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研究成果の概要（和文）：初年度は、病院を利用する方が待ち時間を快適に過ごせるよう、医師や看護師、患者らから
のアドバイスをもとに椅子の制作を行った。その成果はイタリアの家具展で紹介され、高い評価を得た。また、2013年
～2014年には、病院でのデザインに味わいを持たせるため、癒しと音楽との観点から音楽堂の待合空間のための椅子の
デザインを展開した。ケアの機能に音楽性が加わり、癒しともてなしを融合したより魅力的なデザインが生まれた。
人気投票の結果、評価の高い椅子は、待ち合い空間のくつろぎや癒しを楽しむ配慮がなされたものであり、機能性だけ
ではなく、形や色、サイズの工夫によって待つ間のストレスや不安を軽減できることがわかった。

研究成果の概要（英文）：In the first year, I produced the chair design based on the advice from hospital 
doctors and nurses, and patients, so that the in & out patients could spend their waiting time 
comfortably. The accomplishment was introduced at the Italian Furniture Exhibition in April, 2012 and got 
a high evaluation. Moreover, the design concept was developed at the concert hall with a viewpoint of 
healing by music from 2013 through 2014. This project gave a chance to added a new design element of 
musicality to the original function of care and hospitality in a very attractive and innovative way.
Every time I performed a popularity vote with the comments from visitors, and used the date in order to 
improve and redesign the chairs in terms of features such as form, color and comfortableness. This lead 
us to the conclusion that not only practical functions but also artistic devices are necessary for 
decreasing the stress and nerve of people while waiting.

研究分野： 椅子のデザイン、家具のデザイン、インテリア製品のデザイン、製品デザイン

キーワード： 待ち時間を快適に過ごす　癒しと音楽　ケアの機能に音楽性　癒しともてなしを融合した魅力的なデザ
イン　待ち時間を楽しむ工夫　くつろぎや癒しを楽しむ配慮　機能性だけではなく、形や色、サイズの
工夫　ストレスや不安を軽減
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