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道に迷った人を
「シール型QRコード」
で見守る

けているものにあらかじ
め貼られた「シール型
QR コード」を読み取
ることで、その家族や
介護者に居場所を発信
できるというもの。
本サービス
は、地域の見守
り拠点として地
元からの信頼も
厚 い「 日 本 郵
便」と、長年培
われてきたデジ
タル地図サービ
スと位置・情報
サービスに強み
を持つ昭文社が
手を結び、さら
に、社会福祉学
の権威であり、
地域で生活する
高齢者の環境改
善の研究に取り
組む明治学院大学・岡
本多喜子社会学部教授
がアドバイザーとして
参加し、郵便局、一般
企業、学術機関が一体
となって誕生した。

http://www.mapple.co.jp

https://www.ykkap.co.jp

「1日5 円」の安否確認見守りサービス
『ごえん』
「電話で天気予報を聞いてもらうだけ─
─」というシンプルスタイル
https://5enn.jp ／合同会社ダブミリ
WEB サービス開発のダブミリ（東
京都品川区）では、
「1 日 5 円」で利
用できる孤独死防止の見守りサービス
『ごえん』の提供を開始した。まずは
ベータ版（試用版）の提供となる。
同サービスの仕組みはいたってシン
プル。見守り対象者には、朝起きたら
電話で「今日の天気予報」を聞いて

戸締り安心システム
『ミモット』で防犯見守り
池などの電源や配線が不 見守り機能としても利用
要というのが大きな特徴 可能とのこと。
（特許出願中）
。そのた
め、センサーの設置につ
いても、窓のカギを一般
品から取替えるだけで済
むのだという。このセン
サーと玄関ドアの電気錠
（スマートコントロール
キー）を組合せることで、
玄関ドアを施錠した際に、
カギを締め忘れた窓をス
マホに通知してくれると
いうもの。
さらに、スマホのＧＰ
Ｓ機能を活用した機能や、
子供の帰宅が通知される

おかえり支援サービス『おかえり QR』の販売を開始：昭文社
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YKK AP
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YKK AP（東京都千
代田区）では、窓やドア
のカギの締め忘れを防止
する、戸締り安心システ
ム『ミモット』を発売する。
2019 年 月より。
新 商 品『 ミ モ ッ ト 』は、
窓やドアのセンサーとス
マホをつなぎ、玄関を出
て外出した直後に「カギ
の 締 め 忘 れ 」を 通 知 し て
く れ る「IoT 商 品 」
。窓
のカギに内蔵されたセン
サーは、使用者のカギの
操 作（ ＝ 施 解 錠 ）に よ っ
て発電・通信が行われる技
術が活用されており、電

地図データの老舗企
業である昭文社（東京
都千代田区）では、道
に迷った人などが対象
となる支援サービス
『おかえり QR』の販
売を開始する。
本サービスは同社と
ともに、日本郵便関東
支社（さいたま市中央
区）
、および明治学院大
学（東京都港区）岡本
多喜子社会学部教授の
協力のもとで商品化さ
れ、 月 日より埼玉
県川口市、蕨市、戸田
市、さいたま市の郵便
局（ 箇所）にて販売
される。
「おかえり支援サービ
ス」と銘打たれた『おか
え り QR』 は、 道 に 迷
ってしまった人が身につ
99

窓のカギの締め忘れをスマホに通知
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もらう──ただそれだけ。この電話が
「起きた」という「起床確認＝安否確
認」となり、もしも電話がなかったと
きにだけ登録された家族や友人、また
は大家さん、支援団体などに通知が届
くというもの。
「1 日 5 円」というのは「天気予報」
に電話をするときにかかる通話料。ち

なみに「電話がなかった際＝起床確認
がとれなかった際」の「確認電話」や
「緊急電話」を発信した場合には、1 件
100 円が課金されるというシステム。
「見守りとは、一歩間違えば監視です。
見守りは良いですが、監視は嫌ですね
──」
（同社）
どうすれば監視と思われず、さりげ
なく見守ることができるのか──また、
できれば費用も少なく、手間もかから
ない方法で──と考えたとき本サービ
ス『ごえん』が出したのが「電話で天
気予報を聞く」という答えだった。

「自分で〝起きたことを伝える〟と
思えば、ご本人も監視されている感じ
はしないでしょう。その建前が『天気
予報』なのです」
（同社） また本サー
ビスは、複数のユーザーを同時に見守
ることができる『複数ユーザー管理機
能』が標準装備なので、マンション、
アパートなどを管理する大家さんにも
おすすめしたいとのこと。孤独死など
のリスク低減が期待できるという。さ
らに「孤独死防止の支援活動」などに
取り組む NPO・支援団体には無償での
提供も行なうという。

デイサービス生活相談員ネットワークの

『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
http://3beans.jp
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りにも不便。ついには、押さえる手

た。しかし片手が使えないためあま

押さえながら歩く日々が続きまし

後、親指がめり込むほど強く患部を

親指で押すと痛みが和らぐ事を発見

み続けました。患部の股関節を手の

さん。鎮痛剤が効かなくなるまで飲

股関節炎を患った津久田喜代枝

か？ 実は、ウエスト用シェイプアッ

り）
」 と 聞 い て、 何 を 想 像 し ま す

「 肉 取 物 語（ に く と り も の が た

ネ』はおかげさまで 万枚を突破す

して、創業 年目にして『ラクダー

ル度抜群の面白い商品名が大当たり

取物語』だったのです。このアピー

の導火線のつもりで考えたのが『肉

のに売れない！ それを解消するため

肩こり、頭痛、生理痛にも反応する

田さん。しかし、腰痛はもちろん、

ど、数々のメディアに挑戦した津久

テレビショッピングや通販雑誌な

ダーネ』を発明、商品化しました。

を加圧できる骨盤矯正ベルト『ラク

の伸縮するベルトで、骨盤と股関節

だと津久田さんは語ります。

える面白い名前を考えることが重要

くれ人目を引き、興味を持ってもら

名前。そしてマスコミが取り上げて

る様な、一度聞いたら忘れられない

が出来上がったら、ヒットにつなが

ネーミングも非常に重要です。商品

商 品 の 魅 力 も さ る こ と な が ら、

ようになって来ました。

いような名前のものが、ヒットする

ングも今までの常識では考えられな

時代や環境の変化に伴い、ネーミ

ネーミングとなりました。

び登場するほどの、有名な発明品の

情熱の発明商品・発掘プロジェクト

シニアにやさしい『なるほどアイテム』を探せ
当コーナーでは、一般の方による「情熱の発明品」を紹介します。テーマはズ
バリ『介護予防』
。それと並行してシニアにやさしい「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。
第16 回

主婦による○十億円を売り上げたレジェンド発明

『ラクダーネ』
＆
『肉取物語』

骨盤サポーター

ネーミングが ！
トに！
ヒットポイン

◀︎
発明者の津久田喜代枝さん

の方が腱鞘炎になってしまいました。

るほど売れ続けているばかりか、
『肉

70

プ・サポーターなのです。

指の代わりに股関節を押さえられ

取物語』と一緒にテレビにもたびた
（松野泰明）

る物が出来ないかと苦心の末、二本

33
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◀︎今までの常識では考え
られない名前がヒットの
カギをにぎっているとい
う。一度聞いたら忘れら
れないようなインパクト
のあるネーミングである
ことが重要と語る津久田
さん。

無料プレゼント！ 発明ガイドブック

（希望者は下記まで）
「発明ライフ・入門」
〈この商品のお問い合わせは〉

一般社団法人 発明学会

発明アドバイザー 松野MP係 まで

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

高齢者には特に注意を呼びかけたい「ヒートショック」予防に
今年も『ヒートショック予報』の提供を開始
── 東京ガス──

東京ガス（東京都港区）では、
web サ ー ビ ス『myTOKYOGAS』
にて、今年も『ヒートショック予報
（パーソナル予報）
』の提供を開始し
た。
（11月1日より）『ヒートショッ
ク予報』とは、気象情報に基づいて
家の中での「ヒートショックのリス

クの目安」を確認することができる
サービスとして、日本気象協会と東
京ガスが 2017 年に開発したもの。
まずは住居のタイプ「戸建て・マン
ション・アパート」か、そして「竣
工年（築年数）
」などの住宅情報を
登録することで、その住まいごとの

コスモ・クリエイター・ジャパン株式会社

www.cosmocreator.jp

『ヒートショック予報（パーソナル
予報）
』を確認することができる。
また、複数の住宅情報を登録する
ことができるので、離れて暮らす
家族（例えば高齢の両親）
宅などの『ヒートショッ
ク予報』も確認すること
が可能。
「離れて暮らすご
両親に『今夜は冷え込む
から脱衣室やお風呂場を

温めて、ヒートショックに気を付け
てね』と連絡をしてあげてはいかが
でしょうか──」と同社。
特に高齢者には注意を呼びかけた
い「ヒートショック」なので、本格
的な冬の季節を前に予防啓発の一助
におすすめしたい。

https://heatshock.jp
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つぶせる・舌でつぶせる・

さの目安となるのが、こ

──そんな時に食べやす

インタープロ

かまなくてよい）を表示し

の『ユニバーサルデザイ

慣れないスマホを使いやすくする見守りアプリ

（UDF）
』のロゴマーク

ています。この区分を目安

ン フ ー ド（UDF）
』で

普通の食事を普通に噛

超高齢社会に突入した我

を表示した商品が誕生、現

にご利用に適した商品を安

しょう。個人だけではな

メ ー カ ー の 商 品 に も「 か

が国での課題の一つに「介

在もその数は増え続けてい

心して選べます。

んで食べることが理想

護食品」が挙げられます。

ます。

く、介護職の方々にも広

http://genkisenior.com

たさ」や「粘度」の規格に

かつて各食品メーカーは独

『ユニバーサルデザイン

『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。

く知っていただきたいと

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。

元気シニアの「アンテナライフ」

自 に「 介 護 食 品 」 を 製 造

フ ー ド（UDF）
』 は、 日

林野 均（はやしの ひとし）

思います。

Author／

か も し れ ま せ ん が、 そ

し、メーカーにより規格や

常の食事から「介護食品」

←ユニバーサルデザインフードマーク：日本介護食品
協議会が制定した規格に適合する商品だけについてい
るマーク。4 つの区分で規格が統一されているので、
ユーザーは容易に商品を選びやすくなっている。

れが叶わなくなった時

表示方法が違っていたため

です。その種類も様々で、

にまで幅広く活用できる、

そんな課題を解消するた

レトルト食品や冷凍食品な

に、利用者の不便が指摘さ

めに、食品メーカーを中心

どの調理加工食品をはじ

食べやすさに配慮した食品

に素材や容器などの多くの

め、飲み物や、お食事にと

れていました。

企業が集まり、2002年

ろみをつける「とろみ調整

食品」などがあります。

月に『日本介護食品協議

会』を設立し、介護食品の

『ユニバーサルデザイン

載されています。これは日

「食べやすさ」
「使いやす

会では、その規格に適合す

本介護食品協議会が制定し

フ ー ド（UDF）
』のパッ

る商品を『ユニバーサルデ

た規格に適合する商品だけ

さ」などについて「統一規

ザインフード（UDF）
』

についているマークで、お

ケージには必ずマークが記

とし、以降、次々と『ユニ

客様が選び易いよう、どの

格」を制定しました。協議

バーサルデザインフード
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ご存知ですか？ 便利な 介護食品
より分類した４つの区分
ユニバーサルデザインフード
（ＵＤＦ） （容易にかめる・歯ぐきで

ブレーンモンジュ・林野 均 の「シニア〝萬〟遊記 」第16 回

IoT を活用した福祉機器の製造販
売を手がけるインタープロ（宮崎
県宮崎市）では、子どもや高齢者
向けの電話アプリ『みまもりホン
２』の無料提供を開始した。
『みまもりホン 2』は、
「カンタン
電話・大きい文字・シンプル電話帳」
という機能に加えて、バックグラ
ウンドで「動き見守り」や、いざ
という時の「緊急通報」も実装し
ているという見守り電話アプリ。
いま使っているスマホにインスト
ールして利用する。
その利用シーンとしては《シニ
ア》→「発作で動けない」
「スマホ
に慣れない」
《子ども》→「行方不明
になった」
「簡単に電話させたい」
などが想定されているが、こうした
子どもや高齢者に限らず、工場の保
安管理、山中など１人現場での安否
確認などでもすでに利用されてお
り、その用途は拡大中とのこと。
インストールは『GooglePlay ス
トア』より行なう。
（現在 Android 版のみで
iOS 版は提供予定）

◎インタープロ
www.interproinc.co.jp

立ち上がり用据置式手すり
『LOHATES』
を刷新
木製持ち手部分を変更しこだわりの質感へ：マツ六
手すりを中心とした住宅関連資材
の開発・販売を手がける老舗企業マ
ツ六 ( 大阪市天王寺区 ) では、持ち
運び自由な立ち上がり用据置式手す
り『LOHATES( ロハテス )』をリ
ニューアルした。
『LOHATES』は、長年「手すり
メーカー」として培われた同社のノ

ウハウに加えて、大阪を拠点とする
クリエイティブユニット『graf（グ
ラフ）
』がデザインを手がけて誕生
したコラボレーション作品。手すり
としての盤石な使いやすさも備えな
がら、さりげなく暮らしに寄り添い
ながら空間をセンスアップさせると
いう製品に仕上がっている。

今回のリニューアルでは、使用時
の質感を左右する「木製持ち手部
分」が変更され、使用感を
より向上させたのだという。
注目したい点はやはり、
「軽くても安心」という点。
「厳しい社内試験をク
リアした安心の強度です。
同時に、使いたいところ
まで簡単に持ち運べるよ
う、本体重量は約 1.8kg と
軽量に。グリップ部は肌

触りの優しい天然木を使用してい
ます」
（同社より）

マツ六 https://www.mazroc.co.jp
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いう。さらに、出発地
から送り出した家族や、
目的地で到着を待つ友
人など、視覚障害者を
見守り支援する人がス
マートスピーカーに呼
びかけて現在地を問い
合わせることもできる。
もしも、視覚障害者
がルートを外れてしま
ったときやトラブルが
起きてしまったときで
も、LINE のビデオ
通話機能とスムーズに
連携し、代わりの目と
なってサポートするこ
とも可能だという。
装着する『Xper
ia Ear Duo』は
「オープンイヤータ
イプ」のヘッドセッ
ト の た め、 周 辺 音 を
遮断せずに音声を聞
き取れるというメリ
ットがある

「走ってはいけないサッカー」がじわり浸透中
11月25日・ウォーキングフットボール大会『第 2 回 ペンギンズ・カップ』
が開幕
日本ウォーキング・フットボール連盟 の桑田丹理事長は、
「ウォーキングフット
（一般社団法人／東京都練馬区）では、 ボールは適度な有酸素運動ですので、全世
『第 2 回ペンギンズ・カップ』を 11月 25 代の方にご参加いただけます。また、ゲー
日（日）に開催する。場所は豊島園フット ムとして楽しいのと同時に、競技という面
サルコート（練馬区向山）
。ウォーキング では勝負の厳しさを味わえることも特長の
フットボールとは、文字通り「歩いて行な ひとつですね」と語る。
「コート上で歩く
うサッカー」で、適度な運動量とゲーム性 プレイヤーの姿から連想されたのが『ペン
を楽しめる点からシニア向けのスポーツと ギン』
。それが『ペンギンズ・カップ』の
しても今、注目を浴びつつある。ルールは 由来です。これから多くの方々に広げてい
いたってユニーク。ベースは「サッカー」 きたいです」
（桑田理事長）今後の予定な
が基準となるが、
「走ってはいけない」
「プ どは同連盟公式サイトを参照。
レイヤー同士が接触してはいけ
ない」
「ヘディング禁止」などの
専用ルールがある。年齢差も男
女別もなく、また経験者も初心
者も問わず誰もが参加できると
いうのも魅力のひとつ。発祥地
のイギリスをはじめ、現在世界
©JFA
で楽しまれている。
『ペンギン
◎日本ウォーキング・フットボール連盟 https://jwfl.amebaownd.com
ズ・カップ』を主催する同連盟

地域の安心を「見守り無線機」でサポート

◎発信機内蔵の点字ブ
ロックに、見守り対象
者が近づくと、そこか
らの道順案内などが音
声で受け取ることがで
きる。家族や目的地で
待つ友人らは、スマー
トスピーカーなどを通じて見守り対象者の現在地などもわかる
という、視覚障害者を多角的に見守るシステム。

アマチュア無線機のパイオニアであるアイコム
（大阪市平野区）では、デジタル小電力コミュニ

ティ無線機『 IC-DRC1』の発売を 11 月中旬より
開始。本機の特徴は「地域の安全・安心・快適を
サポートする」というもので、
（一社）電波産業
会が今夏に策定した「地域コミュニティの安心・
安全を守る無線機の標準規格〝デジタル小電力コ
ミュニティ無線システム〟
」の新規格に対応してい

るという。
新規格無線機は「GPS」を搭載していることが
大きな特長で、通信相手となる『IC-DRC1』の相
対位置がわかり、見守りが必要
な高齢者や、子どもの位置など
を把握することができる。

たとえば「南東の方向に約
300 ｍ離れている──」などの
情報が無線機本体画面に表示さ
れるほか、無償ダウンロードし
たソフトウェア『RS-DRC1』を
インストールした PC のネット
ワーク環境があれば、地図上に
相手の位置を表示することもで
きる。

http://www.icom.co.jp

『栄養睡眠改善トレーナー』
認定資格を取得して、
あなたも活躍してみませんか？

眠りと食事で毎日げんき！

一般
社団
法人

PLAYERS ＋ WHITE

ヤーステレオヘッド
セ ッ ト『Xperia
Ear Duo』などと
連携させて、視覚障害
者の外出を「音声」で
支援するというもの。
例えば、スマートス
ピーカーを使って目的
地を設定しておくと、
出発地から目的地まで
に敷設された『VIB
LO BLOCK』にル
ート情報が反映される。
そして、視覚障害者が
『VIBLO BLO
CK』に近づくと、ル
ート情報を受け取った
『LINE』が、目的
地までの道順案内を
LINE メッセージと
音声で伝えてくれると

「点字ブロック」に近づくと
道順などを音声でサポート

発信機内蔵の
「点字ブロック」
視覚障害者を声で支援

PLAYERS
（プレイヤーズ／
一般社団法人／東
京都世田谷区）
と WHITE（ ホ
ワイト／東京都港
区）では、視覚障
害 者 を「 声 」 で 支 援
するサービス『VIB
LO by ＆ HAND
（ ヴ ィ ブ ロ・ バ イ・
アンドハンド）
』を共
同開発。そのプロトタ
イプについて発表した。
『VIBLO by ＆
HAND』は、発信機
を内蔵した「点字ブロ
ック＝ VIBLO BL
OCK」をスマートスピ
ーカーや LINE、ワ
イヤレスオープンイ

om
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