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創業  1969年  
売上高 32億8千万円（2017年12月期） 
従業員数 50名 
 
・顧客は害虫駆除を行う業者（B2B） 
・業務用防虫製品の開発・販売 
・防虫コンサルティング事業  
・業界シェア4割 
・住宅メンテナンスネットワークの運営 

環境機器株式会社 





害虫・害獣駆除／予防 
1. 一般家庭における害虫駆除 

住宅やその周辺の白蟻、ハチ、ネズミ、その他害獣・害鳥などを退治 
2. 飲食店などの小型店舗の害虫駆除 

主にゴキブリ、ネズミ 
3. 公共施設や大型工場等における害虫防除 

製品への昆虫由来の異物混入リスクを低減するための対策 
4. 昆虫媒介の感染症対策 

蚊（マラリア、デング熱）、マダニ（重症熱性血小板減少症候群） 
5. 外来種害虫の侵入防除 

ヒアリ、セアカゴケグモなど 一般に「ペストコントロール」
と呼ばれている業務 



害虫駆除業務におけるモニタリングとは？ 

対象施設における、 
害虫・害獣の定期生息調査のこと 



モニタリング業務：各種トラップ設置・捕獲生物の検定 

＜ライトトラップ捕虫紙報告書＞
調査台数　ライトトラップ10台
調査期間　平成　年  月  日～平成　年　月　日（    日間）

ライトトラップ捕虫紙（各1台）検査結果

虫名/設置場所
ユスリカ上科

外部侵入 水域 カ科
毛翅目
タマバエ科

緑地帯 その他の鞘翅目
その他の鱗翅目
アリ上科
その他の膜翅目
アブラムシ科
その他の半翅目
イエバエ科

他屋外 ヒメイエバエ科
クロバエ科
ガガンボ類
アブ科
その他双翅目

排水系 チョウバエ科
内部発生 ショウジョウバエ科

腐敗物系 ニセケバエ科
ノミバエ科

土壌系 クロバネキノコバエ科
その他 ヌカカ科

ハヤトビバエ科
カツオブシムシ科

貯穀害虫 シバンムシ科
ノシメマダラメイガ
ヒメマキムシ科
ホソヒラタムシ科
コバチ上科

その他 チャタテムシ
ハネカクシ（微小）

その他 ハサミムシ目
ダニ類
クモ類

合計
1日の平均捕獲数

特記事項）

管理区分
合計

【設置者および回収者】 
1、 設置：環境機器株式会社（菅野格朗） 
2、 回収：環境機器株式会社（菅野格朗） 

 
【モニタリング使用トラップ】 
 
 
 
 
 
 
【モニタリング調査の日程】 
 平成  年  月  日～平成  年  月  日（92 日間） 
 
【調査結果】 
 モニタリングデータより飛翔性昆虫用トラップの指数値（指数値：1 トラップの 1 日あた

りの捕獲数）を見ると表 2 のようになります． 
＜表2、飛翔性昆虫用トラップの結果＞

出荷室 製造室 梱包室 製品倉庫 合計

設置数 3 2 2 3 10

捕獲数合計 47 49 2 34 132

指数値 0.17 0.27 0.01 0.12 0.14  
前回多数の捕獲があった出荷室も低い数値になり，概ね良好な状態になっていると云え

ます．ただし，出荷室のモニタリング値は年間を通して高いため，混入の危険値とを考慮

の上，環境的対策のご相談をさせていただきます． 
 
 次に歩行性昆虫用トラップの指数値は表 3 のようになります． 
＜表3、歩行性昆虫用トラップの結果＞

出荷室 製造室 梱包室 製品倉庫 合計

設置数 8 8 2 2 20

捕獲数合計 120 11 37 21 189

指数値 0.16 0.01 0.20 0.11 0.10  
 表 3 より出荷室の捕獲個体数が多く，危険な数値といえます．これはアリ類の捕獲が多

かったためで，扉近くのプランターなど観葉植物周辺に巣が見られた事から，これらが原

因と考えられます． 

＜表1、使用トラップ数＞

個別設置数 合計

ムシポン 飛翔性昆虫用トラップ 空間 10

調査用トラップJ 歩行性昆虫用トラップ 床面 21
31

トラップ名 トラップの種類 設置場所
設置数

①トラップの設置＆回収 ②捕虫紙検定 ③報告書提出 



モニタリング業務の問題点 
1. より精度が求められ、設置するモニタリングトラップが増加傾向 

→ 同定時間増加 

2. 虫の多い夏場の同定に時間がかかる 
→ ライトトラップ：10～30分／本 床置きトラップ：5～20分／個 

3. モニタリング頻度が不十分（リアルタイムでない） 
→ 基本は1回／月  対応が後手になりがちで問題が拡大し易い 

4. 技術者の確保が困難 
→ 同定作業の負担 

 

 

技術者の総労働時間の約半分がこ
の業務に費やされる。駆除まで手
が回らない 



モニタリング業務の問題点をITで解決 
Pest-Vision（ペストビジョン）は、AI/ML を活用し、 

害虫・ネズミと戦う IoT ソリューション。 





ペストビジョンとは 
1.  IoT技術をフル活用した遠隔モニタリング 

2.  人工知能（AI）による害虫のカウント・同定、独自プログラムに依るネ
ズミの活動検出 

3. モニタリング結果が時系列にデータベース化される 

4. モニタリング結果を共有可能（害虫駆除業者と品質管理者） 
 害虫防除業務を大きく変える 

ゲームチェンジャー 





当社がAWSを採用した理由 
1. AWSを使えるベンダーが多い 

当社はシステム発注者、ベンダー数社とやりとり 

2. 充実したマネージドサービス 
やりたいことを実現するためのサービスがだいたい揃う 

3. グローバル展開を視野に 
クラウド側の仕組みがそのまま利用できる 

4. サーバーレスアーキテクチャの実現 
インフラエンジニア、保守作業が不要 
 



本社          大阪市中央区谷町 
創業  2012年  
従業員数 30名 
 
• Webシステム開発/運用 
• Redmine用パッケージ開発/販売 
• アジャイル開発コンサルティング 

 
大阪・東京でエンジニア積極採用中！ 
(Green / Wantedlyで求人掲載中) 

 
 

株式会社アジャイルウェア 



システム概略 
 
 
 
 



CloudFrontによるコンテンツ配信 
• Webインターフェースは Vue.jsによるSPAで構成され、CloudFrontで配信 

• 超高速、高可用なコンテンツ配信 

• 高度なキャッシュ機能によるユーザ体験の向上 

 



Lambdaによるサーバレスアーキテクチャ 
• バックエンド側のAPIはすべてLambdaで実装されたサーバレスアーキテクチャ 

• Serverless Frameworkを採用 

• ローカル開発、分業のためのツール群の充実 

• 設定ファイルでAWSリソースを定義 

• デプロイまで開発者ベースで一気通貫で行える 

 



Lambdaによるサーバレスアーキテクチャ 



設定ファイルによるAWSリソース定義 
 

 

 

インフラエンジニアの手を 

煩わせることなく 

AWSリソースの作成、変更が可能 



CloudFrontとLambdaにより 

高可用でスケーラブルなシステムを実現!! 
 

しかし… 





技術的な課題 

• API Gatewayの６MBの壁 

• 解析エンジンの過労死 

• サーバレスアーキテクチャへのパラダイムシフト 



技術的な課題 

• API Gatewayの６MBの壁 

• 解析エンジンの過労死 

• サーバレスアーキテクチャへのパラダイムシフト 



センサーからのデータフロー（当初） 



センサーからのデータフロー（現状） 



技術的な課題 

• API Gatewayの６MBの壁 

• 解析エンジンの過労死 

• サーバレスアーキテクチャへのパラダイムシフト 



解析エンジンの過労死 
• センサーの増加に伴い、解析エンジン(AI)に負荷が集中した結果、システムがダウン 

• 解析エンジンの負荷対策のため、交通整理が必要 

 

 



SQSによるメッセージング 
• リソース間の通信をSQSによるメッセージキューイングにすることで実現 

• 推論を行う解析エンジン(AI)への負荷が目立ってきたためSQSによる交通整理を実現 

• リソース間の結合が疎結合になり、デバッグのためのトレースが容易になった 

 

 



技術的な課題 

• API Gatewayの６MBの壁 

• 解析エンジンの過労死 

• サーバレスアーキテクチャへのパラダイムシフト 



Railsアプリに機能を追加するときは… 

class SensorEvent < ActiveRecord::Base 
  after_create :increase_sensor_event_count 
 
  … 
 
end 



class SensorEvent < ActiveRecord::Base 
  after_create :increase_sensor_event_count 
  after_create :process_image 
 
  … 
 
end 

Railsアプリに機能を追加するときは… 



class SensorEvent < ActiveRecord::Base 
  after_create :increase_sensor_event_count 
  after_create :process_image 
  after_create :update_bill 
 
  … 
 
end 

Railsアプリに機能を追加するときは… 



設計・再利用 

• 普通の（１個のサーバーで走る）アプリケーションなら 

• オブジェクト指向設計が中心 

• カプセル化、公開インタフェースをテストするetc... 

• １つのコードベース 

• 再利用の単位：クラス、メソッド 

• コミュニケーション：メソッドの呼び出し 



サーバレスアーキテクチャ（FaaS）の場合 

• 何も考えずに作り始めるとコードベースが大きくなる 

• 複雑な密結合の設計になりそう 

• コールドスタートが長い 

• 処理自体が長くなる 

• タイムアウトの可能性、お金もかかる 



サーバレスアーキテクチャ（FaaS）の場合 

• パラダイムシフトが必要！！ 
• 関数ごとのコードベース 

• 再利用・テストの単位：Lambda関数 

• コミュニケーションは？ 



Rails風の処理 

class SensorEvent < ActiveRecord::Base 
  after_create :increase_sensor_event_count 
  after_create :process_image 
  after_create :update_bill 
 
  … 
 
end 



手続型Lambda関数 

def post_event_handler(event:, context:) 
  new_sensor_event = SensorEvent.new(event) 
  increase_sensor_event_count 
  process_image new_sensor_event 
  update_bill new_sensor_event 
 
  … 
end 



メッセージングモデル 
def post_event_handler(event:, context:) 
  new_sensor_event = SensorEvent.new(event) 
  publish_event 'EVENT_CREATED', new_sensor_event.id 
  … 
end 

http://new_sensor_event.id/


サーバレス→イベント駆動 

• アーキテクチャレベルでのObserverパターン 

• イベントをPublishし、lambda関数がそれをSubscribeする 

• メリット： 

• スケーラブル、交通整理できる 

• 失敗したイベントをDLQに貯めて、改修後再配信できる 

• 関数ごとに特化・最適化・再利用が可能 



これからの課題 

• 現状: 共通のモノリシックなデプロイパッケージ(40MB) 

• コードベースの分割 

• デプロイ方法：AWS Lambda レイヤー？ 





Amazon SageMaker 
• Amazon SageMaker 

• 現状EC2で構築されている解析エンジンをSageMakerへ移行する 

• SageMakerを利用することで、学習～デプロイまでのスパンを短くする 

 

⇒より高精度なAIを、より簡単に実装可能にし、サービス品質を向上する 



AWS IoT Greengrass 
• AWS IoT Greengrassによるエッジ側でのコンピューティングを行う 

• 現在は常にAWSと接続された環境でなければ動作しない 

• エッジ側に処理を寄せることで、通信環境が不安定な状況でもサービスを継続 

• 推論をエッジ側で行うことで、クラウド側と通信するデータを圧縮する 

 

⇒より安定したサービス提供を可能とする 





まとめ 
1. ペストビジョンは害虫駆除業界のゲームチェンジャー 

2. AWSがサービスを先進的、安定的に支えてくれる 

3. サーバーレスアーキテクチャは使える 

4. 一緒に事業を作り上げる仲間を募集しています！ 

5. AI/ML開発に自信のあるディベロッパーを随時募集しています！ 
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