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「安全の確保」に邁進いたします

当社では、遮断かんが閉まり切っていない踏切に列車が進入するインシデント※

を続けて発生させ、皆さまにご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

「安全の確保は輸送の生命である」という言葉の重みを常に感じ、ハード・ソフ

トの両面から安全対策を推進しています。安全性向上投資を着実に進めて、これか

ら新しい設備への本格的な切り替えを迎えます。一方、安全を守るのは人であるこ

とを認識し、基本動作の徹底、「運輸安全マネジメント」の着実な推進、質の高い鉄

道従事員の育成を進めます。

協力会社ともども一丸となって、運転事故・インシデントの撲滅に邁進し、「信頼

のトップブランド」になることを目指します。

※インシデントとは、事故には至らなかったが、鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態をいいます。

2010年6月14日、京王線中河原駅で停車駅を大幅に過走し、遮断かんが降下
中の踏切に列車が進入するインシデントを発生させました。さらに、7月27日、井
の頭線久我山駅で回送列車が大幅に過走し、踏切進入時に完全には遮断してい
なかった可能性があるインシデントを発生させました。
これに関し、7月30日、関東運輸局鉄道部長から警告書を受領しました。加え

て、8月6日の早朝、井の頭線三鷹台駅付近の踏切道におきまして、警報機が鳴動
せず、遮断かんも降下していない状態にもかかわらず、列車が進入するインシデン
トを発生させました。
お客さまや近隣にお住まいの皆さまをはじめといたします関係各位には、ご心

配とご不安をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
当社では緊急安全管理体制をとり、全社をあげて再発防止策に取り組みます。

基本動作の再徹底、作業マニュアル・チェック表の整備、危険箇所は複数人・相互
での確認を進めてまいります。

常務取締役
鉄道事業本部長（安全統括管理者）

川杉範秋
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2009年度は、次の項目について重点的に実施しました。

〉〉事故の芽情報や、内部監査を活用して輸送の安
全確保に関するPDCAサイクルを機能させ、事故の

2009年度安全重点施策
未然防止策を講じるなど、運輸安全マネジメントを
継続的に推進しました。また、経営トップの職場巡
視や教育訓練を通じて本社と現業とのコミュニケー
ションを活発化させました。

当社では、運輸安全マネジメントを推進し、全社一丸となって輸送の安全性の確保に取り組むため、安全管理
規程の中に、安全に関する基本的な方針を定めています。

これらに基づき、安全最優先の原則と関係法令遵守を徹底し、安全風土、安全文化を構築していきます。

2010年度は「責任事故ゼロ」の継続を目指してお
りましたが、本年6月・7月・8月とインシデントを連
続して発生させたことを受け、原点に戻り「ゼロから
の再出発」として安全目標を改めて設定しました。
これから、インシデントの撲滅を含めた運転無事故

また、安全に係る社員の行動規範を、次のとおり定めています。

安全基本方針

安全目標

安全の確保は、輸送の生命である。
規程の遵守は、安全の基礎である。
執務の厳正は、安全の要件である。

生命の安全確保を第一に、行動する。
推測に頼らず、確認の励行を行う。
情報は、漏れなく、迅速、正確に伝える。
問題意識を持ち、規程を遵守し、安全性向上のための変革に挑戦する。

「ゼロからの再出発」2010

を実現します。目標達成に向け、教育訓練を通じ、
安全第一を基本姿勢として業務に臨むことを徹底
するとともに、各職場において作業の進め方を見直
すなどの取り組みを行っています。
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〉〉東京都が整備を進めている都市計画道路と京
王線との連続立体交差化を図るため、調布駅付近
の連続立体交差事業を2012年度の完成を目指し
て東京都・調布市と協力しながら進めています。こ
の事業の完成により、京王線の柴崎駅～西調布駅
間の約2.8kmと相模原線の調布駅～京王多摩川
駅間の約0.9kmを地下化し、鶴川街道や狛江通
りなどとの立体交差化を図ることで、18ヵ所の踏切
を廃止します。2009年度は、トンネル掘削機（シール
ドマシン）による掘進を進め、国領駅～調布駅間でト
ンネルが貫通し、調布駅～西調布駅間および調布

駅～京王多摩川駅間についてもトンネルの掘進を
行いました。また、国領駅、布田駅、調布駅の駅部
において、線路下の掘削と躯体築造を進めました。
2010年度は、2012年度の事業完成を目指し、シー
ルドマシンによる駅間のトンネル推進を完了させ、国
領駅、布田駅、調布駅部分の躯体築造を進めます。

〉〉笹 以西の鉄道立体化について事業主体である
東京都とともに、事業化に向け都市計画素案説明
会を開催しました。2010年度も事業化に向け、事
業主体である東京都と協力しながら、都市計画手続
きや環境影響評価の手続きなどを進めていきます。

ATC
〉〉国土交通省の「鉄道に関する技術上の基準を定
める省令等の一部を改正する省令」（平成18年 国土
交通省令第13号）により、曲線・分岐器・線路終端等
へ列車が進入する際に、安全上支障のない速度ま
で自動的に減速させることができる装置の導入が
義務付けられました。現在の自動列車停止装置
（ATS）を改良することにより省令の改正に対応す

先行電車　

停止　
位置　

さらに先行列車に近づいたため　
さらに速度を落とします　

先行列車に近づいたため　
速度を落とします　

コンピュータ ー搭載　 S
T

O
P

110km/h 100km/h 90km/h 80km/h 70km/h 60km/h 50km/h 40km/h 30km/h 20km/h 10km/h

この先に制限速度45km/hの曲線があり、　
曲線の手前までに45km/h以下に　
制御するというデータを持っている　

曲線の手前までに　
45km/h以下への　
制御が完了　

 

75km/h

曲線走行中は　
45km/hを　

超過していないか　
連続的に自動制御　

コンピュータ ー搭載　

C
U

R
V
E

 S
TA

R
T

45km/h

45
km/h

この先に制限速度45km/hの　
ポイント（分岐器）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　

ポイントの手前までに　
45km/h以下への　
制御が完了　

駅ホーム　コンピュータ ー搭載　 P
O

IN
T

75km/h 45km/h

45km/h

ポイント通過後は　
45km/hを　

超過していないか　
連続的に自動制御　

Automatic
TrainATC Control

●車両に搭載しているコンピューターが、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。

●曲線通過の際には ●ポイント（分岐器）通過の際には

調布駅西側立坑
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ることは可能ですが、速度管理が厳しくなるため、
現行の所要時間や運転本数が維持できなくなるこ
とが想定されます。このため、速度を断片的に「点」
で管理するATSではなく、連続的かつ自動的に「線」
で列車を制御することができ、安全性もさらに高い
ATCの導入を進めています。2009年度は相模原
線（調布駅～橋本駅）で切替えを完了し、使用開始
したほか、京王線、その他の区間においても地上装
置の設置を進め、夜間の走行試験を開始しました。
2010年度は京王線の信号システムのATC切替え
を完了させます。井の頭線においては地上装置の
設置など工事を推進させ、2011年度の切替えを目
指します。

〉〉阪神・淡路大震災後の緊急耐震補強は1996
年度に完了していますが、さらなる構造物の耐震性
向上策を推進するため、駅耐震補強を完了させる
ほか、駅間などの高架橋柱やトンネルの補強を引き
続き行います。
〉〉吉祥寺駅では、高架橋の改築工事を引き続き進
め、2010年度の工事完成を目指します。

〉〉京王線ではATC導入への対応や地下鉄道の火
災対策基準に準拠した車両への対応などのため、
2009年度は6000系車両の代替として9000系車
両を60両導入しました。
〉〉井の頭線では、ATC導入および運転士異常時
列車停止装置の整備などのため、2009年度は
3000系車両の代替として1000系車両を45両導
入しました。

〉〉首都直下型地震等の災害に備えた体制を整備
したほか、降雨時の運転規制の変更など社内規程
の見直しを行いました。

〉〉鉄道教習所の活用やOJTを通してより実践的な
教育を行い、技術の継承を図るなど、安全確保の
基礎である人材の育成を進めました。また若手乗
務員に対してきめ細やかな指導が可能になるよう、
乗務区の指導体制の強化を図りました。

左記2009年度の安全重点施策の実績と、2010
年度でのトラブルの連続発生を踏まえ、2010年度
は次の項目について重点的に実施いたします。

2010年度安全重点施策

1.安全意識のさらなる向上
（1）第一線係員への基本動作・作業手

順の徹底
（2）「安全推進部」設立
（3）内部監査とマネジメントレビューの

強化
（4）安全を守る質の高い鉄道従事員

の育成
2.安全性向上のための設備改善の実施
3.災害への対応の強化
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安全管理体制を確立するとともに、
「輸送の安全」向上について、

継続して積極的に取り組んでいます。

当社では安全管理体制を下の図のとおり構築しています。

それぞれに定められた役割は次のとおりです。

安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括する。
運転管理者 安全統括管理者の指揮の下、運転に関する事項を統括する。
乗務員指導管理者 運転管理者の指揮の下、運転士の資質保持に関する事項を管理する。
限定運転士指導管理者 車両電気部長の指揮の下、限定運転士の資質保持に関する事項を管理する。
計画管理部長 輸送の安全確保に必要な設備投資、収支、要員および事故防止に関する事項を

統括するとともに、安全統括管理者を補佐する。
鉄道営業部長 安全統括管理者の指揮の下、運転および営業に関する事項を統括する。
工務部長 安全統括管理者の指揮の下、土木施設に関する事項を統括する。
車両電気部長 安全統括管理者の指揮の下、電気施設および車両に関する事項を統括する。
経営企画部長 会社全体の視点から、輸送の安全確保に必要な投資に関する事項を統括する。
経理部長 会社全体の視点から、輸送の安全確保に必要な収支に関する事項を統括する。
人事部長 会社全体の視点から、輸送の安全確保に必要な要員に関する事項を統括する。

注1：限定運転士：お客さまの乗車しない、車両基地内の運転にあたる運転士をいいます。
注2：資質：それぞれの業務に当たるのに必要な、適正・知識および技能をいいます。

社 長　

鉄道事業本部長　
（安全統括管理者）　

鉄道営業部長　
（運転管理者）　

鉄道安全管理委員会　
計画管理部長　

車両電気部長　

乗務区長　
乗務員　
指導管理者　

検車区長　
限定運転士　
指導管理者　

工務部長　

経営企画部長　 経理部長　 人事部長　

（　　 ）　 （　　 ）　

（2010年9月30日現在）
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安全統括管理者を中心に、運転管理者を含む鉄
道事業本部の各部長がメンバーとなり、月に1回定
期的に開催し、事故原因の究明・事故対策の検討
等を行っています。

〉〉鉄道運転事故等報告書/届出書、
動力車操縦者資質管理報告書提出内容の協議
〉〉内部監査の計画および結果報告
〉〉事故発生時の再発防止策の検討

鉄道安全管理委員会を中心にして、計画（Plan）→
実施（Do）→評価（Check）→見直し・改善（Act）サイ
クルに沿って、報告・検証、安全性向上を図っています。

各職場において事故の芽情報をとりまとめ、集
計・分析・共有する制度を導入し、安全対策に役立
てています。各部で集められた情報は、鉄道安全管
理委員会において報告され、鉄道事業本部内での
水平展開により共有化を図っています。

鉄道安全管理委員会

PDCAサイクル

乗務員・駅係員　
など現業部門　

本　社　

経営　
トップ　

報  告　 指示・命令　

Plan　
安全管理・　
計画の作成　

さらなる　
安全性の向上　

安全管理規程s

Do　
現場での　
計画実施等　

Check　
内部監査の　
実施　

Act　
計画の　

適切な見直し　

鉄道運転事故や自然災害の発生に備え、社内規程
類を整備し、緊急時対応体制を構築しています。大規
模事故や自然災害が発生すると、これに基づき対策本
部を設置して、緊急・応急・復旧対策にあたります。

夏季の安全輸送推進運動や年末年始の安全総
点検などの安全運動期間中に、社長による現場巡
視を実施し、現業の管理職とディスカッションを行う
など現場とのコミュニケーションを図ることにより、
安全最優先の方針を徹底させています。

内部監査員としての講習を修了した監査員によ
る内部監査を毎年行い、安全管理体制が適正に
機能していることを確認しています。社長、安全統
括管理者ならびに鉄道事業本部の部長・課長およ
び現業の管理職に対してインタビューや書類検査
などによる監査を行い、監査で見出された事項につ
いては、鉄道安全管理委員会に報告され、共有化
されています。

事故の芽情報報告制度

緊急時対応体制

経営トップによる現場巡視

内部監査の実施

社長による現場巡視
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事故・インシデントの発生状況と
再発防止策について報告します。 2009

当社に責任のある鉄道運転事故はありませんでした。
2009年度は3件のインシデントが発生しました。インシデント3件は以下の通りです。

※ とは、「列車衝突事
故」「列車脱線事故」「列車火災事
故」「踏切障害事故」「道路障害事
故」「鉄道人身障害事故」「鉄道物
損事故」をいいます。

※ とは、鉄道による輸送に
障害を生じた事態で、鉄道運転事
故以外のものをいい、運休または
列車に30分以上の遅延が生じた
事故をいいます。

※ とは、事故には至らな
かったが、鉄道運転事故が発生す
るおそれがあると認められる事態を
いいます。

2009 5
3

〉〉踏切外で停車中の乗用車が動き出し、列車の
側面に接触した。（2件）
〉〉踏切の遮断かんを潜り、直前横断しようとした歩

行者が列車と接触した。
2

〉〉ホーム上のお客さまがふらついて前のめりに倒れ、
列車に接触した。
〉〉線路内にうずくまっていた人が、列車に接触した。
なお、これらの事故により、お客さまに多大なご迷

惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

総件数　

5件　

40％　

20％　

20％　

20％　

乗用車と接触  2件 

通行人と接触  1件 

ホーム上での接触  1件 

線路上での接触  1件 

踏切障害  3件 

鉄道人身障害  2件 

件数 

0

5

10

15

20

25

2007年度 2008年度 2009年度 

インシデント　

輸送障害　

鉄道運転事故　5件 

7件 

1件 

計13件 

12件 

10件 

計22件 

6件 

5件 

3件 

計14件 

鉄道運転事故の発生状況



2009年度に発生したインシデント
（3例）

2009年5月25日（月）23時52分
井の頭線 高井戸2号踏切道
吉祥寺発 渋谷行 普通列車の車掌は、富士見ヶ丘駅で定刻に
到着した後、出発時刻は23時54分でしたが、23時52分頃に
出発時刻と出発を許可するベルの鳴動を確認せず扉を閉めまし
た。運転士も扉が閉まったことと、出発信号機の青信号は確認
しましたが、列車種別選別表示灯※の点灯を確認せず運転を開
始しました。運転士は当該踏切道手前約5mで踏切道の遮断
を示す表示灯が消灯するのを発見し、非常警笛を鳴らし、非常
ブレーキをかけましたが、踏切道を約20m過ぎて停車しました。
列車が踏切道を通過中に遮断かんは上昇しました。
なし
富士見ヶ丘駅出発時に、車掌が出発指示合図を確認しなかっ
たこと、および運転士が列車種別選別表示灯の点灯を確認しな
かったため。
◎基本動作の徹底と確認方法の変更をしました。
◎要注意駅に注意喚起看板を設置しました。
◎ ATCの導入に合わせ、出発時刻前には進行信号が現示せ
ず、出発できない仕様に変更しました。

※列車種別選別表示灯とは、急行列車と普通列車を区別する表示灯です。富士見ヶ丘駅か
ら普通列車が発車する時は、この表示灯が点灯することにより、当該踏切道の警報機および
遮断かんの動作が行われます。

2009年9月26日（土）7時30分
京王線千歳烏山2号踏切道
新宿発 京王八王子行 急行列車の運転士は当該列車の種別を
準特急と思い込み、停車駅である千歳烏山駅手前で加速した
ところ、車掌が種別誤認に気づき、車掌非常スイッチを操作し
ました。
運転士は千歳烏山駅ホーム中程を通過中、車掌非常スイッチ操
作に気づき非常ブレーキをかけましたが、同駅を約280m過ぎて
停車しました。当該列車が非常ブレーキで停車中に千歳烏山2
号踏切道を通過しましたが、通過前当該踏切道の警報機は短時
間のみの鳴動で、遮断かんは動作していませんでした。
なし

21

1

2
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2010年2月12日（金） 5時56分
京王線 高幡不動車両基地
高幡不動車両基地内において、運転士が進行信号現示を確認
後、高幡不動駅5番線に入線させるため運転していたところ、故
障を知らせるチャイムが鳴動しましたポイント付近で新宿方から2
両目の車両が脱線しました。
なし
鉄道総合技術研究所の助言も得ながら調査を進めた結果、前
夜から降雪後の、車輪とレールとの摩擦係数が小さい条件の下
で、分岐器（ポイント）を通過した際に強いブレーキをかけたこと
により、車輪が滑走して直進性を失い、本来進むべき線路とは
違う方向に進み、異線進入を起こしたと推定されます。
今回と同様の条件がそろう可能性は、極めて低いものの、車輪の
挙動が不安定になった場合でも、異線進入を防止できるよう対策
工事を実施します。

運転士が千歳烏山駅の手前で、担当列車を準特急と勘違いし
たことと、始発駅でTNS（トレインナビゲーションシステムの略で、運転士の誤通
過を防止する装置）の起動確認を怠ったことによる。
◎列車運転支援システムの作動状況を確認するため注意喚起
看板・ステッカーを設置しました。
◎ハザードマップを活用して、車掌が異常を感じた時に、車掌非
常スイッチを活用するバックアップ体制を図りました。
◎ ATCの導入により、種別誤認・誤通過をなくします。

輸送障害の発生状況

総件数　

6件　
自殺目的の飛び込み  3件 

設備関係の不具合  2件 

車両脱線※1件 

50％　
33％　

17％　

※輸送障害とインシデントを併発

3
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2009年10月8日の台風接近にともなう降雨、
風の影響により、一部区間で速度規制または一時
運転見合わせを実施しました。

2009年度はありませんでした。

多摩川橋梁付近他で、強風により速度規制また
は一時運転見合わせを実施した日が、年間24日発
生しました。

2009年度はありませんでした。

2009年度はありませんでした。

2010年2月18日の降雪の影響により、一部列
車に運休や遅延が発生しました。

自然災害による列車遅延 2009年度に発生した人身事故

2009年度において、当社に対する行政指導等はありませんでした。

2009年度の人身事故発生件数は21件で、前
年度より8件減少しています。
事故発生時には、早期の運転再開を目指します

が、お客さまおよび係員の安全を最優先に作業しま
すので、ご理解をお願いいたします。

0

5

10

15

20

25

30

35
件数 

2007年度 2008年度 2009年度 

発生件数　

平均　
停滞時間　

28件 
29件 

21件 

19分　 19分　 20分　

人身事故について
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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。

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、「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、技術の向上を図っ
ています。

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。

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。

鉄道従事員に対する教育

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。

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。

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。

運転シミュレータ

駅業務訓練室

ホーム訓練室
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信号機や転てつ器の動作に係る通信機器の訓
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
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。

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、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。

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、安全管理規程や安全目標、
安全重点施策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。

運転士に対する教育

運輸安全マネジメント教育

信号取扱訓練室

連動訓練室

CAI教室

事故展示室
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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。

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、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。

ヒューマンエラー防止に向けた教育

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
台駅間を地下化したのを皮切りに事業を順次進め、
1993年に長沼・北野駅付近を、1994年には府中駅
付近をそれぞれ高架化し、線路と道路の連続立体交
差化を実現しました。
このような立体交差化や踏切の整理統合の結果、

立体交差化と踏切安全対策 踏切数は1955年度の322ヵ所から2007年度末で
155ヵ所に減少しています。
現在、東京都、調布市と協力しながら2012年度

の完成を目指して、調布駅付近連続立体交差事業を
進めています。
また、京王線笹 以西の鉄道立体化については、
事業主体である東京都とともに事業化に向け、都市
計画手続きや環境影響評価などを進めていきます。
このほか、踏切に各種保安装置を設置し、保安度
の向上に努めています。

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。

協力会社への教育

その他の教育

救命講習

事例でわかるヒューマンファクター
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1965 1970 1975 1980 1985 1990 1996 1998 2007 2009

 1   自動遮断機を設置し終日遮断するもの　
 1   警手を配置して初電から終電まで遮断するもの　
 3   踏切警報機を設置しているもの　
 4   踏切道を示す警標のみ設置しているもの　

　

総 数　

踏切における列車と自動車などとの接触事故を
未然に防止するため、92ヵ所の踏切に踏切障害物
検知装置を設置してい
ます。踏切障害物検知
装置が踏切内に何ら
かの障害物を検知す
ると、発光信号機が作
動して運転士に異常を
知らせます。

踏切における列車と自動車などとの接触事故を
未然に防止するため、155ヵ所のすべての踏切に

踏切支障報知装置を設置しています。踏切内で閉
じ込められるなどの緊急事態が生じた場合、踏切
支障報知装置を押すと、発光信号機が作動して運
転士に異常を知らせます。

踏切内における歩行者の安全を確保するため、
歩道のあるすべての踏切で車道と歩道を明確に区
別するカラー舗装化を行っています。

遮断かんが下りた後の踏切内への侵入を防ぐた
め、すべての踏切の遮断かんにくぐりぬけ防止の啓
発テープを設置しています。

踏切支障報知装置 くぐりぬけ防止啓発テープ

踏切障害物検知装置

踏切歩道部の
カラー舗装化
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朝間ラッシュ時間帯などで、列車が先行する列車
に接近すると速度が低下し、踏切の遮断時間が長
くなり過ぎてしまうため、踏切が閉まり始めるタイミ
ングを遅らせる定時間警報装置を導入しています。
朝間ラッシュ時間帯に遮断時間が長くなりやす

い京王線の調布以東の踏切に整備しています。

京王線は6種類（特急、準特急、急行、快速、通勤快速、
各駅停車）、井の頭線は2種類（急行、各駅停車）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、踏切の遮断時間が長くなり過ぎてしまうため、
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。

鉄道総合指令センターには列車の運行などを管
理する運輸指令と、電力の供給を管理する電力指
令の機能が集約され、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。
なお、鉄道総合指令センターの建物には、免震
機能や落雷を防止するシステムを備えています。

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、運輸指令所から
一括して運転状況などをお客さまにご案内します。

また、沿線に設置された計測機器で観測された
震度・風速・雨量などの様々な情報が運輸指令所
に集約されるほか、気象庁の緊急地震速報を受信
する機能を備えています。

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、19ヵ所の変電所
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。
万一の事故や停電が発生した場合は、直ちに予

備の施設に切り替え、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。

ATC

国土交通省の「鉄道に関する技術上の基準を定
める省令等の一部を改正する省令」により、曲線・
分岐器・線路終端等に列車が進入する際には、安
全上支障のない速度まで自動的に列車を減速させ
ることができる装置の導入が義務付けられました。
これを受け、当社では従来の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）の整備を進めています。

ATCとは、先行列車との間隔や曲線、分岐（ポ
イント）、下り勾配、停車駅など様々な条件をもとに、
常に適正な速度で走行するよう列車をきめ細かく制
御する装置です。設置路線では、列車速度が制限
速度を超えることがなく、また、踏切の非常ボタンや
障害物検知装置、駅ホームの列車非常停止ボタン
とも連動し、非常の際には列車を自動的に停止さ
せることができます。さらに、気象条件などにより、
運輸指令からの任意の区間に速度制限をかけるこ
ともできます。
相模原線では、2010年3月にATSからの切り替

えを完了し、使用開始しました。

各種運転保安設備

電力指令所

運輸指令所
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ATS

列車の速度が、信号機の現示に対応する制限速
度を超えないように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をかけて列車を減速ま
たは停止させる装置です。現在、ATC（自動列車制御
装置）へ切り替える工事を進めています。

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。

万が一、列車が停止信号を無視して出発した場
合に、直ちにブレーキをかけて列車を停止させる装
置です。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場所などに設
置しています。

TNS
TNS装置は運転台に設置されており、停車駅に

接近するとブザーで停車駅であることを運転士に知
らせます。その後、ブレーキ操作をせずさらに停車
駅に接近すると、ブザーとあわせて自動的にブレー

キを作動させて誤通過を防止します。

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。

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車両に搭載し
ています。

防護無線装置

運転士異常時列車停止装置

誤出発防止装置

過走防止装置

TNS装置
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曲線ホーム等、車両とホームとの間隔が広く開い
てしまう駅など15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。

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

曲線ホーム等、車両とホームとの間隔が広く開
いてしまう駅など15駅に設置しています。万が一、
お客さまがホームから転落した場合、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ます。

ホーム安全対策

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
せることができます。京王
線・井の頭線69駅すべ
てのホームに約20m間
隔で設置しています。

お客さまがホームから転落した際の緊急避難場
所として、ホーム下退避スペースを増設しています。
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ステップを設置しています。

エレベーター出入口が線路の方向を向いている駅
の一部で、ホームへの転落防止柵を設置しています。

スレッドライン

ホーム下退避スペース

列車非常停止ボタン

車両外幌

転落検知装置

ホーム下ステップ

エレベーター出入口の転落防止柵
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2003年に韓国で発生した地下鉄火災を受け、地
下鉄における火災発生時の延焼防止や避難通路
の確保などを目的として「東京都火災予防条例」や
国土交通省の「鉄道に関する技術上の基準を定め
る省令」が改正されました。
これに基づき当社では、新宿駅における排煙設

備および防火区画の設置工事や幡ヶ谷駅における
新たな避難通路の設置工事などを行い、2008年
度にすべての地下駅火災対策を完了しました。

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
はじめとする各鉄道現業事業所において、24時間
体制で監視しています。

2007年度に地震計や風速計などを更新・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月からは気象情報会社からの降
雨情報を入手するなど、気象に関する情報を幅広
く把握するよう努めています。

沿線11ヵ所に地震計を設置しています。地震計
が一定以上の震度を感知すると、列車無線を通じ
て自動的に全列車に警報を送るシステムを1998
年から導入しています。地震発生の警報を聞いた
乗務員は直ちに列車を安全な場所（最寄駅等）に
停止させます。

地下駅火災対策

自然災害対策

幡ヶ谷駅に新設した避難通路（上）と地上出口（下）

鋼板巻きによる高架橋柱耐震補強

地震計（地震感知）　
11カ所 

風速計（暴風観測）　
17カ所 

雨量計（大雨観測）　
4カ所 

水位計（河川増水観測）　
3カ所 

運輸指令所など　
鉄道現業事務所で　
モニター監視 

また、2007年に、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ました。震
度4以上の地震発生が想定される場合、自動的に
全列車に無線で警報を送り、乗務員は列車を安全
な場所に停止させます。
このほか、1995年に発生した阪神・淡路大震災
の翌1996年度までに緊急耐震補強を完了してい
ますが、新たな耐震基準に見合う構造物とするため、
引き続き高架橋柱などの耐震性向上策を行ってい
ます。井の頭線吉祥寺駅ではさらなる耐震性向上
のため、2010年度の完成を目指し、高架橋の改築
工事を進めています。
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沿線17ヵ所に風速計を設置しています。瞬間風
速が15m/s以上を観測した場合は速度規制を行
い、瞬間風速が25m/s以上を観測した場合は列
車の運転を中止するなどの措置を行います。

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ところに避雷針の役割を
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。

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。
また、分岐器（ポイント）に電気融雪器を設置している
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。

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％以内となるよう、輪重測定装置を導
入し、調整しています。

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。

国からの通達では、半径200m以下の曲線に脱

脱線事故防止

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）
にも順次設置しています。

曲線部における軌道のねじれを測定し、国が定
める平面性の基準値を満たすよう管理しています。

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。

当社の全69駅に防犯カメラを設置しているほか、
係員や警備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。

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を防止するため
に、センサーの設備や警備員の巡回などを実施し
ています。

各駅、施設において警戒体制を定め、警備を
行っています。

シングルアームパンタグラフ

脱線防止ガード

鉄道テロへの対応
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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。2009年度は、稲城消防署
と麻生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、
総合事故復旧訓練を実施しました。

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。

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。

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、地下鉄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。

各職場単位で定期的に、レールの折損や架線

その他の主な訓練

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。

2009年2月、「事故の失敗から学ぶ～あなたは
ヒューマンエラーを克服できるか」と題し、JR東日本
パーソネルサービス関口雅夫氏を講師にお招きして
安全講演会を開催しました。当社社長をはじめ、約
400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。

総合防災訓練

安全講演会

総合事故復旧訓練

安全講演会
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お客さまのご協力をいただき、
より安全な鉄道づくりを

進めています。

当社では「京王お客さまセンター」を設け、電話や
メール、お手紙などによりお客さまからのご意見ご
要望をいただいています。2009年度はご指摘、お
褒めの言葉等あわせて約3,900件のご意見を頂戴
し、うち約3,500件が鉄道に関するものでした。い

ただいたご意見に対しては速やかに回答させていた
だいているほか、担当部署においてサービス向上や
従業員教育の資料にさせていただいています。
なお、昨年度の「安全・社会・環境報告書2009

CSRレポート」に対するご意見はございませんでした。

お客さまの声を受けて行った主な改善例

代田5丁目の変電所東側に、人がひとり歩ける程度の通路があります。この通
路は崖の上にあり、一部かなり高くなっているところもあるため、子どもが入り
込んでしまうととても危険です。事故が起きる前に、入り込めないように対策を
取ってください。（2009年10月14日受付）

10月15日に注意看板を設置した後、10月27日に当該箇所に柵を設置し立
入できないようにしました。

浜田山駅構内の改札外タイル床部の一部が「ステンレス材」になっており、こ
の「ステンレス材」には滑り止め等の処置がされていない。降雨による水滴等
で、転倒は十分予想されます。（2009年12月7日受付）

12月8日に、当該箇所のステンレス板に、滑り止めを施工しました。

1

2

当社をはじめ京王グループの事業、業務、イベン
トや沿線情報についてお知らせする「京王ニュース」
を毎月発行しています。

ホームページでは、京王グループの最新情報、電
車・バスのご案内をはじめ、IR・企業情報や沿線情
報等を掲載しています。事故や災害などで列車の

広報誌

ホームページ

運行に遅延が生じた場合には、京王のホームペー
ジや携帯電話のサイト（京王ナビ）などにより、運行情
報をお知らせするサービスを行っています。

京王ナビ
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警報機が鳴り始めた

踏切内で異常があった

踏切に車が閉じ込められた

ホームから転落した人を発見した

ホームから転落した

線路に物を落とした

電車に間に合わない

電車内で異常があった

駅ホーム・電車内で不審者・
不審物を見つけた

踏切内に入らないでください。

踏切脇にある踏切支障報知装置（非常ボタン）を押してください。

遮断かんを押すように車を前進させると、遮断かんが斜め上に持ち上がり
ますのでそのまま脱出してください。

列車非常停止ボタンを押してください。

ホーム下退避スペースに逃げてください。退避スペースのない場合はス
テップを使用してホームに上がってください。

ホームインターホンなどにより駅係員に連絡してください。絶対に線路内に
は立ち入らないでください。

発車間際の駆け込み乗車をなさいますと、ホームで転んだりドアにはさまれたり
して思わぬ怪我をすることがあります。無理をせず、次の電車をご利用ください。

車内非常通報器の通報ボタンを押して乗務員へ連絡してください。なお、通話機
能がない車両は、停車後に乗務員が対応いたしますので、指示に従ってください。

駅係員・乗務員にお知らせください。不審物はそのままにして、手を触れな
いでください。

京王線・井の頭線全駅を「こども110番の駅」に
し、子どもが不審者等から助けを求めてきた場合に、
保護し、事情を伺い、必要により子どもに代わって
110番通報やご家族への連絡などを行っています。

こども110番の駅
お客さまからのお問い合わせやご意見、ご要望

を承る総合窓口として「京王お客さまセンター」を開
設しています。
お客さまや沿線住民の皆さまから、電話やメール、
お手紙によって寄せられた声を集約・一元化するこ
とにより、お客さまへのサービス向上や今後の事業
に活かしていきます。

お電話 042-357-6161 FAX 042-371-1469
受付時間9：00～19：00年中無休（年末年始を除く）

京王お客さまセンター

置石　
14件 

総件数　

17件 

その他　
2件 投石　

 1件 列車運行を妨害する行為には、線路への置石およ
び物の放置、列車への投石等があります。このような
行為は、列車往来危険、器物損壊罪などの犯罪行為
であり、安全を脅かすものです。当社では防犯カメラ
や赤外線センサーの設置のほか、最寄りの警察署と
連携して巡回を強化し、再発防止に努めています。

列車運行を妨害する行為

こども110番の駅
認定ステッカー
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京王グループ各社の
安全への取り組みについて報告します。

バスは高齢者から子どもまで身近な交通手段と
して利用されることが多いこともあり、京王電鉄バ
スグループおよび西東京バスグループでは、発車・
停車時の車内転倒事故や右左折時の交通事故な
ど、様々なリスクを排除・管理し、安全の確保に努
めています。

京王線沿線で主に事業を行う京王電鉄バスグル
ープは、2006年度に「運輸安全マネジメント」の取
り組みを開始し、安全管理規程の制定、事故件数
削減などの目標策定、安全に関する組織体制・指
揮命令系統の構築などを行うとともに、これらに関
する情報をホームページ※1で開示しています。
京王電鉄バスグループでは、安全運転、省エネ

運転を目的として、2007年度よりデジタルタコグラ
フ※2、ドライブレコーダー※3を段階的に導入してきま
したが、昨年度までに全車両へデジタルタコグラフ
の導入を完了いたしました。またドライブレコーダー
についても路線バス全車両に導入いたしました。こ
のほか、2006年度には関東の各民営バス会社に
先駆けて「運転訓練車」を導入しております。「運転
訓練車」は運転の様子を映像と音声で記録すると
ともに、アイマークレコーダー、安全確認装置、燃料
測定装置などにより、安全確認や省エネ運転をチェ
ックできる装置が備えられています。これらの機器は
乗務員への教育・研修に広く活用しております。

2009年度からは、バス停発車の際に乗務員の
操作を軽減させ、より運転に集中できる環境を整え
るために「バス停案内放送自動化装置」※4を段階
的に導入しているほか、左折時や進路変更時の事
故防止を目的として左折チャイムの導入を引き続き
進めるなど、さらなる輸送の安全性の向上に取り組
んでおります。
今後も現場レベルの取り組みと、運輸安全マネ

ジメントの仕組みを連動させ、PDCAサイクルを効
果的に回していくことで、より安全・快適な輸送手
段の実現に努めてまいります。

※1 http://www.keio-bus.com/outline/page09.htmlをご覧ください。

※2デジタルタコグラフ
速度とエンジン回転数を数値化し記録する装置です。

※3ドライブレコーダー
車内外に設置されたカメラとマイク（集音装置）により映像・音
声情報を記録・再現する装置です。

※4バス停案内放送自動化装置
バス停に停車しドア操作を行った後、任意の距離を走行すると、
自動で次バス停の案内が流れる装置です。

東京多摩西部を中心とした路線バス事業と都市
間高速バス、空港連絡バスなどを展開する西東京
バスでも2006年より「運輸安全マネジメント」の取
り組みを開始し、関連情報をホームページ※で開示
しています。

2009年度は、危険箇所へのカーブミラーの設置、
後退時ハザード点灯、路肩灯LED化、夜間点灯式
ロードコーンの設置、車内補助ミラーの設置、お客
さまへの啓発活動など、事故防止対策委員会の調
査・研究による事故傾向に対応した諸施策を推進
しました。また、全運転士を対象とした定期事故防
止研修など、様々な事故防止教育・訓練や収集し
たヒヤリハット情報の共有化を行いました。こうした
活動の効果があらわれ、運輸安全目標である「有責
事故件数対前年比10％以上削減」と「車内人身
事故件数対前年比20％以上削減」を達成すること
ができました。（有責事故件数対前年比▲21.5％、
車内人身事故件数対前年比▲34.8％）
車載機器類では、安全運転、省エネ運転に効果

のあるドライブレコーダーとデジタルタコグラフにつ
いて、2009年度は新たにドライブレコーダー78台、
デジタルタコグラフ36台を導入しました。さらに

●● ／

京王電鉄バスグループ

ドライブレコーダー

西東京バスグループ



さらに全社一丸となって取
り組む安全対策の一環とし
て、社長以下の役員が各営
業所を定期的にまわり、営業
所員や乗務員の代表と自由
に意見交換を行う「経営トッ
プ安全ミーティング」を毎月実
施しています。
今後も運輸安全マネジメン

トのさらなる推進に向けて、
安全対策について継続的な
改善を図っていきます。

京王運輸では、2008年12月に財団法人全日本
トラック協会の「安全性優良事業所」の認定を全
事業所が取得したことをきっかけに、安全運転の意
識を高める「運転者講習会」の充実を図ってきまし
た。参加できなかった運転者には、安全担当が各
事業所に出向いて「運転者講習会」を行うことで、
全員参加を促進しています。また、年2回の社内巡
回指導では、運転日報・点呼記録簿・整備記録
簿・その他帳簿関係の指導を安全担当が行い、そ
の結果を経営会議で報告しています。

2009年10月1日から11月30日までの期間、初
めての試みとして「模範運転推進運動」を実施しま
した。運転日報の評価点を基準に、デジタルタコグ
ラフを利用して運転者の評価を行うことで、安全運
転に対する意識の向上につなげました。今後はドラ
イブレコーダーの導入も視野に入れ、安全対策を
推進していきます。

2010年度は、ドライブレコーダー92台、デジタル
タコグラフ70台を導入する計画で、これによりドラ
イブレコーダー、デジタルタコグラフとも全車両の約
7割が導入済みとなります。
今後も運行管理者、運転士全員を対象とした

様々な教育・訓練を継続するとともに、個別添乗指
導の強化、交通・運転環境の自社努力による整備、
ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ等車載機器
類の活用、ヒヤリハット情報の収集・共有化などの
事故防止対策を推進し、運輸安全マネジメント態勢
をさらに充実させ、輸送の安全性の向上を目指して
いきます。

京王自動車では、従来から会社と労働組合が一
体となって事故撲滅に取り組んできました。2005
年には運転中の進行方向の動画を記録できるドラ
イブレコーダーを他社に先駆けて全車に設置しまし
た。これにより事故原因の分析やヒヤリハットの状
況を画像で確認・検証できるようになり、ドライブレ
コーダーの画像を利用した乗務員参加型の安全教
育を日々実施しています。
また2009年12月には、ドア開閉時の二輪車・
自転車との接触事故を防止するため、全車の左後
部ドアにLEDランプを装着しました。これはドアが
開いたときに点灯し、後続車にドアが開いているこ
とを知らせる装置です。
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京王自動車（タクシー・ハイヤー）

京王運輸（トラック）
※ http://www.nisitokyobus.co.jp/company/management.html
をご覧ください。

事故事例研究
の様子

視覚障害者
擬似体験
の様子

LEDランプを装着した左後部ドア

「模範運転推進運動」
のポスター
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