
ミマモリ君ＷＥＢⅡ

ご提案書

～非接触バイタルセンサ～
介護見守りシステム

日 付 ：2018年10月
営 業 所 ：
営 業 名 ：
携帯番号：
メ ー ル：

創業昭和５６年 官公庁指名業者
防犯とＩｏＴの設計・施工・販売・保守

ホームページ

■神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3－1－13
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

■ 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1-19 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430

■名 古 屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 川島第一ビル３A
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375

URL： http://www.tokaisecurity.net Mail： info@tokaisecurity.net

様



IoT介護見守りシステム「ミマモリ君WEBⅡ」は、非接触バイタルセンサ専用の
バイタル見守り・通報・グラフ表示アプリケーションです。
既存のパソコンをWEB連携させ、WEBブラウザの専用ページから
パソコンに接続し、見守りの開始・停止・グラフやバイタル状態の
確認をWEBから閲覧可能にします。

• バイタルセンサ（ルームセンサ・ベッドセンサ）の独自制御のマイクロ波で生体認識を行い、対象者
寝室の天井などに取り付け、対象者の活動を正しく認識。エリア内の電波状況を正確に学習させる
ことで、複雑な電波環境でも誤報を最小限に抑えます。

• 異常を検知したら、「介護見守りシステム ミマモリ君WEBⅡ」が即時にメール、警告画面、アラーム
音でお知らせします。

• バイタルセンサを対象者ベッドの天井もしくはベッド下に設置。非接触ですので対象者に負担が
ほとんどありません。

• スマホ等のブラウザ画面で、見守りの開始・停止が行えます。現在の呼吸・脈拍の参考値と離着床の
状態を表示します。

• WEBブラウザの画面で、見守り中の対象者を選択して、グラフ画面で見守り状態を表示できます。

• バイタルセンサー※（ルームセンサ）より約３ｍまでは、体が静止状態でも脈・呼吸をセンシング可能、
それ以上は体動の感知のみとなります。※ベッドセンサは1.5ｍまで

テレビ等のある居室ベッドを定位置とし、そこに戻らない場合、部屋の外に出た形跡がなければ、
部屋のどこかで倒れていると判定しアラートします。
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ルームセンサ（MS-10X）

ベッドセンサ（LS-10XB）
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ミマモリ君のグラフ表示機能で状況が
即座に判別できます。

※画像のパソコン画面は開発中のため、実際とは異なります。

①ベッドセンサをベッド下に設置します。 ②ベッドセンサから受け取ったバイタルデータを
数値表示・グラフ表示でリアルタイム表示します。
異常が起こったらすぐスタッフ・家族等にメールで
お知らせします。
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■ミマモリ君WEBⅡ システムの流れ
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見守り専用パソコンで、見守りシステムが未起動の場合は、
左図の「起動する」ボタンでシステムの起動を行います。
スマートフォンでもWEBブラウザから同様に起動が可能です。

101 佐藤一郎 24 91 着床 見守中

見守り管理画面

102 伊藤幸子 開始

103 田中太郎 開始

※画面イメージは開発中のものです
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101 佐藤一郎 24 91 着床 見守中

102 伊藤幸子 開始

103 田中太郎 開始
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「グラフ」ボタン選択により、指定の見守り対
象者の現在の状態をグラフ画面で表示します

【見守り管理画面】

見守り対象の「開始」と「見守中」ボタンで、
見守り対象個人の見守り開始と停止を行います。
※見守中の個人については、グラフ画面の表示
も可能です。

「停止する」ボタンで見守りシステムを停止し
ます。



101 佐藤一郎 24 91 着床 見守中
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【グラフ画面】

「戻る」ボタンで見守り管理画面に戻ります。



■しきい値の設定
センサーごとに、しきい値の上限と下限が設定できます。 （センサーはひとり一台必要です）

①離床時・着床復帰時の発報までの時間を設定

②脈拍のしきい値（上限・下限）と発報までの時間を設定

③呼吸数のしきい値（上限・下限）と発報までの時間を設定

① ② ③
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■異常を検知したら、即見守り画面で警告・アラーム音・メールを発信し、
お知らせします。
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■異常時のログは、個人別、種類別にログフォルダに保存されます。
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■スケジュールメンテナンス画面で、月・週・日単位で細かくスタッフのシフト設定が可能です。
スケジュールに登録されているスタッフ宛にメールが発信されます。
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■バイタルセンサーは接続方法に応じて６タイプ
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1. Ｂluetooth
SPPプロファイルが使用できるWindowsPCやAndroidタブレット・スマートフォンに接続可能。

2. ZigBee
ZigBeeの通信仕様を生かしメッシュネットワークを構築。ネットワーク工事不要です。

3. 920MHz特定小電力無線
介護見守り施設等、見守り対象者と見守り端末までの距離がある場合等に有効な無線です。

4. USBケーブル
USB接続を行うことにより、離床センサー→端末間で高速な情報転送が可能です。高速なデータ送信を行うことにより
より細かいデータを取得することができます。既存の監視システムをお持ちの方にも最適です。

5. 接点信号
離床センサに直接回転灯やブザー、ナースコール等を取り付けることにより
離床をお知らせ。接点出力で通報する既存の監視システムをお持ちの方向けに
無電圧A接点での接点信号での出力を行うことができます。

6. WiFi
無線ＬＡＮルータ経由で既存のネットワーク環境に接続し、複数台の同時接続が
可能です。



◆バイタルセンサ設置例

ルームセンサは天井付近に
設置します。個室向け

大人数の部屋には
ベッドセンサが適しています。
ベッドの下に設置します。
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※バイタルセンサ（ルームタイプ）の設置位置
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■非接触バイタルセンサーとは？
非接触バイタルセンサーとはドップラーセンサーを応用したセンサーです。ドップラーセンサーとは1940年頃開発されたセンサーで、
戦場において障害物の先で動き回る敵の兵士を発見する為に開発されたセンサーです。因みに金属板とセメントと水以外は透過しま
す。

ドップラー効果とは学校で習ったと思いますが、町で救急車が近づいてくるとサイレンの音が高くなり、離れてゆくとサイレンの音
が低くなる現象です。24GHｚのマイクロ波を人体に照射し、その反射波との差でセンシングするもので、その中の体動データ、脈
データ（脈流データ）、呼吸データをフィルタリングして抽出します。このセンサーは、弊社の周波数解析技術と搭載するDSP（マ
イコンの一種）の発達により実現しました。

24GHzの電波を人体に照射とちょっと怖いことを書いてしまいましたが、安全性でも問題ありません。無線LAN、携帯電話等で使われ
ている0.8GHz～2.4GHzの電波は人間の体内に侵入しますが、出力が微弱な為安全です。しかしより周波数の高い24GHzの電波は人間の
体表で反射し体内には侵入出来ない為、より安全です。また24GHｚ帯は免許制度がありますが国が認可すれば特定小電力無線と言う
カテゴリーで民間で使用できる周波数です。

また皆さんがいつも利用されている携帯電話、スマホ、PHSでは800MHｚ～2GHｚ位の電波、無線LANは 2.4GHｚの電波を使っています
が、携帯電話で200mW～800mWの出力、PHSでも80mWの出力です。PHSはその出力の小ささで病院のナ－スコールシステムの標準に
なっていますが、この非接触バイタル感知センサーの出力は3mW以下とPHSよりも弱く、人体にほとんど影響のない製品です。

24GHzのマイクロ波を使ったドップラーセンサーを利用しており、金属板、セメント、水以外は透過して感知します。よって衣類、寝
具、マット等を透過して、直接体表の動きを拾ってバイタル（脈、呼吸）を感知します（呼吸=みぞおちの膨らみ、ひっこみ、脈=体
表を流れる静脈流）。

弊社が採用している非接触バイタルセンサーは、先駆者としてすでに6年間の実績があります。特に群馬県のあるホスピス様では入居
者様の24時間の安否確認用センサー（脈、呼吸の安否確認）としてノートラブルで4年間稼働し続けています。またカメラの代わりの
活動量センサーとして、某大手運営会社様のサービス高齢者住宅約40ケ所以上で、居室の安否確認、睡眠の質の見守り（睡眠セン
サー）に役立っています。

24GHz、出力約3mWのマイクロ波を利用していますが、10GHz以上のマイクロ波は体内に入らず、体表で反射します。よってペース
メーカー等に影響はありません。
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脈無し、呼吸無し、一定期間体動無し（床ずれ）の場合、センサー内部でそれを判定し緊急通報システム経由で通報できます。

圧力タイプセンサーの様にマットに敷くタイプのセンサーではありません。

圧力タイプのマットセンサー（バイタルセンサー）ではありませんので、体重の重い軽いによる誤作動はありません。寝返りによ
る誤作動もありません。

マットタイプのバイタルセンサーの様な自身の材質の経年変化による誤作動はありません（例えばラバーのヘタリによる影響等）。
よってメンテナンスフリーです。

電波式センサーなので圧力タイプのセンサーに比べ構造が単純でコストが安く済みます。

自動でポンピングするエアーマットでも誤動作がありません。

弊社のセンサーは寝具を透過して直接体表の動きを感知しますので、寝返りが安定して取れます。吸い上げたデータを解析すれば
睡眠センサーとして睡眠の質の分析もできます。防水ではありませんが、金属板、セメント、水以外は透過しますので、センサー
をラップで包むか、ビニールの袋にいれてご使用下さい。
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■オプション センサープラス（SP-100A）

センサープラス（SP-100A）

右側面

左側面

ルームセンサ・ベッドセンサをさらに手軽に導入、設置するための新システムです。
USBでバイタルセンサーと接続するだけで見守りスタート。警報ブザー内臓、脈・呼吸・体動・離床の個別情報、ナースコールの接点出力を有し、
パソコンを使わずに見守りが行えます。
警報時間、警報種別等の設定は、パソコンによる専用設定アプリにて変更できます。

【特長】 センサープラス SP-100A
●警報ブザー内臓
● SDカードへのデータの記録
●ナースコール用接点出力
● 呼吸・体動・離床の個別接点出力
●SIGFOX搭載予定（※）
(※：SIGFOXはフランスSIGFOX社が世界展開する、LPWA(Low Power Wide Area)技術によるIoTネットワークで、京セラコミュニケーションシステムがSIGFOX社とパートナー契約を結び、

2016年11月9日に日本でのサービス展開について発表しました。福祉用具レンタル認定、申請予定（認定が通ればSIGFOXを通して在宅介護に使えます）。



◆ルームセンサ仕様 ◆ベッドセンサ仕様

19


	ミマモリ君ＷＥＢⅡ�ご提案書
	IoT介護見守りシステム「ミマモリ君WEBⅡ」は、非接触バイタルセンサ専用の�バイタル見守り・通報・グラフ表示アプリケーションです。�既存のパソコンをWEB連携させ、WEBブラウザの専用ページから�パソコンに接続し、見守りの開始・停止・グラフやバイタル状態の�確認をWEBから閲覧可能にします。
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	■ミマモリ君WEBⅡ　システムの流れ
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	■非接触バイタルセンサーとは？
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20

