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自動車の「おもてなし」 
～茶の湯・鉄道・航空機に学ぶ～ 
 

 

東京2020招致のスピーチで注目された「おもてなし」という言葉は、近年ビジネスシーンでも重視される

ようになっており、製造業でも「おもてなし」に注目して製品開発が行なわれている。 

本レポートでは、自動車での「おもてなし」を考えるために、「おもてなし」の意味について茶の湯に学ぶと

ともに、鉄道や航空機での「おもてなし」の取り組み事例をレビューした上で、自動車のおもてなしに関す

る結論を以下とした。 

 自動車の「おもてなし」  

 自動車の知能化が進み、自動車にも「おもてなし」の余地が拡大。 

 鉄道や航空機で重視されている「乗客の移動全体を踏まえたサポート」「車内でのアクテビティ

拡大を念頭に置いた快適性向上」は、自動車の「おもてなし」でも重要なポイント。 

 制振性、静粛性は「おもてなし」の土台となるが、対策は多岐に及ぶ。 

⇒企業間連携で制振性や静粛性の向上に取り組むことはこれまで以上に重要 
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1. 近年注目される「おもてなし」
と、そのニュアンス 

最近、「おもてなし」という言葉が頻繁に聞かれるよ

うになってきた。「おもてなし」の精神をビジネスに活か

すというビジネス目線の情報も数多く発信されている。 

このような情報における「おもてなし」のポイントとして

は、概ね｢一人ひとりのニーズを察知すること｣「ニーズ

に対応したサービスや配慮を先回りして客に提供する

こと」などの『配慮』が挙げられていることが多い。 

一例として、「ハイ・サービス日本300選」を選定して

いるサービス産業生産性協議会では、受賞企業であ

る石川県の旅館、加賀屋の「おもてなし」の精神を以

下のように紹介している。 

加賀屋にとっての「おもてなし」とは宿泊客が求めて

いることを、求められる前に提供することだ。そのため

には、目の前にいる一人ひとりの宿泊客が何を求めて

いるのかを知る必要がある。予約時に宿泊の目的を

知ることも可能であるし、過去の宿泊記録からそれを

推定することも可能だ。 

 

2.「おもてなし」が注目されるきっ
かけ 

「おもてなし」という言葉が注目されるようになった大

きな出来事として、2013年9月に行なわれた、2020

年の五輪開催地決定に向けた滝川クリステル氏のス

ピーチの「お・も・て・な・し」のフレーズが記憶に新しい。 

ただし、その6年も前の2007年に、高知県観光振興

部の下に「おもてなし課」が設けられている。おもてなし

課は、有川浩氏により2011年に「県庁おもてなし課」と

して小説になり、2013年に映画化されている。 

 また、Googleでの「おもてなし」の検索数をみると、

2010年頃から検索頻度は上昇傾向にある。「おもて

なし」は滝川氏のプレゼンテーションより早く、2010年く 

らいから徐々に注目されてきたことがわかる。 

 

 

３.「おもてなし」が注目されるよう
になった背景 

観光、サービス業と「おもてなし」 

2010年頃から日本は地域産業として観光振興に

注力し、新型コロナウィルス禍に見舞われるまで訪日

外国人を大幅に増加させている。 

この時期、日本では大規模な観光リゾート投資は行

なわれなくなっている。観光客増加の背景には、円安

やアジア諸国での所得の拡大といった経済的背景も 

ビジネスで注目される「おもてなし」 
「おもてなし」という言葉は、2010年頃から日本人の口にのぼるようになり、

近年ではビジネス、特に製造業でも「おもてなし」が重視されるようになって

きた。 

Ⅰ 
 

「おもてなし」のでの検索頻度は2010年以降増加傾向 

 
出所：テクノバ作成 

注：Googleでの「おもてなし」の検索頻度（国内；月別）。最も多く検索
された2013年9月の検索数を100とした時の指数 
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あるが、それとともに日本各地の観光資源や宿泊施

設、飲食店などでの、日本ならではの質の高いサービ

スや創意工夫が訪日観光客に訴求したと考えられる。 

  

さらに、「おもてなし」は観光以外のサービス産業で

も重視されるようになってきた。サービス業の主要市

場である国内市場は、少子高齢化などを背景に成熟

化している。日本の消費者は、大量消費よりも行き届

いた機能やサービスを選択的に消費することを志向す

るようになってきており、「おもてなし」の精神が従来以

上に重視されるようになってきた。 

 

製造業での「おもてなし」 

一方製造業においては、2010年頃から韓国、中国

企業が日本企業の競争相手として躍進し、日本から

の輸出はこの頃から低下傾向に転じている。 

工業製品の市場が新興国にも広がり、またIT機器

においてはスマートフォンやタブレット端末などが出現

するなか、日本製品は「ガラパゴス」「過剰品質」「過

剰機能」と言われることが多くなってきた。換言すれ

ば、日本企業は製品の付加価値をどのように設定し、

製品の魅力を訴求するかについて再考が求められる

ようになってきた。 

このような中、製造業でも製品やものづくりに関して

「おもてなし」が注目されるようになってきた。日経もの

づくりでは2014年12月号で「ものづくりにも『おもてなし』

を」という特集を組んでいる。この号では、産業機器メ

ーカーが顧客企業で稼働する工作機械の稼働状況

をモニタリングし、きめ細かなメンテナンスや運転方法

の提案を行なう事例が紹介された。 

製造業で「おもてなし」が注目される背景として、あく

まで高い品質やユーザーニーズへのきめ細やかな対

応などを武器とした商品戦略を考える日本企業にとっ

て、「おもてなし」という概念が付加価値のヒントとなっ

たことが考えられる。 

さらにIoTやビッグデータ環境の進歩により、日経も

のづくりが採り上げた例のように、パーソナライズされた

サービスの提供や、ニーズに対応したサービスを先回

りして提供するといった「おもてなし」に共通するサービ

スを、システムとして提供することが容易になったこと

も挙げられる。 

 

ただし、近年注目されている「おもてなし」の概念

は、そもそもの「おもてなし」の語義の一部にすぎない。

「おもてなし」関連の商品開発に注目する産業として

は、「おもてなし」の意味を正しく

理解しておきたいところである。

そこで、次章以降で「おもてな

し」をより深く理解するために、茶

の湯や自動車以外の乗り物で

の「おもてなし」について見ていく

ことにする。 

テレビにおける日本メーカーのシェアは2008年から5年間で大きく後退 

   

出所：情報通信白書（総務省）をもとにテクノバ作成（データ原典は「Display Search」） 
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 2010年頃から「おもてなし」という言葉が注目されてきた。 

 おもてなしのポイントとして、｢一人ひとりのニーズを察知すること｣「ニーズに対

応したサービスや配慮を先回りして客に提供すること」が挙げられる。 

 観光・サービス業のほか、近年では製造業でも「おもてなし」が注目されている。 

 観光・サービス業で培われてきた「おもてなし」が工業製品への付加価値設定のヒントに 

 IoTやビッグデータなどの活用により、「おもてなし」のシステムとしての提供が容易に 

 ただし、近年注目される「おもてなし」は語義の一部分 ⇒次章で詳説。 
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１.辞書での「おもてなし」の説明 

辞書では、「おもてなし」について以下のような説明

がある。相手への『配慮』という意味だけでなく、行為

者自身の態度を指す意味もある。 

 

 

2.茶の湯への注目 

茶の湯の教え 

先述の通り、本稿では「おもてなし」が日本製造業の

付加価値のヒントになると考え、ここでは日本流の「お

もてなし」を深く理解するために茶の湯に注目する。 

 

まず茶の湯の歴史を簡単に遡る。室町時代頃まで

茶会は公家や武士階級のものであり、盛大な茶会が

催されていたが、室町時代後半以降、町人階級も茶

会を行なうようになり、この頃から簡素ながらも亭主と

客との精神交流が重視されるようになった。この精神

交流を重視する茶会のあり方は、「茶の湯」として千利

休によって完成されたと言われている。 

千利休は、亭主の心構えについて様々な言葉を残

している。これらは、後に利休七則として整理されてい

る。利休七則は茶の湯における「おもてなし」のポイント

として各所で引用されている。 

 

 

1章でみた「おもてなし」のニュアンスのうち、｢一人ひ

とりのニーズを察知すること｣は『茶は服のよきように点

て』、「ニーズに対応したサービスや配慮を先回りして

客に提供すること」は『降らずとも雨の用意』に通じる。 

さらに、客に対する気配りに関する教えだけでなく、

快適な空間づくり、所作への習熟も重視されている。

客と相対している時間の中での配慮だけでなく、茶会

に用いる様々な道具の準備や所作の練習、茶室など

の設計での心配りも求められる。 

 

茶の湯のアイテム 

茶の湯で用いられるアイテムは、「建築物」「装飾」

「茶道具」「茶・茶菓子などの提供物」の4つに大別さ

れる。いずれも「おもてなし」には欠かせないものであ

り、亭主は客をもてなすために、それぞれの最適な選

択に心を配る。例えば茶室は、単に快適に設計するの

でなく、茶室を敢えて狭くしたり窓を小さくして閉鎖性を

高めることで、亭主と客が対峙する空間を作ったり、掛

け軸に書かれた禅語で茶会のテーマを表したりしてい

る。亭主と客の精神的交流という茶の湯の目的に合わ

せた建築設計や装飾の選択がなされている。 

辞書での「おもてなし」の説明 

広

辞

苑 

(1)とりなし。とりつくろい。たしなみ。 

(2)ふるまい。挙動。態度。 

(3)取扱い。あしらい。待遇。 

(4)馳走。饗応。 

大

辞

林 

①客に対する扱い。待遇。 

②客に出す御馳走。接待。 

③人や物事に対する振る舞い方。態度。 

④物事に対する扱い。とりはからい。処置。 

 

「おもてなし」と茶の湯 
茶の湯における「おもてなし」について学ぶと、茶の湯での「おもてなし」は

第１章で挙げたような行為者の気配りに加えて、周到な準備や空間設計につい

ての配慮も重視されていた。 

Ⅱ 
 

 

利休七則と解釈例 

利休七則 解釈例 

茶は服のよき

ように点て 

客が飲みやすいようにお茶を点てる 

⇒客への思いやり、パーソナルな対応 

相客に心せよ 
同席者全員への配慮 

※相客とは正客以外の客 

炭は湯の沸く

ように置き 

お湯がよく沸くように炭をつぐ 

⇒所作への習熟 

夏は涼しく 

冬暖かに 

季節感を演出し、客が快適に過ごせる工夫をする 

⇒快適な空間づくり 

花は野にある

ように活け 

無駄を省き、自然に 

⇒本質の追及 

刻限は早め

に 
時間と心に余裕を持つ 

降らずとも 

雨の用意 

不慮の事態に備える 

⇒安心感の醸成 

出所：テクノバ作成 
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これを工業製品、例えば自動車に当てはめると、特

定の部品やサービスで「おもなてし」が成るのではなく、

乗員が自動車での移動を楽しめるよう、全ての構成部

品を通じた配慮が必要といえる。特に乗員の移動目

的や車内でのアクティビティに合わせた空間設計や内

装も重要である。 

 

3.外国人からみた「おもてなし」 

米国人が考える「ホスピタリティ」 

「ニューヨークで最も予約が取れないレストラン」と呼

ばれるユニオン・スクエア・カフェを経営するダニー・マ

イヤーは、著書の中でホスピタリティに必要なスキルに

ついて以下のように述べている。 

 

「思いやり」や「自分にでき得る最高の仕事」といった

言葉は、茶の湯の「おもてなし」と共通する。一方で

「楽天的温かさ」や「共感」というニュアンスは、茶の湯

の「おもてなし」よりもストレートに打ち出されているよう

に感じられる。 

 

「おもてなし至上主義」に反論する英国人 

英国人で日本の小西美術工藝社社長を務めるデ

ービッド・アトキンソン氏は、東洋経済誌の記事の中で

注）、日本が観光戦略の中心に「おもてなし」を据える

ことに反対している。同氏は、日本が「おもてなし」を標

榜しているにも関わらず、訪日外国人から改善ポイント

が指摘されていることから、外国人向けに「おもてなし」

を調整すべきだと主張している。 

注）東洋経済オンライン「英国人、『おもてなし至上主

義』日本に違和感」 

（http://toyokeizai.net/articles/-/70079） 

 

本項の2つのトピックは、目の前にいる相手のニーズ

を汲み取ることの重要性を指摘している。勿論この点

は、茶の湯の「おもてなし」にも本来は共通するもので

ある。 

ただし、茶の湯は茶道という「道」につながり、自らを

律することに力点がより置かれている。そこで、『我が

社の「おもてなし」』のように「おもてなし」を固定的に捉

え、その結果、ときに目の前の客のニーズを読み間違

う誤解を日本人自身がしてしまうことがないだろうか。 

「おもてなし」を製品に反映し、かつグローバルに展

開しようとする日本企業は、日本流の「おもてなし」を

重視しつつも、各地域の人々のニーズや価値観を十

分踏まえ、「おもてなし」を改善していくことが重要であ

る。 

米国人気レストラン経営者が考える「ホスピタリティ」 

楽天的 

温かさ 

心からの親切心、思いやり、グラスの飲み物がつね

に半分以下にならないように気づくセンス 

知性 
頭が良いだけでなく、学ぶことそれ自体を目的に、

学びに飽くことのない好奇心を抱く 

仕事に対す

るモラル 
自分にでき得る最高の仕事をするという生来の傾向 

共感 

「他人がどう感じるか」と「自分の行動が他人をどう

いう気分にさせるのか」を意識し、気遣い、結びつけ

て考えること 

自覚と 

誠実さ 

何が自分をその気にさせるかを理解し、正しいことを

誠実に最善の判断の元に行なう責任を持つこと 

出所：「おもてなしの天才」ダニー・マイヤー 

訪日外国人個人旅行者が日本旅行中に感じた不便 

（１）標識（案内板、道路標識、地図）での外国語表示の不足 

（２）観光案内書の場所の不便さ 

（３）外国語（特に英語）の使いにくさ 

（４）クレジットカード利用可能な ATMの不足 

（５）交通機関の利用の煩雑さ 

（６）市中のごみ箱やベンチの不足 

出所：「『訪日外国人個人旅行者が日本旅行中に感じた不便・不満
調査』報告書」政府観光局（2009年10月） 

茶の湯に用いられる主なアイテム 

 

出所：テクノバ作成 
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■茶の湯に用いられる主なアイテム

■茶の湯の目指すもの

■茶の湯における「おもてなし」のポイント（利休七則）

選択

思いやり・パーソナルな対応

同席者全員への配慮

作業への習熟

快適な空間づくり

本質の追及

時間と心に余裕を持つ

不慮の備え（安心の醸成）

亭主と客の精神的交流、相互の成長

等

■自動車などの乗り物に例えると・・・

内装構造部 快適装備
（移動サービス・移
動支援サービス）

心配り
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 「おもてなし」が日本製造業の付加価値のヒントになっていると考え、日本流の

「おもてなし」を理解するため茶の湯における「おもてなし」に注目した。 

 自動車での「おもてなし」について、茶の湯から学ぶべきポイントは２点である。 

 乗員が自動車での快適な移動を楽しめるよう、全ての構成部品を通じた配慮が必要 

 乗員の移動目的や車内でのアクティビティに合わせた自動車の設計や内装も重要 

 「おもてなし」を誤解して我流の押し付けにならないよう、消費者のニーズや価値

観を十分踏まえ、「おもてなし」を改善していくことが重要である。 

 

茶人の考える茶室と自動車の類似性 

茶人・福良宗弘氏も著書「茶の湯空間とはなに

か」（1995 年初版発行）の中で、茶室と乗り物の

類似性を指摘している。さらに、自動車の変化 

  書院茶室 草庵茶室 

特徴 

 四畳半以上で、貴人口注１）（きじんぐち）
を持つ。 

 窓を大きく取り、障子や屏風など移動可能
な間仕切りを多用することで外部との一体
性を重視。 

 四畳半以下で、躙口注2）（にじりぐち）のみ
を持つ。 

 窓の面積を小さくして閉鎖性を重視、亭主
と客が相互に集中する雰囲気を形成。 

福良宗弘氏

が指摘する、

茶室に類似

する自動車 

馬車というイメージの強かった時代、その
頃の車は背の高い箱型の屋根の付いた、い
わゆるT型フォードの車が全盛期であった。
（中略）上流社会の人が広い空間で、華麗な
装飾で優雅に舞踏会を楽しむ傾向は、茶の
世界で言う書院の茶の湯の風景である。 

天窓があり、低い車高の小さな（スポーツ
カーのテクノバ注）ドアは、躙口を思い出させる。
外見は狭そうに見えるが車の中に入ると快適
で思ったより広く、都市化の進んだ町中で、
田舎のわびた風情に触れ、楽しもうとするい
わゆる「市中の山居」型の草庵の茶と共通す
る。 

注１）2枚の障子を立て、立ったまま出入りできる客専用の大きな戸。 

注2）畳面から約70cm程度の小さな戸。建物の外部に直接面しており、亭主も客も建物の外から躙口を通じて茶室に入る。 

を、茶室が書院茶室から草庵茶室に変化してき

たことになぞらえている。 
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本章では、輸送サービスでの「おもてなし」の取り組

み事例として、鉄道と航空機を紹介する。 

鉄道、航空機ともに、事業者が「おもてなし」を定義

している訳ではない。ただし、「乗客がより快適に移動

する」という目標の実現に向け、車体（機体）構造、内

装、快適装備、サービス全てに配慮しているという点

は、茶の湯の「おもてなし」にも通じるものである。 

 

1.鉄道の「おもてなし」 

鉄道における「おもてなし」に関する近年のトピックと

して、JR東日本のTRAIN SUITE四季島、JR西日本

のTWILIGHT EXPRESS瑞風、JR九州のななつ星ｉｎ

九州などの開発が挙げられる。観光客を運ぶ車両は

以前から存在したが、鉄道に乗ること自体が観光目的

となるような車両は近年の特徴といえる。 

茶の湯に学ぶと、豪華であることが「おもてなし」な

のではなく、快適な移動という乗客の目的達成のため

に、鉄道サービスの全ての構成要素で最善を尽くすこ

とが「おもてなし」というべきである。鉄道は路線によっ

て利用者の移動目的に特徴がみられるため、路線ご

とに車両が開発・投入される。従って、車両ごとに特徴

的な「おもてなし」が存在する。 

 

新幹線における「おもてなし」 

新幹線では、長距離・長時間移動時の快適性を重

視している。また特に東海道新幹線ではビジネス客の

利用も多いため、これを想定した配慮も行なわれてい

る。最近の車両における特徴的な取り組み例を示す。 

 

 車体傾斜とセミアクティブ制御 

長距離を高速走行する新幹線では、制振性や静

粛性を重視している。この一環としてＮ700系以降の

車両では、カーブで車体を内側に傾ける車体傾斜とセ

ミアクティブ制御が用いられている。 

 

 

このうち車体傾斜は適切なタイミングで傾斜が行な

えるよう、ATC注）の情報を取得、現在の走行位置と

速度の情報から必要な傾斜角を計算している。専用

軌道を走行する鉄道ならではの技術ではあるが、自動

車でもコネクテッド技術と地図情報が充実すれば応用

できるかもしれない。 

 

 空調 

乗客が一定時間以上乗車する新幹線では、温度を

車内でムラなく一定にすることを重視している。このた

め、車内にはエアダクトを数多く配置し、エアダクトごと

に、想定される熱負荷に応じた風量を設定している。 

またトイレの快適性向上のため、洗浄の改良に加え

て、空調によってトイレの臭いを人の鼻の高さから遠ざ

けるような配慮も行なっている。 

 

 IT機器の利用環境 

PCなどのIT機器を快適に使用できるよう、新幹線

でも電源、無線LAN環境などが充実してきている。 

実際にPC作業を始めてみると、それまで気づかな

かった揺れや音にはじめて気づくことがある。ITの利用

環境の向上には、単に無線LANなどを整備するだけ

でなく、先に述べたような乗り心地の向上も重要であ

る。N700系でデッキの静粛性を向上させ、電話での

通話環境を向上させる取り組みも参考になる。 

 

通勤型車両における「おもてなし」 

通勤型車両では、移動時間は概して短く、ターミナ

ル駅では大量の乗客が一斉に乗り降りするという特徴

がある。また通勤型車両を乗り継ぐ人も多い。 

 

 可動座席 

座席には一列のロングシートと四人掛けのクロスシー

トがある。前者は混雑時に立っている乗客のスペース

を広く取ることができ、後者は座席数を増やせるメリット

輸送サービスにみる「おもてなし」 
鉄道・航空機ともに、事業者は「乗客がより快適に移動する」という目標の実 

現に向け、車体（機体）構造、内装、快適装備、サービス全てに配慮している。 

Ⅲ 
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がある。この両者のメリットを活かせるよう、JR東日本

では、可動座席を開発中である。 

 

 情報提供 

近年の通勤型車両ではドア上部の液晶モニタでの

情報提供が充実している。リアルタイムに、乗車してい

る車両だけでなく乗り継ぐ路線の運行情報を、他社線

も含めて提供している。また駅で左右どちらのドアが開

くかを事前に表示し、混雑時の円滑な乗降に役立て

ている。 

いずれも技術的には難易度の高いものではないが、

乗客の次の行動への先回りした配慮という点では典型

的な「おもてなし」と言える。 

 

観光車両における「おもてなし」 

四季島や瑞風、ななつ星in九州とも、快適な移動

を楽しめるよう、内装やサービスに様々な配慮を施し

ている。各車両に導入された具体的な「おもてなし」の

設備などについては参考文献に譲るが、ここでは、な

なつ星in九州での「おもてなし」のコンセプト、および具

体的な配慮の一例を紹介する。 

 

 値段が分かるものを置かない 

ななつ星in九州のデザインを手がけた水戸岡鋭治

氏は、「おもてなし」の一環として、「値段の分かるもの

を置かない」こととした。現実に引き戻さず、旅という非

日常の時間を満喫することが狙いと思われる。 

そのため、ななつ星in九州ではランプ１つを除き全

ての家具、照明、什器をオリジナルにデザインしてい

る。 

 

 静粛性への配慮 

ななつ星in九州は非電化区間を走行するため、客

車を牽引車で牽引する。牽引車はディーゼルで発

電し、モータで動かすハイブリッド方式であり、通

常のディーゼル車より静粛性に優れる。また、連

結器を改造して客車に伝わる衝撃を緩和する機構が

追加されている。また、排気ファンやサイレンサーなど

に客車への騒音や振動を低減させる機能を強化して

おり、客車では寝台車、食堂車など車両の使用目的

に応じた静粛性の配慮がなされているという。 

なおディーゼルで発電しモータを駆動する方式は瑞

風にも採用されている。 

一方、四季島ではJR東日本が新幹線で培ったアク

ティブサスペンション技術を改良し、左右方向に加え

縦方向の揺れも抑えるようにしている。 

 

 乗車前、降車後の「おもてなし」 

四季島や瑞風、ななつ星in九州とも、予約は専用

のWebサイトで行なう。このうち四季島は出発駅の上

野駅までハイヤーサービスを受けることもできる。 

停車駅からの周辺観光のためには、いずれも専用

バスを導入している。各車両のデザイナーがバスのデ

ザインも担当し、旅行全体を通して鉄道の旅の世界観

を損なわないように配慮している。 

 

鉄道での「おもてなし」のまとめ 

以上の事例を踏まえると、鉄道での「おもてなし」の

ポイントは以下の通りだと考えられる。 

①移動目的に応じた「おもてなし」機能を備え

た車両をそれぞれ投入 

②新幹線や観光車両では、車内でのアクティビ

ティを想定した制振性・静粛性対策を実施 

③乗客が乗車する前、降車した後のアクティビ

ティに配慮（情報提供、観光車両での統一し

た世界観） 

 

2.航空機の「おもてなし」 

航空機は、基本的な機体構造はボーイングやエア

バスのような飛行機会社が開発し、内装や快適装備

はJALやANAのような航空会社が開発、導入する。ま

たどの航空機にもキャビンアテンダントが搭乗し、機体

や装備とアテンダントのサービスを組み合わせて「おも

てなし」を提供している。 

 

機体での「おもてなし」 

 カーボン素材多用が可能にした「おもてなし」 

最新のボーイング B787 やエアバス A350 では、燃

費向上を狙ってカーボン素材を多用しているが、カー

ボンの多用は快適性にもメリットをもたらしている。 

金属を多用していた従来機は、金属の錆を防ぐた

め機内を乾燥させていたが、両機では湿度レベルを上



自動車の「おもてなし」 

 9 

げることが可能になった。また、従来の金属材料よりも

剛性を高めることができたことにより、機内をより高く与

圧でき耳詰まりの減少も実現している。 

 

 採光・照明の工夫 

強度の向上に伴い、両機とも従来より窓の面積を拡

大させている。B787ではさらにシェードを電動とし透過

光量を段階調整できるようにしている（A350は手動）。 

両機とも照明にLEDを採用している。照度の上げ下

げをゆっくりと行なうことができ、突然消灯されたり、明

るくなって起こされる、ということもなくなっている。 

なお、航空機には限られたスペースに、寝たい人、

読書や仕事をしたい人が混在する。以前から行なわ

ていたことではあるが、直接照明、間接照明、読書灯

を組み合わせ、各人の好みの照度を提供している。 

 

 エンジンの性能向上による静粛化 

両機とも、最新のエンジンにより静粛化向上につな

げている。このうち B787 はエンジンのカウリング形状を

波型にしているが、これも静粛性の向上に寄与してい

る。 

内装(シート)での「おもてなし」 

 プライバシーの確保 

ビジネスクラスには、エコノミークラスよりもプライバシ

ー性のニーズがある。そこで、近年のビジネスクラスで

は、パーティーションで座席を囲んだり、通路や前の席

に視線が向かないように座席を斜めに配置する例が

ある。また隣席が同行者の場合にパーティーションが

外せるように可動式としている事例もある。 

 

 空間効率性との両立 

快適性を重視すると1席当たりの面積は広くなり、搭

乗できる人数は少なくなる。 

そこで、英国のFactory Design社では、快適性と

座席数確保との両立を目指して、上下方向にもシート

を配置して座席数を確保しながら、各席のプライバシ

ーにも配慮するようなシートの提案を行なっている。 

 

快適装備での「おもてなし」 

 エンターテイメント・情報提供の充実 

近年の国際線では、エコノミークラスでも各シートの

背面に液晶モニタが置かれ、映画やニュース、ゲーム

などを各人が選択して楽しめるようになっている。また

液晶モニタでは、飛行情報や空港の乗り継ぎ情報、 

到着地の観光情報なども提供されている。乗客は、多

言語対応されたビジュアルな情報で見たい情報を事

前に調べることができ、安心を得ることができる。 

 

 IT機器の利用環境 

国内線、国際線とも無線 LAN 環境の提供が一般

的になっている。また国際線では USB での電源供給、

モニタへの情報表示などにも対応している。 

 

乗客の移動シーンに沿った「おもてなし」 

航空会社では、利用者が旅行先を決めるところから

航空機を降りて目的地に着くまでの一貫したサポート

を重視している（下表）。 

従来から、空港で地上スタッフやラウンジなどの施

設のサービスを受けることはできたが、マイレージサー

ビスと連動した乗客のパーソナルデータの蓄積、およ

びWeb、メールサービスなどのITの利活用により、自

宅などで旅行先を選ぶ段階からのサポートが拡充し、

移動全体を通した「おもてなし」が手厚くなっている。 

航空機の利用シーンと航空会社のサービス例 

利用シーン サービス例 

旅行先を決め

る 

・Web、DMなどでの情報発信 

・キャンペーン 

旅行先での活

動、宿泊先な

どを決める 

・グループでのホテル整備 

・旅行パッケージの提案 

チケットを予

約・購入する 

・Web予約・販売 

・マイレージサービスによるポイント付与 

空港に行く ・メールでの事前案内 

チェックイン～

（入管）～搭乗

ゲートに行く 

・手荷物預かり 

・スキップサービス 

・空港ラウンジの提供 

・地上スタッフなどによるサービス、トラブル対応 

航空機に乗る 

・ＣＡによるサービス 

・機内誌、機内オーディオ・エンターテイメント 

・機内食・ドリンクサービス、機内販売 

・アメニティ（アイマスク、スリッパ） 

（遅延時） 
・ミールクーポンなどの配布 

・ホテルなどの手配 

乗り継ぐ 

（機内での事前案内） 

・案内表示 

・地上スタッフによるサポート 

（入管）～手荷

物の受け取り

～（税関） 

（機内での事前案内） 

・案内表示 

・地上スタッフによるサポート 

目的地へ ・ホテルへの送迎サービス 

出所：テクノバ作成 
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航空機での「おもてなし」のまとめ 

以上の事例を踏まえると、航空機での「おもてなし」

のポイントは以下の通りだと考えられる。 

① 湿度、気圧、照明など、基本的な機内環境 

② ビジネスクラス、ファーストクラスでのシー

トレイアウトにおけるプライバシーへの配慮 

③ 乗客が行き先を決めるところから、航空機を

降りて目的地までの一貫したサポート 

 

3.考察（鉄道と航空機の共通点） 

ここで取り上げなかったものも含めて、鉄道、航空機

での「おもてなし」の取り組み例を、利休七則に則して

次頁にまとめた。鉄道、飛行機とも、各事項に対する

「おもてなし」が行なわれていることがわかる。 

両者の共通点として、以下の２点が挙げられる。 

 

乗客の移動全体を踏まえたサポート 

乗客の移動全体をよりシステマティックにサポートし

ているのは航空機であるが、鉄道でも観光車両のみな

らず、通勤型車両の情報提供にも乗客の移動全体へ

の配慮がみえる。 

乗客は行き先での地理が不案内かもしれない。良く

行く場所であっても、行ったその時にトラブルが発生し

ているかもしれない。新しい場所、新しい状況に出くわ

すのが移動である以上、移動全体をサポートし乗客に

安心を与えることは、乗り物における「おもてなし」では

重視されるべき事柄であろう。 

 

車内（機内）でのアクテビティ拡大を念頭

に置いた快適性向上 

鉄道も航空機も、「食事をする」「仕事をする」「睡眠

をとる」などのアクティビティを快適に行なえるように、

車体（機体）構造、内装、快適装備、サービスをそれ

ぞれ設計している。 

一方、快適性が高まると、乗客は移動中に車内（機

内）で様々なアクティビティを行なう。そして、そのアク

ティビティをスムースに行なえるようにするために、さら

により高いレベルの快適性が求められる。 

 

 

鉄道、航空機での「おもてなし」の取り組み例 

利休七則 解釈 鉄道 航空機 

茶は服のよき

ように点て 

客への思いやり、パ

ーソナルな対応 

 要介助者に関する駅・車両間での情報共

有とシームレスなサポート 

 乗換が便利な車両位置の表示 

 搭乗の事前メールサービス 

 パーソナルな旅行提案 

 ビジネス客などへの CAによる挨拶 

相客に心せよ 
同席者全員 

への配慮 

 女性専用車両、シルバーシートの設置 

 男性/女性の声で上り/下りの案内を区別 

 搭乗時に幼児連れの乗客を先に案内 

 ファーストクラスで 1人の席に 2人分の 

シートベルト（他の乗客がシートに来た時の

安全対策） 

炭は湯の沸く

ように置き 
所作への習熟 

 新幹線清掃員の効率的な清掃  CA、地上スタッフのホスピタリティへの習

熟 

夏は涼しく 

冬暖かに 
快適な空間づくり 

 新幹線、観光車両での静粛性 

 （面密度の高い材料、防振ゴム貼付、側面

の中空構造、パンタグラフ下の制振性強化 

ハイブリッドディーゼルエンジンの採用など） 

 可動座席 

 静粛性（カーボン素材の多用、エンジンの

静粛化） 

 シートレイアウトでのプライバシー確保 

 

花は野にある

ように活け 
本質の追及 

 観光車両での、専用Web、専用バスなど

(世界観統一) 

 LED照明（照度を徐々に上げ下げ） 

 

刻限は早め

に 

時間と心に余裕を持

つ 

 どちらのドアが開くかの情報提供  機内での乗継、到着ターミナルの情報 

提供 

降らずとも 

雨の用意 

不慮の事態に備える 

（安心感の醸成） 

 ホームドア 

 他社線も含めた運行情報の表示 

 遅延時の代替輸送、列車ホテルの提供 

 トイレの非常用酸素マスク 2人分設置 

（親子でのトイレ利用時を想定） 

 遅延時のミールクーポン・ホテルの提供 

出所：テクノバ作成 
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 鉄道での「おもてなし」は以下の点を重視している。 

 移動目的に応じた「おもてなし」機能を備えた車両をそれぞれ投入 

 新幹線や観光車両では、車内でのアクティビティを想定した制振性・静粛性対策を実施 

 乗客が乗車する前、降車した後のアクティビティに配慮 

 航空機での「おもてなし」は以下の点を重視している。 

 湿度、気圧、照明など、基本的な機内環境を重視 

 ビジネスクラス、ファーストクラスでのシートレイアウトにおけるプライバシーに配慮 

 乗客が行き先を決めるところから、航空機を降りて目的地に着くまで一貫したサポート 

 鉄道と航空機の共通点として以下の点が挙げられる。 

 乗客の移動全体を踏まえたサポート 

 車内（機内）でのアクテビティ拡大を念頭に置いた快適性向上 
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1.知能化が実現する自動車の「おも
てなし」 

本レポートの狙いは、自動車の「おもてなし」を考え

ることにあるが、自動車の「おもてなし」と、ここまでにみ

てきた茶の湯、鉄道、航空機での「おもてなし」との間

には大きな前提の違いがある。 

茶の湯、鉄道、航空機とも、客に「おもてなし」を行

なう主体（亭主、事業者）がいる。タクシーのように乗

用車を用いて事業者が客に輸送サービスを提供する

例はあるが、これはあくまで「タクシーのおもてなし」で

ある。 

 

一方、航空会社が蓄積されたパーソナルデータを

活用して旅行を提案したり、メールで搭乗前の情報提

供を行なう例のように、情報システムを活用した人を

直接介さない形での「おもてなし」の例がみられるよう

になった。 

 

自動車でも、知能化が進む中で情報システムを主

体とした、ドライバーを含む乗員を客とする「おもてな

し」が成立しうる。 

  

さらには、完全自動運転が実現すれば、ドライバー

は運転から解放され、鉄道や航空機のように自動車

の「乗客」のようにになる。そうなれば、乗車時間に

様々なアクティビティを行なうことへのニーズが高ま

る。車内で様々な活動を可能とする「おもてなし」は拡

大するだろう。 

 

2.知能化による自動車の「おもてな
し」のイメージの一例 

知能化技術を用いた自動車の「おもてなし」には

様々な可能性がある。ここでは、先にみた茶の湯や鉄

道、航空機での「おもてなし」のポイントを起点に幾つ

かのアイデア出しを行なった。 

「おもてなし」に関連する鉄道、航空機と自動車（マイカー）の前提条件の比較 

 鉄道 航空機 自動車（マイカー） 

運転・操縦 プロの運転士、操縦士 ドライバー自身 

⇒完全自動運転で 

運転から解放 

移動中の

サービス

提供 

人 車掌、車内販売員など CA、地上スタッフなど － 

シス

テム 

車内への情報提供など パーソナルな旅行提案、 

メールサービスなど 

カーナビなど 

⇒コネクテッド技術で進歩 

走行・飛行空間 専用軌道 

（一定の揺れあり） 

空中 

（水平飛行時は最も静か） 

道路 

（最も揺れが大きい） 

安全への責任 輸送サービス事業者 ドライバー自身 

同乗者 他人と乗り合わせることがある 他人とは乗り合わせない 

（家族・友人など） 

⇒シェアリングで乗合発生？ 

出所：テクノバ作成                                    網掛けは今後予想される変化 

これからの自動車と「おもてなし」 
知能化が進むと、マイカーでも情報システムを通じた「おもてなし」の余地が

拡大する。知能化技術を用い、「移動全体を踏まえたサポート」や「アクティ

ビティ拡大に向けた快適性の向上」が可能となる。一方で「おもてなし」の向

上に向けては、自動車の制振性、静粛性向上も重要な開発課題である。 

Ⅳ 
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アイデア出しに当たっては、鉄道、航空機共通のポ

イントである「移動全体を踏まえたサポート」「車内での

アクテビティ拡大を念頭に置いた快適性向上」を自動

車での「おもてなし」でも重視した。また前者については、

自動車や自動車部品の細かな設計や制御が必要と

なる「おもてなし」、シーンとしては自動車の乗り降りの

場面に注目した。 

 

完全自動運転時代の採光・照明とシート 

完全自動運転が進むと、運転から解放されたドライ

バーは、映画や音楽を楽しんだり、手紙やメールを書

いたり、休息・睡眠をとったりと、様々な活動を行なう。

そしてその活動を快適に行なえる車内空間が求めら

れる。 

採光、照明はその重要な要素の一つである。例え

ばPCの起動をトリガーに、モニタを見やすい照度に自

動的に設定したり、映画アプリの起動をトリガーにして

照度を落とす。単に照明機器だけではなく、社外の明

るさや日光の位置を踏まえた、窓の電動シェーディン

グと組み合わせた照度の設定が必要である。 

シートも重要である。仕事に快適なシートとくつろぐの

に快適なシートは異なる。 

 

シェアリング時代の自動シートアレンジ 

これまでの乗用車では他人との乗合はあまり想定さ

れていなかったが、シェアリングが進む中で、ラストワン

マイルの移動などで乗合が増えるかもしれない。 

航空機のビジネスクラスでシートレイアウトを工夫して

プライバシー確保に努力していたことに倣うと、シェアリ

ングを予約してから乗るまでの間に、同行する家族や

仲間と他人とを判断して、前もって適切な距離感にな

るようなシートアレンジやシートの着座位置の変更が自

動で行なわれていると、気兼ねが減るかもしれない。 

 

車から歩行者への「おもてなし」 

既にコンセプトとしては完成しているが、メルセデスの

自動運転車のコンセプトカー「F015」では、車が歩行

者を認識していることを知らせるために、歩行者の前

面に横断歩道を投影する。歩行者は自動運転車が自

分を認知していることを理解し、また投影された横断

歩道を歩けばF015と衝突しない。 

利休七則の「相客に心せよ」の精神に学ぶと、自動

車によるオーナー、ドライバーへの「おもてなし」だけで

はなく、歩行者にやさしい「おもてなし」も重要である。 

 

3.「おもてなし」の土台となる制振
性、静粛性 

先に述べたように、完全自動運転時代になり乗員

が様々なアクティビティを車内で行なうようになると、

「車内でPC作業ができる」「映画を快適に見られる」と 

いうレベルでの制振性、静粛性が求められる。 

また、今後EV化が進むとエンジン音からモータの高

周波音に替わり、聞きなれないが故の不快感が増す

と考えられる。このような新たな対策も必要になる。 

制振性、静粛性の対策には、起振源対策、減衰性

向上策、ハウジング、シーリング、ノイズキャンセリング

など様々な手法があり、部品メーカーそれぞれにノウ

ハウがある。近年では、自動車のものづくりではモジュ

ール化が進んでおり、モジュール開発での擦り合わせ

が重要になっている。制振性や静粛性の向上に取り

組む上では企業間の連携もこれまで以上に重要にな

る。 

 

 

 自動車の知能化が進み、自動車にも「おもてなし」の余地が拡大する。 

自動車の「おもてなし」でも、「乗客の移動全体を踏まえたサポート」「アクティ

ビティ拡大に向けた快適性向上」は重要なポイントである。制振性、静粛性は「お

もてなし」の土台となる。 
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