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もっと地球にやさしい
鉄道を目指します。

鉄道事業の
省エネルギー化を通じた
地球温暖化防止活動。
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VVVF 電車の加速力や速度などに応じて、電圧
や周波数を変化させながらモーターを効率
よく動かす装置です。

VVVF 30%
当社では1992年にVVVFインバータ制御装置を搭載

した鉄道車両の導入を開始し、2009年度には、全車両
に占めるVVVF車両の割合は大手民鉄16社中トップとな
る91％に達しました。これにより1車両が1kmを走行す
る際の消費電力量は、VVVF車両導入前の1990年度に
比べ、約30％削減しています。

鉄道車両の省エネルギー化

VVVF

6

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
発電機として作動させ、発生した電力を再び架線に戻すことで、
他の電車が使えるようにする装置です。電車同士で電力を相互
利用できるので、省エネルギーにつながります。この回生ブレー
キを、京王線・井の頭線すべての車両に装備しています。
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導光板を内蔵した構造を採用し、蛍
光灯の本数を3分の1に減らすととも
に、高効率なHf蛍光灯を使用するこ
とで、従来に比べ消費電力を約60％
削減しています。

60%

駅施設の省エネルギー化

永福町駅ビルの屋上庭園（イメージ）省電力型案内看板

自然採光による永福町駅コンコース
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お客さまが利用されていない時には停
止または低速運転を行い、ご利用時の
み通常の速度で運転を行うことで省エ
ネルギー化を図っています。
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永福町駅に設置を進めている「ドライ
ミスト」は、人工的に作り出した霧（ミスト）
が蒸発する際の熱を奪う気化熱によっ
て、暑さを和らげる効果が期待できます。

3

従来型に比べ約80％の節水効果の
ある、節水型の小便器を導入していま
す。また、永福町駅では、雨水を地下貯
水槽に集め、ろ過して駅トイレの洗浄水
に利用します。

80%6

永福町駅では、通路の屋根に自然
光を採り込むことができる透過式太陽
光発電パネルの設置を進めており、駅
の照明や券売機の電力として利用し
ます。また、当社ではこれまでに、明大
前駅や若葉台駅など（合計で最大約
120kW）にも設置しています。
※10kWの電力で、蛍光灯250本を点灯できるとされています。
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屋上緑化の一環として、永福町駅ビ
ルに屋上庭園の設置を進めています。
屋上の緑化面や階下屋内では温度抑
制効果が得られ、ヒートアイランド現象
抑制にも効果が期待されています。
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より一層環境にやさしい
鉄道を目指して

計画管理部計画担当課長 橋木正明

当社では、環境にやさしい鉄道を目指し、
車両や駅の省エネルギー化に取り組んで
います。鉄道車両では、消費電力量を
30％削減できるVVVFインバータ制御装置
を搭載した車両の導入や既存車両の同装
置への改造を積極的に進めており、2009
年度の整備率は91％となりました。引き続
き整備を進め、整備率100％を目指します。
また、駅施設においても、太陽光発電シス
テムをはじめとした自然エネルギーの活用
や、省電力型設備の導入など、エネルギー
の効率的利用に取り組ん
でいます。今後も環
境にやさしく、より
安全で快適な鉄
道の実現に向け
た取り組みを進
めてまいります。
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ホームやコンコースの屋根に自然採
光の工夫を行うことによる、照明の消
灯や、照度センサーによる照明の自動
制御など、駅施設における消費電力の
削減に努めています。
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永福町駅改良工事完成イメージ図

永福町駅（2010年度中に
駅改良工事を完了予定）を
例に駅施設の
主な取り組みを
紹介します。



多摩動物公園　
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もっと地球にやさしい
沿線社会づくりに貢献します。

生物多様性に配慮した
京王グループの活動。
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「高尾の森わくわくビレッジ」では、高
尾の緑豊かな環境のもと、様々な取り組
みを行っています。
●建物屋上に降った雨水を利用した水
辺の造成（ビオトープ）
池にはトンボのヤゴ、めだか、カエル

などが生息し、自然に即した動植物の
生育環境を保持しています。
●ビオトープの水循環ポンプの動力に、
風力・太陽光発電を利用しています。
●2009年4月から、手付かずであった
施設内の雑木林で、間伐やアズマネ
笹などの刈り取りを行い、植物や昆虫、
小動物が健全に生育できる森林環境
の確保と保全に努めています。
●雑木林で集めた落ち葉と館内レストラ
ン・野外炊事場から排出される野菜く
ずを利用して、敷地内にあるコンポスト
センターで堆肥化しています。
●「環境を学ぶエコキャンプ」
京王電鉄では、子どもたちが日常生

活の中で気軽に始められる身近なエコ
や、環境にやさしい工夫を考えるきっか
けづくりとなるキャンプを、2006年から
毎年8月に実施しています。

京王百草園は、江戸時代につくられ、
多くの文人たちにも親しまれてきた日本庭
園です。約26,000m2の園内には、約80
種800本の梅の木をはじめ、藤、ツツジ、
モミジなど多種多様な植生が広がり、季
節ごとに変化のある風景を楽しむことが
できます。

京王グループは、高尾の森（裏高尾
小下沢国有林）に50年かけて7万5千
本の植樹を行う日本山岳会「高尾の森
づくりの会」が主催する植林再生活動に
賛同し、2002年「第2回植樹祭」から
継続的な支援を行っています。第10回
となる2010年4月の植樹祭では、オニ
グルミ、ブナ、ケヤキなど落葉広葉樹29
種類、約1,600本の苗木提供を行い、
京王グループからも46人の社員がボラ
ンティアとして参加しました。
また、春と秋には、間伐や下草刈りな

どの作業体験を通じて、森林の果たす
役割や保全整備を学ぶ「高尾の森 親
子森林体験スクール」を開催しています。

植栽地整備の様子

生物多様性について
学べる場にしていきます
京王ユース・プラザ（株）社長
開発企画部沿線事業担当課長 富田敏夫

高尾の森わくわくビレッジでは「環境方
針」を定め、ここでご紹介した取り組み等を
通して、来館者が自然とふれあうきっかけづ
くりを積極的に行っています。今後は、施設
内の植物や昆虫・鳥などの生息調査を行
い、生物多様性の保全に
関する体験や学びの
場としての“学習の
拠点化”を目指し
て、池や雑木林の
整備・活用策を検
討していきます。

地域の貴重な自然環境保全を目的に、
1991年から春は高尾山、秋は多摩川（聖蹟
桜ヶ丘周辺の河川敷）の清掃活動を、京王
グループ社員をはじめ、地域の皆さまにも参
加いただき、これまでに39回実施しています。

多摩川の清掃活動
2009年11月に開催し
た多摩川河川敷では、
775人の参加があり、
360kgのゴミを回収し
ました。

藤の花と
新緑の季節

高尾山の清掃活動
2010年5月に開催した
高尾山では、924人の
参加があり、170kgの
ゴミを回収しました。
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風力・太陽光
発電装置

エコキャンプの様子
（水質調査用の雨水採取）

水辺の造成（ビオトープ）
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当社は、降雨による法面の崩壊を防ぐとともに、お
客さまに沿線風景を楽しんでいただくことを目的にア
ジサイやツツジ、サザンカなどを植栽し、線路わきの
緑化を進めてきました。

線路わきの植栽と除草剤を使わない
人力での草刈は、1991年から継続的に
取り組んでいます。
また、毎年6月ごろには、植栽したアジ
サイが見ごろを迎え、井の頭線東松原駅
の線路わき斜面では、ライトアップを行っ
ており、沿線の風物詩となっています。

アジサイ

ツツジ
オオムラサキツツジ
・クルメツツジ

ウバメガシ

サザンカ

セイヨウベニ
カナメモチ

トケイソウ

ヘデラ

駅売店「A LoT」の看板緑化

本館7階の屋上緑化

京王多摩川駅のそばにある欧風庭園
「京王フローラルガーデン アンジェ」で
は、ローズガーデン、ハーブガーデンな
ど15のゾーンがあり、四季折々の変化
を感じることができます。特にマグノリア
ガーデンは、都内最大級の 30種類
200本を植栽しています。また、植物や
ガーデニングに関する情報発信、催し
も行っています。

京王線明大前駅上りホー
ムの売店「A LoT」を2010
年3月にリニューアルオープン
し、看板部分に自動的に水
やりを行える緑化システムを
導入しました。駅に癒しをも
たらし、緑の大切さを発信して
います。

2008年12月に本館屋上
（7階屋外プール横の約1,000
m2）にて和風庭園を取り入れ
た緑化を行い、当ホテルの施
設や周辺高層ビルからの景観
向上、ヒートアイランド抑制効
果を図りました。

生物多様性講演会
2010年7月に環境省自然環境局の

方を講師として招き、京王グループ全
社を対象に「企業における生物多様性
への取り組み」の講演会を開催し、約
100人が参加しました。
講演では、生物多様性に関する基

礎知識、企業における事業としての取
り組み、世論の認知度など幅広く説明
していただきました。

講演会の様子東松原駅のライトアップ

線路わきの緑化

都内最大級の
マグノリアガーデン


