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＜商品・サービスの概要＞

人感センサー内蔵の高機能セキュリテ

ィ端末が、不正侵入の検知、入居者の安

否・活動状態の見守り、非常通報といった

機能を提供する。さらに、同機能とセンタ

ー監視を組み合わせることで、賃貸住宅

の運営者等が、様々な入居者向けサービ

ネス協会・株式会社アパマンショップホー

ルディングス等に採用され、2013年6月現

在すでに4000世帯で利用された実績。

創意工夫　確立された技術の組み合わ

せでユーザーフレンドリーな製品・サービ

スを作り、それを安価に提供することに成

功している点。

スを実現できる仕組みを作り上げている。

＜授賞理由＞

社会性 高齢化、単身世帯増加に伴う社

会変化の負の側面への対策としての社会

的意義の高さ。

普及実績　賃貸住宅の「防犯」「孤立死」

対策の決め手として、全国賃貸管理ビジ

＜授賞の対象＞

独自開発した通信モジュール内蔵の高機能セキュリティ端末「Type-S」と、
同端末を利用した集合住宅向けの「見守りセキュリティサービス」

ネオ・トレンド賞 ／ M2M特別賞 株式会社スリーS

大都市東京で緊急通報

を受けて救急車を出動さ

せる東京消防庁。救急通

報は、都内2箇所の情報セ

ンタにつながり、車両動態

状況を確認して出動指令がなされる。ただ、大規模な災害を想

定すると、高信頼なバックアップシステムが望まれていた。

これに応えるべく、位置情報関連サービスを提供するロケーシ

ョンでは、PHSを活用したバックアップ通信システムを構築した。

PHSを採用した理由は、災害時でも比較的安定した通信がで

き、バッテリー寿命や医療機器への電磁波影響も少ないから。

構築にあたっては、システム側で救急車のPHS位置を取得し、

車両の現状と結び付けて表示できるようにした。

救急車のステータスにより、災害救急情報センタは効率よく車

両に指令ができる。

本社所在地
東京都千代田区内幸町1-
3-2  内幸町東急ビル12F

MCPC award 2013 奨励賞

ロケーション株式会社

救急車両位置把握をPHSで

ロケーション株式会社
http://www.tli-net.jp

活用分野 救急車両の出動要請
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図　PHS網による救急車情報把握システム

「ネオ・トレンド賞」とは？

モバイルコンピューティング推進コンソー

シアム（MCPC）が、1997年の設立以来め

ざしてきたのは「いつでも」「どこでも」「だれ

もが」「自由・自在に」コンピューティング・

パワーを活用できる、そういう世界の実現で

ある。そのために、ネットワークを前提とした

コンピュータ資源の活用、すなわち、いまや

クラウド・コンピューティングと言われる考え

方は、当初から必要不可欠なひとつの要素

だった。

そして現在、モバイル・コンピューティング

とクラウド・コンピューティングという二つの

領域が、お互いに刺激・相互作用しながら

進化・拡大する時代を迎えている。通信イ

ンフラの充実（HSPA、WiMAX、LTEの登

場）、スマートデバイス（スマートフォン、タブ

レット）の普及、通信モジュールの低廉化、

センサー類の進化といったモバイル分野の

急速な発展が、新しいクラウド・サービスの

登場を促す、あるいは逆に、Goog l e、

FacebookなどのOTT（Over The Top）プレ

イヤーが打ち出した新サービスが、ネットワー

ク・オペレーターのサービス・収益構造を変

える、そういうことが日常の光景となっている。

「ネオ・トレンド賞」は、モバイル・コンピュ

ーティングがいまや新しいステージに進みつ

つあることを背景として、MCPC award

2013から新設された。

「日本発」の優れたモバイル・サービスに

与えられるMCPC award のプロバイダー部

門賞である。

対象

「業」として提供される以下のサービスなど

・モバイル・ユーザー、モバイル・デバイ

スをターゲットとした新しいクラウド・サ

ービス

・モバイル・デバイス、モバイル・ネットワー

クを重要な要素して活用した、従来みら

れなかったサービス・ビジネス

審査方法

審査員による二次にわたる書類審査

審査基準

サービス導入が利用者にもたらす「業務効

率化」「業績向上」「顧客満足度向上」「社

会貢献推進」、サービスの導入実績などが

評価の対象となる。

MCPC award プロバイダー部門 ネオ・トレンド賞

スリーS通信端末 

異常発生時に、登録先へメール通知 

異常侵入検知・緊急発報機能 
（外出時の不正侵入をメールとアラームで通知） 
（緊急事態の発生をメールとアラームで通知） 

離れたご家族の安否確認機能 
（在宅時の異常をメール通知） 

登録先へ 
メール通知 

登録先へ 
メール通知 

警報 
アラーム 

集合住宅・一人暮らし 外出時にセンサーが
反応した場合 

在宅なのにセ
ンサーの反応
がない 

体調でも崩したのかな・・・ 

図1 「見守りセキュリティサービス」の概要

人感センサー 
赤外線で部屋
の中の動きを
監視・見守る 

10（12）キー 
暗証番号の入力で「外
出」から「在宅」モードへ
の切り替え、またはアラ
ートの解除を行う 

非常ボタン 
1秒以上の長押
しで、大音量の
アラームが鳴
り、登録済みの
アドレスに緊
急メールが届く 

モード切替 
「在宅」から「外出モード」への切り替えボタン 
（3分後に切り替わる） 

※帰宅時、1分以内に暗証
番号の入力が必要 

 （人感センサーが反応し1
分を経過すると侵入検知
とみなされます） 

図2 3S端末

Profile 本社所在地 東京都新宿区箪笥町35 日米TIME24ビル9階 従業員数 4名株式会社スリーS
http://www.3s-sss.co.jp
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