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産業交通水道委員会資料 

平成３０年５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」の開催内容及び 

地下鉄烏丸線新型車両のデザインコンセプト（案）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，局内で基本設計を進めているところです。 
新型車両の仕様のうち，車内空間をはじめとする外観，内装のデザインについ

ては，幅広く御意見をいただきながら検討を進めることとしており，「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。）」を平成 
２９年１２月及び平成３０年２月に開催いたしました。 
この度，２回の懇談会で頂戴した御意見を基に，新型車両のデザインを制作す

る上での指標となる「地下鉄烏丸線新型車両のデザインコンセプト（案）」を策

定いたしましたので，これまでに開催した懇談会の開催内容等と併せて御報告

いたします。 
 

１ 懇談会の委員構成及び第１回懇談会の開催内容 

  別紙１参照 
 
２ 第２回懇談会の開催内容 

（１）日時・場所 

   平成３０年２月８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） 

（２）委員出席者 

   全委員に御出席いただきました。 
（３）主な内容等 

  ア 資料に基づく交通局からの説明（別紙２参照） 
交通局から，第１回懇談会において各委員から要求いただいた資料及

び同懇談会で頂戴した御意見とデザインコンセプト素案の説明を行いま

した。 

  イ 委員からの主な御意見（詳細は別紙３参照） 
 第２回の懇談会は，第１回で各委員からいただいた，デザインコンセ

プト策定の参考となる幅広い御意見について観点を絞り込み，デザイン

コンセプトの素案をお示しし，更に議論を深めました。 

 いただいた主な御意見について観点別に取りまとめた要旨は次のとお

りです。 
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（ア）「京都ならでは，の地下鉄に」の観点について 

① 伝統産業はコストがかかるというイメージがあるが，西陣織の

新素材開発で，電車の座席シートを模索しているという新聞記事

を見た。京都らしさ，の具体的な参考になるのではないか。 
② 陶芸も選択肢かと思う。車両番号などを陶芸で作ってはどうか。 
③ 一つの候補として京都の象嵌（ぞうがん）はどうか。木彫（も

くちょう）を使い，長年使われるであろう列車と共に時間の経過，

変化を語るというのも京都らしい。 
④ 京都らしさだけではなく，日本らしさとして吉祥文様などを取

り入れるのはできるのではないか。 
（イ）「一味違う，地下鉄に」の観点について 

① 照明が暗いと安心安全という意味では問題があるかと思うが，

飛行機は間接照明であり魅力がある。 
② あざやかさの方に持っていくなら，十二単の伝統色を意識する

のも一つの方法論として考えられる。 
③ 京都では，「かっこ良い」よりも保守的で「ちょっとダサい」方

が飽きにくいところがある。いわゆる「ダサかっこ良い」方が愛

着が湧き，京都らしさにも繋がるのかなと思う。 
④ 素材について今時の素材であるカーボンを使って，「伝統的な，

古い素材だけ使われているわけではないのだな」となれば良い。 
⑤ 乗っているときに一番あざやかさを感じるのは，光や色ではな

いか。 
⑥ 座席の話として，ワンポイントで刺繍があると楽しいし，あざ

やかだと思う。 
⑦ あざやかさを感じるコミュニケーションを生み出すために，椅

子の縦の手すりを動かせられるようにしたらどうか。 
（ウ）「乗りたくなる，愛着が持てる地下鉄に」の観点について 

① 車両によって模様を変えて車両で差を出すと良いかもしれない。 
② 小学校の古い校舎の階段等に真鍮（しんちゅう）が貼ってある

が，古くても良い印象であり，適度に錆び，変わっていく素材だ

からこそ愛着がある。 
③ 今の物は買った時が一番良くて，どんどん劣化していくしかな

い。だが，良いものは時間と共にどんどん味が出ると言われる。 
④ 大阪市交通局（現大阪市高速電気軌道株式会社）の御堂筋線の

新造車両は，３～４年前から内装を一新し，床を石畳の歩道にイ

チョウの枯葉が落ちているようなデザイン柄に変更したり，時間

帯で色が変わる照明を採用している。また，ニュートラムでは，

４両編成のうち，内装を２両ずつ違う色の車両も導入している。 
⑤ 照明の色を朝，昼，夕方で変えるというのには興味がある。私

が愛着を感じるときは，自分のためにここまでやってくれたのだ

な，というときである。 
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⑥ デザインの力で，自然と好きな車両に誘導されるような，そう

いったものが一車両だけあっても良い。 

⑦ 同じ車両の中で，一般席エリアは暗く，優先席エリアは明るく

という風に，車両の中に変化があっても良いと思う。 

（エ）「ユニバーサルデザインチャレンジを地下鉄に」の観点について 

① 高齢者の方の立ち座りの負担軽減の問題がある。立ち座り動作

がしやすい座席の例では，浅く腰掛けるようになっている。また，

座席が高いので，下に荷物を置くことができる。 

② 座席の高さが高いと立ち座りはしやすいが，乗り心地も考えて

選択しなければならない。誰を対象に，どうするかは重要な問題

かと思う。 
③ ユニバーサルデザインについて，京都が全国に先駆けて具現化

した所を見せて頂きたい。芯に置いた事業となれば嬉しい。 

④ 今回，京都市保健福祉局のみやこユニバーサルデザイン推進係

にお願いして，連絡の取れた障害者団体等にてヒアリングを行っ

たので，紹介させていただく。 

 ・ホームと車両の段差があるので解消して欲しい。 

 ・ドアの出入口を認知しやすくして欲しい。 

 ・ドアの位置や開閉状態が分かるようにして欲しい。 

 ・小学生を引率しているが，手すりがドア付近にしかないので危 

  険。 

 ・両側のドアの中間にお子様が立つと，掴まるところがなく不安 

定である。 

 ・現在，７人掛けに６人しか座っていない。優先席で声掛けしよ 

うにも，内部疾患の方かもしれないので判断が難しい。 

 ・隣の人との接触は結構ナーバスになるケースがあるので，近鉄 

車両のように，一部だけでもきっちり仕切りがあり，回避する 

方法を採って欲しい。 

 ・優先座席の位置をわかりやすくして欲しい。 
 ・優先座席の名称を変更できないか。 

 ・車椅子利用者にも快適空間にできないか。 

 ・観光客のキャリーバッグが通路を占領しているので改善して欲 

しい。 

 ・補聴器を装着していても車内アナウンスは認知しにくい。 

 ・視覚に障害のある方への配慮のアナウンスだけでなく，他の障 
害のある方へのアナウンスもして欲しい。 

 ・アナウンスがかぶらないようにして欲しい。 

 ・車内アナウンスの音量調整をして欲しい。 

 ・カーブでのアナウンスは聞き辛い。 
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 ・案内表示の画面は識別しやすいようにして欲しい。 

 ・ドア上の表示が片方だけだと認識しにくいので，両側に表示が 

欲しい。 

 ・京都駅，四条駅，烏丸御池駅に加えて，ホーム柵を増やして欲 

しい。 

（オ）その他 

① 座席の下にスーツケースを置けるくらいの高さがあった方が良

いのでは。荷物が置けるなら荷棚を付けなくてもよくなると思う。 

② 一車両だけ，宣伝を思い切り考慮（広告も含めてデザインする

など）したデザインの車両を作って欲しい。 

③ 全体のデザインで，京都らしいまとめ方があると思う。違う要

素を，派手に大げさにまとめて表現する方法ではなく，全体を上

品に奥ゆかしくまとめていく方法，これが京都らしい，京都流で

はないかと思う。 

④ 座席下に空間があると床が広く見えると思う。 

⑤ 小型プロジェクターのようなものでも良いので，地上を走るバ

スに負けないように，地下鉄も今ここを走っていて，地上はこう

いう景色だよ，と映し出して欲しい。 

⑥ 他府県の方や外国人の方には，なかなか路線が分かりづらいの

で，あらゆるものをカラー化して，グリーンライン，オレンジラ

インのようなニックネームをつけたらどうか。 

⑦ 座席上に「ここは喋りかけても良い席」のような表示があると，

気軽に喋りかけられるかもしれない。 

 
（４）傍聴者等 

   ６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，報道機関の取材はございませんでした。 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
【第２回懇談会当日の様子】 
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３ 地下鉄烏丸線新型車両のデザインコンセプト（案）（別紙５参照） 

  様々な観点で自由に御発言いただいた第１回懇談会と，デザインコンセプ

ト素案に掲げた５つの観点について議論を深めていただいた第２回懇談会で

頂戴した御意見を踏まえ，交通局において，新型車両のデザインを制作する

上での指標となる「地下鉄烏丸線新型車両のデザインコンセプト（案）」を策

定しました。 

  本日の委員会での御意見を踏まえたうえで，今後，６月には市民や御利用者

から御意見を募集し，７月頃にはデザインコンセプトの最終案を本委員会に

御報告させていただいた後，デザインコンセプトを決定する予定です。 

 
４ 今後の予定 

 平成３０年６月 ・地下鉄烏丸線新型車両のデザインコンセプト（案） 

          についての市民及び御利用者の御意見の募集 

７月頃 ・デザインコンセプト最終案の 

産業交通水道委員会報告 

           ・デザインコンセプトの決定 

・第３回懇談会の開催 

（内装デザインについての御意見聴取） 

９月頃   ・第４回懇談会の開催 

（外観デザインについての御意見聴取） 

     年度内 ・局内におけるデザイン（案）検討 

・複数のデザイン（案）の産業交通水道委員会報告 

           ・複数のデザイン（案）から市民及び御利用者の投票 

により最終デザインを決定 

 

 

 
【添付資料】 

別紙１：懇談会の委員構成及び懇談会の開催内容 
別紙２：第２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 

 （２-１）委員要求資料 

 （２-２）第１回デザイン懇談会で頂戴した御意見とデザインコンセプト素案 

別紙３：第２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 

別紙５：地下鉄烏丸線新型車両のデザインコンセプト（案） 
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懇談会の委員構成及び懇談会の開催内容 

 

１ 委員構成 

年齢・性別等を問わず地下鉄を御利用の皆様に愛され親しまれるデザインとする

ため，幅広い世代から，デザインの専門家３名，ものづくり，文化，観光，子育て，

伝統産業といった様々な分野で京都を中心に精力的に活動されている方々５名のほ

か，近年，新造車両を導入された地下鉄事業者から１名及び公募委員２名の，合計

１１名で構成しております。 

 

（敬称略） 

分 野 氏 名 役職・所属団体等 

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） 

〇 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

 
大阪市高速電気軌道株式会社（旧大阪市交通局） 

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 

藤見
ふ じ み

 知
ち

愛子
え こ

 公募委員 

  《◎座長，○副座長》 

 

 

別紙１ 



-2- 

２ 懇談会の開催内容 

  懇談会の開催時期及び内容（予定含む）は以下のとおりです。 

  懇談会の内容については適宜市会に御報告させていただきます。 

 

年度 回 時期 主な内容 

２９ 

年度 

第１回 
１２月２１日

（木） 

 第１回の懇談会であることから，テーマを限定せ

ずに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，冒頭交通局から京都市営地

下鉄の概要を説明した後，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。 

第２回 
２月 ８日

（木） 

 第２回の懇談会は，第１回で各委員からいただい

た，デザインコンセプト策定の参考となる幅広い御

意見について要点を絞り込み，更に議論を深めまし

た。 

３０ 

年度 

第３回 
７月頃 

（予定） 

 デザインコンセプトを基に車両の内装のデザイン

について御意見を頂戴します。 

第４回 
９月頃 

（予定） 

 デザインコンセプトを基に車両の外観のデザイン

について御意見を頂戴します。 

注 第４回懇談会以降に，デザインに関する御意見を踏まえ，交通局において複数

のデザイン候補を作成し，市民や御利用者の投票により最終デザインを決定し

ます。 

 

３ 懇談会の公開について 

  懇談会は公開とし，会議資料，摘録についてはホームページで公開しています。 

 



 

 

 

 

 

第２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２ 





























































 

第１回デザイン懇談会で頂戴した御意見とデザインコンセプト素案 
 

 

A委員 
・京都の伝統的なものを少しでも入れたい 
・単なる移動手段から愛される地下鉄に 
・それらは使い込めば味が出るものもある 
・デジタルサイネージの枠を木製にするとか 

B委員 
・車内写真を見ると，結構きれい 

ただし実際は広告などがいっぱいあり？ 
・広告は運用が問題である 
・車いすスペースもステッカーなど、やや後付的 
・伝統産業は１００年単位でモノづくりしている 

４０年は早い 京都の伝統産業の技術、素材を 

C委員 
・４０年もつデザインとは？ 
・デザインはその時代の流行も反映する 
・網棚は考慮が必要 
・「町衆がつくる地下鉄」という仕組み，概念が大切 
・全て新車両という考えに対して，リノベーションという 

考えがあってもいいのでは（性能向上という問題はある） 
・技術サイドから今回の新型で目指す性能的目標を明確にすべき 

（省エネなど） 

１００年もつ素材 
広告が持つ課題（運用など） 

京都ならでは，の地下鉄に 

町衆がつくる地下鉄 
リノベ的発想 

D委員 
・観光視点も大切 
・とにかく京都の「あざやかさ」を出してほしい 

外の人間が京都に求めるものである 
・アイデア１ 
 ドアの横の広告をデジタルにできないか 
 広告だけではなく次の停車駅の情報にも使える 
 京都新参者には，今どこにいるのかわからない， 
 また時には知らない駅で降りるのもあるのでは 
・アイデア２ 
 行く先（方向）がわかるデザインにできないか 
 また窓に特徴を持たせられないか 
 網棚は何とか工夫できないか 
 立ちたくなる工夫もあってもいいのでは 
 掃除用具なども，どこかにあってもいい 
・コストパフォーマンスの良い車両にしたい 
 
 

E委員 
・あえて素朴な意見を言わしていただく 
 京都は歴史的な町，景観も歴史的である 
 そこで地下に入ると，まったく違う世界に 
 入り込んだという，対比があってもいいのでは 
 たとえば超モダンな地下鉄（ホーム，改札など 

施設も含め） 
 
 
 

京都の「あざやかさ」の表現 
（Quality?） 

伝統的とモダンの対比 

F委員 
・現状車内では，ほとんどスマホいじっている 
 （デザインなど気にしていないのでは） 
・目を引く内装がいい 
・  
・外観より内装が大事なのではないか 
 
 
 

内装が大切 

一味違う，地下鉄に 
（観光，外からの視点） 

一味違う，インテリア 

G委員 
・現状，結構快適と思えるので，いいところは 
 引き継いでほしい 
・壁が白はきれい，でも一方ちょっと殺風景 
 でもシートなどに柄はいいとは思わない 
・私は茶道を新しくする活動をしているが 
 大きく変えると問題が起きる，ワンポイント 
 ＋αがいいのではないか 
・車両ごとに変化を持たせては（釘隠しのように） 
 また何かセンスの良い遊び（リスなど）が 
 あってもいい 
 
 
 

H委員 
・地下鉄そのものに乗りたくなるようにしたい 
・中吊り広告が美しくない 
・網棚があまり使われていない，本当に必要？ 
 何か工夫はないか 
・公共交通に乗ることは「Do you Kyoto」に 
 結びつく 
 

I委員 
・大阪でアンケートを取っている 
・大阪地下鉄は満足度は３位だが 
 愛着度は下位 
 （通勤電車過ぎるのか？） 
 

乗りたくなる地下鉄へ 

愛着をもてる 

車両に変化を 

乗りたくなる， 
愛着が持てる地下鉄に 

（ 内からの視点） 

J委員 
・現在の電光表示など，弱視の方への配慮が課題多い 
・ユニバーサルデザインは誰のためのデザインか？ 
 現在車いすはほぼ一台しか入れない（義務的） 
 複数台入れることも考慮すべきではないか 
  （つまりもっと前向きに） 
・表示で NG 
・音声情報も課題が多い，聴覚障害の方にはスマホ 
 からの情報検討してもいいのではないか 
 積極的ユニバーサルデザイン対応 

（車いすが複数台入れるなど） 

ユニバーサルデザインチャレンジ 
を地下鉄に 

スマホ利用など何か一つ，チャレンジできないか 

赤字：デザインコンセプト素案 

黒字：各委員の御意見の要約 

青字：デザインコンセプト素案の要素 
 

別紙２-２ 
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第２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３０年２月８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（１１名） 
北川 ちひろ （公募委員） 

   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（現大阪市高速電気軌道株式会社）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》 

 
(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 

(1)  開会 
ア 資料確認 
イ 委員の紹介 

(2)  意見聴取等 
ア 委員要求資料説明 
イ 意見聴取 

別紙３ 
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・第１回デザイン懇談会で頂戴した御意見とデザインコンセプト素案 
・「地下鉄烏丸線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 
(3)  閉会 

 
５ 意見聴取等内容 
※事務局より，第１回懇談会にて委員より要求があった資料の説明を行った。 

 
○座長 
説明された資料から分かるのは，地下鉄車両のデザインをする上で，色々なこ

とを考えなくてはいけないということだ。部品を並べてあるが，値段は左側の方

が安く，右側の方がやや高いそうである。 
２ページの，車両とホーム柵について，ホーム柵が窓の真中くらいの高さにあ

り，微妙な位置にあると感じた。今回はあくまで車両に関しての話ではあるが，

もう少しデザインでの連携や，カラーリングなど考慮したものにならないかな

と思う。 
２３ページからの，国内の新型車両における先頭形状の事例では，よほど違っ

たものにしないと差がつかないな，という印象である。 
資料について，質問などはあるか。 

 
○委員  
先頭形状について，２次曲面，３次曲面とした場合の機能的なメリットはどう

いったものか。 

 
●事務局  
丸みを帯びることにより乗務員の側方視界が良くなる。あとはデザイン上，若

干の流行，廃りがあるが，かっこ良さもでる。また，乗務員室内の構造によって

も若干，形が変わってくる。 

 
○委員  
車体の長さはおよそ決まっており，必要となる乗務員室の長さもある程度決

まっている。大きな３次曲面にすると前頭部が長くなり，客室を狭くするか，乗

務員室を狭くするかになる。こういった制約があるので，なかなか大きな３次曲

面にはできない。 
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○座長 
海外では運転席が真中にあり，視界が違うというのを聞いたことがある。また，

昔の自動車は三角窓があって視界の工夫があった。それから，３次曲面の車両が

多くなると，逆に平面のものがかっこ良く見えたり，デザインとは面白いもので

ある。 
内装に関する話だが，先々週，札幌市交通局の荷棚がない車両に乗ったが，そ

れほど広々しているかなと感じた。慣れてしまえば，そういうものだとなるのか

もしれない。 
優先席については，地元の方は座らないそうで，なぜかと聞いたら「専用席だ

から」と言っていた。地域によって全然違うなと思った。 
 内装について，なにか意見はあるか。 

 
○委員 
札幌市では，座席上に広告は付いているのか。 

 
○座長 
付いていた。広告を見やすくするために荷棚をとったのだろうか。 

 
○委員 
２６ページについて，座席の下に空間がある車両が多い印象がある。あまり見

かけたことはないが，荷物を置くことができたり，掃除がしやすかったりするの

か。スーツケースを置けるくらいの高さがあった方が良いのでは。荷物が置ける

なら，荷棚を付けなくてもよくなると思う。 

 
●事務局 
一般的に掃除しやすいと言われるが，個人的にはあまり変わらないと思う。座

席下には暖房ヒーターが付いており，荷物を置くと，焦げたり燃えたりする危険

があるため，荷物を置けるようにしている事例は存じてない。 

 
○委員 
個人的には，座席下に空間があると床が広く見えると思う。 

 
○委員 
照明について，明るく白くしているが，基準かなにかで決まっているのか。も

う少し落ち着いた色にすることはできるのか。 
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●事務局 
照明はＬＥＤ化に伴い，白系の色，暖色系の色の二つに分かれている。社局に

よって考え方があるが，白系の色にして明るくしているのは，犯罪を予防する考

えからである。暖色系の色とするのは，ほっこりとした空間にする考えである。 

 
○委員 
外観についての質問だが，２３ページの仙台市，２６ページの福岡市の導入事

例について，側面部分が窓ガラスも含め二次曲面となっている。曲面は，平面に

比べ製作上大変なのか。 

 
●事務局 
車両を製作するにあたり，構築物に支障しないように設けられている，車両限

界（断面の寸法が越えてはならない範囲）を守る必要がある。車両限界の形は側

面が真っすぐになっており，車両限界を最大限に使おうとすると，どうしても真

っすぐな形となる。福岡市の車両のように小さい車両は，トンネルが小さいので

車両限界が小さく，曲面とするケースがある。 
真っすぐな方が製作しやすいのは間違いない。曲面とすることで，扉や窓ガラ

スも曲面となればコストが高くなる。 

 
○座長 
福岡市の車両は，小さい車両ということだが，東西線のような車両なのか。 

 
●事務局 
 東西線よりも小さい。 

 
○委員 
仙台市，福岡市はリニア地下鉄であり，小型地下鉄である。トンネルが小さく，

トンネル形状に合わせ車両限界を最大限に使おうとすると，上が狭くなる。 
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○座長 
内装について，照明が気になる。暗いと安心安全という意味では問題があるか

と思うが，飛行機は間接照明であり魅力がある。ただ，乗っている時間や，公共

交通であるという違いはある。資料を見て思うのは，通勤車両の照明はどれも一

緒だなと思う。袖仕切板などは差があるのに，なぜ照明は一緒なのか，という印

象を受けた。 
前回，大まかな費用比率が知りたいという質問があった。２０ページの資料に

て，質問の意図はクリアできていますか。内容としては，扉と座席で（全体の）

ほぼ半分を占めているようだ。 

 
○委員 
 私が意図した質問の回答であり，特に問題ない。 

 
○座長 
座席について質問だが，混雑時にきっちり定員どおり座ってもらうことと，肘

掛，縦の手すり，座席の凹みによりまたがって座れないようにしていることとは

関係しているのか。 

 
●事務局 
一つは立ち座りで使うという意図がある。もう一つは定員着座を心がけても

らうのが目的と聞いている。 

 
○座長 
こういった参考資料は勉強になり，議論ができる。 
では，デザインをどうやって決めていくかという議論に移っていきたい。摘録

だと伝わりにくい面もあるため，事務局の方と協力して，資料３のように前回の

意見を分類させていただいた。 
委員会は全４回であり，今日で２回目となる。次回からはどんな形状にするの

かを決めていく。その際，どういった所に注力するか，どんな形状にするか，い

わゆるデザインコンセプトや理念を受けて決めていく。頂いた意見をまとめる

と，５つに分類できるようである。４回目で具体的なデザインを決めていかなけ

ればならないため，少し話が早いが，これをデザインコンセプト素案とした。当

然，追加，修正があるかもしれないので，これで決定というものではない。 
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まず，「京都ならでは，の地下鉄に」したいという意見があった。その中でも， 
京都の伝統産業の技術，素材を使えないかというのが一つ目のグループとして

あった。それから，二つ目のグループとして，１００年持つ素材ということで，

京都ならではということだけではなく，長持ちするデザインとする必要があり，

１００年持つ素材はないのかという意見があった。今回，車両は４０年目で新し

くなる。今回の車両を製作すれば，もうあと５０年は乗ろう，使おう，というこ

とになるかと思う。三つ目のグループとして，町衆がつくる地下鉄。リノベーシ

ョン的発想といった意見があった。町家のリノベーションというものがあるけ

ども，同じように良いものはリノベーションして使おうよね，という発想かと思

う。町衆がつくる地下鉄について，この懇談会は伝統産業の方，学識の方，乗っ

ている立場の市民の方もいる。デザイナーだけが集まって意見を言っているの

ではないと理解しており，町衆がつくる地下鉄につながるものではないかと思

う。 

 
次に，「一味違う，地下鉄に」ということで，一つ目に，京都のあざやかさ。

京都は５，０００万人の観光客が来る場所なので，京都のあざやかさを表現しよ

うと言われたと思う。二つ目に，京都論では必ず出てくる，京都は古いものだけ

ではなく新しいものを取り入れてきており，伝統とモダンの対比といった意見

があった。 

 
そして，これはアプローチの仕方のことだが，まず内装が大事だという意見が

あった「一味違う，インテリア」かと思う。 

 
ページ下，「乗りたくなる，愛着が持てる地下鉄に」ということで，みんな同

じではなく，今日はこの車両に乗ったというのが分かり，愛着が持てるのが良い

という意見があった。車両に変化を持たせ，一箇所違うところがあっても良いの

ではないか。乗りたくなる地下鉄へというのも意味は同じである。それから，機

能的にはすごく良いのだが，愛着となると話は別，という意見があったかと思う。 

 
最後に，「ユニバーサルデザインチャレンジを地下鉄に」で，せっかくなら，

なにかユニバーサルデザインに関して新しいことができないかと，音声に関し

ての意見も頂いていたと思う。積極的ユニバーサルデザイン対応については，最

近，一編成の車椅子スペースを二つに増やすよう，国の指導で行っているという

こともあるようだし，外せない要素だろう。普通のユニバーサルデザインでなく，

なにか違うことをやってみればと思う。 
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 以上，５つに分類できるかなと思う。これをデザインコンセプト素案として事

務局の方と一緒にまとめさせて頂いた。 
これだと少し抽象的なので，これから青字について中心に話をし，設計として

イメージしやすいよう具体的な意見を出していただきたい。伝統産業について，

こういったものがあるよとか。 

 
○委員  
伝統産業はコストがかかるというイメージがあるが，１/２７付けの京都新聞

に西陣織の新素材開発で，電車の座席シートを模索しているという記事を見た。

京都らしさ，というところの具体的な参考になるのではないか。 

 
○座長 
私も全く同じ内容をあげたい。京都市の産業技術研究所がソフトカーボンを

使用して西陣織に取り組んでいるという記事がある。次回に向けてぜひ調べ，京

都の車両は，地元を使っているねとしたい。結果的に高い，耐久性がないとなる

かもしれないが，もし採用できれば話題になるかと思う。 
ユニバーサルデザインの話題になるが，同じ産業技術研究所で触地図という

もので改良したものがあるとのこと。（京都市の素材なので，）次回に向けて調べ

ていただけたらと思う。 

 
○委員  
京都の松原通りに２００年続く金物卸の老舗がある。和風の金物のデザイン

について結構詳しいらしい。なにか一緒にできればと思う。 

 
○座長 
前回意見のあった，飾り金物などはできそうだ。 

 
○委員 
一つの候補として京都の象嵌（ぞうがん）はどうか。すごい技術があるが，工

業デザインなどではあまり使われていなく，知り合いの職人さんは普段は校章

などを作っている。そこに協力していただくのは京都らしいことだと思う。また，

仏師の方もたくさんいらっしゃるので，木彫（もくちょう）を使い，長年使われ

るであろう列車と共に時間の経過，変化を語るというのも京都らしい。 
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○委員 
陶芸も選択肢かと思う。車両番号などを陶芸で作ってはどうか。 

 
○委員 
京都らしさだけではなく，日本らしさとして吉祥文様などを取り入れるのは

できるのではないか。１５ページにある荷棚は，素材としては今のもので，よく

あるものだが，模様に意味を込めるのはどうか。このように，日本の心を伝える

要素を入れるのは良いことかと思う。 
また，愛着という点に関連するが，車両によって模様を変えて，車両で差を出

すと良いかもしれない。 

 
○座長 
伝統産業というと素材や技術というハード面のイメージがあるが，ハード面

だけでなくソフト面でも資産がある。定期券やその他のカードといったアイテ

ムにも配慮して，これを展開していくと，車両から地下鉄全体にイメージを訴求

していけるのではないか。西陣織の定期入れがあったら面白い。 

 
○委員 
補足だが，文様は海外の方に向けても露骨でない伝え方で発信できるものに

なると思う。京都の文様として徐々に刷り込まれていくので，長期的にみても良

い方法になると思う。 

 
○委員 
伝統産業の技術や素材については，じっくり掘り下げて吟味した方が良い。二

面性があり，方向性が違うので気をつけて頂きたい。釘隠しやふすまは特別な方

しか触れない，特別な高度な技術である。対して，日常性，大衆性といったもの

は，日ごろから目に触れるものである。地下鉄車両は後者かと思うので，物によ

っては相反するものがあるかも知れない。日常性，大衆性といったもので記憶に

残る物として，小学校の古い校舎の階段の手すりだとか，日本橋三越の階段の段

の縁に真鍮（しんちゅう）が貼ってあるが，古くても良い印象であり，適度に錆

び，変わっていく素材だからこそ愛着がある。特別な方にだけ作られた技術では

なく，今現在でも地下鉄に応用できるような技術，素材があるのではないかと思

う。 
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○座長 
今の話は資料３にある，１００年もつ素材やリノベーションに繋がっていく

話かと思う。私はプロダクトデザインをしていて，新しい樹脂などを扱ってきた。

いつも悩むのが，今の物は買った時が一番良くて，どんどん劣化していくしかな

い。だが，良いものは時間と共にどんどん味が出ると言われる。いったい何が違

うのか。樹脂が悪いという意味ではないが。今回は４０年周期で車両の更新とい

うことなので，７～８年で自動車を買い替えるという話とはちょっと違う。そう

いう意味では，そのようなことも考えていく方が良いのかと思う。 

 
○委員  
吊手を樹脂であるプラスチックではなく，たとえば革にするとかは可能なの

か。 

 
○座長 
他にも，木の吊手があるというのを聞いたことがある。それらを使用するとし

たら，マイナス面はあるのか。 

 
●事務局 
燃えやすくなるのはマイナス面である。地下における鉄道車両は，火災対策の

基準が厳しい。 

 
●事務局 
通勤車両用は使用頻度が高く，割れ，汚れ，劣化があり，交換によりコストも

かかる。 

 
○座長 
そうなると，もう少し違う素材にチャレンジしても良いかと思う。ただ，吊手

の上のカバー（さや）では可能ではないかと思う。 
次の話として，「一味違う，地下鉄に」の中の，京都らしさ，「あざやかさの表

現」「伝統的とモダンの対比」について，感想や意見を頂きたい。 

 
○委員  
東京の山手線の新型車両は，椅子の上の広告枠がなく，中吊りの広告枠しかな

い。椅子の上の広告枠は動画広告となっていて，目を引く。小型プロジェクター

のようなものでも良いので，地上を走るバスに負けないように，地下鉄も今ここ

を走っていて，地上はこういう景色だよ，と映し出して欲しい。 
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○座長 
 デジタルサイネージなどは，コスト面の話もあるが，地上の景色や，紅葉を伝

えるのに使える。 

 
○委員 
一箇月半ほど，いろいろな時間帯に地下鉄に乗り，乗客を観察してみた。８０

パーセントくらいの人がスマートフォンを見ている。スマートフォンを超える

車両を作らないと，目を引くのは難しい。そこで，スマートフォンを利用する方

法はどうか。具体的なアイデアがあるわけではないのだが。 
観光に関する別の話となるが，烏丸御池で外国の方から乗り換えについての

質問を受けた。烏丸線，東西線は京都市民にはなじみのある言葉だが，他府県の

方や外国人の方には，なかなか路線が分かりづらいので，あらゆるものをカラー

化して，グリーンライン，オレンジラインのようなニックネームをつけたらどう

か。 

 
○座長 
京都の市民は知っているけども，ネーミングを変えてみたらどうかという発

想は面白いと思う。 

 
○委員 
「あざやかさ」のキーワードはとても良いと思う。 
乗っているときに一番あざやかさを感じるのは，光や色ではないか。一番，内

装の色の面積を占めているのは，壁と座席だと思う。壁に関しては，地下なので

あまり暗い色にはできないので，白を基調とすることになるかと想像している。

座席について，テーマカラーである緑色を，ある意味，微修正することをイメー

ジしている。落ち着いた方向に持っていくのか，乗る人の気持ちをあげていく方

向（あざやかさ）に持っていくのか，難しい議論になると思う。もし，あざやか

さの方に持っていくなら，十二単の伝統色を意識するのも一つの方法論として

考えられる。京都のイメージ色は一見渋いと思われがちだが，十二単や御所の装

飾の色は，どちらかと言うと蛍光色であり，実は結構派手である。落ち着きがな

くなる可能性もあるのだが，「あでやかな伝統色」というのも，一つ考えてみる

のは良いかと思う。 
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○委員  
座席の話として，ワンポイントで刺繍があると楽しいし，あざやかだと思う。

味気ないところに文様があったら印象が変わるのでは。また，「あざやかさ」を

感じるときはどんなときだろうと考えたら，それは席の譲り合いなどコミュニ

ケーションが生まれたときだと思う。自身の体験で，山手線にて同乗者に声を掛

けられ，コミュニケーションが生まれた際，私が誕生日だと分かったら，「あな

たにあげる」とチョコレートを頂いたことがあり，あざやかさを感じることがで

きた。 
例えば，あざやかさを感じるコミュニケーションを生み出すために，椅子の縦

の手すりを動かせられるようにしたらどうか。「あなたにこれだけスペースをあ

げるわ」のような仕組みとすれば面白い。 

 
○座長 
座席上に「ここは喋りかけても良い席」のような表示があると，気軽に喋りか

けられるかもしれない。町おこしの際，観光案内の名札を持っていると聞きやす

い，というのと同じである。 
次に，「伝統的とモダンの対比」についてだが，これは京都では必ず出てくる

話である。個人的には，伝統的なものだけでなく，すごくモダンだな，となるも

のを何かやりたい。例えば，素材について今時の素材であるカーボンを使って，

「伝統的な，古い素材だけ使われているわけではないのだな」となれば良い。 
デジタルサイネージの話では，一車両だけ，宣伝を思い切り考慮したデザイン

の車両を作って欲しい。そして，この車両には，関係する委員会の審査を通った

宣伝しか採用しない，といったチャレンジをしてはどうか。京都市は広告規制を

しているが，ちゃんと美的意識をもってやっている。車両ではなく仕組みの話で

はあるが，京都ではそういうことにチャレンジしている，といった意思表示にな

るのではないか。 
次に，「一味違う，インテリア」ということで，内装が大事という意見が前回

出ていた。今回も，外装の話はあまり出ていない。やはり内装，インテリアは気

になるテーマなのだと感じている。 
そして，「乗りたくなる，愛着が持てる地下鉄に」ということで，アイデア，

ヒントを頂きたい。ワンポイントのデザインが，毎日変わるとまでは行かないが，

二十四節気，四季で何かが変わるとか。京都の文化，日本の文化，時間について

もアイデア，ヒントはないか。 
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○委員 
前回の，大阪市営地下鉄についての話だが，愛着度が下位だったことについて

お聞きしたい。愛着度が付きにくい部分とはどこなのか。２６ページの写真を見

ても，どこが悪いのだろうと思う。 

 
○委員 
写真は１世代前の新造車両のもので，３～４年前から，内装を一新している。 
きっかけは，局内で，どの路線に乗っても車内が同じだという意見があったか

らである。車内が同じとなっている理由は，汚れが目立たない物や耐久性が高い

素材を採用し，車内を明るくするために壁面は白っぽくしているからである。し

かし，もっと大胆に変化させても良いという指示もあり変更を行った。まず，内

装デザインのうち影響の大きい，座席について変更を行っている。たとえば，背

ずりと座面の色を変えている。また，袖仕切には新たなデザインを取り入れてい

る。そして，御堂筋線はイチョウ並木が有名なので，床を石畳の歩道にイチョウ

の枯葉が落ちているようなデザイン柄に変更した。 
様々な変更を行ってはいるが，全体からすると当該車両はまだ少ないので，愛

着度のスコアがあがるまでには至っていないと考えている。 

 
○委員 
特徴あるデザインだと，愛着が持たれるのか。 

 
○委員 
毎日，同じ車両に乗るよりは，ちょっと違う車両に乗ると少し楽しく感じても

らえるのではないか。照明の話が出たが，新造車両では時間帯で色が変わる照明

を採用している。朝と夜と昼とは照明が違うなど工夫をしている。 

 
○委員 
 昔，新幹線のホームがどの駅も同じなので，どの駅に着いたのか分からない，

といったことがあった。均一性といったものが，愛着に繋がらないといったこと

がデザイン界で問題になったが，それに近いかと思う。 

 
○委員 
最近の新造車では，４両編成のうち，内装が２両ずつ違う色の車両も導入して

いる。その日の気分や好みで乗り分けてもらえれば，という思いがある。 
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○座長 
統一感とバラエティ，どっちをとるかという議論である。 

 
○委員 
照明の色を朝，昼，夕方で変えるというのには興味がある。私が愛着を感じる

ときは，自分のためにここまでやってくれたのだな，というときである。気づか

ないうちに，さりげなく色を変えてくれていると，ありがとうと思うし，おもて

なしの心を感じる。こういった点に愛着を感じる。 
あと，ユニバーサルデザインに関してはこの後の話になると思うが，障害の方，

お年寄りの方，子供だけでなく，乗る人皆にやさしい要素があると嬉しい。   
先ほどの，一両だけセンスの良い広告とする意見にも賛同する。私のアイデア

としては，京都の和菓子屋さんや老舗の商品パッケージはとてもあざやかで，枠

にはめたら広告になるぐらいの物である。よく見ると社名が書いてある。同じよ

うに，写真や絵を置いて，よく見ると寺の名前が書いてあったりするような，「京

都の魅力のみ」を伝える車両があっても良い。 
烏丸線のホームでは，混雑回避のため別の空いている車両に乗るよう誘導す

る駅員の方がいる。デザインの力で，自然と好きな車両に誘導されるような，そ

ういったものが一車両だけあっても良い。 

 
○座長 
照明の話があったが，明るさに関して基準はあるのか。それと，色については

電球色でも良いのか。 

 
●事務局 
手元で２００ルクス以上，という基準があり，十分満足したものとしているた

め，若干暗くしても基準上は問題ない。電球色でも，皆が良しとすれば可能では

ある。 

 
○座長 
今までの話から，「乗りたくなる，愛着が持てる地下鉄に」の中に，カラーリ

ングやパターン調など，何かで「変化を持たせる」というのはキーワードとして

ありかと思う。統一感と変化のバランスをどうとるかは課題だし，変化をどう表

現するかは別だが。他に意見はあるか。 
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○委員 
京都では，「かっこ良い」よりも保守的で「ちょっとダサい」方が飽きにくい

ところがある。いわゆる「ダサかっこ良い」方が愛着が湧き，京都らしさにも繋

がるのかなと思う。形状について，平面とした方が「ダサかっこ良い」と思う。

もの作りの観点からしても，３次曲面は金額が高いだろうし，平面にして，その

分を内装に注力する方が良いと感じた。 

 
○座長 
 次に，ユニバーサルデザインチャレンジについての話題提供をして頂く。 

 
○委員 
乗客の方を観察している中で，高齢者の方が僅かな段差につまずくのを見か

けた。高齢者の方は段差が高いと慎重になるのだが，段差が小さいとかえってつ

まずいてしまう。 
また，高齢者の方の立ち座りの負担軽減の問題がある。立ち座り動作がしやす

い座席の例では，浅く腰掛けるようになっている。また，座席が高いので，下に

荷物を置くことができる。暖房ヒーターの問題はあると思うが，荷物棚を設置せ

ずに経費を節約できるのではないか。 

 
○委員 
私からは，前回，誰のための何のためのデザインなのか，と言わせて頂いた。

今回，保健福祉局のみやこユニバーサルデザイン推進係にお願いして，連絡の取

れた京都府視覚障害者協会，京都手をつなぐ育成会，京都府介護支援専門員会，

京都市児童館学童連盟，京都府網膜色素変性症協会，京都ライトハウスにてヒヤ

リングを行った。その内容を１０項目紹介させていただく。 

 
１．ホームと車両のドアの関係 
（１） ホームと車両の段差があるので解消して欲しい。 

ア． ホームと車両の段差を可能な限りなくして欲しい。 
イ． 資料２ページにあるような，ホーム端の赤いラインは色覚多様性の方に 

は認識し辛い。 
（２） ドアの出入口を認知しやすくして欲しい。 

ア． ドア入口の下に黄色のラインをつけて欲しい。１８ページ右下のドット   
調の床の柄のように，列パターンを使うときには気を付けないと，視覚 
的に混乱する方がいる。先ほど，連続模様の話があったが，使い方には 
注意が必要である。 
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イ． ホームと車両の隙間を認知しやすくして欲しい。白杖を使用の方たちは 
短時間で乗降するのが困難なので，ドアの周囲，ガラスなどに工夫がで 
きないか。 

ウ． 隙間の状態が認知しやすいように，ホームとドアの端を光らすとかの工 
夫ができないか。 

 
２．車両のドア 
（１） ドアの位置や開閉状態が分かるようにして欲しい。 

ア． １０ページ，西武鉄道やＪＲ東日本のようにドア部分のみ色を変えると 
いうやり方は良い。 

イ． ドアの開閉をチャイム，ランプなど，音と光両方で知らせて欲しい。 
ウ． ホームドアの上部からでも車両が識別できるように，色を変えてほし 

い。 

 
３．車内の吊り革，手すり，照明 
（１）  両側のドアの中間にお子様が立つと，掴まるところがなく不安定である。 
（２） 小学生を引率しているが，手すりがドア付近にしかないので危険。 

ア． 両側のドアの中間に掴まるためのポールが欲しい。 
イ． 車内が明るすぎる。ＬＥＤ照明がまぶしく感じる方がいる。暗くしすぎ 

ると，ロービジョンの方にはコントラストが必要なため考慮が必要。 

 
４．座席シート 
（１） 現在，７人掛けに６人しか座っていない。優先席で声掛けしようにも，

内部疾患の方かもしれないので判断が難しい。 
（２） 隣の人との接触は結構ナーバスになるケースがあるので，１６ページの

近鉄車両のように，一部だけでもきっちり仕切りがあり，回避する方法を

採って欲しい。 
ア． 一人ずつの肘掛けがベストだが，せめてシートに一人分の席が確保され 

ているとありがたい。 
イ． 子供はちょっとした隙間があると座ろうとするので，６人掛けにして座 

 席に凹みをつけて欲しい。 
ウ． 肘掛けは高齢者の座る動作，立つ動作の補助になるので便利。 
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５．優先座席 
（１） 位置をわかりやすくして欲しい。 

ア． 床面，椅子の色，つり革の色などを変えて，優先座席の位置を強調して 
欲しい。例としては，ＪＲ大阪環状線がある。 

（２） 名称を変更できないか。 
ア． 優先座席との呼称はやめて，「ゆずりあい席」と呼んではどうか。 

 
６．車椅子スペース 
（１） 車椅子利用者にも快適空間にできないか。 

ア． １車両に２箇所は欲しい。 
イ． 車いすスペースの表示やアナウンスを，認知しやすくして欲しい。 
ウ． エレベータの位置に近い場所に車椅子スペースを確保して欲しい。 

 
７．荷物スペース 
（１）観光客のキャリーバッグが通路を占領しているので改善して欲しい。 

ア． キャリーバッグ置き場を確保して欲しい。 

 
８．車内アナウンス，案内表示画面 
（１）補聴器でも車内アナウンスは認知しにくい。 

ア． アナウンスを文字にしてスマホに表示できないか（遅延情報や災害避難 
情報の伝達にも役立つ）。 

（２）視覚障害者への配慮のアナウンスだけでなく，他の障害の方のアナウン

スもして欲しい。 
ア． 北大路駅から鞍馬口駅の区間で視覚障害者への配慮に関するアナウン 

スをしていただいているのは本当に嬉しく，それだけでもリラックスし 
て通勤できる。他の障害の方への配慮のアナウンスもあれば嬉しい。 

（３）アナウンスがかぶらないようにして欲しい。 
ア． 「毎度ご乗車ありがとうございます」とか，車両ドアの開閉，ホームド 

アの開閉のアナウンスがかぶっていることがある。 
（４）音量調整をして欲しい。 

ア． 個人的な意見かもしれないが，女性の声が甲高く，ノイジーなことがあ 
る。 
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（５）カーブでのアナウンスは聞き辛い。 
ア． 東西線でのカーブでのアナウンスは全然聞こえない。回避する工夫を交 

通局でもしてはいただいている。コスト面もあると思うが，技術的には 
可能なので，逆位相によりノイズキャンセルすることができないだろう 
か。 

イ． カーブのときは，指向性の高いスピーカーを使ってアナウンスをできな 
いか。 

 
９．案内表示の画面と，停車駅の認知 
（１） 案内表示の画面は識別しやすいようにして欲しい。 

ア． ２３ページ右下の例のように，案内表示の画面は白色に黒字とか，コン   
トラストをつけて欲しい。 

（２） 次の停車駅を知りたい。 
ア． ドア上の表示が片側だけだと認識しにくいので，両側に表示が欲しい。 
イ． 今，どこを走っているかを映像や音声で知りたい。 

（３） ホームの駅名表示間隔が広いので，停車駅で認識できないことがある。 
ア． 技術的に可能なのだが，窓ガラスに表示できないか。車窓が真っ暗なの 

で，圧迫感があるときがある。 

 
１０．ホームドア 
（１）京都駅，四条駅，烏丸御池駅に加えて，増やして欲しい。 

ア． 特に，視覚障害者の利用客の多い北大路駅の設置を望む。 

 
以上が，ヒヤリングの内容である。 

 
○座長 
ゆずりあい席というネーミングに関しては，京都らしい何かがあっても良い

かもしれない。 

 
○委員 
扉にＣＡＵＴＩＯＮを示す，黄色いラインがあるが，広告がいっぱいで紛れて

しまっている。瞬間的に見にくいので，その部分だけはＣＡＵＴＩＯＮだけにし

て欲しい。 
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○座長 
ＣＡＵＴＩＯＮと広告は明確に分けるのは大切である。ユニバーサルデザイ

ンに関して，他に意見はあるか。 

 
○委員 
座席は非常に気にするところで，路線の長さによって座席の高さ，クッション

性を変えている。５分，１０分しか乗らない路線なら，高めにして立ち座りをし

やすくする。一時間ぐらい乗る長い路線は，ゆったりと座れるようにする。座席

の高さが高いと立ち座りはしやすいが，乗り心地も考えて選択しなくてはなら

ない。誰を対象に，どうするのかは重要な問題かと思う。 

 
○座長 
この座席の実績はどうなのだろう。効果的であるかもしれないので，調べて欲

しい。まだ，採用が少ないかもしれないが。 

 
○委員 
オフィスの椅子だと，男性用，女性用の椅子は違う。男性用，女性用の車両を

分ければ，座席の種類も分けて，快適に座れる車両が作れる。 

 
○座長 
ユニバーサルデザインの話と，変化の話とを結びつけるならば，同じ車両の中

で，一般席エリアは暗く，優先席エリアは明るくという風に，車両の中に変化が

あっても良いと思う。 

 
○委員 
パニックになった子達が，精神的に落ち着けるエリアが，車両とホームの両方

に欲しいといった要望がある。 
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○委員 
全体のインテリアのデザインはどうなるのかなと，話を聞いていて思った。愛

着のための表現とか，素材を変えてみたりとか，均一の空間ではなく，いろんな

要素が入ってくる空間になると思う。たとえば，ユニバーサルデザインのことを

考えたり，ゆずりあい席では全く違う座席になったりとか，照明では暗い空間と

明るい空間があったりとか。 
毎日通勤する人は，私はこの席が好きという席があり，他の席とは何か違いが

あるはず。暗いけど，スポットライトが当たる席，当たらない席があったり，あ

えて違いがある席を作っておくと良い。好き嫌いを受け入れてもらえるデザイ

ンとし，それが愛着に繋がっていくのではないか。さらには，車両ごとに，あえ

て照明や壁面の処理などを変えてあると面白い。 
一方，全体のデザインで，京都らしいまとめ方があると思う。違う要素を，派

手に大げさにまとめて表現する方法ではなく，全体を上品に奥ゆかしくまとめ

ていく方法，これが京都らしい，京都流ではないかと思う。 
実際にデザインをする方にとって，どの程度派手にするか，どの程度しっとり

するかは，大切なキーワードである。私はしっとりとさせて欲しい。あざやかだ

けども，しっとりとする方法がある。文様を使う際，派手に使用するか，よく見

ると地模様のように文様が入っているとか。長年飽きないデザインになるよう，

上品質な京都流でまとめて頂きたい。 

 
○座長 
これまでの意見をまとめると，「京都ならでは，の地下鉄にしたい」というの

は外せないワードかと思う。２番目の「乗りたくなる，愛着がもてる地下鉄に」

も大事にしていきたい。具体的なキーワードとして変化というものがある。ただ

し，変化とは，今時の変わっていくものに合わせるという意味ではなく，最初の

方に言わせて頂いた上位の概念はベースに置きたい。これは，デザインだけでな

く，設計も含めて，４０年大事に使うよ，という意味を含んでいる。変化とは，

殆どを変えてしまうという意味ではなく，概念をベースに置いて，４０年使うけ

ども何かしら変化といったものを取り入れている，とする。そのように，バラン

スを採ったものにしていきたい。 
最後に，「ユニバーサルデザイン」だが，これは今の時代の大きなテーマであ

る。これは，デザインによってどこまで凝った物にできるだろうか。コスト面や

機能面など，いろいろな面でのせめぎあいがあるのかなと思う。 
次回に向けて，このような形にまとめていき，具体的な車両のデザイン，形，

スケッチにもっていければと思う。 
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ただ，今日頂いた意見の，イチョウの枯葉マークの床のような，「新しいこと

にチャレンジしているね」となるようなものを，一点ぐらいは入れたいと思う。

設計にて頑張っていただきたい。 
他に，デザインコンセプトに関してなにか意見はあるか。 

 
○委員 
特に，ユニバーサルデザインについて，全国どこにもないような，素晴らしい

アイデアをいただいたと思う。京都が全国に先駆けて具現化した所を見せて頂

きたい。芯に置いた事業となれば嬉しい。 

 
○座長 
極端な話，デザイン戦略として，ユニバーサルデザインのエリアだけをすごく

新しいものにして，他のところをすごく普通のエリアにするというのも，効果的

に見える手法ではないか。全体を新しくすると，どこがメインなのか分からなく

なるため，こういったやり方もある。先ほどの照明の話でも同じである。どうい

ったものが良いかは，これから議論していく話になると思う。 

 
次回，３回目は５月に予定されている。これからデザインコンセプト案を作っ

ていただき，使用可能な素材があるのかを調べてもらう必要ある。 

 

 
●事務局 
今後の進め方としては，デザインコンセプト案を作成し，委員の皆様にお示し

させて頂くとともに，市民の皆様からご意見を頂いたうえで，最終のデザインコ

ンセプトを交通局で作成する。第３回では，内装デザイン，外観デザインの具体

的な意見をいただきたい。 



 

 

 第２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６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）。 

 

 ・座席 
   外国人の旅行者や小学生の通学など乗車するので，体格によって座る位置や人数

を変えられるように１人ずつ凸凹を作らない方が良いと思う。色で着席位置が分か

るようにする。 

 
 ・手すり 
   持ちやすく，座っている人と近付きすぎないように通路側に十分に張り出す。通

りにくくならないように左右の設置位置を交互にする（２人と４人に分ける所）。 

 
 ・袖仕切り 
   プライベート感のある大型で不透明のもの。 

 
 ・車椅子スペース 
   場所を分かりやすいよう表示を見えやすい所にする。 
   ベビーカーやスーツケースの車輪が転がりにくい床。 
   大きい荷物を持って座れる座席。 

 
 ・荷棚 
   扉の近くに無いと（窓の長さ）置引きしにくいのではと思う。 

 
 ・吊り手 
   乗客が揺れない，曲がりにくい材料で作る。 
   上部が金属製で横にだけ動く。 
   跳ね上げ吊り手を使ってほしい。 

 
 ・標識灯 
   片側だけ点灯して違和感のない形。 

 
 ・防犯カメラ 
   各扉を写せるように設置すれば良いと思う。 

 

別紙４ 

傍聴者からいただいた御意見 



地下鉄烏丸線新型車両の

デザインコンセプト（案）

平成３０年５月

京 都 市 交 通 局

別紙５



新しい車両を製作するに当たって

◆ 市民の財産として次の世代の子や孫へ引き継げる車両に

◆ 京の文化力を活かして末永く親しまれる車両に

◆ 国際都市・京都を彩る顔として，50年後も色あせない車両に

◆ 持続可能な運営を目指し財政にやさしい車両に

〔理念〕
京都市では，昭和５３年に，文化による世界との交流と平和の実現を都市理念とし

て追求する「世界文化自由都市宣言」を宣言し，本年は４０周年の節目の年にあたり
ます。

この間，宣言の理念を実現するため京都市基本構想，基本計画を策定し，文化を基
軸としたまちづくりをオール京都で進めてまいりました。

今後においても，平成３３年度までに予定されている文化庁の全面的な京都移転も
見据え，文化を基軸とした都市経営をより一層推進していくこととしています。

昭和５６年に開業した地下鉄は，本市交通の基幹となる輸送手段として徐々にその
規模を拡大しながら，これまで概ね４０年間，多様な経済・文化活動を支え，まちづ
くりに貢献してまいりました。

一方，この間着実に経営の健全化を進めてまいりましたが，依然として全国一厳し
い経営状況であり，今後においても，更新時期を迎える車両や設備の更新に多額の費
用を要する見込みです。

今回，開業以来となる地下鉄烏丸線の新型車両を製作するに当たっては，こうした
厳しい財政状況を踏まえつつも，本市の主要交通インフラとして，次なる半世紀にお
いても引き続き，市 の皆様のくらしやまちの活動を え，ひとと公共交通優先の歩
いて楽しいまちづくりに寄与するため，次のような車両を目指します。

1

「NEXT50」をめざして
（次の５０年をめざして）



「みんなにやさしい地下鉄に」Concept1

「愛着がわく地下鉄に」

Concept2 「京都ならではの地下鉄に」

Concept3

2

新型車両のデザインコンセプト

〔デザインコンセプト〕

新型車両の具体的な外観，内装のデザインを制作する上での方向性を定める指標と

して，デザイン懇談会での多くの貴重な御意見を基に，新型車両の理念を踏まえて次

のとおり大きく３つの柱からなるデザインコンセプト（案）を策定しました。

新型車両の具体的な外観，内装のデザインは，このデザインコンセプトを基に今後

制作することとなります。



１ 「みんなにやさしい地下鉄に」Concept1

ユニバーサルデザインの積極的な導入ユニバーサルデザインの積極的な導入

子どもやお年寄り，障害のある方，観光で訪れた方など，全て

の人にやさしい車両を目指し，ユニバーサルデザインを積極的

に導入します。

3

（デザイン懇談会の主な御意見）

① 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。

② 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。
③ 高齢者の方の立ち座りの負担軽減の問題がある。立ち座り動作がしや

すい座席の例では，浅く腰掛けるようになっていて，座席が高いので，
下に荷物を置くことができる。

④ 座席の高さが高いと立ち座りはしやすいが，乗り心地も考えて選択し
なければならない。誰を対象に，どうするかは重要な問題かと思う。

⑤ ユニバーサルデザインについて，京都が全国に先駆けて具現化した所
を見せて頂きたい。芯に置いた事業となれば嬉しい。



安全・安心・快適な使いやすい車両に安全・安心・快適な使いやすい車両に

安全性や居住性に配慮し，将来にわたって安全・安心・快適に

ご利用いただける車両を目指します。

4

（デザイン懇談会の主な御意見）

① 良いデザインには色，形だけでなく，使い勝手，快適性，安全性と
いったものが備わっている。

② 省資源化，省エネ化は，大切なコンセプトになると思う。
③ 市 の貴重な税 も使う以上，コストパフォーマンスの良い 両にし

たい。
④ 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る人たち，

キャスターつきキャリーバッグを利用する人が増えてきている。その
結果１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。



２ 「京都ならではの地下鉄に」Concept2

京のあでやかさをたいせつに京のあでやかさをたいせつに

京都で培われてきた文化力を活かし，上品さときらびやかさを

兼ね備えた車両を目指します。

5

（デザイン懇談会の主な御意見）

① 乗っているときに一番あざやかさを感じるのは，光や色ではないか。
② あざやかさの方に持っていくなら，十二単の伝統色を意識するのも一

つの方法論として考えられる。
③ 座席の話として，ワンポイントで刺繍があると楽しいし，あざやかだ

と思う。
④ 全体のデザインで，京都らしいまとめ方があると思う。違う要素を，

派手に大げさにまとめて表現する方法ではなく，全体を上品に奥ゆか
しくまとめていく方法，これが京都らしい，京都流ではないかと思う。

十二単 刺繍
）



技と知恵をあつめて技と知恵をあつめて

京都の伝統と革新の技と知恵を取り入れ，京都ならではの車両

を目指します。

6

（デザイン懇談会の主な御意見）

① 南禅寺の水路閣の事例のように新しいものの見せ方があっても良い。
② 伝統産業はコストがかかるというイメージがあるが， 陣織の新素材

開発で，電車の座席シートを模索しているという新聞記事を見た。京
都らしさ，の具体的な参考になるのではないか。

③ 一つの候補として京都の象嵌（ぞうがん）はどうか。木彫（もくちょ
う）を使い， 年使われるであろう列車と共に時間の経過，変化を語
るというのも京都らしい。

④ 地下鉄は都市の顔や心象風景というものもあるが，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ても嬉しいなとは
思う。

⑤ 伝統的なものだけでなく，すごくモダンだな，となるものを何かやり
たい。例えば，今時の素材であるカーボンを使って，「伝統的な，古
い素材だけ使われているわけではないのだな」となれば良い。

象嵌



３ 「愛着がわく地下鉄に」Concept3

車両の個性をたいせつに車両の個性をたいせつに

列車や車両に個性を持たせることで，ご利用の方が 愛着を持

てる車両を目指します。

7

（デザイン懇談会の主な御意見）

① 京都らしさだけではなく，日本らしさとして吉祥文様などを取り入れ
るのはできるのではないか。

② 車両によって模様を変えて車両で差を出すと良いかもしれない。
③ 照明の色を朝，昼，夕方で変えるというのには興味がある。私が愛着

を感じるときは，自分のためにここまでやってくれたのだな，という
ときである。

④ デザインの力で，自然と好きな車両に誘導されるような，そういった
ものが一車両だけあっても良い。

⑤ 同じ車両の中で，一般席エリアは暗く，優先席エリアは明るくという
風に，車両の中に変化があっても良いと思う。

⑥ デザイン戦略として，ユニバーサルデザインのエリアだけをすごく新
しいものにして，他のところをすごく普通のエリアにするというのも，
効果的に見える手法ではないか。

⑦ 京都では，「かっこ良い」よりも保守的で「ちょっとダサい」方が飽
きにくいところがある。いわゆる「ダサかっこ良い」方が愛着が湧き，
京都らしさにも繋がるのかなと思う。

吉祥文様（扇）



素材の良さをたいせつに素材の良さをたいせつに

良質な素材を活用して，末永く愛される車両を目指します。

8

（デザイン懇談会の主な御意見）

① 車両ごとで建築に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てはどうか。

② 陶芸も選択肢かと思う。車両番号などを陶芸で作ってはどうか。
③ 小学校の古い校舎の階段等に真鍮（しんちゅう）が貼ってあるが，古

くても良い印象であり，適度に錆び，変わっていく素材だからこそ愛
着がある。

④ 今の物は買った時が一番良くて，どんどん劣化していくしかない。だ
が，良いものは時間と共にどんどん味が出ると言われる。

⑤ 新しい素材でも経年変化で味が出てくる素材を使う。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。

釘隠し 焼物



昭和５６年の開業以来，長く親しまれてきた車両デザインを継

承しつつ，新しさを感じるデザインを目指します。

9

今の地下鉄車両を継承しつつ新しさを今の地下鉄車両を継承しつつ新しさを

（デザイン懇談会の主な御意見）

① 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。

② 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。

③ 地下鉄のデザインにも流行があり，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。

④ 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くとともに，
市 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。

⑤ 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。
⑥ 座席について，テーマカラーである緑色を，ある意味，微修正するこ

とをイメージしている。

烏丸線車両


