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家具の新商品開発と「かわいい」 

実際に家具の新商品はどのように作り出されているのだろうか？その中で「かわいい」ということ

は、どのような関連を持っているのだろうか？医療や介護用家具の新商品を次々と発表されている

パラマウントベッド社の商品開発について、同社技術開発本部デザイン部デザイン課の八木剛主管

課長にお話を伺った。そして、具体例として授乳チェアの新商品の開発を担当したデザイン課の下田

平理絵さんにもお話を伺った。 

1. 商品開発の進め方 

はじめに 

Ｑ：御社のホームページで「会社の沿革」を拝見

しました。御社は、病院用ベッドの製造からスタ

ートされたそうですね。 

Ａ：はい。創業者が戦後に不足していた医療用

のベッドに気がついて、スクラップの金属を集め

て再生ベッドを製造したことがスタートだと言わ

れています。 

医療用ベッドメーカーとして事業が成長して

いって、1970 年代に「一県一医大構想」の勢い

に乗ったことで、医療用ベッドの分野でトップメ

ーカーとなりました。 

その後、高齢者施設向けベッド、在宅介護ベ

ッドへと事業を拡大してゆき、ベッドだけでなく

周辺の機器や家具を含めた医療環境や介護環

境の総合メーカーとなりました。 

現在は、事業を海外に展開しながら、一方で

は、センサー技術や管理システムなどの新事業

にも取り組んでいます。 

Ｑ：私は御社の社名から、海外から参入された

のかと勝手に推測したのですが、純粋に日本で

育った会社なのですね。 

Ａ：はい、元々は木村寝台工業としてスタート

しました。 

 

商品開発とブランドのマネジメント 

Ｑ：失礼ですが、八木さんはどんなお仕事をさ

れてこられたのですか？ 

Ａ：私自身はもともとオフィス家具メーカーにい

たのですが、「切実に困っている人の役に立つ

製品」というところに魅力を感じて転職してきまし

た。 

現在は主にマネジメント中心ですけれども、

病院ベッド、点滴スタンド、産科向けチェアなど

の製品化業務と、もう一方で、企業イメージを作

り上げるブランドマネジメント業務を行なってい

ます。これは製品開発ではなくて、展示会や印

刷物などをデザイン監修する業務です。 

 
八木剛さん 

商品開発の意思決定 

Ｑ：新しい商品の開発は、どのようなきっかけや

仕組みで始まるのですか？ 

Ａ：大きく２通り有りまして、一つは市場動向予測

から計画的に研究を重ねて立ち上げる製品、も

う一つは、その時々の現場の声をもとに提案型
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でスタートする製品が有ります。いずれのケース

もお客様の声を確認しながら企画の骨子を作り

上げていくところが特徴的だと思います。 

Ｑ：現場の声をもとに提案するというのは、例え

ば、どういう内容なのでしょうか？ 

Ａ：医療現場とか、介護現場などでの、困り事を

リサーチし、それを解決する手段を提案すると

いう意味です。例えば、病院で看護師さんたち

の一番困っていることが、感染予防の消毒作業

ならば、清拭作業がしやすいベッドのデザインと

は何だろうとか、点滴処置の手間ならば、簡単

に高さ調節する方法は何だろうとか、それぞれ

の提案型の解決手段を製品化してゆく…。 

Ｑ：それはセールスとかサポートをされている方

たちが気づくのですか？ 

Ａ：そのようなケースも有りますが、開発メンバー

が直接に製品を使っていただいている現場に

お邪魔して、例えば、日常業務を観察させてい

ただいたり、場合によっては、今使っている製品

の評価をしていただいたり、といった形で現場

の声を集めるケースが多いです。 

Ｑ:開発セクションの方が現場の声を聞き、提案

をするということなのですね。 

 

開発工程の概要 

Ｑ：標準的には、新商品の開発はどんなプロセ

スを経て進められるのですか？ 

Ａ：正確な話になると ISO に基づく社内の開発

ルールがございます。そこに詳細なステップが

あるのですが、おおまかにお伝えするとお客様

の声をリサーチし、それを分析することからスタ

ートしまして、そこに我々のアイデアを試作品な

どで具現化したり、プレゼン資料にして、現場の

役に立つかということを検証します。 

その後、量産化を念頭に製造手段や価格設

定を検討しながら、より最終に近い試作品でそ

の妥当性の確認をする(お客様に評価いただく)、

というのが標準的なプロセスです。 

 

製品化のサイクル 

Ｑ：スタートしてから終わるまで、およそどのくら

いの期間なのですか？ 

Ａ：大きなテーマになると、研究から含めて２年

かかるというものもありますし、すでにある製品

の改良であれば短くて半年という感じです。平

均をとると１年ぐらいかと思います。 

Ｑ：そうですか。私の印象ではかなり早いサイク

ルで回っているなと感じますが。 

Ａ：市場の急速な変化の中ではこれでも遅いと

常日頃感じています。ものづくりのうえで様々な

便利なツールが出てきて、人数が少ない会社で

も、製品化のサイクルを短くすることが可能な時

代になっていますので。 

 

商品の構成部材 

Ｑ：例えばベッドという商品を考えた場合、どの

ような部品や素材から構成されているのです

か？ 

Ａ：医療用のベッドでは、心臓部であるモーター

などの電装品と、強度品質や耐久性をつかさど

るスチール本体、それにマットレスや外装品が

あります。外装品では、木材、樹脂、アルミなど

の素材を採用しています。 

Ｑ：エンジンがあって、フレームがあって、それ

をくるむ部材で構成されているっていうのは、自

動車的って言うか…・ 

Ａ：近いかもしれませんね。家具ベッドでしたら、

木材で囲んで、スプリングや厚いウレタンででき

たマットレスが載っている、というシンプルな構

成になると思うんですけれども、医療用、介護用

のベッドは同じベッドでも大きく違いますね。 
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病院用ベッドの例 

例えば医療用ベッドの場合は、感染予防の

観点から、強い消毒液に耐えなきゃいけないと

いうことがあるので、部品の材料選定の条件は、

一般家具とは大きく異なります。 

また、介護用ベッドの場合は、レンタルで使わ

れて、帰ってきて、メンテナンスされて、また貸し

出されるというサイクルに耐える必要性がありま

すので、一般家具以上の耐久性が必要となりま

す。 

 

構成部材の触感 

Ｑ：その中で、人が触れる部分について、「触

感」はどのように扱われておられるのでしょう

か？ 

Ａ：当社の製品で触感ということになると、身体

状況が良くない方が使われる製品が多いもので

すから、例えば立ち上がりをサポートする製品

では、しっかりと体を支えるために、手で握る部

分は滑りにくいように軟質系の樹脂を採用したり

しています。もっと柔らかくて優しい素材を採用

していきたいという思いもあるのですが、感染予

防などの観点から採用できないケースもありま

す。 

Ｑ：手で触れる部分は樹脂が殆どですか？ 

Ａ：ウレタンをレザーでカバーしたような製品もあ

りますが、消毒の耐薬品性なども考えると、樹脂

成形品の方が優れているので…。 

Ｑ：使われる現場の方が布で覆うというようなケ

ースもあるのでしょうか？ 

Ａ：以前でしたら、スタッフの方が手作りのカバ

ーを作ってベッドに掛けたり、という例もよくあっ

たのですが、今は、感染予防の観点から、ぬい

ぐるみも持ち込めない病院もあるんです。です

から、その点は年々厳しくなっています。 

 

授乳チェア HugHug 

Q：新製品の授乳チェアとはどんな製品なので

しょうか。 

Ａ：これは産科用の製品で、当社の女性メンバ

ーによるプロジェクト(注)で開発した製品です。

初めて出産を経験した母親が授乳させるのは、

慣れないのでとても大変らしいです。一日に何

回も授乳させなければならないため、腱鞘炎に

なることもあります。 

そこで、女性メンバーが出産経験も活かしな

がら、授乳の際に赤ちゃんに敷くクッション（授

乳クッション）と椅子を一体化するアイデアや、

手首の負担を軽減するアームレスト、産後の局

部痛を和らげる座面などのアイデアを発想し製

品にしました。 

この製品などは、当社製品の中でも、「かわい

い」について追求したものになりますね。 

（注）Tsubaki Project： 技術系の女性達で組

まれたプロジェクトチームで、ママの視点で

妊娠～出産に関わる産科療養環境のため

の製品提案を行っている。 

 

Ｑ：色もそうですね。パステル調になっていて。 

Ａ：優しい環境づくりへの配慮からこうなってい

ます。また、授乳クッションは大きくて円形なの

でコミカルな形なんですけども、そこも「かわい

い」の一部として印象に残る、というメリットがあり

ます。 
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授乳チェア HugHug 

（パラマウントベッド社パンフレットより） 

Ｑ：こういう椅子が並んでいて、何人かのお母さ

ん達が授乳しているようなシーンがあったら、と

ても微笑ましい光景になりますね。 

Ａ：ある大きな病院ですが、実際にこの椅子を

20 脚並べた授乳室があります。 

 

「かわいい」研究への期待 

Ｑ：「かわいい」に関する研究に、期待されてい

ることはありますか？ 

Ａ：当社の製品は、看護師の方や介護スタッフ

の方など多くの女性に使っていただいているの

で「かわいい」には大変興味があります。 

そのようなことからも、どういった形状や触感

が「かわいい」と感じられるのかが定量的に評価

できるような仕組みができれば、ぜひ取り入れて

いきたいと思っています。 

また、医療の進歩や介護の充実だけでは、使

用される方の「イキイキ」とした前向きの気持ちを

作りだすには不十分ですので、そこのところを

補完する意味でも、「かわいい」製品づくりの研

究には大いに期待しています。 

Ｑ：ダイハツ工業の軽乗用車ミラココアの開発で

は、車体の側面やリアにつけるエンブレムを、そ

れを見るたびに元気が湧くことを願って、四葉の

クローバーを大きめにデザインしたということを

伺いました。 

「かわいい」ということは、「愛らしいと思う」だ

けでなく、人を励ましたり、勇気づけるという効果

があることに気づかされました。 

Ａ：前向きな気持ちになって、リハビリに積極的

に取り組む、ということから、身体状況の改善が

始まると思うので、機能的な提案だけでなく、気

持ちが変えられるような提案をしていきたいと考

えています。 

Ｑ：わかりました。有難うございました。 

 

2. 授乳チェア HugHug の開発 

下田平さんのご経歴 

Ｑ：下田平さんは、どんなお仕事をされてきたの

ですか？  

 
下田平理絵さん 

下田平（以下、Ｓと略記）：私は多摩美術大学で

プロダクトデザインを専攻し、入社してからは、

排泄用具や体位変換用具など、女性特有の製

品や、体格の小さい女性でも使い易い用具など

の開発に携わってきました。 

Ｑ：採用されてから一貫して商品開発に取り組ま

れてこられたのですね。 

Ｓ：そうですね。小児科関連製品のキャラクター

など、グラフィックデザインの業務も多数手がけ
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ています。 

４年前に出産をして、復帰してからは、「授乳

チェア」「赤ちゃん用センサーやアプリケーショ

ン」など、出産や育児の経験を活かした製品の

開発に携わる機会も増えてきています。 

 

Tsubaki Project 

Ｑ： HugHug は女性だけの チーム 「Tsubaki 

Project」で取り組まれたそうですね。 

Ｓ：「Tsubaki Project」は女性ならではの企画提

案を目的としたチームで 2014 年４月に発足しま

した。メンバーは技術系女性社員６人です。 

Ｑ：技術系というのは、デザインなども含むので

すね。 

Ｓ：はい。技術系というのは製品開発や品質保

証部門のメンバーです。6 名の所属部署は、デ

ザイン部は私を含む２名、開発部が２名、品質

保証部と睡眠研究所（「眠り」について研究する

部署）からそれぞれ 1 名ずつです。 

HugHug は「Tsubaki Project」で企画から立ち

上げ、製品としてはアウトプット第１号です。現在

は HugHug をきっかけに新たな提案を企画中で

す。 

 

HugHug 開発のきっかけ 

Ｑ：授乳チェア HugHug は、どんなことから開発

が始まったのですか？ 

Ｓ：集まったメンバー全員が偶然出産経験者で

したので、妊娠中や出産後の悩みなどを話す中、

出産を経験した女性だから理解できる悩みや苦

労が沢山あることに気付きました。 

自分達の経験を活かし、産後のお母さんと赤

ちゃんをサポートできるアイテムが提案できるの

ではないかと思い、本格的にアンケートや現場

ヒアリングを始めました。 

Ｑ：アンケートの対象はどういう人達ですか？ 

Ｓ：社内の出産経験のあるお母さんたちや、現

場である病院の産科に出向きまして、直接ヒアリ

ングしました。 

Ｑ：その時は、産科という領域で、何を開発した

ら良いかについて、幅広く聞かれたのですね。 

Ｓ：そうですね。産科の環境をもっとよくできるん

じゃないかというテーマで、どんな悩みやニー

ズがあるかを調査しました。 

その結果、無事に出産を終えたお母さんでも、

様々な痛みや不安と向き合いながら過ごしてい

ることが分かりました。医療従事者（助産師、看

護師、医師）からも、最近は産後の不調や不安

が、退院後「産後うつ」や「育児ノイローゼ」など

社会的な問題へ発展するケースも増えてきてい

るので注意しているとの話がありました。 

そこで、「心からの笑顔で赤ちゃんに向き合う

ために、産後の身体的・精神的サポートをした

い」をコンセプトにし、授乳チェアの開発をスタ

ートさせました。 

 

開発メンバーの構成 

Ｑ：メンバーはどんな方達だったのですか？ 

Ｓ：全員がワーキングママです。子供の送り迎え

がある時短勤務のメンバーがほとんどなので、

打ち合わせは基本的にお昼休みを利用したラ

ンチミーティング形式でおこなっていて、製品企

画だけではなく、「女性の働き方」などについて

ディスカッションしたり、復帰後の働き方や、子

育ての悩みについても気軽に相談できる場所

です。 

Ｑ：リーダーのような方は居たのですか？ 

Ｓ：メンバーは、このプロジェクトだけでなく、そ

れぞれの部署の仕事をしています。そのため忙

しいタイミングがメンバーそれぞれずれているの

で、誰かが動けない時は他の人が補える体制に

しないと長続きしないのではないかということで、
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リーダーは置かないことにしました。 

Ｑ：成程、本来の業務を抱えていて、しかも部署

を横断したチームの事情にもとづいた仕組みを

考えられたのですね。 

Ｓ：そうですね。私はデザインが専門ですが、デ

ータ取りが上手な方とか、いろいろな方がいる

ので、今思うとそういうやり方が良かったのかな

と思います。 

 

HugHug の特徴 

Ｑ：さて、HugHug はどのような特徴を持っている

のですか？ 

Ｓ：出産後のお母さんは、1 日に平均 10 回～15

回くらい授乳するので腱鞘炎になる方も多いん

です。 

HugHug の最大の特徴は、背もたれ（背クッシ

ョン）に取り付けている授乳クッションを取り外し

て身体に挟んで座ることで、お母さんと赤ちゃん

の隙間を埋めて腕の負担を軽減します。 

「授乳」は両肘を大きく広げる姿勢で、左右両

方を授乳させるために抱き換えもするので、肘

まわりの動きが大きくなるのです。一般的な椅子

は、肘まわりが囲まれているタイプのものが多く、

お母さんの肘や赤ちゃんの頭をぶつけてしまい

ます。HugHug は、肘まわりが開放的でアームレ

ストも短く設計しているので安心です。 

特に身長が小さいお母さんの場合、授乳中、

前かがみ姿勢になりがちです。フットレストに足

をのせて姿勢を安定させることで、疲れにくく、

楽に授乳することができます。 

背クッションは腰当てにもなり、腰への負担も

和らげます。 

 
HugHug 使用時イメージ 

（パラマウントベッド社パンフレットより） 

Ｑ：背クッションと授乳クッションの組合せはデザ

イン的にも大きな特徴となっていますね。Ｓ：そう

ですね。さらに、座クッションですが、産後、お

母さん達はお尻が痛くて普通の椅子には座れ

ない場合が多いです。HugHugの座面は中央部

に空洞を設けて、円座のような機能を持たせて

います。食事や休憩時も快適に使ってもらいた

いので、円座には見えないようなカバーをつけ

ています。 

Ｑ：この案以外にも、候補案はあったのです

か？ 

Ｓ：「アームレストに授乳クッションが付いていい

て機械的に動く」、「座面が回転しながら動く」

「赤ちゃんを寝かせる天板が付いている」など

色々なアイデアが出ました。でも、お母さんの心

理的には、自分がしっかりと抱きしめてあげたい

という気持ちが1番で、産まれて間もない大切な

赤ちゃんに対して、複雑で機械的なイメージは

適切ではないと考えました。 

Ｑ：それから、この商品名はどのような意味です

か？ 

Ｓ：しっかりと「抱きしめる（ハグする）」と「育む（ハ
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グくむ）」を合わせて、ハグハグ（HugHug）という

名前になりました。 

Ｑ：それも皆さんのお考えですか？ 

Ｓ：そうです。機械的なイメージをあまり持たせた

くなかったのです。 

Ｑ：住宅の中に置いても違和感はないですね。 

Ｓ：社員でお孫さんが産まれる方が出産祝いとし

て買い求められたりしています。 

 

開発のプロセス 

Ｑ：どのようなプロセスを経て商品化されたので

すか？ 

Ｓ：社内の出産経験者へのインタビューやアン

ケート、現場の病院（産科）にヒアリングしてニー

ズを抽出しました。産科は、女性しか入室させて

もらえない場所が多いので、ヒアリング調査でも

Tsubaki Project の特徴が活かせたなと感じて

います。 

抽出したニーズを仕様に落とし込んで試作品

を作り、病院の授乳室や助産院などで実際に試

してもらい、寸法などを調整し改良をしました。

社員の奥様に、退院後自宅で使ってもらって、

率直な感想をもらったりもしました。 

Ｑ：そういうことで改良された点もあるのです

か？ 

Ｓ：産後のお母さんは出産後にすぐお腹が小さ

くなるのではなく、しばらく大きいままだったりす

るので、寸法を少しゆったり目にしました。 

 

困難だったこと 

Ｑ：難しかったこと、初めてだったことも多かった

と思いますが？ 

Ｓ：主に病院など公共の場で使用するものであり

ながら、「親しみやすい」「かわいらしい」デザイ

ンに仕上げることを意識しました。 

妊婦さんなら誰でも知っている「授乳クッショ

ン」を背もたれと一体にしたデザインにすること

で、授乳に不慣れな新米お母さんが、初めてで

も迷わず使えるようにしました。 

お母さんの体格や赤ちゃんの抱き方が様々

なので、それらを許容する設計にすることに苦

労しました。 

 

かわいらしいデザイン 

Ｑ：「かわいらしい」デザインというのは、どんな

デザインだと思われていますか？ 

Ｓ：キャラクターがついているとか、そういうかわ

いらしさではないと考えています。産後のお母さ

んは満身創痍でとても疲れている状態です。 

調査の中で、もちろん無事に産まれた喜びと

安心感が大きいのですが、睡眠不足のまま母子

同室育児が始まるので精神的に追い込まれる

お母さんが少なくありません。最初は授乳も上

手くいかないので益々焦ってしまいます。 

Ｑ：元気だったら耐えられるのに…。 

Ｓ：そうですね。産後の女性はホルモンバランス

が大きく崩れているそうで、身体的にも精神的

にも不安定になるのは当たり前とも言われてい

ます。そういったお母さん達に「お疲れさまでし

た」という祝福の気持ちを込めたつもりです。か

わいらしいデザインでお母さんの気持ちを少し

でも癒してあげられたら良いなと思います。 

Ｑ：大きな愛情で包み込むようなかわいらしさで

すね。それこそ出産経験者のチームだからでき

たことですね。 

Ｓ：そうですね。出産後は母親としての責任感も

強いので、１人で抱え込まず周囲に相談できる

環境が大切だと感じました。 

 

ユーザー像 

Ｑ：どんな場所で使われているのですか？ 

Ｓ：総合病院やクリニックの授乳室や個室、助産
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院（母乳外来）などです。市役所の授乳指導室

やショッピングモールなどの話も挙がっていま

す。 

Ｑ：ショッピングモールでは、訴求力も大きいで

しょうね。 

Ｓ：同年代の子どもを持つお母さん同士が情報

交換できるコミュニケーションの場になると良い

なと思います。  

 

評判について 

Ｑ： 使われた方の評判は？ 

Ｓ：納品した病院などでアンケートをとりました。

母親から「腕や手首が楽になった」とか、「赤ち

ゃんのポジションが安定する」、「姿勢が楽にな

り授乳し易くなった」との意見をもらうことができ

て、見た目の印象としても、医療用という印象が 

なく、「かわいらしい」「おしゃれ」とのデザイン性

を評価する声も多く頂くことができました。 

 
お母さんからの回答 

特にお母さんからの評価が高く、HugHug の

狙いが評価されて、とても嬉しく感じています。 

Ｑ：貴重なお話を聞かせていただき、有難うござ

いました。 

 


