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エヌエムエス

『みるモニ』── 新たに「報知音」機能を搭載
家庭の「テレビ」を活用したシンプルな高齢者見守りサービス

高齢者見守りサービス
『みるモニ』

期待できる。例えば
「土砂災害」や

ルして、
『みるモニ』から送信され

情報」を、家庭のテレビに報知音と

先述したテレビの電源状況や温湿

る
「見守り情報」を確認する。

（エヌエムエス：徳島市国府町）に搭

「大雨洪水」などに関する
「緊急警戒

能」に、新たに
「報知音機能」が追加

もに表示できるので、高齢者へのよ

度センサーによる情報とともに、人

にテレビのスイッチがオフ
（スタン

認、またオプションの「人感セン

載されている
「テレビメッセージ機
された。
（2021年 12月より）

『みるモニ』は、家庭にあるテレ

ビを使ったシンプルな高齢者見守り
サービス。テレビの電源状況を定期
的に検知することで、離れて暮らす
家族の安否を手元のスマホで確認す

ることができる。さらに『みるモ

ニ』本体に内蔵された
「温湿度セン
サー」によって室内の
「暑さ指数」

り確かな周知の一助となる。ちなみ

バイ状態）でも、
『みるモニ』がテ
レビをオンにして、画面を表示す

る。 同社
（エヌエムエス）では、地
域自治体への呼びかけも行い、現在
も実証実験などが実施され

すると、テレビ画面に「警告メッ

端末をテレビ横に設置する

が、今回この
「警告メッセージ」に
加えて
「報知音」が鳴るように刷新
された。

この機能は、地域自治体が発表す

る
「緊急情報表示」としての応用も

部屋
（例えば洗面所と寝室など）の
活動状況をモニタリングすることも
できる。

本サービスは初期費用も

設置工事も不要で、4G回

セージ」を表示し注意を喚起する

サーユニット」との連携で、複数の

ている。

なども遠隔で確認できる。この際に

『みるモニ』が熱中症の危険を察知

感センサーによる活動量グラフの確

線を内蔵した『みるモニ』

だけという手軽さが特徴。
毎月額費用「2,600円（税
別）」というシンプルなシ

ステム（基本的に 2年間契
約）。見守る側は、スマホ

に専用アプリをインストー

シニアが元気になると
日本が元気になる！
元気シニア倶楽部
会員募集中！
！
──入会費・年会費なし──
一般社団法人

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 4−4−5 第3 伊藤ビル 4 階
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『まもサーチ 2』本体 5,000台無償提供開始
「新生活見守り支援キャンペーン」開催中！ ── Iot Bank ──
GPSの位置情報を使用した見守
りサービス
『まもサーチ』を提供す

は端末を携帯してもらうだけで、
難しい操作もないとされる。
「ひと

安心して新生活を迎えられること
を願って──」という本キャンペー
ンは、「まもサーチ 2本体を先着

さまの学校や習い事の
お迎えのタイミングも
掴みやすく、ご家族を

る IoTBank（東京都新宿区）では、 りでの行動や人が多い場所への外
『新生活見守り支援キャンペーン』
出時など、スマホで居場所を確認
を開始した。
「お子さまやご家族が
できて安心です。お子

5,000台無償提供する──」という
もの。
『まもサーチ』は、GPSの位置情報
を使った見守りサービスで、面倒
な回線契約は不要。スマホアプリ
から簡単な登録をして、すぐに使
い始めることができる。子どもに

したい子供用 GPS No.1」
「子供用
GPS 口コミ人気 No.1」「子供用

GPS 機能性満足度 No.1」の 3冠を
達成したという。

様々なシーンで見守る
ことができます──（同
社）
」
『まもサーチ』は、子
供用 GPSに関する調査
（日本トレンドリサー
チ）で「ママ友に紹介

https://ec.mamosearch.jp

睡眠見守りシステム『みまもり～ふ』
─
─ 国立長寿研と共同研究で合意
テクノホライゾン（名古屋市：ファイ
ンフィットデザインカンパニー）では、
睡眠見守りシステム『みまもり～ふ』の
研究を 2022 年より実施することを発表
した。この取り組みは、同社と『国立長
寿医療研究センター』の共同開発による
もの。
ファインフィットデザインカンパニー
は、前身の『中日電子』から数えて 40

トレスの下にセンサーマットを設置する
ことでリアルタイムに入所者の状態が確
認できるデバイス。2019 年 12 月の上市
以来、多くの介護施設への導入実績をも
つというもの。
そしてこのほど、
『みまもり～ふ』で取
得できる情報を介護現場支援で最大限活
用したい同社と、高い水準の臨床研究の
支援体制を備え、テクノロジーを通じて

ふ』は、介護施設において、ベッドマッ

究をする運びに至ったとのこと。

年以上の医療機器開発の実績を有し、そ
の主力商品の一つである『みまもり～

高齢者の自立支援、健康寿命の延伸に貢
献する『長寿研』の方針が一致。共同研

https://www.technohorizon.co.jp/

『イキソレ〜ル』

す。

したのが「イキソレ～ル」で

んと１７個の試作を経て完成

えばよいという発想から、な

隙間をぴったりと埋めてしま

ある素材で、マスクと鼻元の

であれば、柔らかく弾力性の

ングで初お披露目の予定。今

は、近々クラウドファンディ

れ た 商 品「 イ キ ソ レ ～ ル 」

か？という優しさから発明さ

アで世の中に貢献できない

か、発明家として何かアイデ

ナウィルスが蔓延しているな

勢に活かされています。コロ

「 誰 か の 役 に 立 つ、 繋 が り

（松野泰明）

「イキソレ～ル」は、マス

る為、マスクが完全にフィッ

を 持 つ 」 マ イ ン ド は、 人 々

（希望者は下記まで）
「発明ライフ・入門」

後の活躍が楽しみです。

い」ようにするマスクの内

トしない場合が多く、そこか

無料プレゼント！ 発明ガイドブック

ク内側の鼻元に取り付けて使

うシリコン製のマスクパッド

鼻の形状や両側の頬の高さ、

１５年間活動してきた、異色

取り組んだ発明家の吉田武

側に入れるインナーパッド

発明アドバイザー 松野MP係 まで

で、鼻元の盛り上がりを頂点

として、左右の目元にそれぞ

れ広がるフランジ（突縁）が

し て、 メ ガ ネ が 曇 ら な い

すべてが異なり、しかも左右

郎 さ ん。 手 っ 取 り 早 く「 マ

に喜ばれる便利な商品で、社

会に貢献することを目指す姿

ら呼気が漏れる結果、メガネ
を曇らせていることを発見。

の開発に取り組みました。

99

スクの隙間」をふさいでい

調べてみると、人間の顔は

東京都新宿区余丁町７番１号 発明学会ビル
☎ 03（5366）8811 y-matsuno@hatsumei.or.jp

マスクと目元の間に生まれる

隙間をピッタリと挟み、上に

昇る息を完全に抑えてメガネ

が曇ることを防ぐ構造です。

使用法は、マスク内側上部に

取り付けたら、パッドを親指

で支えながら鼻にかぶせ、マ

スクをするだけ。ほとんどの

マスクに使用できる点が特徴
です。
「マスクの鼻元がスキマ感

ようにすることを課題に設

レゲエＤｅｅＪａｙとして

染の１番の原因」であるこ

の経歴をお持ちの吉田さん。

◎令和 4 年 2 月 5 日（土）
～ 3 月 21 日（月）まで
クラウドファンディングに
挑戦します！

非対称な人が ％を占めてい

当コーナーでは、発明学会（東京都新宿区）のご協力をいただき「情熱の発明品」
をご紹介。子どもや高齢者、
そして生活全般にやさしい「なるほどアイテム」をピッ
クアップします！ 掲載された商品に興味のある方は下記までご一報ください。

定。 以 来「 メ ガ ネ が 曇 ら な

生活にやさしい『なるほどアイテム』を探せ

と を 知 り、 そ の 問 題 解 決 に

情熱の発明商品・発掘プロジェクト
ることを確認できる基準と

〈この商品のお問い合わせは〉

一般社団法人 発明学会

斜めに動く！
メガネが曇らない 3D マスクパッド
第55 回
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ブレーンモンジュ・林野 均 の「シニア〝萬〟遊記 」第 53 回

家族信託という選択肢─
─［その3］
《デメリットと進め方》

今回は、家族信託のデメリット
と進め方についてです。
財産が受託者の名義になるの
で、受託者に選ばれなかった人が

そして、家族信託では大きな節

普及していない方法ですので専門

税効果をあげることはできません。

家も少なく、今後の動向に注意を

家族信託を行う方法としては３
つあります。
（下記・囲み枠参照）

不満に思うケースが考えられます。

家族信託の契約は口頭でも成立

成年後見制度には「身上監護（生

しますし、手続きは当事者となる

活、治療、療養、介護などに関す

家族が自力で行うことも不可能で

る法律行為。病院への入院手続き

はありませんが、不備が発生する

など）
」の機能がありますが、家

リスクがあります。契約の書類の

族信託の制度にはそれがありませ

作成などの相談は行政書士、土地

ん。これは成年後見制度の目的が

や建物、会社など登記についても

個人の身上の保護にあるのに対

相談したい時は司法書士、様々な

し、家族信託の目的は個人の財産

争いも視野に入れておきたい時は

の保護にあるからです。

弁護士に相談するのがいいでしょ

家族信託契約書に書かれていな

払う必要があります。

う。ただ、家族信託はまだあまり

＊画像はイメージです。

い財産については遺言書で承継先
を決めておく必要があります。ま
た、畑・田んぼなどの農地は農作

『家族信託』を行う3つの方法

物を育てるための重要な土地とし
て農地法が優先されるため、家族
信託をすることは出来ません。

①信託契約（委託者と受託者の契約）
②遺言による信託
③信託宣言（委託者＝受託者で手続きを行う方法）

Author／林野

均（はやしの ひとし）

プランニング・ブレーン・モンジュ代表／一般社団法人 日本元気シニア総研研究委員

『元気シニアビジネスアドバイザー』資格を取得後、元気シニア総研研究委員として、シニア向け商品
やサービスの取材を「自らのシニア目線」で精力的に行なっている。
https://planningbrain.com

『生活相談員』
講座

ちっちゃいマメをおっきく育て、
夢のある未来を創造します。
株式会社スリービーンズ
http://3beans.jp

L et's enjoy your senior life
元気なシニアライフを
応援します！

デイサービス生活相談員ネットワークの

https://planningbrain.com
シニアのためのコンシェルジュ

プランニング・ブレーン・モンジュ
tel. 090-3682-3310

