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IoTデバイス 多彩なセンサー

販売中
１． 台湾 人感センサー 温度・湿度・照度
２． 台湾 ドアセンサー 温度・湿度・照度
３． 国産 施錠センサー
４． 欧州 スマートロック
５． 台湾 ドアセンサー 人感・温度・照度

年内発売予定
６． 国産 心拍センサー
７． 台湾 スマートタップ（電力）
８． 国産 火災報知機
９. 欧州 ドアセンサー（超薄型）
１０. 国産 ドアセンサー 人感・温度・湿度・照度
１１. 国産 CTセンサー（電力・ガス・水道）

Z-Worksのセンサー



事業内容

Z-Works IoT Network as a Service

Control

Sensor	Data

LiveConnect
アプリ

お客様
クラウド

Z-Works.io
行動翻訳エンジン

お客様

アプリ

お客様

アプリ

1. IoTデバイスの調達・提供
2. ゲートウェイの開発

• Raspberry Piではない量産品
3. クラウドの開発 （Z-Works.io)

• サービスプロバイダー既存クラウドと連携可能
4. リファレンスアプリ LiveConnectの提供

• ロゴ変更ですぐに実証実験可能
• ソースも提供可能

z-works.io
Cloud	API

SDK

SDK

LiveConnect
Mobile	API

Z-Works	を採用することで
IoTの新規事業をすぐにスタート
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不安を安心に変える通知アプリ

LiveConnect（ライブコネクト）
• 家族の帰宅状況
• ベランダの窓が開いた
• やかんや鍋の吹きこぼれ



LiveConnect応用例 その一

スマートアクセス 民泊ソリューション
• 累計10万台出荷実績のデンマークPoly Control社 スマートロックシステム「danalock」

• 東京オリンピック2020年に向け、拡大するインバウンド 民泊需要に応える
• オーナーの手間を最小限にする
• 利用者との鍵をスマフォで共有（鍵コピーの危険性がない）
• 利用後のリネンの取り換え業者・清掃業者にも鍵共有
• 利用者の在室監視（人感センサー・騒音センサー）による）

• ターゲット
• シェアエコノミー市場
• 不動産、リフォーム
• 空き家、空室の有効利用

⼈感センサー
利⽤状況を監視
（温度・湿度・明るさ・騒⾳）

フロアセンサー
床暖温度監視
⽔漏れ監視

スモークセンサー
キッチンの温度・煙検知
喫煙状況も監視

スマートタップ
消費電⼒検知
不在時にエアコンOffなど
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賃貸物件での在室確認

玄関のドアセンサーのみで検出

温
度

照
度

• 入居者の行動を開閉センサーと
人感センサーで確認

人
感

開
閉

LiveConnect 応用その二

• 全国で年間1万5,603⼈（2013年 男性1万622⼈、
⼥性4,981⼈）の⾼齢者が死後４⽇以上を経て発⾒
される状態で亡くなる

• 東京都区部における孤独死の発⽣件数(2015年） 

◆30代男⼥ ＝ 計150件前後／年 
◆20代男⼥ ＝ 計100件弱／年

⼊居者の死活監視（瑕疵・事故物件回避）のニーズ

管理⼈、運⽤会社に
⼊居者の挙動を通知



IoTによる「頑張らない介護」



Z-Worksの取り組み：介護＋IoT 介護現場にイノベーションを！

日本最重要課題 少子高齢化と介護問題

65歳以上の⼈⼝は全体の26.7％3400万⼈

10年後は3800万⼈

現在介護職 167万⼈程度 将来必要 258万⼈?

⼈材確保・⼈海戦術はもはや不可能



Z-Worksの取り組み：介護＋IoT 介護現場にイノベーションを！

LiveConnect Care

現在まったくIT化がなされていない介護現場
⼈ 海 戦 術

介護＋IoT→ Z-Works 介護補完システム

IoTセンサー・クラウド・アプリ
• スタッフの作業負荷軽減

• 見まわり作業軽減
• 申し送り作業軽減（スタッフ間情報 自動共有）

• スタッフの作業の可視化
• スタッフ行動履歴管理 自動ログ



センサー取り付け例

ベッドIoT

⾮接触⼼拍センサー
安静時の⼼拍数、呼吸数を検出
寝返り・離床⾏動を検出

⼈感センサー
ベッドから⾜をおろす
⾏動を検出
完全離床を検出



施設むけシステム

施設スタッフ向けGUI

離床、トイレの⻑時間使⽤、コールボタン
⼼拍数、呼吸数の⼤幅な変動

通知タイミング（ヴァイブレータ）

表⽰データ
部屋番号とベッドの番号
通知の理由

重篤化防⽌



施設むけシステム

導入メリット

• スタッフの作業負荷軽減
• 見まわり作業軽減
• もうしおくり作業軽減（スタッフ間情報 自動共有）
• スタンプによる作業内容入力の簡素化
• 被介護者（顔・名前）ダブルチェック

• スタッフの作業の可視化
• スタッフ行動履歴管理 自動ログ

ベッドや施設のポイントにNFCタグを設置

IoTセンサーとNFCタグの連動で

2件の特許出願中



在宅向け 支援システム

同居家族向けアプリ

離床、トイレの⻑時間使⽤、熱中症
徘徊検知（深夜のみなど）、コールボタン
⼼拍数、呼吸数の⼤幅な変動

通知タイミング （ヴァイブレータ）

表⽰データ
通知の理由

続けられる
介護



総務省 1億円 補助金 獲得！！ 「がんばらない介護」

ICTイノベーション創出チャレンジプログラム I-Challenge!



介護管理アプリ

IoT 地域包括ケアシステム

高齢者宅に各種センサーを設置

NPOや自治体でもデータを確認

地域の包括ケアセンターで安否確認

人感・照度 在宅確認
温度・湿度 熱中症監視
ドアセンサー トイレ・浴室・冷蔵庫

ドア施錠 戸締まり確認

ベッドIoT 心拍・呼吸
火災報知機 セーフティ
スマートタップ TVなどの動作確認

3G通信モジュール内蔵ゲートウェイ
（インターネット環境なしでもOK）



介護管理アプリ

地域包括ケア高齢者宅巡回アプリ
名前、顔、年齢、住所、マップ

持病 要介護度・支援度（5-1/2-1)

リアルタイムのステータス（ベッド、在宅、不明）
ベッドのときは心拍数、呼吸数
お部屋の快適度（熱中症、乾燥注意など）

睡眠時間の履歴
トイレ使用回数、累計時間の履歴

前回訪問時の日時、メモなど

スマートロックの解錠機能
1−2日間 動きを検知できない際の通知

ターゲット
• ケアマネージャー
• 地域⺠⽣委員
• 在宅介護サービスのスタッフ
• 保険の外交員


