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仕事の内容やキャリアなど、東京メトロについて詳しく知ることができます。
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次 の 東 京 を 、創 造 す る 。

私たちが築き上げてきたネットワークは、

多くの人々の暮らしやビジネスを支え、

世界から注目される東京という都市を輝かせてきました。

その時々の課題に寄り添い、

それらを乗り越えるための施策を打ち出して、

都市鉄道のあるべき姿を追い求めてきたのです。

こうして積み上げられた経験やノウハウ、

築かれた資産を、どう未来へとつないでいくのか。

この問いへの答えを導き出し、新たな戦略を

練り上げて、実行するのが東京メトロの総合職です。

次の東京を、創造する。

東京の、次のステージにつながる新しい扉を、

あなたらしい着想で、切り拓いてください。
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未来を切り拓く
東京メトロの
大都市型MaaS
「東京メトロmy!アプリ」などを通して、

東京メトロが展開する大都市型MaaS「my! 東京MaaS」。

その先進的な取り組みから、未来の交通の姿が見えてくる。
MaaSという言葉をご存じだろうか。これはMobility as a 

Serviceの略語で、ICTを活用して多様な交通機関をシー

ムレスにつなぐ概念のこと。交通機関の効率化や交通渋

滞の緩和、移動に関する利便性の向上、さらには温室効果

ガスの抑制といった利点があるとされている。

東京メトロでは現在、「パーソナライズド」「リアルタイム」

「更なるネットワークの連続性の追求」をキーワードに、大都

市型MaaS「my! 東京MaaS」を展開。その一環として

MaaS機能を実装した新アプリ「東京メトロmy!アプリ」を

2020年8月27日に公開した。東京メトロに限らず、鉄道・

バス・タクシー・シェアサイクルを含むマルチモーダルな経

路検索に対応するのが特徴。タクシーアプリ「GO」

「S.RIDE®」、シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」

「bike share service」との連携なども実現し、出発地か

ら目的地まで連続性のあるスムーズな移動をサポートして

くれる。

大都市型MaaS「my! 東京MaaS」の
中心にある「東京メトロmy!アプリ」

1CHAPTER

現在、この「my! 東京MaaS」の推進役を担っているの

は、企業価値創造部新技術推進担当の佐藤誠一郎だ。そ

の主な業務内容は「プロジェクト全体の戦略を検討・策定

し、MaaS推進WG（役員級の会議）に提言し、『my! 東京

MaaS』の窓口として他事業者との連携や対応にあたる」

ことだという。そして、こうした業務を通じて「経営層と接

する機会が多くなり、必然的に社会や会社といった広い視

野で物事を考えることができるようになった。また、役員

の方々がこちらの意見にしっかりと耳を傾けてくれるの

で、あらためて当社ならではの風通しの良さを実感してい

る」と佐藤は話す。

その一方で、大型プロジェクトゆえの難しさもある。たとえ

ば「社外にも多くの関係者がいるため、調整にはいつも苦

心している」とのこと。では、そういった時に佐藤はどのよ

うに仕事を進めているのか。「社外との調整や協議にあ

たっては、これまでの経験を活かし、相手の立場に配慮し

ながら、丁寧に交渉を進めるようにしている。広報部で社

内外の多様な職種の皆さんと関われたこと、観光庁への

出向で行政の業務プロセスを体験できたことが非常に役

立っている」と話す。

過去の経験を活かして
困難な調整や交渉に臨む

2CHAPTER
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このほかにも、「東京メトロmy!アプリ」には東京メトロな

らではのきめ細かい機能が搭載され始めている。たとえ

ば、雨に濡れないで目的地に到達するためのルートを検索

できる機能が盛り込まれることによって、自分に合った移

動のあり方をチョイスできるようになるという。さらに駅

構内の移動に関してはエレベーターを使うルートを検索

できる機能やOutlookの予定表と連動した経路検索機能

も搭載予定とのことで、今後の動きにも期待大だ。

現在の業務に関して「アプリのダウンロード数の増加や実

際にお客様が体験した感想をSNSなどで見かける中で、

自分の仕事が社会に貢献していることを実感している。こ

れからもグループ理念である『東京を走らせる力』を念頭

に置きながら、お客様の安心で快適、そしてワクワクする

ような移動・ビジネス・生活を支えるサービスを考案してい

きたい」と話す佐藤。その熱い想いとバイタリティで「my! 

東京MaaS」、そして首都圏におけるMaaSを推進し続け

てほしいものだ。

「東京を走らせる力」で
首都圏のMaaSを推進

5CHAPTER

新技術推進担当としてプロジェクトを着実に前進させてい

る佐藤だが、聞けば、着任時はMaaSに関してほとんど知

識を持っていなかったという。「2020年3月に観光庁へ

の出向が終わってすぐにMaaSを担当することになった。

久しぶりの東京メトロの職場に対して緊張感もあったし、

そもそもMaaSに関する知見もなかったので不安もあっ

た」と振り返る。

だが、未知の領域に飛び込むのは何もこれが初めてでは

なかった。佐藤のキャリアのスタートは情報システム部

だったが、それも文系出身の佐藤にとっては未知の領域

だった。「最初は打ち合わせの内容すら理解できなかった

が、周囲の先輩方が丁寧に指導してくれたおかげですぐに

周囲のサポートを受けながら
未知の領域へのチャレンジ

3CHAPTER

すでに「東京メトロmy !アプリ」のダウンロード数はリ

ニューアル後、10か月で100万以上に達しているが、

「『my! 東京MaaS』はまだまだこれから発展していく」と

佐藤は目を輝かせる。その一例として挙げるのが「パーソ

ナライズド」の強化だ。「鉄道会社の公式アプリなので、情

報の正確性や即時性には自信があるが、今後はさらに

『パーソナライズド』に注力していきたい」と佐藤は力を込

仕事に慣れることができた。この面倒見の良さは当社の

風土ではないか」とのこと。実際、現部署においても、メン

バーがあたたかく迎えてくれたので、緊張や不安は早い段

階で払拭できたそうだ。もちろん、自らの研鑽も大きい。

「資料を読み漁り、国土交通省が所管する国土交通政策研

究所に通い、MaaSの研究者に国内外の事例や課題につ

いて教えてもらうなどしながら、東京メトロだからこそで

きるMaaSのあり方を模索し続けている」という。

〝新たな日常〟を支える
アプリの多彩な機能

4CHAPTER

める。「特に当面はコロナ禍の影響もあり、より安心で効

率的な移動が重視されるはず。だからこそ、お客様一人ひ

とりの〝新たな日常〟をデジタルの空間においてもサポー

トできるようなサービスを提供していきたい」としている。

実際、コロナ禍にあって3密を避けることができるよう、

「東京メトロmy!アプリ」は「混雑の見える化」にも対応。

東京メトロ全9路線342区間の列車内や全171駅（東京

メトロ管理駅全駅）の改札口のリアルタイムな混雑状況ま

で確認できるという。「ぜひともこういった機能を活用し、

今後も安心して移動していただきたい」と佐藤は微笑む。

0908

合同企業説明会で東京メトロの「東
京を走らせる力」というグループ理
念に強く共感。当時の採用担当者の
雰囲気や対応にも好印象を覚え、入
社を志望した。情報システム部、人事
部、広報部、国土交通省観光庁への
出向などを経て現職。

佐藤 誠一郎

企業価値創造部 新技術推進担当
文学部卒
2010年入社

未来を切り拓く

東京メトロの

大都市型MaaS
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霞が関の官庁街に隣接し、桜田通りや外堀通りなどの幹線

道路や虎ノ門駅、霞ケ関駅、新橋駅などの主要駅が近接す

る利便性に優れた虎ノ門エリア。近年はさらに国家戦略特

区として複数の再開発計画が進められており、都心部と臨

海部を結ぶ環状第2号線の開通で国際空港へのアクセス

性が向上するなど、「国際的なビジネス・交流拠点の整備」

と「交通結節機能強化」による高次の都市機能集積が見込

まれている。

こうした流れをさらに加速させる拠点として期待されてい

るのが、日比谷線開業以来56年ぶりの新駅として2020

年6月6日に開業した虎ノ門ヒルズ駅だ。大規模オフィス

と商業施設を擁する虎ノ門ヒルズビジネスタワーと地下

歩行者通路を介して接続しており、銀座線虎ノ門駅との乗

り換えも可能である。また、空港へ向かうリムジンバスや

臨海エリア行きBRT（バス高速輸送システム）が発着する

バスターミナルにもアクセス可能。さらに将来的には地下

２階のコンコースと再開発事業で整備される駅広場がつ

ながって、地上と地下をスムーズに行き来できるようにな

る。虎ノ門ヒルズ駅はまさに、これまでにない「まちと一体

となった新たな駅」なのだ。

これまでにないえき・まち連携
新駅「虎ノ門ヒルズ駅」

1CHAPTER

改良建設部設計課の和田康平は入社３年目の若手ながら、

この虎ノ門ヒルズ駅および虎ノ門駅の設計業務に携わって

いる。設計課の役割は駅の改良計画を実際の施工に落とし

込んでいくことだが、「構造的な計算の結果、計画の一部見

直しや調整が必要になることがしばしばある」という。しか

し、それでも「建築や電気など他部門とも協力しながら、可

能な限り計画に沿った工事発注に向けて必要な図面や計

算書などを整えていかねばならない」のだ。

こうした業務の中では当然、いくつもの難題が壁となって

立ちふさがる。「この仕事は何より経験がものをいう。自分

はまだまだ現場経験が浅いため、とにかく疑問に感じたこ

とは自分で調べたうえで経験豊富な先輩方に教えてもらう

ことを心がけている」と和田。また、現場見学の機会があれ

ば必ず参加しているほか、プライベートでも、駅を利用する

際には構造や施工方法について自分なりに想像を巡らせ、

後でその駅の過去資料に目を通すなど、経験不足を補うた

めの学びを常に心がけているそうだ。

経験不足を日常的な学びで補い
設計業務の難題に挑む

2CHAPTER

「えき×まち」の
連携による
シナジーを創出
虎ノ門エリアの交通結節機能の強化の一環として

日比谷線に開業した「虎ノ門ヒルズ駅」。

東京メトロが挑む「駅周辺のまちづくりと一体となった新たな駅」に迫る。

1 110
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虎ノ門ヒルズ駅の開業に際しては、周囲の大規模な再開

発プロジェクトとの調整が欠かせないため、難題にぶつか

ることが多かった。たとえば、ある時には再開発事業の進

捗との兼ね合いで、当初計画していた施工順序の大幅な

変更を強いられる事態に。法令に定められた通り、変更に

ついて認可申請書類を届け出る必要が生じた。通常半年

程度、協議・調整期間が必要であるが、予定していた時期

に開業するには２か月程度で認可を得なければならな

かったという。そのため「かなりの短期間で経緯や変更の

背景などを取りまとめ、協議に臨んだ」と和田は振り返る。

計画そのものが複雑であることから理解を得るまでには

苦労した。「通常の協議資料の他に、本事業を始めて聞か

れる方にも計画の全体像や開業時期遵守の必要性などが

理解できる資料を作成した。協議においては、何度も先方

に足を運びとことん協議し、指摘点や修正点の差異がない

よう注意を払い協議を行った」という。また顔を突き合わ

せて説明ができない時にはメールや電話で解説をするな

ど、フォローを怠らず、業務に対して真摯に向き合うこと

で、最終的には早期に理解してもらうことができたそうだ。

様々な関係機関との
調整や協議を経て開業へ

3CHAPTER

こうした数々の困難を乗り越え、ついに2020年6月、日比

谷線虎ノ門ヒルズ駅は予定通りに開業した。とはいえ、虎

ノ門エリアの再開発プロジェクトの一部はまだ始まったば

かりであり、虎ノ門ヒルズ駅の工事は今なお続いている。

まちやビルと一体化した駅というコンセプトを具現化して

いくにあたっては、周辺のビルとの接合部の仕様や工事の

進め方などについて再開発事業者との調整を密に行って

いく必要がある。加えてすでに駅として開業している状況

での作業となるため、お客様への配慮も欠かせないのだ。

まちと一体となった駅としての
隣接再開発ビル接続に向けて

4CHAPTER

場合によっては、さらにプレッシャーを感じてしまいそうな

状況だが、和田は「これまでにないコンセプトの駅で新し

い時代を切り拓くプロジェクトに携わることに大きなやり

がいを感じている。虎ノ門ヒルズ駅が隣接再開発ビルと接

続する日が楽しみで仕方ない」とあくまで前向きだ。「駅と

一体となった魅力的な都市空間を創出した先駆けとして、

虎ノ門エリアが国内外のほかの計画の模範となる日が来

るよう、まずはすべての工事を無事に完了させることを目

指し、気を抜かず担当業務にしっかり励みたい」と力強く

話している。

1312

「多くの人々の生活を直接的に支え
る仕事」に就きたいと考え、鉄道会社
を志望。最終的に東京メトロに入社
した決め手となったのは「人」。長期
インターンシップで、社員の仕事に
対する熱量や誇りを持って働く姿に
魅了された。

和田 康平

改良建設部 設計課
創造理工学研究科卒
2018年入社

「えき×まち」の

連携による

シナジーを創出

※ 経歴については、2020年度取材当時

和田は入社以来、この巨大な再開発プロジェクトの一翼を

担う虎ノ門ヒルズ駅や虎ノ門駅以外にも、末広町駅や永田

町駅、新橋駅といった駅の改良計画に携わってきた。周辺

地域の特性や利用動向、抱える課題、改良計画の進展状

況などが駅によってそれぞれ異なるため、すべてのプロ

ジェクトを同時に進めることに苦労したそうだが、多くの気

づきを得たという。「一口に設計といっても、営業部や工務

部、電気部などの関連部署や再開発事業者、道路管理者

など、社内外問わず多くの人や機関が携わっている。計画

の各段階において、関係各所と綿密な調整が必要である

一方、常にスピード感をもって業務を前に進め続けなけれ

ばならないということをあらためて学んだ」と話す。

これからも多くのプロジェクトを通して知見を深めるのは

もちろん、将来的には「各部の考えや情報などを統合して

適切なマネジメントができる人材として活躍したいと考え

ている」と未来のキャリアも見据えている和田。これから

も東京メトロの「挑戦」の最前線を走り続けることだろう。

数々の駅改良計画に携わり
着実に成長していく

5CHAPTER
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駅ナカ商業施設の
可能性を広げる
日本一の繁華街・銀座にリニューアルオープンした

駅ナカ商業施設「Echika fit銀座」。

東京メトロは鉄道事業だけでなく、商業分野でも最先端を走り続ける。 東京メトロは鉄道事業以外にも様々な関連事業を展開し

ている。たとえば最近では、駅の工事に伴い創出したス

ペースや定期券うりば跡地の店舗開発を行う流通事業、

デジタルサイネージ媒体などを活用した広告事業、物件

の取得とともに地下空間と一体になった建物の開発を進

める不動産事業など、積極的な事業展開を行っている。

その流通事業において2020年7月22日に丸ノ内線銀

座駅構内にリニューアルオープンしたのが「Echika fit

（エチカフィット）銀座」だ。「Echika fit」は東京メトロを

代表する駅ナカ商業施設「Echika（エチカ）」のコンセプ

トを踏襲しつつ駅ならではの便利な複合ショップを展開す

る商業施設。“ちょっといい、ちょうどいい地下の街”を

キャッチフレーズに、お客様とまちと時代に“fit（フィット）”

するショップを目指し、銀座駅や永田町駅、上野駅で展開

中。リニューアルオープンした「Echika fit銀座」では、カ

フェや服飾雑貨のほか、駅ナカ初出店ブランドなど、時代

性、地域性を捉えたショップが出店し、伝統と新しさの融合

する街“銀座”にふさわしい施設として生まれ変わった。

新しく生まれ変わった
「Echika fit銀座」

1CHAPTER

このプロジェクトをリードしてきた花井量は、流通・広告事

業部商業店舗担当として活躍中。主な業務は駅ナカをは

じめ、東京メトログループの商業店舗事業全体の管理及び

新規店舗開発の計画だ。具体的には商業店舗事業の投資

計画策定、予決算管理やグループ会社（メトロプロパ

ティーズ）が行う店舗運営の支援を行う傍ら、新規店舗開

発候補地の選定、事業性の検証、関係者との協議など、開

発検討から店舗開業までのプロジェクトマネジメントも

担っている。

もちろん、この幅広い業務を遂行するには膨大な知識と

経験が必要になる。花井によれば「関連法規や設備に関す

る知見、さらにはテナントの動向や商環境のトレンドなど、

これらを自分一人で網羅することは到底無理で、それぞれ

の分野の関係者たちと協力し合いながらプロジェクトメン

バーで把握していかなければならない」とのこと。そのた

め、花井は自らの知識を深める努力をしながらも、プロ

ジェクトを通じて、常に必要な情報を収集するように心が

けているという。

日々、商業店舗事業に必要な
膨大な情報と向き合い続ける

2CHAPTER

ACTION
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東京メトロの商業施設づくり、特に地下鉄の駅構内におけ

る店舗づくりには多くの困難がある。地下という性質上、

店舗空間や必要な設備を整備するには多額の工事費がか

かるだけでなく、鉄道施設との調整、関係法規への適応な

ど、求められることも多い。また、駅構内は人通りが多く、

比較的流動に恵まれているものの、駅を利用するお客様

の関心は地上店舗と異なっており、店舗の選定にもハード

ルがある。これらの課題を解決し、プロジェクトを遂行する

には、「関係者と目線を合わせることがポイントになる」と

花井は強調する。「鉄道部門やグループ会社のプロたちと

目線を合わせ、フォローし合いながらプロジェクトを進め

ていくのが肝心。その取りまとめ役としてプロジェクトが

工程通り進むようにコントロールするのも、私の重要な役

割の一つだ」という。

花井のリーダーシップはこれまでの経験で培われてきた。

たとえば、不動産事業では複合商業施設の運営会社、共同

事業者との施設運営に関する協議を行ってきた。また、新

規事業として高架下遊休地の活用を目的とした水耕栽培

による野菜工場事業の立ち上げ、運営・管理、販路開拓な

どを進めてきたという。他社との交渉をはじめとした、幅広

い経験があるからこそ、多岐にわたる関係者を取りまとめ

ることができているのだ。

関係者と目線を合わせながら
プロジェクトを工程通りに進める

3CHAPTER

「Echika fit銀座」のリニューアルにあたって、プロジェクト

として心がけたのは、同じくリニューアルされた銀座駅との

一体感はもちろん、銀座という魅力あふれるまちの一部と

して、従来のコンセプトを活かしながら今の時代にマッチす

るような新しさを追求することだった。移動中の利便性を考

慮したテナントが大半を占めている駅ナカ店舗の中で、あ

えて高単価のメイクアップブランドを迎え入れたのも、今後

コロナ禍の中で進められた
リニューアルプロジェクト

4CHAPTER

の店舗開発における新たな可能性を模索するためのチャレ

ンジだったという。

だが、プロジェクト立ち上がり当初から、いくつもの困難が

立ちはだかった。たとえば、法改正により開業当初と基準が

変わったため、リニューアル時には基準を満たすよう新たに

区画の変更を行う必要があったという。「店舗の業態にも制

約が出る可能性があったため、鉄道部門やグループ会社と

連携し、急ピッチで協議を進めた。」と花井は振り返る。その

後も新型コロナウイルス感染症の拡大によりテナントの事

業環境が急変したりと、予断を許さない状況が続いたが、そ

れでも花井は懸命にプロジェクトを前進させ続けた。結果、

「プロジェクトメンバーやグループ会社の頑張りもあり、予

定通りの開業を迎えることができた」と笑みをこぼす。

「東京メトロなら、日本のビジネスの
中心地で鉄道・不動産・流通など、幅
広い仕事を経験でき、会社ともに成
長できるのではないか」と考え、入
社。不動産事業第一部、流通・広告事
業部、外部の小売企業への出向など
を経て2019年より現職。

花井 量

流通・広告事業部 商業店舗担当
経済学部卒 
2012年入社

駅ナカ商業施設の

可能性を広げる

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は依然として流通

事業・小売業界に甚大な影響を与え続けている。その点に

ついて花井は、「新型コロナウイルス感染拡大を受け、こ

れまでも兆しがあった購買行動の多様化、EC普及など急

速に進んでおり、リアル店舗に求められる役割は今後確実

に変わっていく。一方で、銀座や表参道といった東京を代

表するまちの玄関口で店舗開発が行えることは、今後も

東京メトロの強みであり続ける。」という。「都心にネット

ワークを持つ東京メトロの強みを最大限に活かしながら、

外部環境の変化に対応し、お客様のニーズに見合う商業

施設の新しいあり方を模索していきたい。」と力説する。

花井の成長とともに東京メトロの関連事業はさらなる発

展を遂げることだろう。

ウィズコロナ社会を見据えた
新たな商業施設のあり方を模索

5CHAPTER

ACTION
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約10年前、中里は車両部設計課に配属され、この「故障予兆

検知システム」の基礎となる状態監視や走行安全性向上に

ついての基礎研究に携わっていた。ミッションは「車両検査の

さらなる深度化と効率化」を図ること。以来、何とかして従来

の定期的なメンテナンスでは把握しきれない故障の予兆を

見つけられるシステムを確立し、車両故障などを減らすこと

に注力してきた。

そして、その際に必要なのは「走行している車両のデータを

取得すること」だった。そこで、設計課ではまず地上側である

線路脇などにセンサーを設置するなどの実証を繰り返すこと

に。「当時は『リアルタイム分析による異常検知』など夢物語。

本当に実用化できるのかも未知数で、ひたすら試行錯誤の

日々だった」という。

だが、その後の数年間で状況は一変した。クラウド技術や大

容量データを高速で伝送する技術などが急速に発達し、情報

通信技術が台頭するなど、「故障予兆の検知」を可能とする

ための要素技術が出揃ったのだ。

そういった背景の中、他部署での勤務を経て20年に再び設

計課に配属された中里は、かつて自身が基礎研究に携わった

「故障予兆検知システム」の立ち上げプロジェクトに参加。

「未来を見据えた挑戦が実を結ぶ瞬間に立ち会えることに、

大きなやりがいを感じた」という。

長年の基礎研究と
技術革新の末に実用化へ

2CHAPTER

ICTを積極的に導入して
乗客の〝あたりまえ〟を支える
故障予兆検知システムの導入やiPhoneの配備などを

積極的に推進する東京メトロ。

多彩な最新技術を導入することで、お客様のあたりまえの日常を守っている。

ACTION
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常に時代の最先端技術を鉄道システムに取り入れてきた

東京メトロ。そんな同社が今、全社を挙げて目指している

のが、新たな設備状態監視システムの確立だ。2018年

には三菱電機とともに、走行中の車両機器状態を列車運

行を司る総合指令所などから遠隔でモニタリングし、デー

タを蓄積できる「TIMA（ティーマ：車両情報監視分析シス

テム）」を丸ノ内線2000系車両において導入、さらに20

年10月には、新たに「故障予兆検知システム」を有楽町

線・副都心線で試験的に導入した。

一連のプロジェクトの取りまとめ役を務める車両部設計課

の中里祐一によれば、このシステムは従来の車両・設備のメ

ンテナンスのあり方を一変させる可能性を秘めているとの

こと。これまでのように定期的なメンテナンスで機器の異

常や故障を見つけてから修理するのではなく、今まさに走

行している車両のデータをリアルタイムで自動で分析し、

故障の予兆を自動的に知らせることができるというのだ。

まずは電車が止まるために必要なブレーキ装置とブレー

キなどに必要な圧縮空気を生み出す電動空気圧縮機と

いった列車運行に重要な機器を対象として運用している

が、今後は電車を動かすための制御装置や電源装置、保安

装置など様々な装置にシステムを拡大させ、新たな予防

保全体制の確立を目指すという。

最先端技術を駆使した
故障予兆検知システム

1CHAPTER

ACTION

V I S I O N
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ただ当然、必要な要素技術が揃っているからといって、すぐ

に「故障予兆検知システム」が実用化できたわけではない。

中里は課長補佐としてこのプロジェクトを取り仕切ったが、

困難の連続だったという。たとえば「過去に類のないシステ

ムだったため、データの閾値、つまりどこからどこまでを故

障や異常の予兆として検知するか、技術的根拠や知見を反

映させたうえで基準を決めるのが非常に難しかった」と振り

返る。最初はその調整がうまくいかず、思うように予兆の検

知ができなかったそうだ。「鉄道は複雑なシステムが絡み

合って成り立っているので、事は車両部門だけでは実現し

えない。電気部門や軌道部門、運転部門などとも連携しな

がら、様々なエラーや課題を一つずつ解決していった」とい

う。そのほかにも、中里には東京メトロを代表する立場とし

ての役割があった。システムの仕様策定に際しては三菱電

機との度重なる技術的検証や交渉、運用開始にあたっては

プレス発表にむけた関係部門との連携、さらに相互直通運

転先の鉄道会社との将来的なシステム連携に向けての協議

など、各方面との調整に奔走し、一歩一歩プロジェクトを進

めていった。

課題を一つひとつ解決し
プロジェクトを前へ

3CHAPTER

いくつもの困難を乗り越え、「故障予兆検知システム」は

ついに実際に営業走行している車両で運用が開始された

が、「ここからがはじまりだ」と中里は話す。聞けば、このシ

ステムが目指すのは「CBM（Co n d i t i o n B a s e d 

Maintenance：状態基準保全）」、故障や異常の予兆検

知によって、必要と判断された時にのみメンテナンスを実

施する新たな予防保全のあり方なのだという。近年、メン

テナンスフリーによる効率化やコスト削減につながること

から、製造業界を中心に注目を集めている手法だ。「ただ、

予防保全の分野における
新たな〝あたりまえ〟をつくる

4CHAPTER

国際的なスポーツイベントに向け、東京メトロでは様々な

視点でお客様サービスの向上を目指した取り組みを進め

てきた。その一環として、2019年10月からは駅における

案内サービス向上、インバウンドへの案内強化、社員間の

迅速な情報共有などを図ることを目的に、全駅で勤務中の

すべての社員が携帯するためのiPhone1500台を導入。

東京メトロではこれまでにも駅におけるiPadの配備を進め

るなどしてきたが、それをより一層、推し進める形となった。

このプロジェクトを企画し、独自の仕様決定やアプリ開発、

現場への定着などに取り組んできた西崎紘一郎は当時、営

業部旅客課に所属していた。曰く「最初に与えられたミッ

ションは、当イベントを迎えるにあたって、案内サービスの

強化や業務効率化につながる方法を考えることだった」と

いう。以来、西崎は必死になって他社の先行事例や社会環

境などを徹底的にリサーチ、その結果、「iPhoneをプラット

フォームにすることで、駅内での案内サービスや駅社員同

士の連携を格段に向上させることができる」と確信し、この

プロジェクトを立案したという。

駅における案内サービスの向上を目指し
1500台のiPhoneを配備

1CHAPTER

あくまでもそれは最終目標であって、まず何よりも大事な

のは車両のさらなる安全性向上や安定輸送だ」と中里は

話す。そのうえで「当面は従来通りの定期検査を着実に行

いつつ、故障予兆検知システムによるデータ検証を続け

ることで、故障による列車遅延や運転見合わせを限りなく

ゼロにしたい」と意気込んでいる。

検証が進んでこのシステムの運用範囲が広がっていけば、

いずれはCBMによる予防保全が〝あたりまえ〟となり、近

い将来の列車の自動運転の実現にも一歩近づくはず。安

全性向上や安定輸送を堅持しつつ、これからも未来を見

据えた挑戦は続く。
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「東京メトロの幅広い事業領域の中
で、自分の想いを形にしたい」と感
じ、入社を志望。iPhone導入プロ
ジェクトなどを通じて、若い頃から
様々な業務に主体的に挑戦できるこ
とを実感し、現在も常に前向きに業
務に取り組んでいる。

西崎 紘一郎

需要創出・マーケティング部
マーケティング・インバウンド担当
法学部卒
2016年入社

学生時代は機械工学を専攻。就職活
動を進めるにあたっては、モノづくり
よりも技術を使ってサービスを提供
することに興味があったことから鉄
道業界を目指し、中でも最新技術を
積極的に導入している東京メトロに
魅力を感じ志望した。

中里 祐一

車両部 設計課
理工学研究科卒
2008年入社

しきいち

ICTを積極的に導入して

乗客の〝あたりまえ〟を支える

ACTION
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しかし、一度に1500台ものiPhoneを導入するという企

画を社内で通し、導入実務に落とし込むまでには、並々な

らぬ努力が必要だった。「若いうちにこれだけ大きなプロ

ジェクトを任せてもらったことに責任感とやりがいを感じ

ながらも、様々な関係者のコンセンサスを得るのには苦労

した。なにせ3000名を超える駅社員の実業務に影響す

る事案だったので、駅の現場をよく知る方からは反対意見

や調整不足を指摘する声が上がっていた」と西崎は話す。

しかも、このプロジェクトは単にiPhoneを導入すれば終

わりというわけではない。独自の仕様やアプリを考案して

盛り込み、駅で勤務する全社員にiPhoneをプラット

フォームとして実際に活用してもらう必要もあった。「たと

えば仕様に関しては、駅社員の使いやすさと本社の管理

のしやすさがトレードオフになるケースが多く、調整に苦

労した。だからこそ、常に自身の経験だけに頼ることなく、

他社や社会の状況、社内の色々な立場の人たちの声を把

握したうえで、定量的な裏付けを取るように心がけた」と

西崎は振り返る。

度重なる調整を経ながら
プロジェクトを推進

2CHAPTER

そういった調整の際に役立ったのは、西崎が入社後の駅務

実習により培ってきた現場目線と現場の駅社員との信頼

関係だった。現に西崎は東西線や豊洲駅におけるオフピー

クキャンペーンの企画・運営、国際的なスポーツイベントに

向けた流動計画の策定などに携わる中で、とにかく現場の

駅社員たちと意見を交わしたり、朝のラッシュ時に駅に通

い続けたりしてきたという。そして、その知見を活かし、比

較的空いているルートを使えばメトロポイントを得られる

ような仕組みを考案し駅の混雑緩和を図るなど、課題の

調整の際に活きたのは
現場目線や現場の駅社員との信頼関係

3CHAPTER

ICTを積極的に導入して

乗客の〝あたりまえ〟を支える

解決に貢献してきたのだ。

「最初の頃は現場で働く駅社員に対して率直に自分の想

いを伝え過ぎてしまうこともあったが、何度も顔を合わせ

てコミュニケーションを図ることで、徐々に信頼関係を築

くことができ、現場を知ることで相手の立場で物事を考え

られるようになっていった。そしてiPhoneの導入におい

ても、そのようにして培ってきた現場目線や現場の駅社員

との信頼関係が大いに活き、本社・現場双方にプラスにな

るよう配慮しながら調整を進めることができたし、双方が

納得できる仕様やアプリを盛り込むことができた」と西崎

は笑顔を見せる。

こうして完成した独自仕様のiPhoneには、現場目線を活

かした多彩な機能やアプリが盛り込まれている。たとえ

ば、NTTドコモと共同開発した多言語翻訳アプリ「はなし

て翻訳®」もその一つ。12カ国語に対応した翻訳アプリ

で、音声入力による同時翻訳機能のほか、鉄道や地域に特

化した案内などを定型文として登録したり、駅の放送設備

と接続したりできるという。また、２１年３月から運用を開

始したお客様ご案内用アプリ（社員用）もユニークだ。たと

えば車いす利用者のサポートをする場合、このアプリを使

えば正確かつスムーズに乗車駅と降車駅の駅員が連絡を

とり合うことができ、車いす利用者の位置を正確に把握す

ることができるようになる。「まだまだこれからの部分もあ

るが、とにかく『駅社員、その先にいるお客様のためになる

はずだ』という自信と信念、そして周囲の協力のおかげ

で、ここまで前進し続けられた」と西崎は胸を張る。

現在、西崎は需要創出・マーケティング部に所属し、東京メト

ロ24時間券、Tokyo Subway Ticketをはじめとした企画

乗車券の販売促進施策を担っているが、そのチャレンジ精

神は今後も様々なビジネス領域で発揮されることだろう。

プラットフォームの基礎を固め
さらなる前進を目指す

4CHAPTER
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世界トップクラスの
鉄道技術を活かした
海外支援
卓越した技術力を活かし、東京メトロは様々な

海外支援プロジェクトを手掛けている。

その代表例としてベトナムでのプロジェクトを紹介する。
東京メトロが初の海外支援プロジェクトに乗り出したのは、

今からおよそ10年前のこと。舞台は東南アジア新興国の

中でも特に経済成長が著しいベトナムだ。都市の人口増加

とエリア拡大が進む首都ハノイ市では、渋滞などの交通問

題が深刻化し、持続的な発展を見据えた都市鉄道の整備が

求められていた。この課題解決に向け、以前から運輸交通

マスタープランに基づいて都市鉄道路線の建設が計画さ

れてきたが、その各路線を運営・維持管理する組織の設立

が急務に。そこで2012年、東京メトロは独立行政法人国

際協力機構（JICA）が行う「ベトナム国ハノイ市都市鉄道規

制機関強化及び運営組織設立支援プロジェクト」を受注し、

翌年２月から社内プロジェクトチームを編成、これまで長年

かけて培った都市鉄道運営ノウハウを活かし、現地におけ

る都市鉄道運営会社の設立を支援してきた。15年6月、そ

の成果として現地にハノイメトロカンパニーが発足し、17

年４月には都市鉄道コンサルティングを行う現地法人ベト

ナム東京メトロを設立。以後、継続的なハノイメトロカンパ

ニーへの業務支援を通じて、ハノイ市を中心にベトナム全

体の都市鉄道整備への貢献を続けている。

2012年、ベトナムでの
海外支援プロジェクトが始動

1CHAPTER

現在、ベトナム東京メトロの社長を務めている坂井直史は、

初期段階から一貫してこのプロジェクトに携わってきたメン

バーの一人である。「以前から海外に出て働いてみたいと

いう想いを抱いていたので、現地における都市鉄道運営会

社の設立支援に向けて社内各部門から十数名が集められ

ると聞いた時、『ぜひ加わりたい』と手を挙げた」という。希

望通り参加が認められてからは３年間にわたって財務と会

社設立準備を担当、２カ月に１度のペースでベトナムに足を

運んでミーティングを行った。

だが、当初はやはり言葉の壁に悩まされた。「私たちと現地

メンバーの間に入る通訳にも鉄道に関する知識を理解して

もらう必要があり、打ち合わせは通常の倍以上の時間がか

かったし、通訳の意味のとらえ方によっては相手を勘違いさ

せてしまったり、誤解を与えたりしてしまうこともあった。ま

た、普段は日本のオフィスから現地とメールやテレビ会議な

どでやりとりをすることになるため、とにかく最初の数カ月

はこれからどうコミュニケーションを重ね、互いの歩調を合

わせていくかが一番の課題だった」と振り返る。

現地メンバーといかに
コミュニケーションを重ねるか

2CHAPTER
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言葉の壁もさることながら、プロジェクト初期段階において

特に苦労したのは「『都市鉄道とは何か』を現地の人たちに

伝えること」だった。「なにしろベトナムで鉄道といえば全線

非電化・ディーゼル機関車の国鉄のみ。一度も電気で動く列

車を見たことのない現地メンバーたちに、イチからその仕

組みや安全・安定運行の重要性などを伝え続けた」と坂井。

開始から半年後に行われた日本視察で実物を見てもらった

頃から共通理解が進むようになり、一方、ベトナムでのホー

ムパーティーやスタッフの結婚式に積極的に参加するなど

の交流を重ねながら、徐々に良好な関係をつくっていった。

こうした努力のかいもあって、東京メトロは14年２月にハノ

イ市都市鉄道管理委員会と覚書を締結し、ハノイ市との友

好協力関係を構築した。「粘り強く交渉を継続し、先方の要

望、東京側の意向も踏まえながら着地点を目指して調整し

てきたので、合意に至った時は感無量だった」と坂井は振り

返る。そしてプロジェクト開始から３年目、ついに東京メトロ

の支援の下、ハノイメトロカンパニーが産声を上げたのだ。

「都市鉄道とは何か」を伝え続け
着実に良好な関係を構築

3CHAPTER

だが、その後も苦労の連続だった。「お互いに都市鉄道の

開業という目標を共有しながらも、日本とベトナムとの文

化の違いがハードルとなって思うように事が運ばないこと

が多々あった。たとえば法律面では現地の鉄道関連法が

非電化の国鉄を前提とした建て付けになっているので、

様々な調整が必要だった」という。また政治的意思決定の

影響で、いくら現場で議論を重ねても話を前に進められな

数々の課題を乗り越え
現地法人を設立

4CHAPTER

都市鉄道を現地に根づかせ
さらなる海外プロジェクトへ

5CHAPTER

いという問題もたびたび浮き彫りに。

こうした数々の課題と直面しつつも、坂井はベトナムで継

続的に都市鉄道コンサルティングを行うための現地法人

設立に向けて準備を進め、17年にベトナム東京メトロを

設立。19年からはその社長として関係機関との調整に奔

走している。そして、最初の路線2A号線が６年遅れでつ

いに開業し、21年11月より運航を開始した。「自国とは

様々に状況が異なり、政治的な動きにも左右される海外

プロジェクトの難しさをあらためて痛感している。さらには

新型コロナウイルス感染症の影響も小さくはない。」と坂

井は話している。

「鉄道を通じて東京の人々の生活に
役立つ仕事をしたい」と考え、東京メ
トロへ。入社後は法務や財務部門に
携わった後、2013年からハノイ市
都市鉄道整備事業支援プロジェクト
に参画、19年にベトナム東京メトロ
社長に就任。

坂井 直史

経営企画本部国際業務部
法学部卒
1999年入社

世界トップクラスの

鉄道技術を活かした

海外支援

ベトナムは今まさに急成長の真っ只中にあるが、その成長

を支えるためには、インフラ整備、とりわけ都市鉄道の整備

が急務である。ただ、同じくJICAから受注した都市鉄道規

制機関及び運営会社能力強化プロジェクトが17年にス

タートしたホーチミン市における都市鉄道１号線整備事業

については順調に建設が進んでおり、東京メトロの支援の

下、同路線を運営するホーチミン市都市鉄道1号線運営会

社が19年7月に設立された。そして、20年２月にホーチミ

ン市都市鉄道管理局と覚書を締結し、ホーチミン市との友

好協力関係も構築された。「当社には9年間支援を続けて

きたノウハウに加えて、現地法人によるサポート体制も整っ

ているので、まずはホーチミン市の都市鉄道の開業を推し

進め、その後の運営も着実に軌道に乗せていきたい」と坂

井は意気込んでいる。また「ベトナムで東京メトロが手掛け

た鉄道システムが受け入れられ、それを現地の〝鉄道文化〟

として定着させることができれば、当社の海外プロジェクト

の次の道が拓けるはず」と未来にも目を向ける。

後輩たちが海外で活躍していくための基盤をつくるために

も、これからもベトナムプロジェクトを前に進めていってほ

しいものだ。
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東京メトロでは、これまでも大規模地震を想定した耐震補強に

努めてきたが、東日本大震災以降は首都直下地震などを想定

し、有事の際にも早期に運行を再開し首都東京の社会経済を

復旧できるように、さらなる耐震補強を実施している。優先的

に進めてきた地上部の高架橋柱などの耐震補強はまもなく完

了予定となっている。現在は、トンネルの中柱の耐震補強を進

めているという。

このプロジェクトの推進役を担う中村幸江は、工務部土木課の

技術基準担当に所属。トンネルや橋梁といった土木構造物に

関する規定の制定・改正、土木構造物の補修・補強検討などを

担当しているほか、耐震補強に携わっている。もともと学生時

代に地震防災に関する研究に携わってきたこともあり、社会で

もその知見を役立たせたいと考えていたという。そんな折、イ

ンスパイアされたのが東京メトロへの2週間に及ぶインターン

だった。「実際に車両基地からモーターカーで作業現場まで連

れて行ってもらい、社員の方々が技術的に制約の多い地下空

間でいかに真摯に業務に向き合っているかを目の当たりにし、

この職場でともに働きたい、地震防災に関わる仕事ができれ

ばと思った」と中村は振り返る。

地下構造物が抱える課題に
真摯に向き合う姿勢

1CHAPTER

中村が推進しているプロジェクトの対象となるトンネルの中

柱は数千本に及び、すべての補強を終えるまでに数十年を要

するという。また、このプロジェクトは東京メトロの中期経営

計画「東京メトロプラン2021」のキーワードの一つである

「安心の提供」の中の「自然災害対策の推進」を担う重要な要

素でもある。それゆえに中村は「計画当初である今のうちに、

正確に情報を収集・整理し、根拠のある方針をしっかりと立て、

今後に引き継いでいくことが大事だと考えている」と話す。

とはいえ、それは決して簡単なことではない。それもその

はず、柱にはそれぞれ〝個性〟があるからだ。「柱はそれぞれ

素材や構造、立っている場所、受けている力、付随している

設備などが異なる。そのため、それぞれの柱に合った補強

工法を見極めなくてはならない」という。だからこそ「過去

の知見や現在の測定データなど、様々な視点から判断材料

を収集し、新たな課題に直面したら即時かつ柔軟に対応し、

方針や計画をブラッシュアップするようにしている」と中村

は話す。

中柱の〝個性〟を見極めながら
多様な視点から方針と計画を立案

2CHAPTER

未曾有の
地震や豪雨から
乗客を守る防災対策
「東京メトロプラン2021」の「安心の提供」を実現するため、

東京メトロは首都直下地震や大規模水害などを想定し、

耐震補強や浸水対策に注力している。
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大規模なプロジェクトだからこそ、社内外に関係者が多数

存在し、調整が複雑になるという難しさもある。その点に

ついては「他部署で調整が必要になりそうな事案などを

いち早く想定したうえで、しっかりと調整や舵取りを行い、

プロジェクトを着実に推進させることを意識している」と

中村は話す。たとえば、トイレの近くの中柱を補強するに

はトイレを一時的に閉鎖する可能性があるため、早い段階

で関係部署と連携をとりながらスムーズに事を進めてい

く必要があるという。

中村の推進力や調整能力のベースになっているのは、軌

道の現場で経験してきた保守管理や工事監理といった業

務経験だ。「地下空間における業務は、地上以上に注意を

払う部分が多い。また、終電から始発までのわずか数時間

の間に予定通り作業を終えなければならないので、詳細

な作業工程をつくり、それをきっちりと管理進行しなけれ

ばならなかった。日々、『段取り八分』という言葉の重みを

感じていた」と振り返る。まさに、積み重ねてきた経験が現

在の推進力や調整能力の基礎となっているのだ。

軌道の現場で培ってきた
推進力と調整能力

3CHAPTER

中村たちが耐震補強を手掛けた柱のほとんどは、最終的に

はパネルなどで装飾されるため、その違いが分からない場

合が多い。だが、「首都直下地震発生のリスクが高まる中、

お客様の安全に直接関わる大規模かつ中期経営計画の中

枢ともいえるプロジェクトに関われることに責任感と喜びを

感じている」と中村は話す。

ちなみに、中村には幼い子どもがいるが、現在も子育てとバ

ランスをとりながらプロジェクトを推進している。「工務部に

子育てとのバランスもとりながら
「東京のあたりまえ」を支え続ける

4CHAPTER

未曾有の

地震や豪雨から

乗客を守る防災対策

2週間にわたる東京メトロのイン
ターンシップを経験し、「地下鉄と
いう制約が多い環境下で、技術的
な課題に真摯に向き合う社員の
方々と一緒に働きたい」と感じ、入
社を志望。工務部軌道課、軌道工
事所、日比谷線工務区などを経て、
2020年より現職。

中村 幸江

工務部土木課  工学研究科卒
2011年入社

3130

入社1年目にして
耐震補強工事プロジェクトを立案

1CHAPTER

おいても子育てに対する理解が深く、時短勤務についても

あたりまえのように配慮してくれている」という。また「これ

までに様々な部署で働いてきたが、どの職場でも当社の社

員は技術的な課題に真摯に向き合い、『お客様の安全』を

第一に考え、『東京のあたりまえの毎日を支える』ことに誇

りを感じている。私自身、これからもその想いを大切にしな

がら業務に邁進していきたい」とも。まさに「東京のあたり

まえ」を支える心意気、これからの活躍にも期待したい。

企業研究の最中に「東洋初の地下
鉄である東京メトロの高い維持管
理技術を世界へと発信し、鉄道業
界を牽引したい」という想いを抱
き、入社を志望。工務部土木課、土
木工事所土木第二課などを経て、
2019年より現職。

新田 裕樹

工務部土木工事所 土木第三課
（経営企画本部国際業務部兼務）
工学研究科卒
2016年入社

地球温暖化などの影響も相まってか、近年、国内外で台風

や豪雨による未曾有の被害が多発している。そうした中、

東京メトロでは千年に一度発生するかどうかの大雨による

荒川の決壊を想定し、大規模浸水対策を実施。そのプロ

ジェクトの一環として、坑口からトンネルへの浸水を防ぐ

ための防水ゲートの設置を進めている。

この防水ゲートづくりを推進している工務部土木工事所

土木第三課の新田裕樹は、大学時代、土木構造の維持管

理研究に携わっていた。そして「東京メトロの高い維持管

理技術を世界に発信したい」という想いで入社した。

その活躍ぶりは入社して間もない頃から際立っていた。実

際、入社した年から同年に発生した熊本地震の被害状況

を受け、トンネル内の中柱をはじめとした新たな耐震補強

工事プロジェクトを立案。その方針や計画、設計方法、工

法の選定などを取りまとめたという。「配属1年目の社員

の発案を真剣に検討し、取り入れてくれたことに、東京メト

ロならではの風通しの良さを実感した。苦労も多かった

が、その分、これまでにないほどのやりがいを実感できた」

と新田は話す。
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新田が所属する土木工事所は土木構造物の保守を担う部

署であり、その中でも土木第三課は土木構造物における

災害対策工事の施工監理を担当している。そして現在、防

水ゲートの設置工事を行っている。現在は、日比谷線の三

ノ輪坑口と銀座線の上野通路線坑口で実施されており、主

に現場監理に携わっているそうだ。「現場間の調整や課題

検討を行うことで、工事が予定通りに、かつ安全に進むよう

に監理している。関係者が多岐にわたるため調整には常に

苦心しているが、『お客様を災害から守る』という目的を第

一に掲げることで、しっかりとコンセンサスをとりながらプ

ロジェクトを前に進めるようにしている」と新田は話す。

しかし、時には施工にあたって想像できないような事態が

生じることもある。「これまでにも銀座線のように古い路

線の場合は図面と構造が異なることもしばしばあったし、

配線用の穴を壁に開けた途端に漏水が噴出したりするこ

ともあった」と、当時を振り返った。

地下鉄の土木事業で発生する
想像できないような事態

2CHAPTER

3332

は大きな危険が伴うため、同じような工事に携わった方に

相談したり、関係部署と綿密な調整を行ったりしながら進

めていったそうだ。

ちなみに、こうした状況に臨機応変に対応するために、常

に現場を知ることに注力しているという。「入社してから年

数も経っていないので、自身の経験不足を補うためにでき

るかぎり担当外の現場にも赴き、現場経験を増やすように

している」と新田は話す。「これからも現場経験を積み重

ねることで、事前に起こりうるリスクをいち早く察知し、対

処できるようになりたい」と力強く語る。実際、担当外の現

場で学んだ手法や補修材、道具の使い方などが今の現場

で役に立つことも多いという。

もちろん、防水ゲートの設置にあたっても困難があった。

坑口が住宅地の中にあるため、近隣住民や他部との調整

が難航したのだ。では、新田はこのピンチをどのように乗

り越えたのか。曰く「北千住の防水ゲートの工事の際には

防音ハウスを建てて工事を進めることで近隣住民の理解

を得ることができた。そして、三ノ輪の防水ゲートの工事

では夜間の作業を極力避け、電車が走っている中でトンネ

ルの壁を壊してつくり替えた」という。特に三ノ輪に関して

担当外の現場に率先して参加
経験を積み重ねて対応力を磨く

3CHAPTER

一見すると苦労が絶えない業務のようにも思えるが、新田

の表情はいたって明るい。「人命に関わる対策であるがゆ

えに大変だと思うこともあるし、プレッシャーを感じること

もあるが、お客様の安全を守っているという責任感を持っ

て仕事に臨めるのが最高のモチベーションになっている。

何よりお客様が安心して地下鉄を利用してくれている姿

を見た時の喜びは何物にも代えがたい。これからも東京メ

トロならではの災害対策を通して、より安全・安心な地下

鉄をつくっていきたい」と笑顔を見せる。

こうした取り組みを推進する傍ら、国際事業における一翼

も担っている。フィリピン鉄道研修センターの設立支援業

務に携わり、講師向けに土木に関する支援研修のカリキュ

ラムを作成したり、自らその講師役を買って出たりしてい

るそうだ。「千年に一度の災害に備えるような地下鉄は世

界にも類を見ない。この素晴らしい精神と技術をしっかり

と世界に伝えていきたい」と胸を張る。入社時に抱いてい

た「東京メトロの維持管理技術を世界に発信したい」とい

う想いは着実に形になりつつあるようだ。

東京メトロの維持管理技術を
世界に向けて発信

4CHAPTER

未曾有の

地震や豪雨から

乗客を守る防災対策

ACTION

V I S I O N

06
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総合職事務系の仕事
お客様にときめきを与え会社を動かしていく

鉄道会社の営業の最前線である「駅」に関する業務を担当して
います。現場で働く駅員のサポートや管理、全駅の収入金の管
理、駅におけるお客様のご案内やサービスの充実、駅で発生した
トラブル対応の支援などを行います。お客様に最も近い鉄道会
社の「顔」ともいえる部門であり、他の鉄道会社との仕事上のつ
ながりが多いことも特徴です。

電車の運転や輸送に関する業務を担当しています。現場で働く
乗務員（車掌、運転士）のサポートや管理、教育訓練計画の策定、
混雑や列車遅延を解消するための輸送改善計画の策定（ダイヤ
策定）、運転上生じたトラブルの原因の究明と対策の立案などを
行っています。運転や輸送に関する深い知識、高度な交渉力が
求められる仕事です。

「メトロをもっとご利用いただくために」をとことん考え、実行しま
す。メトロ沿線の魅力あるスポット、イベントをもっと知っていた
だくためのPR。外国語での情報発信の強化や、海外の旅行博へ
の出展によるPR。メトロを利用しやすくなる企画乗車券の開発
による販路開拓など、知られていなかった沿線の魅力の発掘など
を通じて、東京の魅力を高め、メトロの魅力を高めていきます。

■  営業

■  運転

■  需要創出・マーケティング

Ech ikaをはじめとした駅構内の商業施設やクレジットカード
「Tokyo Metro To Me CARD」の運営・管理を行う流通事業、
中吊り広告やデジタル広告などの運営・管理を行う広告事業、さ
らには光ファイバーの賃貸や携帯電話設備の営業許諾などを担
当する情報通信事業を推進しています。関連事業の中でも鉄道
事業との関係性が強い事業です。

新規不動産の取得、街の活性化に寄与する不動産の開発、保有
不動産のサービスレベル向上のための営業管理を行っていま
す。駅におけるエレベーター・エスカレーターの設置と物件開発
を同時に行うなど、鉄道事業との相乗効果が得られる物件の取
得・開発が多いことがメトロの不動産事業の特徴です。メトロに
おいて最もアグレッシブで成長の期待が集まる部門です。

■  流通・広告・情報通信

■  不動産

長期的で幅広い視野に立ち、進むべき方向性を定める役割を
担っています。3か年ごとの中期経営計画を策定し、その進捗を
管理するとともに、経営状況の分析などを行い、経営層の意思決
定をサポートします。このほか「社内提案制度」の運営や、社員と
経営層が少人数で直接ディスカッションを行う「チームメトロ
ミーティング」の運営など風通しのいい風土づくりや経営層のコ
ミュニケーションのサポートも行っています。

鉄道インフラの海外輸出は官民一体となった成長戦略として注
目されている中、東京メトロへの期待も高まっており、海外関係
者の窓口として、社内外との調整や支援を行っています。海外の
鉄道事業者などの視察の案内、海外での展示会や学会発表に行
く際の出張手配・安全管理を担当しています。また、海外での都
市鉄道の運営に対するアドバイスも行っています。

東京メトロが保有する経営資源を活用し、「新たな事業領域へ挑
戦」を行う中心となる部門です。一例としてはメトロの経営資源と
スタートアップの方々のアイデアなどを組み合わせ、東京の発展に
寄与する「東京メトロアクセラレーター」の実施、日比谷線虎ノ門ヒ
ルズ駅や「公募型連携プロジェクト」などの取組みによる駅周辺の
まちづくりと一体となった鉄道施設整備などに取り組んでいます。

■  経営管理

■  国際業務

■  企業価値創造

事業に必要な資金調達、予算管理や決算、財務戦略の立案など
の業務を担っています。資金の流れを通して自社の事業活動全
体を客観的に把握します。また、限りある財務資源を効率的に配
分するためには、数字の管理にとどまらず各部門が今後どのよう
なことをしようとしているのか、常に高いアンテナを張り巡らせ、
情報を取りに行く積極性も必要とされる仕事です。

会社の式典の管理、社内規程類の管理、コンプライアンスの推
進などの「会社全体のサポート業務」と、株主総会の運営などの
「会社の取組みを社外へ発信する業務」を担っています。会社全
体を意識しながら、社内外の関係者と連携し、長期的な視点で会
社全体に影響を与える仕事を担います。会社をより良くしていく
仕事に、やりがいと誇りを持って取り組んでいます。

社員の入社から退職までのすべての過程をサポートします。どん
な人を何人採用し、採用した社員をどう育成するか。どんな人事制
度、評価制度、賃金制度にすれば社員がやる気を持って働けるか。
どんな職場環境や福利厚生を用意すれば社員が健康に働けるか
など、これらの課題解決を図るためには、事業全体や仕事の細部、
実際に現場で働く社員の想いを熟知している必要があります。

■  財務

■  総務

■  人事

J OB INTRODUCTION

主な業務

運輸営業

主な業務

事業開発
主な業務

経営企画

主な業務

一般管理

│  職種紹介
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総合職技術系の仕事
それぞれの技術の集結が東京を走らせる

総延長195kmにおよぶ営業路線に敷かれたレール・まくらぎな
どの軌道施設を維持、管理していきます。地下鉄特有の課題を克
服するため、日々の検査、補修業務を通じて継承された技術を活
かし、地下鉄軌道保守技術を牽引します。

■  軌道

わが国随一の歴史と多様な構造を有するトンネルの診断、補修・
補強工事に、多くの経験と知識を持っています。その技術をさら
に磨き、都市インフラの維持管理に貢献します。

■  保守土木

安全・安定運行の確保やさらなるサービスの向上を目指して、鉄
道施設の改良を計画・実施します。都市の地下という特殊な条件
下で、より良い施設を生み出す創造性、多くの関係者を束ねる調
整力が求められる仕事です。

■  改良土木

社会情勢や経営課題のICT技術による解決や業務の高度化を計画し
ます。各部門の設備・保守データやマーケティングデータなどを収集・
蓄積し、部門横断的にデータを活用することで、生産性の向上やお客
様への利便性向上、新たな価値提供など各種施策を推進します。

■  企画・戦略

ICT技術の各部業務への導入を進めます。効率的なデジタル技
術の活用により、新たなワークスタイルへの変革を図るととも
に、テレワーク環境の整備やRPA（ロボットによる業務自動化）導
入などを通じて、生産性・創造性を高める取り組みを行います。

■  DX推進

専門的知識を用いて開発・導入・運用を行います。社内の業務イン
フラの維持・運用管理やサイバーセキュリティの強化を行います。
また、社内外の様々なデータ分析による新たな価値の発掘に取り
組みます。

■  ICT技術活用

J OB INTRODUCTION │  職種紹介

主な業務

機電系│
車両

主な業務

機電系│
電気

主な業務

土　木

主な業務

建　築

東京メトロの全180駅の改装工事を、10年先、20年先を見据
えた長期的な視点で計画します。お客様のニーズやマーケット、
沿線地域の動きを的確に掴みながら、それぞれの立地や周辺環
境を考慮し、改装工事の規模や着工時期などを定めます。

■  計画

駅の改装計画に従い、駅ごとにどのような駅空間を実現すべきか
を検討。利用者へのヒアリングや周辺環境も考慮して改装計画の
基本方針を定めます。これをもとに設計事務所に図面作成を依
頼し、仕上げられた図面をもとに、建設会社に工事を発注します。

■  設計

発注した工事が安全運行に支障のないよう、設計図通りに安全、
確実に行われるように、安全管理・工事監理を行います。制約の
多い地下空間の中で、限られた時間内に工事を前に進めていく
ために、社内関係部署や取引先との綿密なコミュニケーションが
求められます。

■  工事監理

走行安全性の根幹となる台車、車体強度をつかさどる構体、車内
空間を彩る車体内装の設計に携わります。材料力学、構造工学、
運動力学などの幅広い知識と技術が求められます。

■  設計（機械系）

電車の駆動力であるモーター回路、車内冷房などのサービス機器
などの車両に搭載するあらゆる電気機器の設計を担当します。弱
電、強電、通信などの電気系技術を、幅広い分野で発揮できます。

■  設計（電気系）

検車区や車両工場で実施される定期検査や故障時の緊急対応な
どを担当。ユーザー視点で検査周期や検査方法を検討し、現場で
得られた知見は車両設計や新技術開発にフィードバックされます。

■  メンテナンス

世界で初めて実用化された、営業運転しながら走行安全性を常
時測定するPQモニタリング台車の開発など、産官学と一体とな
り、より安全で快適な車両を実現する新技術の開発・導入に取り
組みます。

■  研究開発

電力供給の根幹を担う変電設備の取扱いから、これを各車両、各
駅へとつなぐ電力供給ケーブルをはじめ、非常電源設備、換気設
備などの維持・管理、更新などの業務に携わり、日々の安全運行
を支えています。

■  電力設備

カーブが多くトンネルの見通しが効かない地下鉄では、より安全
性の高い保安設備が必要です。そのような各列車の運行をコン
トロールする信号保安設備や各路線における情報伝達を担う情
報通信ネットワークの構築と整備を担当しています。

■  信号・通信設備

お客様のニーズが近年ますます高まってきているバリアフリー
設備やホームドア、駅空調システムの整備を行います。また、駅
の出札業務を行う自動券売機、改集札業務を行う自動改札機な
どの駅務機器の安定した運用を支えています。

■  機械・駅務機器

社内のニーズや社外の研究・開発段階並びに実用化段階の技術
について、実証実験を行い、効果や課題を検証しながら新技術の
導入を積極的に行っています。最近では、電力貯蔵装置や無線列
車制御装置などの開発を行いました。

■  新技術導入

主な業務

ICT



激動の時代を迎えた首都・東京─。

DX（デジタルトランスフォーメーション）がかつてないスピードで進む一方、

地震や豪雨といったこれまで経験したことがないような大規模な自然災害へのリスクが高まるなど、

首都・東京はまさに様々な変革が求められる時代となりました。

そうした変化の中で、皆さんはどのような想いを胸に就職活動に取り組んでいますか。

こういう時代だからこそ、あらためて自分自身や家族、そして社会を見つめ直し、

『どんな自分でありたいか』『どのように社会に貢献したいか』を自問自答してほしいのです。

東京メトロは首都・東京において、長年にわたって地下鉄の安全・安心そして快適な運行を通し、

お客様の〝あたりまえ〟を守ることに挑戦し続けてきました。

交通や移動のあり方は今、大きく変化しつつあります。

東京メトロは、『東京の未来』に向けて、決して自然災害対策の手を緩めず、

ICT技術を活用しながら、大都市型MaaSの充実も図ることなどにより、

これまで以上にお客様に『安心の空間』を提供し、

お客様の『パーソナライズド』した日常に応え続けていきます。

地下鉄事業に不動産事業や流通広告事業などを掛け合わせることにより

シナジーを生み出しながら、首都・東京のさらなる魅力を創出していきます。

これらはまさに東京メトロにしかできない大きな可能性を秘めた事業であり、

社員一同、高い志を持ち、自分の使命に向き合いながら、日々業務に取り組んでいます。

そして今、私たちはその可能性を共に探し、切り拓いていける「新たな力」を求めています。

東京メトロの理念に共感し共に、

首都・東京の未来を創造してくれる仲間に出会いたい、そう願っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　東京メトロ　総合職採用担当　一同
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