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産業交通水道委員会資料 

 

                平成３０年１月 

交 通 局 

 

「地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会」の第１回意見聴取内容等について 

 

 交通局では，地下鉄烏丸線開業当初から使用している９編成の列車について，将来的な

全駅への可動式ホーム柵設置に備えた自動列車運転装置搭載の新型車両の導入に着手し

たところであり，その外観，内装等のデザインについて幅広く御意見をいただくための「地

下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会」（以下「懇談会」という。）を今年度から

開催することとしております。 

この度，第１回懇談会を開催いたしましたので，その意見聴取内容等について，以下の

とおり御報告いたします。 

 

１ 日時・場所 

平成２９年１２月２１日（木）午後２時～午後４時 

交通局大会議室（ＳＡＮＳＡ（サンサ）右京３階） 
 

  ※ 懇談会は一般に公開して開催いたしました。当日の会議資料，摘録についてはホ

ームページで公表しております。 

 

２ 委員出席者 

別紙１参照 
 

３ 主な内容等 

⑴ 資料に基づく交通局からの説明 

交通局から，京都市営地下鉄の概要説明を行いました。（別紙２参照） 

 

⑵ 委員からの主な御意見（別紙３参照） 

第１回の懇談会であることから，テーマを限定せず様々な観点で御自由に地下鉄車

両への思いを御発言いただくこととし，各委員から，デザインコンセプト策定の参考

となる幅広い御意見を頂戴しました。 

いただいた主な御意見について項目別に取りまとめた要旨は次のとおりです。 
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ア デザイン全般について 

・ホーム柵があるので，外観はほとんど腰から上しか見えないが，我々利用者には

車両の中は見えるので車両の中が大事ではないか。 

・今まで良かった所を生かしつつ，どこを変えていくかという考えもあるのではな

いか。 

・ただの移動交通手段から都市の文化財としてみんなでつくる動きになると，とて

も嬉しい。 

・古民家再生ではないが車両の設計でリノベーションの考え方ができないか。 

イ 京都の伝統を活かす観点について 

・京都ならではの愛される車両としていきたい。 

・京都の鮮やかさを表現した車両であって欲しい。 

・伝統工芸の技術で作ったものを車両に取り付け，それを次の新造車両に残して継

続していく愛着の部分を作っていってはどうか。 

・車両のデザインはニュートラルにして，木彫のトーンをどこかにいれるとか，例

えば車両ごとに建築で使う釘隠しのようなものを用いてそれを車両ごとに変え

て，マークとして京都の伝統模様を入れてはどうか。 

ウ ユニバーサルデザインについて 

・ハンディキャップを抱えた人に向けた良い知恵，アイデアを最優先に考えるべき

である。 

・視覚・聴覚に障害のある方の移動に役に立つ技術を導入していきたい。 

エ その他 

・省資源化，省エネ化については，大切なコンセプトになる。 

・市民の皆さまに愛着を持ってもらうなど京都の顔を担って欲しい。 

・実際の車両に乗ってみると，広告やシールなどごたごたと目障りなものがたくさ

んある。美しくいい車両が出来てもそれがどう運用されていくかが重要。 

・人々が乗りたくなるような地下鉄にしたい。「京都，地下鉄に乗ってみよう」と

いわれるような車両が出来ると良い。 

・夢を語るとしたら，地上は京都，地下に入ったら別世界にしたい。宇宙だ，みた

いな，モダンな車両で別世界にしたいと思っている。 

・市民の貴重な税金も使う以上，コストパフォーマンスの良い車両にしたい。 

 

なお，各委員から提出要求のあった以下の資料は，次回懇談会においてお示しする予

定です。 

  ・烏丸線車両の駅停車時の外観写真（可動式ホーム柵の設置駅及び非設置駅） 

  ・車両部品の大まかな費用比率 

  ・最近の車両部品の写真（窓ガラス，扉，荷棚，手すり，照明等） 
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４ 傍聴者等 

５名の方が傍聴に来られました。うち，１名の方から，配付した自由記入用紙により

御意見をいただきました。（別紙４参照） 

また，報道機関２社が取材に来られました。 

 

５ 今後の予定 

  第２回懇談会は，平成３０年２月８日（木）午後２時から開催することとし，第１回

で各委員から頂戴した御意見を取りまとめた資料を基に，新型車両のデザインコンセプ

ト策定に向けた具体的な御意見を聴取いたします。  

  この第２回懇談会までの意見聴取を踏まえ，交通局で策定したデザインコンセプト案

について，平成３０年４月頃を目途に市民や御利用者の皆様から御意見を募集し，デザ

インコンセプトを策定する予定です。 

 

 

【添付資料】 

 別紙１：「地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会委員及び第１回出席者名簿」 

別紙２：「第１回地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会資料」 

別紙３：「第１回地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会摘録」 

別紙４：「傍聴者からいただいた御意見」 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１回懇談会当日の様子】 



別紙１ 

地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会委員 

及び第１回出席者名簿 

（敬称略） 

分 野 氏 名 役職・所属団体等 
第１回

出席者

デザイン 

森本
もりもと

 一成
かずなり 京都工芸繊維大学名誉教授 

（ユニバーサルデザイン） 
○ 

山本
やまもと

 建
けん

太郎
たろ う 京都工芸繊維大学名誉教授 

（工業デザイン） 
○ 

吉田
よし だ

 治
はる

英
ひで

京都精華大学デザイン学部講師， 

（株）ＧＫ京都顧問 

（商業デザイン・アニメコンテンツ） 

○ 

ものづくり 土肥
ど ひ

 秀則
ひでのり 土肥板金工業（株）代表取締役 

（京都機械金属中小企業青年連絡会代表幹事）
○ 

文 化 福井
ふく い

 洋子
ひろ こ

フリーランス（茶道関連の普及・啓発） ○ 

観 光 小嶌
こじ ま

 久美子
く み こ

フリーランス（観光等事業者支援） ○ 

子育て 中川
なかがわ

 真由
ま ゆ

（株）和える京都直営店ホストシスター ○ 

伝統産業 山中
やまなか

 源
げん

兵衛
べ え

錫工房「清課堂」七代目 ○ 

地下鉄事業者 宮腰
みやこし

 卓
たか

恭
やす 大阪市交通局 鉄道事業本部 車両部長 

（近年，新造車両を導入） 
○ 

御利用者 

北川
きたがわ

 ちひろ 公募委員 御欠席

藤見
ふじ み

 知
ち

愛子
え こ

公募委員 ○ 

※計１１名（男性６名，女性５名） 



別紙２

第１回地下鉄烏丸線車両の新造にかかる

デザイン懇談会資料



■京都市営地下鉄の概要

烏丸線

■営業キロ 13.7km

■駅数 15駅
■運転間隔（全線）ラッシュ時最短 3分30秒

昼間時 6分～7分30秒
東西線

■営業キロ 17.5km

■駅数 17駅
■運転間隔（全線）ラッシュ時最短 4分00秒

昼間時 7分30秒

■営業キロ 計 31.2km

■走行キロ数／日 9千8百㎞

■総建設費 約8,500億円
・S56.5 烏丸線(北大路－京都)開業

・S63.6 烏丸線(京都－竹田)延伸

・H2.10 烏丸線(北山－北大路)延伸

・H9.6  烏丸線(国際会館－北山)延伸

・H9.10 東西線(二条－醍醐)開業

・H16.11東西線(醍醐－六地蔵)延伸

・H20.1 東西線(太秦天神川－二条)延伸

太秦天神川

竹田

国際会館

近畿日本鉄道と相互直通運転を行っています。

１路線の現況等について

六地蔵

１
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（１）烏丸線車両

ア 現在の烏丸線車両の製造にあたっての考え方

（当時の車両パンフレットからの要約）

（ア）烏丸線車両（１・２次車両）【昭和５６年導入の９編成】

● 最新の技術を駆使して，安全で速く，しかも快適な乗り心地を目指す。

● 省資源・省力化も十分に考慮した構造とする。

（イ）烏丸線車両（３次以降車両）【昭和６３年以降導入の１１編成】

● １・２次車両の基本仕様を踏襲しつつ，車両の快適性の向上を図るべく

一部改良を加える。

● 近鉄京都線との相互直通運転に対応できる設備を備える。

運用開始年 編成数 備 考

１９８１年（昭和５６年） ９編成 １・２次車両

１９８８年（昭和６３年） ５編成 ３次車両

１９９０年（平成 ２年） １編成 ４次車両

１９９３年（平成 ５年） ２編成 ５次車両

１９９７年（平成 ９年） ３編成 ６次車両

計 ２０編成

（参考）烏丸線車両の運用開始年及び編成数

２車両の現況等について

烏丸線車両

今回更新対象の車両

東西線開業



１・２次車両

（昭和５６年導入の９編成）

３次以降車両

（昭和６３年以降導入の１１編成）

3

※ 車両全長（６両固定編成）

約１２０ｍ（１両約２０ｍ）

イ 烏丸線車両の外観

烏丸線車両
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※ １・２次車（９編成）は天井部，妻部の構造が異なります。

※ 乗降口の扉の数量は１両あたり８箇所（片側４箇所）

ウ 烏丸線車両の内装

烏丸線車両
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○車内案内表示器（烏丸線車両）○車椅子スペース（烏丸線車両）

◆設置状況

・１～５次車両（全２０編成のうち１７編成）は，

１編成あたり１箇所設置

・６次車両（全２０編成のうち３編成）は，１両あた
り１箇所（１編成あたり６箇所）設置

※平成２８年度に車椅子スペース全箇所にベビー
カーマークのステッカーを追加で掲出

◆設置状況

・６次車両（全２０編成のうち３編成）は，各車
両の出入口扉上部に千鳥配置（左右交互）で４
箇所設置（１編成あたり２４台）

烏丸線車両
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（２）東西線車両

ア 現在の東西線車両の製造にあたっての考え方【全１７編成】

（当時の車両パンフレットからの要約）

● ２１世紀の車両として新たな発想のもとに安全性，快適性を基本に，

各装置や機器は，最新技術を駆使した車両とする。

● デザイン面では，車両の顔である先頭部の形は，スピード感を強調

すると共に，親しみやすさ，優しさを表現する。

● 色彩は，京都の伝統やわび，さびを表現するとともに，暖色系の

「朱色」をメインカラー帯として車体に配し，「紫色」をサブカ

ラーとして 配色する。

● 室内は，明るさや居住性を考え，天井や壁面は白色系統を採用し，

シートは車体のサブカラーである紫色とし，床面は落ち着いた色彩

のツートンカラーとする。

（参考）東西線車両の運用開始年及び編成数

運用開始年 編成数 備 考

１９９７年（平成 ９年） １４編成 １次車両

２００４年（平成１６年） ３編成 ２次車両

計 １７編成

東西線車両
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※ 車両全長（６両固定編成）

約９６ｍ（１両約１６ｍ）

イ 東西線車両の外観【全１７編成】

ウ 東西線車両の内装【全１７編成】

※乗降口の扉の数量は１両あたり

６箇所（片側３箇所）

東西線車両
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○車内案内表示器（東西線車両）○車椅子スペース（東西線車両）

東西線車両

◆設置状況

・全編成１両あたり１箇所（１編成あたり６箇所）
設置

※平成２８年度に車椅子スペース全箇所にベビー
カーマークのステッカーを追加で掲出

◆設置状況

・全編成の各車両の出入口扉上部に千鳥配置（左右
交互）で３箇所設置（１編成あたり１８台）
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○内容

・客室内座席の端部の袖仕切り部に縦手すりを増設

○対象車両

・烏丸線車両（１・２次車両）計９編成

○施工時期

・昭和６３年

○客室の縦手すりの増設（烏丸線車両）

○主な充実内容

・設備更新の機会を捉え，車内案内表示器の画面をフルカ
ラーの液晶方式とし，見やすく４箇国語表示が可能な機
器に改修等を行っている。

○対象車両

・烏丸線車両（３～６次車両）

計１１編成（うち３～５次車両の８編成は新設）

・東西線車両 全１７編成

○施工期間（予定）

・平成２９年度～平成３２年度

○車内案内表示器の改修等（烏丸線車両，東西線車両）

（３）これまでの主な車内設備充実の取組み

縦手すり

烏丸線車両 東西線車両
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○優先座席エリアのリニューアル（烏丸線車両 ，東西線車両）

○主なリニューアル内容

・床貼りシートの設置

優先座席のあるエリアの車内床面に，「優先座席エ
リア」であることを４箇国語（日・英・中・韓）で

表記したオレンジ色のシートを設置

・吊手の色と高さの変更

吊手の色を床貼りシートの色と同じオレンジ色に変
更するとともに，妊婦の方や高齢者に配慮したつか
まりやすい高さに引き下げ

○対象車両

・烏丸線車両 全２０編成

・東西線車両 全１７編成

○施工期間（予定）

・平成２９年１０月～平成３０年３月

烏丸線車両 東西線車両
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近鉄３２００系

近鉄３２２０系

（４）相互直通運転で烏丸線に乗り入れている近畿日本鉄道の車両の外観（参考）

近鉄車両
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第１回地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会摘録 

 

１ 日 時 

  平成２９年１２月２１日（木）午後２時００分～午後４時００分 

 

２ 場 所 

  ＳＡＮＳＡ（サンサ）右京３階 大会議室 

 

３ 出席者（五十音順，敬称略） 

 (1) 委員（１０名） 

   小嶌 久美子 （フリーランス（観光等事業者支援）） 

   土肥 秀則  （土肥板金工業（株）代表取締役） 

   中川 真由  （（株）和える京都直営店ホストシスター） 

   福井 洋子  （フリーランス（茶道関連の普及・啓発）） 

   藤見 知愛子 （公募委員） 

   宮腰 卓恭  （大阪市交通局鉄道事業本部車両部長） 

   森本 一成  （京都工芸繊維大学名誉教授） 

   山中 源兵衛 （錫工房清課堂七代目） 

  ○山本 建太郎 （京都工芸繊維大学名誉教授） 

  ◎吉田 治英  （京都精華大学デザイン学部講師，（株）GK京都顧問） 

《◎座長，○副座長》 

 

※急用のため御欠席（１名） 

   北川 ちひろ （公募委員） 

 

(2) 京都市 

   京都市公営企業管理者交通局長， 

   高速鉄道部長，高速鉄道部担当部長 

   高速車両課長 

   事務局（高速鉄道部営業課，高速車両課） 

 

４ 次 第 

⑴ 開会 

  ア 京都市公営企業管理者交通局長の挨拶 

  イ 資料確認 

別紙３ 
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  ウ 委員，出席者の紹介 

  エ 今後のスケジュール（予定）の説明 

  オ 座長・副座長指名 

 ⑵ 意見聴取等 

ア 京都市営地下鉄の概要説明 

イ 意見聴取 

「地下鉄烏丸線新型車両のデザイン制作の指標となるデザインコンセプ

トについて」 

⑶ 閉会 

 

５ 意見聴取等内容 

  （事務局から資料説明） 

○座長 

鉄道車両は，話題の特急列車で運賃１００万という電車から，ＬＲＴといった

昔でいう路面電車まで，幅がある。今回議論する車両は，観光という観点もある

が，日常の足としての通勤電車であり，お金をかけた車両とはちょっと違うとい

う点は理解して頂きたい。説明のあった資料をみて面白いなと思うのは，３６年

間の変遷であり，最初の烏丸線の車両と比較して１６年後の東西線はモダンで

新しい車両に見える。１６年スパンだと大きく変わる。また，実際には，ホーム

ドアがあるので，外観はほとんど腰から上しか見えないが，我々利用者には車両

の中は見えるので車両の中が大事かなと思う。 

 

○委員 

良いデザインには色，形だけではなく，使い勝手，快適性，安全性といったも

のが備わっている。性能的なことであるが烏丸線の１次，２次車両の導入時のコ

ンセププトをみると最新の技術を駆使して安全で早く快適な乗り心地を目指し

ている。省資源化，省エネ化とあるが，今後も大切なコンセプトになると思う。

デザイン以外の部分になるが，新造に当たっての技術的な構想や予定はあるの

か。 

 

●事務局 

検討途中であるが，最近ではＶＶＶＦの車両で省エネ化も図っている。車両の

軽量化も当時から考えていたが，特に省エネ性能の高い車両にしていきたい。足

回りに関してもより良く快適にしていきたい。 
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○座長 

これからデザインコンセプトについて考えていくことになるが，まずデザイ

ンとは何かを考えることが大切だと考えている。製品デザインなのでコストと

規格を守っていきたい。形そのものだけでなく，技術的な新規性も考慮した上で

デザインという言葉を使っていきたい。いろいろな京都論でも歴史的だけでな

く新しい事をやったのが京都というのが必ず出てくる。そのあたりのバランス

をどのようにしていくか委員の方のご意見を聞きたい。次にコストもあるので，

我々としてどこを大事にしていくか，重点についてみんなで前向きに議論して

いきたい。最後に，カタチに関して，いろいろな資料もみながら方向を決められ

ればいい。 

１．今後の車両のあり方，方向性，２．形のイメージ，３．いろいろな要素の

中でどこに重点を置くか，私はこれらをデザインコンセプトと捉えている。 

 

○委員 

車内では，みんなスマホをいじっていてデザインを気にしていない。せっかく

やるのであれば，ちょっと目を引くような車両内装のデザインにしたい。座り方

では特急の様に椅子が区切られていないので，詰めて座らずに座席の使い方が

贅沢だと感じた。東西線は車両外観がほとんど見えない。内装の方になにかしら

やっていけたらと思う。 

 

○委員 

普段は烏丸線を利用しているが，今の感想は，ベースの緑シートとかは快適に

感じている。京都らしいと思う。今回デザインを変える際に，今まで良かった所

を生かしつつ，どこを変えていくかという考えもあるのかなと思っている。壁が

白いというのは少し冷たい感じがするが，地下をずっと走っていると，暗い色だ

と気持ちが暗くなる。その辺を考えて室内を作っているのかなと感じた。 

ただ，殺風景でなにかポイントがあるとよいという気持ちはある。シートに柄

を入れるといったことではなく，毎日使う人が多いからあまり意識に上がる様

な事をするよりも出来るだけナチュラルというかニュートラル且つ，快適にと

感じている。お茶の世界でも古い伝統のものを今にどううつすかという議論が

あるが，いきなり突拍子もない道具に変えたりすると齟齬が出てくる。変えると

したら新しいものに古いものを，ちょっともってくるとか，どこで変えるかを大

切にしなければと思う。車両のデザインはニュートラルにして，木彫のトーンを

どこかにいれるとか，例えば車両ごとに建築で使う釘隠しのようなものを用い

てそれを車両ごとに変えて，マークとして京都の伝統模様を入れてみるとか。今
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日はこの車両に乗っているのかと思えると良いと思う。 

 

○委員 

私どもと関西大手民鉄さんの比較についてアンケート調査を行ったところ，

全体的満足度は，阪急電車，京阪電車に次いで３位であったが，特徴的なスコア

では，利便性１位だが，愛着，親しみやすさ，快適さでは関西では下位であった。

色のイメージではシルバー，灰色という結果であり，通勤・通学でご利用の方が

多いので嫌なところに連れて行かれる乗り物，どうしても好きになれないとの

コメントもあった。地下鉄のもつイメージを払拭していきたいと取り組んでい

るが，なかなか難しい。鉄道車両は都市の顔の一部になると考えている。烏丸線

は京都を代表する顔の一部であると思う。京都に来ていただいた方々に乗られ

た車両を覚えていただいくとともに，市民の皆さまに愛着を持ってもらうなど

京都の顔を担って欲しいと思う。 

 

○委員 

説明資料の旧車両の内部。非常にシンプルで，機能的で清潔感がある，美しい

車両だなと感心した。一方で実際の車両に乗ってみると，広告やシールなどごた

ごたと目障りなものがたくさんある。美しくいい車両が出来てもそれがどう運

用されていくかが重要。デザインの次にあるものも交通局の方に考えて頂けた

らというのが私の思い。一方，優先座席，車椅子スペースなどは，乗客の方にア

ピールするいい術がなく，やむなくステッカーを貼ったのかなとも思う。これか

ら車両のデザインを考慮していくに当たっては，車椅子などのハンディキャッ

プを抱えた人に向けた良い知恵，アイデアを最優先に考えていければと思う。 

 

○委員 

ユニバーサルデザインの観点で言えば，弱視や色覚多様性の方はドア，床，腰

掛けの区別がつかない。たとえば，京都ライトハウスにいくと廊下に居室のドア

や階段の場所がわかるように色分けされている。明暗をつけているだけである

が，そういった工夫が車両でもできるのではと思っている。ユニバーサルデザイ

ンは誰のためのデザインかということで，現行車両は新幹線も大阪の車両も車

椅子でご利用の方が団体で乗ることが想定されていない。難しいということは

承知しているが車椅子の方が同じ場所に複数人乗車できるスペースが確保でき

ないか考えてゆきたい。説明資料にある行き先表示の赤い文字だが，黒背景に赤

の文字は１型色覚の方には判別が困難である。光っているから弱視や色覚多様

性の方は輝度差で認識するのでまだよかったかとは思う。聴覚に障害のある方
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は車内アナウンスを取得するのは困難なので，デジタルデータにして情報伝達

できないかと思っている。こういった視覚・聴覚に障害のある方の移動に役に立

つ技術を導入していければと思っている。 

 

○委員 

「そうだ京都へいこう」のキャンペーンがたくさんの観光客を京都に連れて

きてくれた。人々が乗りたくなるような地下鉄にしたい。「京都，地下鉄に乗っ

てみよう」といわれるような車両が出来ると良い。最近は人々の移動が様変わり

して，大きなスーツケースを持った方，リュックサックを背負っている人たち，

キャスターつきキャリーバックを利用する人が増えてきている。その結果一人

当たりのスペースが大きく必要となっていて，物理的にもビジュアル的にも出

来るだけ広い空間と安全，快適な工夫が必要。車両というハード面だけでなくて

マナーや中吊り広告などソフトの改善も必要かなと思っている。広告がなけれ

ばもっと広い空間ができるのにと思う。網棚も誰一人使っていないが，網棚が無

ければ収入面でも大事なファクターである広告をもう少し工夫ができないだろ

うかと考えている。 

 

○委員  

せっかく京都を走る車両なので，京都の伝統を感じさせる要素をいれて地下

鉄の車両デザインに出来ればと思っている。若い立場で地下鉄をただの移動手

段と考えるのではなく，なるべく若い世代に愛されるような，乗りたくなるよう

なデザイン作りに貢献したい。理想の状態としては，車両が出来上がった時に若

者，子育て世代，外からきた人の乗車率を上げられるような，みんなに愛される

デザインを目指せればと思っている。現実的にはコストと空間の使い方がある

と思うが，一番は京都ならではの愛される車両としていきたい。今までは移動手

段としてしか捉えていなかったが，そこを変えるようなイメージや要素をいれ

ていきたい。 

 

○委員 

希望としては京都の鮮やかさを表現した車両であって欲しいと思っている。

京都の強みは伝統工芸だと思っている。観光客はなかなか触れる機会がない。安

易に神社・お寺やレンタル着物に流れてしまっているが，交通機関や見せ方で京

都の西陣織を見に行くようにしたいし，車両が交流を促進する媒体であって欲

しいと思っている。要望は大きく２点ある。一つ目はドアの横の広告をプロジェ

クターのスクリーンにして映像を映し出す仕組みにしてはどうかと思っている。



-6- 

それによって広告を映し出したり電車が太秦天神川に到着する前に太秦天神川

の景色を映し出したり，車両の中の広告の工夫しがいがあるのではないか。広告

収入においても，広告の紙の取り換えの人件費削減になり，３箇月といった期間

売りではなくて切り売りができるようになる。それにより車内を華やかにする，

目的地によって車両の雰囲気を変えることができるのではないか。また，SNS

発信にもつながるかなと思っている。京都に初めて来た人などは自分がどこに

いるかわからないが，スクリーンによってわかるようになり，その時降りなくて

もそこに映し出されていることによって今度は出かけてみたくなる，ここに降

りてみようという気分になる。観光の選択，ちょっと立ち寄りのきっかけ作りに

なると思っている。 

２点目はユニバーサルデザイン。車両の内装の形について，掃除しやすい，手

を貸しやすい，優しい気分になりやすい，治安がいい，そういった気分になれる

デザインにできるのではと思う。車両とホームの隙間が自動的に埋まってベビ

ーカーを乗せやすくする，車内が汚されても駅員が来るまでに，みんなで手を貸

して片付けられるような簡単な掃除道具がある，など。優先座席のところは小学

生がつかまりやすく，つり革が伸びるような仕組みがあると優しい気持ちにな

る。網棚を傾けて柵がついていてものが落ちないようにする仕組み，行き先を間

違えないように，車両外側の色が変わるといったような仕組みはどうか。みんな

座りたい，でもみんな立ちたくなるような電車はできないか。 

 

○委員 

地下鉄は都市の顔である。東京で地下鉄に乗った後，京都市地下鉄にのると古

いアルミの窓枠が汚く感じる。海外の方は京都のイメージを悪く捉えてしまう

のではないか。４０年間もつデザインとして新しさはどこにつくるか，インテリ

ア，外観ともに考えて大切にしていかないといけない。地下鉄のデザインにも流

行があり，世の中のプロダクトデザインにも流行がある，そのベクトル，要素を

持っていると新しいと感じる。世界的レベルでの今の車両はどうなっているか，

その流行の中での，新しさをどこに作っていけるかを考えていきたい。地下鉄は

都市の顔や心象風景というのもあるが，京都だから町衆が作っていった文化財

みたいな存在になれば，ただの移動交通手段から都市の文化財としてみんなで

つくる動きになるととっても嬉しいなとは思う。網棚については，京都の地下鉄

ではどれだけ利用されているのかと見てみたが，本当に使っていない。あんなに

立派な材料を使って設置する必要があるのか確かめる必要がある。デジタルサ

イネージも導入できるか大幅に検討したい。広告，サイン告知，京都の地下鉄駅

周辺の紹介，これらをバイリンガルでできないかなと思っている。 
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○座長 

夢を語るとしたら，地上は京都，地下に入ったら別世界にしたい。宇宙だ，み

たいな，モダンな車両で別世界にしたいと思っている。議論がずれるが駅舎，ホ

ーム，アプローチ含めて超近代的な地下にして地上の１２００年の京都とはち

がう京都にしたい。ただ，ビジネスといったいろんな意味では当然，京都の伝統

産業とかをやれたらいいなと思う。地上の京都らしさとは違う京都らしさを地

下ではみせていいと思う。いつも思うのは南禅寺の水楼閣，あれは，今でいえば

清水寺の境内にコンクリート打ちっぱなしの高速道路を作る様なもの。だけど

１２０年たったら今や観光地，時間というものは全部解決してくれると思う。私

個人的にはそういった新しいものの見せ方があってもよいと思う。 

 

整理すると，各委員のキーワードとして， 

「外観より内装」，「いいところはちゃんと引き継いで」，「各車両に変化を持たせ

た釘隠し」，「愛着度」，「広告の運用の問題」，「車椅子の台数」，「音声を情報とし

てできれば」，「乗りたくなる車両」，「デジタルサイネージなど広告の話」，「もっ

と伝統を取り込んでいいのでは」，「京都の鮮やかさを取り込めないか，鮮やかさ

はクオリティーではないか」，「町衆がつくる」，「別世界」など 

 

全体のキーワードとして， 

「エクステリアとインテリア，京都の伝統産業・地産地消をどう考えるか，その

あたりが鮮やかさにも繋がるし，クオリティーにもつながる，結果的に愛着につ

ながるのではないか」 

 

さて，残りの時間での今日上がった二つのテーマ 

１）京都の伝産をどうするか，２）広告 

に関して話したい。参考として市バスの広告付き上屋のバス停がある。上手く運

用しているなと思うのは広告デザインのガイドラインがある点。まず個割りを

しない。ある程度綺麗なデザインかをチェックしている。コントロールされてい

る。そういった視点で地下鉄をみると行政の宣伝があまり良くない。 

 

○委員 

京都には機青連，試作ネットと言うものづくり団体があり，板金から機械加工，

樹脂，表面処理，技術について優れている。一品物，釘隠しにつかうのも良い。 
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○委員 

伝統産業は３００年を想定しているが，地下鉄は３０年しかもたないのか。 

３０年で廃棄してしまうものに伝統の物を使う意味はあるのか。２００年もつ

地下鉄を作るというなら別だと思うが。南禅寺の水楼閣の話でも，当時の方が 

１００年，２００年を見越して煉瓦で作ったからこそ残っている。素材の選択を

含めて伝産的なものをそもそも使うか非常に大きな課題かなと思った。 

 

○座長 

現代的なものは買った時が一番よくそこからどんどん劣化していく。逆に使

い込めば使い込むほど上がっていくもの下がっていくものがある。４０年でな

く，１００年もつ車両で考えてはどうか。 

 

●事務局 

４０年もつことを想定していては４０年後にみすぼらしいものになってしま

う。１００年もつ品物じゃないと４０年後に乗る価値がないかと思う。 

 

○委員 

古民家再生ではないが車両の設計でリノベーションの考え方ができないか。 

今後リニューアルできる車両，捨てていませんと言える車両，もたせていく設計

の思想ができないか。リノベーションできる車両を今，構想してつくる。リノベ

ーションしながら１００年もたせていく車両を作る。 

 

●事務局 

リノベーションでいえば，長持ちをさせるという考え方としてはありえる。た

だ，４０年もたせようとするとネジなどは供給されない，古くなって今に合って

いないなどの問題があり何らかの対応がいるが，考え方としてはあり得る。京都

らしさ，始末の心とか，物を大切にするというコンセプトの中で，今後作る車両

については，長持ちする日本の工芸品を，次の新しい車両に使っていくというの

はあり得るのかなとも思う。物を大切にしながらお客様を運ぶという心が京都

市交通局・京都市民にはあるという打ち出し方もできるかなと思う。 

 

○委員 

今の議論は今京都市が一生懸命されている DO YOU KYOTOの考え方につな

がる。今のプロジェクトもそういった事を考えていければ京都市のやっている

こととも繋がっていく。 
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○座長 

基本設計，省エネがどれだけ進歩しているかの参考事例として，京都駅ビルは，

２０年経って設備更新されており Co2 が大幅に削減されている。車両に置き換

えると外観は同じだが，シャーシーから下がよくなって性能が全く今の車両に

追いつくといったイメージになっている。 

 

○委員 

大がかりなリノベーションでなくても，車両ごとに違う例えば釘隠しみたい

な物を伝統工芸の技術で作り各車両にあったとする，それに対してそれを利用

している方がとても愛着を持ち，４０年たって新しくする時にそれを取って次

の新造車両につける，残していくような事でしょうか。残して継続していく愛着

の部分を今回付加的になるかもしれないがあえて作っていく。愛着の継続性，あ

えてプラスアルファで合理的ではないといわれてしまうかもしれないが，一つ

の心豊かさ，心象風景，記憶を持続させていくような機能をあえて付加していく

ことを考えていきたいと思っている。 

 

○委員 

釘隠しは古めかしいイメージを持たれたかもしれないので，私がイメージし

たのは例えば，幼稚だがリスさんとかクマさんとか，縁起担ぎで風神雷神といっ

た伝統的なモチーフでもよい。楽しいものになればいい。数多く入れる必要はな

く車両と車両のつなぎの部分の二か所のドアぐらいでいいのかなとも思ってい

る。親御連れでその日のマークを楽しんだり，疲れたサラリーマンが「今日は風

神だ」と縁起を担いでくれるような気分転換のポイントになればと思う。 

 

○委員 

目を楽しませる要素があるとよい。次にくる編成はクマさんなど，こういう編

成ですというアナウンスをするとよいかも。 

 

○座長 

市長が着物の裏をめくって風神雷神を見せる。じゃあシートの裏に入れよう

とか。ドイツであっちこっちに小人の像が置いてある，例えばそういうちょっと

した遊び心のアイデアも面白いアイデアだと思う。 

 

○委員 

愛着をもってもらうところで，みんなで育てていくというパートが一つでも
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要素としてあったら良いなと思う。デジタルサイネージの枠だけ木を採用して

いくというのはどうか。ちょっとぬくもりを感じるというか，時間がたって変化

を感じるというのも，日本や伝統文化を感じる車両というので大事かと思う。ま

た職人さんに作ってもらうだけではなくて，伝統を感じるところはデジタルを

使っても伝えられる。新しい素材でも経年変化で味が出てくる素材をつかう。古

くなったではなく味が出てきたな，私らが育てたんだと思えるようにしたい。 

 

○委員 

全然話は違うが窓が四角である必要はあるのかと思った。四角だと掃除がし

にくいので丸にしてしまうとかはどうか。ふすまにする，障子にするのはありな

のかなと思った。 

 

○座長 

今日は一回目なので，話題を拡散させて，様々なテーマが沢山でたかなと思う。

次回は整理させていただいてテーマを絞って，デザインコンセプトに結び付く

ようにしていきたいと思う。 

 

○委員 

追加で一つ言いたい。ホームと電車の関係について，ホームドアがどういった

デザインになるかを想定しながら車両をデザインしていきたい。車両がホーム

に侵入してきたのをホームの人達に知らせる，ホームからの視点でウインカー

というか警告灯の役割でデザインすると新しい可能性があるのではと思ってい

る。検討項目としては残して頂きたい。 

 

○座長 

入線の時の旅客の視点で写真を撮ってほしい。柵がある場合，ない場合の両方

の写真が欲しい。（資料要求） 

 

○委員 

何にどの程度お金がかかるのかが気になる。市民の貴重な税金も使う以上，コ

ストパフォーマンスの良い車両にしたいので，分かる範囲でかまわないのでコ

ストの配分などを知りたい。（資料要求） 
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○座長 

次回に，最近の車両の吊革，荷棚等など，エレメント，要素一覧の資料を用意

して欲しい。（資料要求） 

 

●事務局 

部品のコストは，一括発注かつ特注品なので個別に細かく出すのは非常に難

しい。どのようなことがお示しできるか検討して，とりまとめて提出させていた

だきたい。写真，各要素の資料はお示ししたい。 

 

○座長 

最後，あんな情報が知りたいという要望があれば後でメールを頂きたい。 

 

●事務局 

第２回懇談会は２月に予定。次回はデザインコンセプトの素案について考え

ていただければと思う。 



 第１回「地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会」傍聴者５名のうち，１名

の方から御意見をいただきました。内容は以下のとおりです（原文のまま全文を引用し

ています）。

・「京都」ということで，やはり「伝統」を意識した意見が多かったのが印象的，ただ各

委員の方の職業等によりその見せかたは様々と感じました。

・一般人感覚として，少し斬新と感じたのは，座るのではなく「立ちたくなる様な電車」

という意見，いいアイデアが出るのが楽しみです。

・３０～４０年しか使わないものに伝統を？という意見も印象的でしたが，伝統にこだ

わらず座長の言う地上は伝統の世界，地下は超近代的な世界といった意見も自分の中

では符合しました。文化都市の地下には超近代的な電車が走っているのも面白いです

ね。

別紙４ 

傍聴者からいただいた御意見


