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笑顔のデザイン・ありがとう。 

正しいデザインで笑顔を贈る。アイ・シー・アイデザイン研究所	  





第4回キッズデザイン賞受賞 
は！ 

研究成果の実験で生まれた商品・・・10年間の計画 

コンセプトは・「笑顔になるデザイン」 

お客様、販売・流通側、創る側それぞれ皆が 
『笑顔になる』運用をどのようにすればよいか。 

実験の目的は、 
「売れる確率を高めるためのデザイン方法論と検証」 



子どもや高齢者などに寄り添う 
アクセシブルデザイン商品で 

笑顔がえられる環境を整えたい。 



デザインは企業の思想をカタチにするもの 

プロダクトデザインは、企業の資産や資源に 
新たな価値を付加し具体的なカタチを創造する 
「統合的なモノづくりの行為」と捉えています。 

売れる確率を高める運用実験 



声帯構造のイメージ 

たおしてもこぼれないそのままのめる、構造のヒントは、のどの声帯。 
環境や人体に安全、安心、使いやすい、シンプルで部品数が少ない構造を追求。 

素材は、医療器具や哺乳瓶のニップルに使われている人体に影響しない、シリコン素材。 
嚥下を抑えるため、１回の動作で小さじ1杯程度（５CC）の水がでる構造。 

Kiss ふってもたおれてもこぼれない 
そのまま飲めるシリコンキャップ 

デザイナーが発想時に3DCADで解析形状を決定。 



Kids Senior 
“笑顔”のデザインの実現 

障害者、高齢者、妊婦、子どもなど誰でもが使用でき、 
心理的なストレスに対処するという考え方（ユニバーサル）とともに、 

商品については、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することができる 
恒久的な設計「アクセシブルデザインの高い」で商品化を育ててきました。 

Kiss Kiss ふ っ て も た お れ て も こ ぼ れ な い 
そのまま飲めるシリコンキャップ 



1.目的 
社会貢献する。 
機能や内容に新規性をあたえること。 

2.使い手への配慮 
使い手の目的を達成していること（高齢者が自助具としてつかえる） 
安全・安心な素材と加工法であること。 
出来ればユニバーサルに（多様な使い方・多様な人が使えるように） 
一目で仕様がわかること。 

3.素材と技術 
環境や人体に対して安全・安心な素材を使用すること。 
製品の目的や性格にあった技術を活用すること。 
適切な価格で提供できる技術や素材の活用が適切であること。 

4ものづくりへの配慮 
調査や情報に責任を持つこと。 
商品価値を向上するために統合的かかわること。 
使い手にモノが正しく伝わるようにデザイナーが最後まで関与していること。 
リバースデザイニングで問題点を改良し、妥協しないこと。 
特許は必ずとること。 

5外観 
シンプルで部品点数が最少とすること。 
素材や製造技術の特性を生かしたデザインをすること。 
配慮（安全・安心） ・気づかいがされていること。 
正しいデザインで美的であること。 

6.売るための配慮 
適切な情報をメディアに提供する。 
流通マネージをするようにこころがける。 

開発の考え方 



ユニバーサルデザイン	

意思伝達ができにくい人選択しにくい人への配慮 

アクセシブルデザイン 

バリアを取り除く、従来あったものから改善や改
良を施し、いかにバリアを取り除くかという視点 

バリアフリー	

何らかの機能に制限のある人に焦点を合わせ、
ニーズに合わせて拡張する商品開発 

あらゆる体格、年齢、障害の有無にかかわらず、だれ
もが利用できる製品・環境を創造すること 

Barrier free 

usability 

accessibility 
Universal Design 

Accessible Design 

考え方 



2.こぼさないで飲める 
1.水分補給 

4.嚥下・誤嚥 
3.倒してもこぼれない 

目的 

機能 性能 

アクセシビリティ-‐思考 

寝たまま飲める 
4-1適量の飲料 

ノンドリップ方式 

特許・意匠・商標 

用途 

子ども 

高齢者 

生活者 

障害者 

病人 

飲料の練習 

用途展開 

チャイルドシート 

一人暮らしで寝込んだとき 

末期の水 

全盲の一人暮らし 

キャプの開けられない人 

ＰＣの近くで 

自動車の移動中の飲料 

車いすに取り付け 

寝間に持ち込む 

遊びながら 

食事のとき 

吸い口の変わり 

身の回りにある問題の人に焦点を合わせ、これまでの設計をそのような人々のニーズに合
わせて拡張することによって、製品やサービスをそのまま利用できる潜在顧客数を最大限
まで増やそうとする設計の考え方。 

機能性能展開 

水量調整構造 

酸化防止 

圧力弁 

内圧調整構造 

特許・意匠 

ミルメソッド開発の考え方 



企業が正しく成長するには、運用目標・商品開発を手助けするをす
るためのクライテリアマップ（criteria判断基準）などの準備が必要。 

道しるべで迷わない、ぶれないためのもの。 



満ち足りな
い 

状態の把握 

問題点の 
発見 問題の解決 コンセプト 

作成 
特徴を 
明確化 

 見れば、問題がわかる。 
 見れば、解決ヒントがみえる 

 クライテリア（判断基準）が明確にする。 

 それを整理、要素をわける。 

意思伝達ができない人への配慮・選択できない人への配慮 

診 看 視 観 見 

1.  アイデアの発想 
2.  キーワード発想 
3.  得意な発想法 

1.  経済性 
2.  効果・価値 
3.  満足度 

1.  ヒラメキ 
2.  データ 
3.  生活者の声 

1.  使用者研究 
2.  行動調査 
3.  行為の研究 

1.  社会の潮流 
2.  人口から推測 
3.  生活者研究 

Miru-‐method 

　　売れるデザインには法則がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ICI Design Institute Inc. 

「笑顔になるデザイン」 



売れる確率が高い商品を作る仕組み 

1. ミル・キクで顧客の「満ち足りない状態」を知る。（情報） 

2. 「満ち足りる状態」を満たす商品をつくる。（独創性） 

3. 顧客がその商品の存在を知る。（メディア・広報） 

4. 顧客が商品の特徴を理解する。（販促） 

5. 手に入る場所に商品が置かれる。（店舗・広報） 

6. 入手できる適切な価格(長期戦略）で提供される。（販売方法） 

Miru-method 

　　売れるデザインには法則がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ICI Design Institute Inc. 

「笑顔になるデザイン」 



　売れる仕組みの商品戦略 

つなぐ 企てる 

慮る 

しこむ 

交わる 

Context(戦略的情報の背景） 

Create（専門能力） 

Develop(応用） 商品 
戦略 

Continuation（継続） 

使用者に安全・安心の提供するために企業との必
要な連携を実現し、商品の高付加価値化をねらう 

計画的販売をするために広報計画や資金計画をし、
相互の信頼ある流通機構を構築実現する。 

目標に関係する関連の情報をミル・みるで十分に
収集し綿密な計画をねり、廃棄される状況まで予
測する。 

出来るだけ永くご利用いただくために使用性や心
理的配慮をおこない感動するものづくりを推進す
る。 

使用者に慮る心を大切に、正しいモノづくりをす
る統合的にデザインを実行し完璧を目指す。 
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Perfect desig（配慮） 

Miru-method 
笑顔になるデザイン 



朝日新聞 
毎日放送ニュース 
ＴＶ東京放送 
ＢＳトレンドタマゴ 
ネタのタネ 

日刊工業新聞 

福岡放送Ｄuomo 

ＦＭはなこ放送 

ＦＭ静岡放送 

日経ものづくり連載5回 

日経デザイン 

日本ＴＶ放送 
世界一受けたい授業 

朝日放送ニュース 

2009 GOOD DESIGN 中小企業庁長官賞受賞 

Ｊｉｐ－ＦＭ 

朝日放送ニュース 

TV東京ニュース 
TV大阪ドキュメント 

ＴＶ局　２1回の取材・放映 

11.4.13	 16 

2010 キッズデザイン賞　経済産業大臣賞受賞 
2010 内閣府特命担当大臣表彰優良賞　受賞 

ＮＨＫ放送ニュース・２回 

ＮＨＫ放送　まちかど情報室 

フジテレビ特ダネ 

テレビ東京　はなまるマーケット 
テレビ朝日　使える情報ハウス 

毎日新聞 

Miru-‐method 

ＮＨＫ放送ニュース中小企業特集 



目標を立て目的を明確化することが重要で最後までぶれない事が大切です 

2009 GOOD DESIGN 中小企業庁長官賞受賞 
2010 キッズデザイン賞　経済産業大臣賞受賞 
2010 　内閣府特命担当大臣表彰優良賞　受賞 

Miru-‐method 



御静聴ありがとうございました。 
正しいデザインで笑顔を贈る。アイ・シー・アイデザイン研究所	  


