減少しました。また、踏切に各種装置を順次設置して、
保安度の向上に努めています。

● 踏切支障報知装置
踏切内で自動車が立ち往生するなどによって起こる列車との接触事故を避けるため、
155ヵ所の全踏切道に踏切支障報知装置を設置しています。これは、踏切内で事故発
生の危険性が生じたとき、踏切内にある踏切支障報知装置のボタンを押すことにより、
特殊発光信号機が作動して運転士に異常を知らせる装置です。なお、運転士への視認
性を高めるため、一部の特殊発光信号機には、LED点滅式の特殊発光信号機を併設し
ています。

　

LED
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スレッドライン

踏切障害物検知装置

列車種別選別装置

● 踏切障害物検知装置
自動車交通量の多い踏切内で自動車が立ち往生するなどして起こる列車との接触事
故を未然に防止するため、92ヵ所の踏切道に踏切障害物検知装置を設置しています。
これは、遮断桿が下りた後、踏切内に何らかの障害物があることを検知した場合、発光
信号機が作動して運転士に異常を知らせる装置です。

● 踏切道の歩道部分のカラー舗装化
踏切内における歩行者の安全確保のため、歩道のあるすべての踏切に、踏切内の車道
と歩道を明確に区分するカラー舗装を実施しています。

● くぐり抜け防止啓発テープ
遮断桿が下りた後の踏切内への進入を防ぐため、全踏切の遮断桿にくぐり抜け防止の
啓発テープを設置しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
● 列車種別選別装置
当社では、京王線で6種類、井の頭線で2種類の列車種別があります。速度の速い列車に
踏切の警報開始点を合わせると踏切の遮断時間が必要以上に長くなってしまうため、
列車の種別や速度に合わせて踏切を制御する列車種別選別装置を設置し、踏切の遮断
時間短縮に努めています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
● 定時間警報装置　　　　　　　　　　　　　　　　　
朝のラッシュ時間帯などで、先行列車への接近によって運行速度が低下することがあり
ます。こういった場合に通常の踏切制御を行うと、踏切の遮断時間が必要以上に長くなっ
てしまうため、定時間警報装置を導入し、踏切が鳴り始める地点を通常の地点と変更し
て、踏切が閉まり始めるタイミングを遅らせ、踏切の遮断時間の短縮を図っています。ラッ
シュ時に遮断時間が長くなりやすい京王線調布駅以東の踏切の制御に使用しています。

■ホーム安全対策

● 間 注意灯、スレッドライン
ホームが曲線で、車両とホームとの間隔が広く開いてしまう場所での乗り降りにご注意
いただくため、光の点滅で 間をお知らせする間 注意灯、スレッドラインを新宿駅な
ど15駅に設置しています。
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転落検知装置

列車接近電光表示板

列車非常停止ボタン

ホーム下退避スペース

ホームインターホン

● 車両連結部の外幌
ホームから車両連結部へ転落する事故を防ぐために、すべての車両の連結部に外幌を設置
しています。

● 転落検知装置
ホームが曲線で車両とホームとの間隔が広く開いてしまう駅など15駅に、転落検知装
置を設置しています。これは、万が一、お客さまがホームから転落した場合、ホーム下に
設置したマットが検知し、駅係員や列車の乗務員に転落を知らせる装置です。

● 列車接近電光表示板・列車接近放送装置
列車が、駅に接近していることを、電光表示と音声でお知らせする装置です。

● 列車非常停止ボタン
お客さまがホームから転落した場合などに、このボタンを押すことにより、駅係員または
列車の乗務員などに非常を知らせ、接近する電車を停止させる装置です。このボタンは
全駅のホームに約20ｍ（列車１両分）間隔で設置しています。

● ホーム下退避スペース・ホーム下ステップ
万が一、お客さまがホームから転落した際の緊急避難スペースとして、ホーム下退避ス
ペースを増設しています。なお、退避スペースのないすべての箇所には、ホームに上がり
やすくするためのホーム下ステップを設置しています。
　　
● ホームインターホン
ホーム上で緊急事態が発生した場合や、ご案内が必要な場合などに、駅係員と通話で
きるインターホンの設置を進めています。

車両連結部の外幌
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全駅に設置されたAED

■その他
　
● 車内非常通報器
電車内で急病人やトラブルなどが発生した際に、車内非常通報器の通報ボタンを押すことで
乗務員に異常を知らせることができます。一部の車両では、乗務員との通話ができる機能も
備えています。

● AED（自動体外式除細動器）
急病人等への救命手当を円滑に行うため、心室細動（心臓のけいれん）が発生した際
に、電気ショックにより細動をとめることができるAED（自動体外式除細動器）を全駅
に設置しています。
 
● サービス介助士
お身体の不自由なお客さまや高齢のお客さまが安心して鉄道をご利用いただけるよう、
駅係員の6割以上が「サービス介助士」の資格を取得しており、より一層の取得者の増
加を目指しています。

● 救護室の設置
駅や車内で具合の悪くなった方にご利用いただける、ベッドを備えた救護室を約6割の
駅に設置しており、駅改良計画にあわせて整備を進めています。

■鉄道テロへの対応
　　
● 駅における不審者、不審物の監視
当社の全69駅に防犯カメラを設置しているほか、係員の巡回などにより不審者、不審
物等の監視をしています。

● ゴミ箱の撤去
爆発物などによるテロを防止するため、駅のゴミ箱を撤去しています。

● 車両基地などへの不審者侵入対策
車両基地などへの不審者侵入を防止するために、センサーの設置や警備員の巡回など
を実施しています。

● その他
各駅、施設において警戒体制を定め、警備を行っています。

車内非常通報器 
（通話可能なタイプ）
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総合事故復旧訓練

安全講演会

訓練の実施

■総合防災訓練

● 鉄道事業本部総合事故復旧訓練
当社では、毎年脱線など様々な鉄道事故を想定し、鉄道事業本部全体で異常時の通
報・連絡・お客さまの避難誘導など各種訓練を実施し、万が一の事態に備えていま
す。2008年度は、稲城消防署と多摩中央警察署の協力をいただき、京王線の若葉台車
両基地において、電車が踏切道上の障害物に衝突し脱線したとの想定のもと、事故復
旧訓練を実施しました。

● 防災訓練
地震の発生を想定した、各種情報の送・受達や列車の減速運転などの訓練を定期的に
実施しています。

■その他の主な訓練
各現業職場において、定期的に教育訓練を実施しています。

● 鉄道営業部
駅係員は転てつ器が故障した場合の対応訓練、乗務員は踏切事故を想定した訓練など
を実施しています。また、最寄りの消防署・警察署と合同で、テロや列車火災発生を想定し
た避難誘導・通報訓練や、地下駅での火災を想定した初期消火訓練、避難誘導訓練等も
実施しています。

● 工務部・車両電気部
各職場単位で定期的に、レールの折損や架線の断線、信号機の倒壊、列車の脱線など
の復旧やクレーン等の取り扱い、機器の故障処置訓練などを行っています。
　　　　　　　　　　　　　
■安全講演会
2009年2月、「ヒューマンエラーによる事故・トラブルを防ぐ」と題し、中央大学理工学
部の中條武志教授を講師にお招きして安全講演会を開催しました。この講演は日常業
務とヒューマンエラーとの関係を十分に理解し、これを防止するための「エラープルーフ
化」という手法を学び、「責任事故ゼロ」に向けて意識を高め、安全輸送の実践につなげ
ることを目的としたもので、当社社長をはじめ、約300名（請負工事施工会社社員含む）
の京王グループ社員が参加しました。
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