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　新幹線としては初めて、車体上部にピンク系
の赤（茜色）を配した鮮烈・大胆な車体カラーデ
ザイン、長さ約13ｍのロングノーズ、全車にフ
ルアクティブサスペンション（車体動揺防止制
御装置）と車体傾斜制御装置の設置でより快
適な乗り心地－2013年度末から東京－盛

岡間で、国内最速の最高時速320ｋｍでの営
業運転開始が予定されている秋田新幹線の新
型車両「Ｅ６系」（スーパーこまち）（以下、「Ｅ６
系」）が今春、いよいよデビューする。
　川崎重工が製造に関わる「Ｅ６系」。その内外
装デザインは、川崎重工・車両カンパニーデザ

イン課（監修／工業デザイナー奥山清行氏）の
提案が、東日本旅客鉄道（株）（以下、ＪＲ東日
本）によるコンペで採用されたものだ。
　新幹線の内外装デザインを車両メーカーが
担当するのは、今回が初めてである。

秋田新幹線新型車両

今春、「Ｅ６系」（スーパーこまち）がデビュー

現場を訪ねて

東日本大震災の被災地で
がれきを処理する
大型破砕機「ガリバー」
（岩手県大槌町）

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季⑫

秋田の川の「冬」を追う
薄日差す
雪の下を往く、
米代川の流れ。

●表紙説明●
　ピンク系の赤（茜色）という大胆な配色からまさかと思
うかもしれませんが、これはこの春、東日本旅客鉄道（株）
（ＪＲ東日本）の秋田新幹線に投入される新型車両「Ｅ６
系」（スーパーこまち）の先頭部です。
　川崎重工が車両メーカーとしては初めて、内外装デ
ザインを担当した「Ｅ６系」車両については、「最前線カメ
ラルポ」で詳しく紹介していますのでご覧ください。

秋田新幹線新型車両
今春、「Ｅ６系」（スーパーこまち）が
デビュー
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（左）グリーン車は角館の武家
屋敷のイメージ。座席カラー
はシックで格調高い。

（右）普通車は実りの秋のイ
メージで、座席はわくわく
する明るさである。なお、
普通車の座席は、川崎
重工グループの川重車
両コンポ（株）（川崎重工・
兵庫工場内）が設計・製
造を担当している。

グリーン車の出入り台。シックな空間で、乗客の
動線、照明などに細かな配慮がなされている。

川崎重工・車両カンパニーデザイン課が創案した「Ｅ６
系」のシンボルマーク。小野小町をイメージしたシルエット
と、時速320ｋｍの風を赤のウェーブで、現在から未来へ
のつながりをシルバーのループで表現している。

川崎重工・兵庫工場で行なわれた「Ｅ６系」量産車の試験走行のひとコマ。いつ、どこで見ても、車体上部の茜色は鮮烈な印象を与える。

川崎重工・車両カンパ
ニーデザイン課ではメン
バーが連日熱い議論を
重ね、「Ｅ６系」の斬新な内
外装デザイン案を練った。

「丁寧な拵えと誂えによる
記憶・こころにのこる旅」

徹底して細部まで目配りした
具体的な手法

気品ある茜色も
「勇気のいる提案」だった

目に留まらない部位の形状にも
徹底したこだわり

シックで格調高いグリーン車、
明るくわくわくする普通車

　「『Ｅ６系』のデザインは、われわれデ
ザイン課の発案に監修者である工業デ
ザイナー奥山清行氏の意見を反映さ
せ、より一層進化させてコンペに提出し
たものが採用されたのです」と、川崎重
工・車両カンパニー技術本部設計部デ
ザイン課の亀田芳高担当課長。
　「コンペの課題としたのは『ゆとりとや
さしさ、あなたの』というキーワードだけ
でした。新幹線のデザインコンペは国
内で初めてで、参加７社の斬新な発想
に期待しました」（ＪＲ東日本・鉄道事業
本部運輸車両部車両技術センター課
長、業務変革グループリーダーの白石
仁史さん）
　それにしても、車体カラーにピンク系の
赤（以下、茜色）を配するという、これまで
にない大胆な発想はどこから生まれた
のだろうか。
　「私たちはまず、基本となる『Ｅ６系』
のデザインコンセプトを議論しました」
（亀田芳高担当課長）
　世の中は、使い捨て文化（大量生産・
大量消費）から、長く使う文化（丁寧に
つくる・もったいない精神・環境との共生）
へという流れになっている。物質的な豊
かさ（ぜいたくさ・豪華さ）から、気持ちを
満たす豊かさ（心地よさ・信頼性・安全
性）を求めているともいえよう。こうした人
びとの意識の変化を整理して時代を分
析し、
　「デザインコンセプトを『丁寧な拵えと
誂えによる  記憶・こころにのこる旅』とし
ました」（亀田芳高担当課長）

　次に、このデザインコンセプトを具現化す
るための具体的な手法を詰めていった。
　インテリアでは、「乗客に質の高い心
地よさを提供するため、丁寧な拵えと誂
えにより、設備や素材の使い方に配慮
する」という方針のもと、高品質の素材を
必要な部位へ効果的に配置することで
丁寧な拵えを実現する、手に触れるもの

ている。
　「グリーン座席の素材の使い方では奥
山氏の助言もあり、当初、考えていたもの
を修正し、手で触れる範囲には人工皮
革を、背ズリのクッション部には起毛した
生地を配しました」（亀田芳高担当課長）
　普通車のイメージは、実りの秋だ。座
席は稲穂の黄金色でわくわくする明る
さ。通路は漆の茶で畦道に見立て、自
然の恵みへの思いを表現している。グラ
ブハンドルの形状も稲の葉から連想した
という徹底ぶりだ。

　内装デザインも秋田のイメージ。実りの
秋を象徴する黄。その実りをもたらす母
なる大地、あるいは竿灯祭のイメージの
赤茶。漆の茶。樺細工（秋田の伝統工
芸）のこげ茶。秋田杉やブナの木肌の
ベージュ、田沢湖や楢岡焼の青などだ。
　これらのテーマカラーのうち、グリーン
車の出入り台には茶やベージュ、青が
活かされ、シックなイメージを際立たせて
いる。加えて、乗客の動線を考慮した曲
線の採用、足元を照らす演出照明、自
然に客室へ誘導する視認性の高い手
すり、など細やかな配慮がなされている。
　グリーン車は、角館の武家屋敷のイ
メージだという。武家屋敷の柱や格子、
欄間などのイメージが、出入り口のドア
など随所に生かされている。
　座席カラーは、楢岡焼の青、漆の茶
を基調にシックで格調高く、穏やかな空
間を演出。座席には電動レッグレストを
備え、すべてに電源コンセントを設置し

はつくりを丁寧にし、触れた人が心地よさ
を感じる造形を心がける、枕、テーブル、
グラブハンドル（通路の移動時などにつ
かむ座席上部のハンドル）、ドリンクホル
ダーなど座席回りの設備の充実を図る、
など徹底して細部まで目配りした手法が
挙げられた。
　また、エクステリアは、「記憶・こころに
残るイメージを具現化する」という方針
で、ひと目で秋田新幹線であることを印
象付ける、列車がホームに入線してくる
時から旅の期待感を高めるような演出と
する、新幹線が持っているスピード感、
安心感、プレミアム感などを想起させるイ
メージとする、東京－盛岡間は東北新幹
線「Ｅ５系」と連結して走るので、両者の
イメージに隔たりがないような塗り分けを
目指す、とした。

　こうした方針、手法を基にした具体的
な提案をみてみよう。まず、人びとが「Ｅ６
系」に接して最初に目にする外装カラー
デザインから。
　「秋田に向かう車両なので、秋田の歴
史や文化を考慮しながら想起されるカ
ラーのイメージ化を行ないました」（亀田
芳高担当課長）
　なまはげやリンゴ、漆器などの赤、秋
田美人（色白美人）などの白、水深日本
一の田沢湖や楢岡焼（秋田の伝統工
芸で海鼠釉が特徴）の青などだ。
　これらを外装のテーマカラーとして議

論し、提案したひとつが上部色の茜色
である。さまざまな赤色を検討し、秋田の
イメージに最も近い色として気品ある茜
色を選んだという。
　「奥山氏からは『勇気のいる色だ』と
言われましたが、提案には賛成していた
だきました」（亀田芳高担当課長）
　車体色は飛雲ホワイトで、アローシル
バーのラインとともにスピード感と力強い
イメージを表現している。

　「こうしたデザイン作業の根底にある
のは、確立したコンセプトのもと、細部に
まで徹底してこだわるという姿勢です。
例えばシート、天井のデザイン、荷物棚
など議論に議論を重ねました。空調の吹
き出し口もそのひとつ。見た目にも違和感
がないかどうか、形状の最適化を求めて

何度も設計し直しました。空調の吹き出
し口に目を留める乗客はほとんどいない
と思います。もちろんそれでよいので、逆
に違和感があって目に留まるようではい
けないと、デザインにこだわるのです」
（亀田芳高担当課長）
　こうした努力が実って、提案はＪＲ東日
本に一括採用された。
　「さまざまな業務を経て、また当社モー
ターサイクル＆エンジンカンパニーのデ
ザイン部門であるケイテック（株）や、関
係各位のご協力を得てようやく車両デ
ザインが完成したときはもちろんうれし
かったですが、うれしい気持ちはほんの
10秒くらい。すぐに、何か遺漏はないかと
か、あれこれ心配になりました。妙なもの
ですね」（亀田芳高担当課長）
　「デザインで描かれたものを実際の車
両へ展開するため、デザイン面、機能面
を両立できるようデザインと設計で何度
も議論を重ねました。特に空調の吹き出
し口はデザインのこだわりがあり、快適空
間のために機能面の考慮も必要であり

ました。お互いを両立できるよう設計する
のには大変苦労しました。今回デザイン
を川崎重工で受け持ったことでより深い
議論ができ、また、デザインの思いの強さ
も感じながら設計できたため、結果として
両立したものに仕上げることができたと
思います」（技術本部設計部第一設計
課  武田正樹係長）
　なお、車両カンパニーのデザイン課
は、新幹線に関わるデザイン業務ではこ
れまで、ＪＲ東日本の新幹線高速試験電
車「Ｆａｓｔｅｃｈ360Ｓ（Ｅ954形式）」の先頭
形状や室内デザインを提案し、“アローラ
イン”と呼ばれるこの先頭形状は東北新
幹線「Ｅ５系」に生かされたなどの実績
がある。

こしら あつら

なまこゆう
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先頭車両の製造風景。奥山清行氏も感嘆したように、ロングノーズの優美な流線型は手の技で
生み出される。先端技術と職人技とのみごとなコラボレーションである。

「Ｅ６系」の車両は、時速320ｋｍ運転に対応し
て台車に工夫し、また、川崎重工製の「融雪
ヒーター」や「全周ホロ」などを設置している。

「Ｅ６系」は東京－盛岡間を「Ｅ５系」と連結して走るため、両者のイメージにあまり隔たりがないように配慮して塗り分けられた。

改良型ハンドル形電動車椅子に対応した大型洋
式トイレにはオストメイト対応トイレが付設され、また、
多目的室などバリアフリー設備は充実している。

薄暮の川崎重工・兵庫工場で、搬送のため艀に積み込まれる「Ｅ６系」車両。東京－盛岡－秋田間を颯爽と走る日も近い。
はしけ

快適性向上のため、
ふたつの装置を全車に設置

雪対策に加え
バリアフリーとセキュリティを重視

新幹線区間を国内最速の
最高時速320ｋｍでの運転計画

基本はモダン・シンプル・タイムレス。
「Ｅ６系」車両デザインの監修者  工業デザイナー  奥山清行氏

　こうして内外装デザインに川崎重工
案が採用され、川崎重工が製造にも
関わる「Ｅ６系」の形状は、先頭車両の
鼻が長い。現行の「Ｅ３系」（こまち）の
約６ｍに対して、「Ｅ６系」は約13ｍと倍
以上長いロングノーズタイプだ。なお、こ
の先頭車両の形状も川崎重工のデザ
インである。
　ロングノーズなのは、この形状にする
ことで高速列車がトンネルに入る時、出
る時に発生する、いわゆるトンネルドンと
いわれる音（トンネル微気圧波）を小さく
抑えられるからである。トンネルドンを小さ
くすることで、環境性（周辺騒音低減）を
一層向上させている。
　デザイン、環境性から決定された先
頭形状については、走行で重要となる
運転席も含まれることから機能面の細
部にもこだわり展開している。また、鮮烈・

　この度、川崎重工・デザイン課の皆さ
んが取り組んだ「Ｅ６系」車両のデザイン
に、監修者として関わりました。
　私は山形駅の近くで生まれ育ち、ＳＬ
を身近に見ながら操車場で遊んでい
た、いわば鉄っちゃんです。そんなことか
ら鉄道のデザインには関心があり、ヨー
ロッパで各社のデザインをした経験があ
ります。その経験から見ても、日本の新幹
線の技術レベルの高さは驚くばかりで
す。トンネル微気圧波を低減する長い
鼻、その優美な流線型を手作業で生み
出す職人技、厚さ数ミリのアルミを自在に
加工して車体をつくる技術－日本の
新幹線は知れば知るほど、私には不思
議の固まりでした。また、川崎重工・兵庫
工場で体感したことですが、製造に関
わる人たちはみな熱く、日本の新幹線は
熱い人たちがつくっているんだなあとい
う印象でした。デザイン課の皆さんも負
けず劣らず熱く、皆さんと熱い議論を重
ねました。

　ところでご存知のように、秋田新幹線
は、東京－盛岡間を東北新幹線車両と
連結して走って盛岡駅で分離。盛岡－
秋田間は在来線の軌道を改修した線
路を走る“新在直通車”だ。
　「『Ｅ６系』は、今春（2012年度末）に
秋田新幹線に投入し、当初、東京－盛
岡間を最高時速300ｋｍで営業運転を
行ない、2013年度末には国内最速の最
高時速320ｋｍでの営業運転に入る計
画です」（ＪＲ東日本の白石仁史さん）

　「Ｅ６系」の外装カラーですが、私も秋
田から想起されるカラーを考えていまし
た。秋田あるいは東北で連想されるのは
祭りなどの赤です。留意したのは派手す
ぎないような赤、でした。その点、試行錯
誤を繰り返し、茜色という理想に近い案
が提出できたと思います。ただ、従来の
新幹線の感覚からするとかなり大胆な
提案でしたので、よくぞ選んでいただい
たとＪＲ東日本さんには感謝しています。
内装は、“乗った瞬間から秋田への旅が
始まる”をテーマに、秋田の文化を表現
することに努めました。
　私は、デザイナーは料理人というのが
持論です。料理の仕方で素材が生きま
す。新幹線に込められた高度な技術を、
デザインでどう分かりやすく表現するか、
そこが料理人の腕です。そして、食べて
もらってこその料理であることも重要な
要素。見た目の派手さを競ったり、安直
な近視眼的なデザインではなく、飽きず
に長く使える、モダンでシンプル、タイムレ

　川崎重工は、「Ｅ３系」（こまち）など雪
国の在来線と新幹線の双方を走る“新
在直通車”を数多く製造してきた経験や
培った技術を「Ｅ６系」に活かしている。
そのひとつが雪害対策だ。
　冬期には雪の中を走る秋田新幹線
は、車輪が跳ね上げた雪が床下に付着

して走行の妨げになりかねない。そこで、
「融雪ヒーター」を開発して床下端部に
設置した。
　バリアフリー設備も充実している。例え
ばトイレは、改良型ハンドル形電動車椅
子に対応した大型洋式トイレに、人工肛
門や人工膀胱の造設者向けオストメイト
対応トイレを付設した。
　セキリュティとして客室内およびトイレ
内に非常通話装置、また、デッキ部、客
室内に防犯カメラを設置した。
　照明は、出入り口や通路には電力消

大胆な車体カラーデザイン、コンセプトが
実際の車両へ展開された際に崩れるこ
とがないよう、デザイン・設計・製造が一
体となり取り組み完成に至った。
　「Ｅ６系」はまた、「Ｅ５系」と同じく全
車に「フルアクティブサスペンション（車
体動揺防止制御装置）」や、「車体傾
斜制御装置」を設置している。フルアク
ティブサスペンションは、車体の揺れを

スなデザインでありたいと思っています。
　茜色を配した「Ｅ６系」車両が、秋田
の雪の中を疾走する姿を想像すると、今
から胸が躍ります。機会があればこれか
らも、川崎重工・車両カンパニーデザイン
課の皆さんと、新しい新幹線のデザイン
に取り組めたらと思っています。（談）

奥山清行（おくやま  きよゆき）氏
工業デザイナー／ＫＥＮ  ＯＫＵＹＡＭＡ  ＤＥＳＩＧＮ（2006年設
立）代表。
1959年山形県山形市生まれ。武蔵野美術大学卒業。米国
アートセンター・カレッジ・オブ・デザインを卒業後、ゼネラルモー
ターズ（米国）、ポルシェ（独）のチーフデザイナー、アートセン
ター・カレッジ・オブ・デザインの工業デザイン学部長を経て、ピ
ニンファリーナ（伊）のデザイン・ディレクターに就任。エンツォ・
フェラーリ、マセラティ・クアトロボルテなどのカーデザインを担
当した。著書は「フェラーリと鉄瓶」、「伝統の逆襲」など多数。 

費量の少ないＬＥＤ（発光ダイオード）を
採用して環境に配慮している。

●
　「おそらく世界最高レベルの品質を有
し、そのままヨーロッパの線路を走れる世
界標準車両といえる『Ｅ６系』車両」（ＪＲ
東日本の白石仁史さん）が、今春、いよ
いよ秋田新幹線にデビューする。

感知して左右の揺れを低減する装置
で、車体傾斜制御装置は、カーブ通過
時の遠心力をやわらげて乗り心地を向
上させ、また、カーブの通過速度を向上
させた装置だ。これらの設置により、走
行中の快適性が一層向上した。連結
部には「全周ホロ」を搭載し、空力音を
低減させた。
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