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新事業を開発するためのニーズ創造
－ベッドビジネスの例－

森　　　　　彰
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はじめに

　異文化との交流が新製品開発や新事業開発に有効であることは論を待たない。論者

は日本の文化の中で育ち、これまでに延べ１年半程度を交換研究員としてフランスで

過ごし、その他、アジア、西欧、中欧、などにも延べで半年以上は生活してきた。そ

うした経験は新製品開発とか新事業開発に役に立つはずである(1)。もし本当に「異文

化との交流が新製品開発や新事業開発に有効である」なら、新製品とか新事業の構想

を簡単に作り出すことができるはずである。そこで、論者の研究領域である「マーケ

ティングにおける基礎知識」と「海外での生活体験」とを組み合わせて、新しいビジ

ネスの構想を作ってみた。

　私の日本および諸外国での生活経験を活用して、私のフランスでの生活で発生した

ニーズを満たすための新ビジネスの構想を作ってみた。もちろん、この構想の通りに

新事業が進展するとは思っては居ないが、基本的なコンセプトはこれで良いと考えて

いる。実際に事業を起こしたわけではないから、この構想の成否の判断はできない。

それで、日本のベッドメーカーの専門家の方と、フランスに滞在している日本人の二

人の方にこの構想を見てもらい、アドバイスを受けた。

１　新製品開発の手順

　新製品を開発する手順は、周知のとおり、アイディアの創出から始まり、アイディ

アのスクリーニングと、市場に出すまでには非常に長い手順をふむ。一番最初のステッ
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プであるアイディアを創出するための多くの技法に関しては、一般的には創造技法と

か創造開発技法、などの名前で整理されている(2)。新鋭品開発に当たっては､ケースバ

イケースで最適と思われる技法が使われている。

　いかなる技法が使われようと、その技法で処理の対象となる源データが不可欠であ

ることは論を待たない。多くの創造技法では、大量の源データを集めたり作って、そ

れらをふるいに掛けながら､アイディアを作り出して行くプロセスを重視する。たとえ

ば、ブレーンストーミング、希望点列挙法､欠点列挙法などでは、自分たちが知ってい

るデータを徹底的に吐き出すところから作業が始まる。したがって、多くの人間が長

い時間を使って、アイディア創出のための源データを作り出していく。しかし、マー

ケティングの領域での新製品のアイディア創出では、こうした機械的な作業ではなく、

消費者のニーズ（needs）の把握（というよりは、まだ誰にも分かっていないニーズを

見つけ出すニーズの創造）からはいっているところが大きな特色となる。

　ということは、消費者のニーズが捉えられれば、新製品の開発は非常に効率的に進

めることができると考えてよい。では、消費者のニーズとは何か。一般的に、ニーズ

の意味を理解している人は少ない。多くの場合、ニーズではなくウオンツ（wants）を

ニーズと理解している人が多い。また、メーカの製品企画とか工場の技術者には、シー

ズ（seeds）をニーズと誤解している人も多い。

　論者は常に次のように説明している。ニーズというのは「欲求」とか「必要」と訳

さないで、「困っていること」とか「満たされない状態」と訳すとニーズの本当の意味

に近い。困っているけれども、どうしたらよいかが分からない状態にあり､困っている

と言っている内容も漠然としている状態をニーズと考えるのがよい。

　一般的に､自分が住んでいる空間（家庭、学校､職場、など）の中では、人間は適切

に適応してしまうために、「困ったこと」に気付かないことが多い。また、困ったこと

が仮にあっても、長い慣習であきらめていることも多い。だから、ニーズを見つけ出

すには、異なった環境に自分を置くことが効果的である。

　論者はこの半年間、交換研究でフランスのストラスブールに転勤している。日本か

ら脱出し、フランスに住んで、日本人社会と切り離された生活をしていると、日本で

気付かなかったニーズとか、フランス人が気付かないニーズが簡単に見えてくるよう

になった。

２　日本にあって、フランスには無い商品

　フランスで生活していると、毎日の生活で色々なものを買うが､どうしても見つから
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ないものもある。食品の場合は､少し大きな町になれば、中華食材店があり、そこで日

本の食材も売っている(3)。８年前に、どうしても入手できなかった食材は牛蒡（ごぼ

う）だった。しかし、今回は、冷凍した千切りの牛蒡も中華食材店にあった。その他

の食材は、何とか、代用品で間に合わせることができる(4)。日用雑貨でも、柳刃包丁

のように、日本にあってフランスに無いものも多いが、ほとんどは代用品で何とかな

る(5)。そうした不足よりも、安くておいしいワインのように、日本に無くてフランス

にあるものをうまく活用すると、和洋折衷スタイルで、自分の生活が豊かになってく

る(6)。

　フランスで生活していて、最も不満を感じるのが、睡眠環境であった。人生の３分

の１の時間を占める睡眠のための、ベッドなどの睡眠グッズがあまりにも貧弱であっ

た。

３　フランスのベッド

　前回のフランス勤務のときも、今回のフランス勤務も最も不満を感じたのは、フラ

ンスでの睡眠環境だった。フランスだけでなく、ヨーロッパでは夜寝る時にはベッド

を使うのが主流であるが、そのベッドが、私の個人的な感覚かも知れないが、安眠を

妨げるものだけのものがあまりにも多い様に感じた。人生の３分の１の時間を過ごす

睡眠に対して、フランス人はあまりにも無関心だと感じた。具体的には次のことであ

る。

　１）ベッドの長さ

　ベッドの長さは190センチが標準となっている。小さな子供用のベッドはあるが(7)、

フランスでは、全てのベッドの長さは190センチに統一されている(8)。論者や現在の若

者のように、身長が180センチもあると、ちょっとでも下にずれると、足がベッドの外

に飛び出す。うつむけになると、足は必ずベッドから落っこちる。日本でもベッドの

長さは195センチが主流となっている。それで、日本では私はセミダブルベッドを使っ

て、斜めに寝ていた。なぜなら、長身用のベッドは値段が張るから。その後、ベッド

に30センチくらいの台を注ぎ足して、マットレスの代わりに毛布などを30センチ幅に

折りたたんだものを台の上に置いて、225センチのベッドにリフォームした。本当に幸

せに睡眠できるようになった。

　なぜ、ベッドの長さは190センチなのだろうか。隣のドイツには長身用のベッドも多

少はある程度にとどまっている。フランスでは一部の例外はあるかもしれないが，私

が経験した範囲では、長身用ベッドはほとんど見かけない。フランスのベッドメーカー
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の先入観があることが理解できる。ベッドの新製品開発が出来ない原因は何であろう

か。ベッドが展示してあるミュゼ（博物館）で館員に常に質問した。「なぜ、フランス

の古いベッドは短いのですか？」。その結果、フランスのベッドの長さが190センチと

短いことの大きな理由は２つあることが分かった。

　第１の理由は、日本人でも同じだが、100年とか200年前の人間の平均身長は今より

も10センチとか20センチは低かった。だから、ベッドは190センチで十分だった。

　第２の理由は、多分フランス特有の事だと思う。ベッドは決して短くは無い。昔の

人は、寝ているときに魂が盗まれないように(9)、上半身をベッドのヘッドボードにも

たれさせて寝ていた、と、説明する(10)。

　これで、ベッドの長さが190センチである理由は分かった。でも、その後の100年と

か200年で寝るスタイルが完全に変わっている。それに応じて、ベッドの長さが変わっ

ても良いのに、メーカーも消費者も先入観に縛られて、ベッドの長さを変えることを

思いつかないのだろう。全ての190センチのベッドに言えることだが、常に同じ場所に

寝るのだから、重みがかかるお尻と腰が常にベッドの一定のところに来る。だから､

その部分のスプリングが弱くなって落ち込み(11)非常に寝苦しくなる。このあたりに、

新しいマーケットを切り開く入り口があるように感じる。

　２）マットの通気性

　ベッドの木枠の上に置くマットにも色々な種類がある。論者の経験では､本当に気持

ちが良いのは藁のマットである。日本人にとっては普通だがフランス人にとっては新

鮮なフトン(12)や標準的なスプリングマットも気持ちが良いと思われる。これらは適度

の通風性があり保温性もある。

　論者が最悪と感じているのが、ムスーとかフォームと呼んでいるスポンジのマット

レスである。このマットレスは、断熱性はあるが、通気性は全く無い。日本でも、フ

トンの下にマットレスを敷くこともある。民宿あたりでは布団の代わりにマットレス

を使っているようだが、通気性が全く無いので、蒸れる。フランスでの★★以下のホ

テルでは、このマットレスを使っているホテルが圧倒的に多い(13)。★★★のホテルで

も、２割くらいはマットレスを使っている。★★★★ホテルでマットレスは見たこと

が無い。安いホテルほどマットレスの割合は高くなる。ということは、マットレスは

快適さが少ないと社会全体が認めているのだと思われる。

　マットに通気性が必要なのにも関わらず、通気性を無くすホテルもある。安いホテ

ルでは、マットが汚れるのを防ぐために、コットンのシーツの下に、さらに、表はネ

ルで裏がビニールのベッドカバーでマットを包んである。スーパーでもこの種のベッ
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ドカバーを売っている。このカバーで包まれたベッドの表面はビニールと同じで通気

性が全く無い(14)。マットレスになれた人は、そのように通気性が無くとも、大丈夫な

のかもしれない。

　３）枕

　フランスで色々と快適な枕を探したが、ほとんどの枕は、スポンジを中につめたも

のだった。日本のように、素材、形態、での多様性は無かった(15)。もちろん、そば枕

なんかは無い。寝ていても、頭が蒸れて気持ち悪い。フランスの自宅では、私は小さ

なクッションを二つ折りにして、それを大きなバスタオルでクルクル巻にして枕を

作って使っている。そうした生活を通して、改めて、日本の枕の多様性に驚いている。

日本古来のソバガラ枕、プラスティックパイプ枕、空気枕、石を入れた枕、籐の枕、

などなど多くのタイプの枕があり、それぞれのタイプの中でも多様な素材が使われて

いる。

　４）羽毛布団

　掛け布団の役目を果たすものには色々な種類がある。シーツ、毛布、ケット、その

他ある。高級品と思われている羽毛布団は、論者から見ると、価格では高額品であっ

ても、寝心地の面では高級品ではないどころか、機能的には保温性しかないと感じて

いる。羽毛布団の中身は羽毛であり、その羽毛の品質によって価格は異なる。問題は

その羽毛を包んでいるカバーである。羽毛が飛び出さないように、カバーは多分ビニー

ル加工がしてあるのだろう、通気性は全く無い。ということは、機能的に見ると、梱

包材に使う、あの透明な空気の粒で出来ているプラスティックのシートと同じものに

なる。羽毛布団を掛けるという事は、梱包材を２枚掛けて、その上に掛け布団を掛け

るのと同じだとおもう。日本にいるときに実験したが、私の実験によれば、「暖かい」、

でも、「蒸れる」だった(16)。そんな羽毛を北部のフランスでは使っていることもある

し、北欧になるとあたりまえになる。日本に比べてフランスは空気が乾燥しているか

ら蒸れない、という意見もある。

　５）最悪の睡眠環境

　通気性がないふわふわの枕に頭を乗せて、通気性が無いマットの上に体を横たえ、

通気性の無い羽毛布団を掛けて寝る。これは最悪の睡眠環境といえる。体中にビニー

ルとかプラスティックを巻きつけて寝るのである。もっと具体的な表現をすると、あ

の空気の入っているつぶつぶの梱包材で作った190センチの小さなベッドに横たわり、

梱包材で作った枕を使い、梱包材で作った掛け布団を掛けて寝る。乾燥したフランス

では、通気性が全く無くても、これが気持ちいいという人もいるかもしれないが、多
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分、多くの人は、このことに気付いていないのかもしれない。もしくは、通気性のあ

る寝具の存在を知らないで、しょうがないとあきらめているのかもしれない。さらに、

寝心地の良い寝具を買いたくても、値段がかなり高くなるので、あきらめているのか

もしれない。だから、通気性のある寝具の存在を示し、その気持ちよさを訴え、値段

を抑えた商品ができれば、後は販売努力で事業は成り立つと考えられる。

４　ベッドビジネスの可能性

　(1) 製品開発

　１）長いベッドを開発する

　ブカレストでの家具のエキスポで日本人のバイヤーと出会った。その席でこのアイ

ディアがさらにビジネスアイディアに近い形まで発展した(17)。話は非常に単純である。

フランスの睡眠環境は最悪であることを理解させ、快適な睡眠環境を提供するための

アイディアを事業化すればよい。理解させるためには､実際に快適な睡眠環境を消費者

に体験させることしかないだろう。それで、最初は快適な睡眠環境を提供するための

製品つくりが必要となる。

　最も重要なのは、ベッドの長さである。いくつかの代替的なアイディアを示そう。

　・　頭や足が落ちても大丈夫にするためには、ベッドの高さをゼロにすればよい。

だから、布団を使えばよい(18)。フランスにはＦＵＴＯＮ専門店が多くある。

　・　シングルベッドでなくセミダブルにすればよい。

　・　ダブルベッドで斜めに寝ればよい。

　・　ベッドなんかはなくして､暖房をきかせて、カーペットの上にシーツを敷いてそ

こで寝ればよい(19)。

　色々なアイディアが考えられるが、ベッド業者にとって最もビジネスに結びつきそ

うなのは、丈の長いベッドを開発して販売することのように考えられる。たとえば、

長さが220センチのセミダブルベッドを売り出せば大当たりするかもしれない。

　２）長いマットの製造

　そのバイヤーの話では、木工部分は簡単に伸ばせる。問題はマットメーカーがこの

話に乗ってくれるかどうかだ、との事だった。でも、話は簡単で、大手メーカーでは

なく、マットでセミダブル（クイーンサイズ）で長さが220センチのものを作ってくれ

る小さなメーカーを探せばよいだろう。

　３）枕

　ストラスブールの郊外のヴァンデナイムという町にある巨大なショッピング・セン
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ターに布団の専門店がある。ここでは、日本人には考えられなかった枕があった。そ

れは、枕の中身が綿（わた）であった。多分、綿の枕は日本ではないだろう。でも、

綿の枕と同じ機能を持っている枕は、日本では何処にでも転がっている。それは座布

団を二つ折りにしたものだ。この枕は本当に気持ちよく眠れる。フランス人はこの座

布団を枕に使っている日本人の生活を見て、綿の枕を開発したのかもしれない。フラ

ンス人だって、頭の蒸れない枕を使いたいと思うだろう。日本で使われている枕をそ

のまま持っていっても通用すると思われる。とりわけ､プラスティックのパイプ枕は丸

洗いができるので、清潔好きな人には受けると思う。

　４）掛け布団

　日本では、掛け布団は、個人の好みが非常に反映される。身長に応じて、掛け布団

の長さは異なる。重い布団が好きな人､軽い布団が好きな人。毛布の肌触りが好きな人､

タオルケットの肌触りが好きな人。コットンのカバーが好きな人、麻のカバーが好き

な人。布団の中身も、ポリエステル綿（キルティングタイプ）を好むか、自然の綿を

好むか。布団カバーの色とデザインにも個人の好みが影響する。夏と冬とでは使う掛

け布団も変わってくる(20)。夫婦二人で一つの布団を使うか､別々の布団を使うか。掛

け布団は、このように非常に多様な条件が要求される。

　(2) 販売方法

　問題は売り方である。フランスの消費者はベッドを買うに際しては、インテリアや

家具関係の雑誌を見る、家具店や寝具店で現物を見る、という準備をする。しかしな

がら、190センチ以外のベッドを見たことの無いフランス人はよほどの事をしなければ、

そんなへんてこなベッドは買わない。それを打破するためのいくつかのアイディアが

ある。フランス人にとっては非常識な商品を売るのであるから、既存の商人は使えな

い。だから、無店舗販売が良いと思われる。いくつかのアイディアを紹介しよう。

　１）試用キャンペーン

　トラックに40本くらいのベッドを積み込み、１つの町でイベントをする。「１週間

使ってみてください。良ければ、新しいベッドにお変えします。」１週間後に注文を取っ

てキャンペーン用のベッドを回収して次の町に向かう。ベッドのような嵩高（かさだ

か）商品は物流費の削減が至上命令となる。物流費を削減するには、狭い地域でキャ

ンペーンを展開する必要がある。このような方式を採用したときには、テリトリー制

を設けたフランチャイズ・チェーンの可能性もある。
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　２）返品自由

　まずは新しいベッドを使ってみてもらうことが必要だ。そこで、とにかくベッドを

使ってもらう努力が不可欠となる。「気に入らなかったら、10日以内なら、返品自由で

す」、をキャッチフレーズにして販促をするのはどうだろうか。あらかじめ、50％なり

の返品率を想定した価格設定をすればよいだけである。

　こうした広い対象に販売するための方法としてはカタログ販売や通信販売が適切だ

ろう。これからの時代ではインターネット販売も可能である。そうすれば、世界中を

相手にしたビジネスが１箇所の本社で展開できる。問題は、物流費をどのようにして

削減するかであろう。日本で生産してフランスに送るのではビジネスにはならない。

生産・物流のフランチャイズ化が必要になるだろう。ただ、事業アイディアが単純な

ので、ロイヤルティを支払うのが嫌なメーカーや物流業者は、独自事業をするかもし

れない。これを抑えるための何らかの政策が必要になるだろう。

　３）口コミを活用した販売

　ベッドは非常に大きなサイズの商品であり、価格帯も高い。消費者も購入には慎重

になる商品である。したがって、購入に際しては、より正確な情報を必要とする。最

も信頼される情報は、メーカーの情報でもなければ販売業者の情報でもない。使用者

の情報である。そうした意味では、使用者の口コミ情報が最も有効な販促の手段とな

ると思われる。口コミを利用した販促・販売には多くの方式が存在する。

おわりに

　新製品を開発する手順のうち、アイディアの創出の段階で、消費者のニーズから入

ると新製品の開発は非常に効率的に進めることができる。そして、ニーズを見つけ出

すには、異なった環境に自分を置くことが効果的である。論者のストラスブール転勤

は異文化を経験する非常によい機会であった。

　フランスで生活していて、最も不満を感じるのが、睡眠環境であった。とりわけ、

ベッドの長さ、マットの通気性、枕の多様性、そして、羽毛布団、の問題である。通

気性がないふわふわの枕に頭を乗せて、通気性が無いマットの上に体を横たえ、通気

性の無い羽毛布団を掛けて寝る。これは最悪の睡眠環境といえる。多分、多くの人は、

しょうがないとおもって、あきらめているのだろう。

　快適な睡眠が出来ていないことをフランス人は気付いていない。これこそが、新し

いニーズとなりうる。そのニーズに対応して新しいベッドビジネスの可能性がある。

具体的には、まず製品開発が必要になる。長いベッドを開発する、長いマットを開発
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する、多様な枕を提供する、そして、羽フトン以外のかけ布団を提供する、だけで済

むだろう。

　問題は販売方法だろう。通常の方法では、マーケットに食い込むことは出来ない。

最初は無店舗販売が良いと思われる。いくつかのアイディアが思い浮かぶ。試用キャ

ンペーン、返品自由、口コミを活用した販売、などである。ここに示した新事業のア

イディアが、産業界の方の目にとまり、具体化できたら幸いである。

付　記

　フランスの睡眠事情に関しては、Mariko KUBO CRIMPET 先生（ＩＥＣＳでは日本語を担当）よ

り多くのアドバイスをいただいた。また、こうしたグローバルな視点で、自由な研究ができるのも、

東洋大学の交換研究員制度のおかげである。

注

(1) 日本の大学の経営学部では、伝統的に経営学を教授してきて、経営そのもののノウハウを教え

ることは少なかった。マーケティング領域でも同じだと感じている。実際の企業との共同研究が

最も盛んな、そして最も実学的な傾向が強い、マーケティング領域でも、マーケティング論は教

えるが、マーケティングそのものを教えることは多いとはいえなかった。

　　しかしながら、東洋大学経営学部マーケティング学科のマーケティング領域の教員は違うと思

う。その多くは、アカデミックな教育を受けてきているだけでなく、企業との共同研究とか、業

界団体に対する指導の経験が豊富で、マーケティング理論とマーケティングの実際のつき合わせ

を余儀なくされている。本論文は、過去の研究をリファーし、理論面での新しいファインディン

グズを提示するものではない。マーケティングの基礎的な考え方とグローバルな情報があれば、

難しいことを言わないでも、新しいビジネスを開発できることを示すために書かれた。

(2) 創造技法を網羅的かつ体系的にまとめた本としては次の文献が参考になる。

　　高橋　誠監修編著『創造開発技法ハンドブック』日本ビジネスレポート、昭和56年。

(3) たとえば、ストラスブールの場合､日本に留学した人とその奥さんのベトナム人とが経営してい

るタンソンという食料品店､パリ超級市場という中華スーパーの２店がある。また、インターネッ

トや通信販売でも日本の商品を購入することもできる。

(4) わさびの代わりにホースラディッシュかレモン醤油、白菜の代わりにチコリ、ねぎの代わりに

たまねぎの芽、うどんやラーメンの代わりにスパゲッティ、など、料理法やメニュを変えればな

んとでもなる。

(5) 大根おろしはチーズおろしで代替できる､二つ折りになる洗濯物を乾かすハンガーがなくとも洗

濯紐を張れば何とかなる､メラミンの食器洗い用のスポンジが無くてもナイロンたわしを使う、耳

掻きは自分で作れる､といった具合である。

(6) とくに、食品では多様なフロマージュ（チーズ）やジャンボン（生ハム）、エスカルゴ、白アス
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パラージュや野生のアスパラージュ、バゲット、エルブ（香草）、など、無数にある。ブリコラー

ジュ（ＤＩＹ）の盛んなフランスでは、ホームセンターで部材を買えば、家が一軒建てられるく

らいの品揃えがある。

(7) たとえば、文豪のバルザックは身長が150センチ程度だったので、使っていたベッドは子供用だっ

た。

(8) ８年前のフランス滞在時には、フランス中でホテル、一般家庭、博物館、家具店、などベッド

が見られるところでは、全て長さを計りまくった。ベルサイユ宮殿とか多くのお城にある貴族や

王族のベッドであってもほとんどのベッドの長さは190センチだった。体格が良い人が多いドイツ

では、一部に長いベッドもあるが、それは本当の例外である。

(9) フランス人に聞いた話だが､フランスでは､寝ているときは精神はどこかに行っていると思われ

ていたようだ。だから､寝ている時間には「自我」が無いので､睡眠にはあまり関心が無い。起き

ているときの､人生を楽しもうと言う､あの気迫が､睡眠には全く感じられない。人生の３分の１の

時間を占める「睡眠」に関しては､非常に無関心なようだ｡

(10)分かりやすく説明すると、腰のところにマットを入れて、新幹線のグリーンや飛行機のビジネ

スクラスのような姿勢で寝ていたらしい。何人かの祖父母を知っているフランス人の高齢者に聞

くと、祖父母たちも頭をヘッドボードにもたれかけて寝ていたという。だから、190センチで十分

だった。

(11)論者はフランスではベッドとマットを合計で２万円くらいで買って使った。日本では４万円く

らいである。安いベッドなので、へたるのが早い。へたってきたときには､へこむ部分の下にダン

ボールの箱をつぶして敷く。フランスの★★★ホテルでは、それほど安いベッドは使っていない

はずである。にもかかわらず、お尻の部分が沈み込むことも良くある。

(12) フランスの大きな都市になると、ＦＵＴＯＮの看板を時々見かける。日本のフトンや枕が売ら

れている。需要が少ないのであろう、敷き布団が４万円とか６万円もしている。

(13)最も代表的な低価格モーテルの FORMULE Ｉ（フォーミュール アン）とか ETAP（エタップ）

というホテルチェーンのベッドは、全て、マットレスである。

(14)これはベッド自体を汚さないためのものと思われる｡子供の寝小便、新婚初夜､真夏の汗、なん

かでベッドが汚れるのを防ぐのだろうが、通気性は全く無い。

(15)例外もある。たとえば、羽毛の枕、綿の枕、などあるが、それらは本当にマイナーな存在と思

われる。

(16)羽毛布団の全てを否定するわけではないが、羽毛布団が、蒸れるという点だけでは、体に良く

ないと思う。そうした個人的な評価が支持される、たった１つの事例であるが、これは一般性が

あると思う。

　　私の知り合いに、１枚20万円もする羽毛布団を、自分たち用とお客さん用にそろえた人が居る。

私がその家に泊まったときに、自慢げに羽毛布団が出された。私は、羽毛布団の良くない点を理

路整然と話した。けちをつけられたのだから怒るのが普通だが、反応が全く違った。「自分たちが

使っていても、なんとなく蒸れて、寝心地が良いとはいえなかった」と言う。「でも、こんなに高

額品だから、悪いわけは無いと信じて使っていた。」らしい。私の説明を聞いて、翌日の朝には、
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「羽毛布団を全て捨てる」と決断した。

(17)色々と話しているうちに、８年前の転勤のときに思いついた１つのビジネスアイディアを思い

出した。そのアイディアを話し、業界人から多くのアドバイスや情報をもらった。しかし、この

人はバイヤーなので、売ることよりも仕入れることが自分の仕事と思い込んでいるようで、この

話には飛びつかなかった。うまくすれば、20年後にはフランスのベッド王になれる可能性がある

のに。

(18)フランスでは、特に若い人と子どもにマットレス文化が浸透し始めて、ベッドで寝ない、床に

マットレスをじかに敷いて眠る習慣の人が多くなっていると聞きました。あくまで、聞いただけ

で、統計的な数字はありません（クランペ談）。論者も何個所かでそうしたスタイルを見ている。

ベッド＋マットの組み合わせも柔軟になっているのかもしれない。

(19)フランスでは、昔は､女中などの使用人は、屋根裏部屋の煙突の周りに大の字になって寝転び、

雑魚寝していた。これは気持ちが良いはずだ。

(20)フランスでは冬は寒いので、羽毛布団のように保温性が高い掛け布団が必要であるという意見

があるが、北海道のように暖房が充実しているフランスでは室温は日本より高いので、羽布団が

必要になるという説は信じきれない。


