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➢ 自己紹介

■佐々木 英之

■営業部 ソリューションGr.

■1998年 ラトックシステム入社。

スマートリモコン商品化から現在

までセールスを担当。各社様との

IoT案件での窓口として活動中。
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➢ 会社紹介

■社名 : ラトックシステム株式会社

■設立 : 1983年10月13日

■従業員数 : 51名 （2020年 2月現在）

■リムーバブルケース、PCカードなど

PC周辺機器を中心に開発、販売。

現在はIoTデバイス、IoTソリューションの

開発販売に注力
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➢ IoT製品事例紹介

スマート家電リモコン

スマート環境センサー
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➢ スマート家電リモコン RS-WFIREX4

■ Wi-Fi接続(2.4GHz)

■ Amazon Alexa対応

アマゾンジャパン様と先行技術開発

■ 豊富な家電プリセット提供

■ ISV様との連携サポート

ファームウェア、基板設計、スマホアプリ(iOS
/Android)、AWSクラウドすべて自社開発

■ 各社スマートホームで採用

ホテル、賃貸住宅設備、見守りサービス

■ 累計販売数 28万台以上
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➢ スマート家電リモコン USB電源直結タイプ(8月発売予定) RS-WFIREX5

■ ケーブルレスで設置可能

■ 温度センサー搭載

■ REX4コマンド完全互換（アプリ共通）

Echo Flex

■ Echo Flexとの相性良好
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➢ スマート家電リモコン Alexa対応

カスタムスキル

スマートホームスキル

テレビ

エアコン

照明

扇風機

カーテン

基本操作

基本操作

基本操作

チャンネル名での操作

つけて/消して

開けて/閉めて/止めて

Alexa、テレビをつけて
テレビの音量を3あげて

Alexa、NHKにして
関テレにして

Alexa、エアコンをつけて
エアコンを2℃下げて

Alexa、照明をつけて
照明を明るくして

Alexa、照明をつけて

Alexa、カーテンをあけて



従来の設定 App-to-App

3d Party Appでデバイス設定およびNetwork接続を
完了させた後、Alexa Appを起動し、Skillを検索した後、
デバイスのアカウント情報を入力

3d Partyから直接Skillの有効化と
アカウントリンクが完了

Alexa A2Aがインストールされいない場合 Alexa A2Aがインストールされている場合
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➢ Alexa App-to-App (アプリ間アカウントリンク) 

⚫ 業界初：Amazonが提供する、セットアップを簡単に完了させるための仕組みに対応
デバイスを音声でコントロールするための、Alexa Skillの有効化を自動で行う

アカウントリンクスキル登録

RATOC 
App

Alexa App RATOC 
App

参照URL：https://developer.amazon.com/ja-JP/docs/alexa/account-linking/app-to-app-account-linking.html
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➢ サーバーレスを使う理由

⚫ サーバーの運用管理はAWSにお任せ
開発者はサービスの構築に集中、開発スピードアップ

⚫ 運用コスト削減
Lambdaは起動に応じた費用を支払うだけ

AWS Lambda を使用するこ
とで、サーバーのプロビジョニン
グや管理をすることなく、コード
を実行できます。

課金は実際に使用したコン
ピューティング時間に対しての
み発生し、コードが実行されて
いないときには料金も発生しま
せん。

Amazon DynamoDB は、数
ミリ秒単位の安定したレイテン
シーを必要とする、規模を問わ
ないすべてのアプリケーション
に対応した、高速かつ柔軟性の
ある NoSQL データベース
サービスです。

Amazon API Gateway は、
開発者による API の作成、配
布、保守、監視、保護を規模にか
かわらず容易にする、完全管理
型サービスです。

API 管理のための包括的プ
ラットフォームが実現可能です。
API Gateway を使用すれば、
数十万規模の API コールを同
時処理し、トラフィック管理、認
証とアクセスコントロール、モニ
タリング、API バージョン管理
を実行できます。

Amazon SNS は、完全マネー
ジド型の pub/sub メッセージ
ングサービスであり、マイクロ
サービス、分散システム、サー
バーレスアプリケーションの分
離とスケーリングを容易にしま
す。

Amazon Kinesis は、AWS 
のデータをストリーミングする
プラットフォームで、ストリーミ
ングデータのロードと分析を簡
易化する強力なサービスや、特
定ニーズ用のカスタムストリー
ミングデータアプリケーションを
構築する機能を提供します。

AWS Lambda API Gateway DynamoDB SNS Kinesis

⚫ スケーラブルで柔軟
Lambda並列起動により一度に大量の処理が可能

⚫ 高可用性
高い稼働率の実現と耐障害性機能が盛り込み済み

下記AWS資料からの抜粋
https://aws.amazon.com/jp/serverless/



IoT デバイス

モバイルアプリ部分

IoT バックエンド Alexa Skill
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➢ AWS IoTデザインパターン

IoT thing AWS IoT Core Lambda 
function

API GatewaySimple Storage Service

DynamoDB

Echo
Alexa skill

Mobile client

User

Users

Cognito

他社クラウド

Kinesis Data Firehose

FreeRTOS

Simple Notification Service

ログデータ収集

ボイスコマンド
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➢ 案件事例紹介: 市販品のまま専用システムに使用したい

■要件：・独自クラウド、独自アプリのみで運用したい

・案件規模的に専用品の生産は困難 (弊社製品はMOQ:3K)

スマート家電リモコン REX4

IoT thing FreeRTOS

お客様 AWS

AWS IoT Core Lambda 
function

RATOC AWS

AWS IoT Core Lambda 
function

■対応： ・生産時に書込ではなく、Endpointをコマンドで指定する
仕様にしているため、Firmwareの変更なしで対応
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➢ B2C製品販売の実際:  販売後も開発リソースは多くかかる

■B2Bでは稼働環境、条件が設定されるため、その環境で

動作すれば良い。それ以外の環境は保証外にできる

■B2Cではスマホ、Wi-Fiルーター、OS Ver.など星の数ほど

組み合わせがあり、すべてを事前に評価することは困難

■変化する環境に追随していく開発リソース、サポート

コストが製品販売後も必要



12 頁

➢ B2C製品販売の実際: 初期設定周りは非常に重要

■ B2CではユーザーのITリテラシーにも幅がある

■ サポートセンター対応件数の50%は初期設定関連

■ トラブル低減のため対策例

・Wi-Fi 2.4GHz対応品を5GHzに

接続されないよう接続先SSIDをチェック

・Wi-Fi MACをQRコードで読み取り可能に(iOS)

・OTAでのFirmup対応(WPA3対応など)

・App to Appに対応(iOS)
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➢ スマート環境センサー RS-WFEVS1 (2020年 9月発売予定)

■ Wi-Fi接続(2.4GHz)、Alexa対応

■ 7つのセンサーを搭載

－CO2、PM、VOC、温湿度、UVI、気圧

■ 空間の空気質をいつでもチェック

■ 環境アドバイザーで状況を視覚化



健康の影響
CO2濃度
(PPM)

解説

許容範囲 <700 長時間滞在しても健康に問題の無い室内レベル

軽い眠気 <1000 健康に被害は無いが不快感や臭いを感ずる人が出るレベル
ビル管理法等の許容基準濃度は<1000が望ましいとされる

健康に悪影響 <2000 眠くなる人が多くなるなど体調の変化と空調に苦情が出てくるレベル
学校環境衛生の基準値では、2000以下が望ましいとされる

健康被害の限界 <3000 肩こりや頭痛を感じる人が出るなど健康被害一歩前の限界レベル

重度のあえぎ >3000 頭痛、めまいなどの症状が出て、長時間では健康に危害を及ぼす
レベル
>10000:10分で意識不明

小会議室、5人在室で換気扇とエアコン動作で

のCO2濃度の変化を計測しました。

14時時に入室し会議スタート、その後急激に

872PPM程度まで上昇。

健康に被害は無いが不快感や臭いを感ずる人

が出るレベルまで上昇しています。密室で密集した場合の指標としてCO2濃度を

使用することが効果的

● CO2濃度上昇

室内のCO2濃度が1000ppmになると、思考力、集中力が減少します。

CO2が室内でのCO2濃度が上昇する要因としては、密室での人も密集、ガスレ

ンジ・熱風放出型ファンヒータ・ストーブの使用等があります。

➢ 会議室でのCO2濃度の変化実測

14時
会議スタート

30分経過
800PPMに上昇
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◼ コロナ禍の影響でCO2濃度を指標とした密集の監視、警告のニーズが増加

換気

密集
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➢ LTE-M スマートCO2環境センサー（計画中）

IoT
Server Lambda

RATOC構築AWS

SORACOM Beam

API 
Gateway

Cognito DynamoDB

LTE-M 環境センサー

データ保存

26.5x22.5

SORACOM IoT SIM

製品化のねらい

⚫Wi-Fi 環境のない場所でも運用可能

⚫電源を入れるだけでセットアップ完了（Wi-Fiの複雑な手順が不要）

⚫SORACOM IoT SIM, Server通信により格安の月額費用で提供

⚫SORACOM Server + AWS IoT Server接続により安心セキュリティ環境提供

同一AWS内で接続

KDDI
Docomo
専用回線
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➢ まとめ

■ 市場の変化に追随できないとすぐに淘汰される

－B2Cでは環境の変化速度が早い

■ 販売開始後のコストも考慮した製品仕様、製品化が必要

－環境変化に対応するため販売後も開発リソースは必要

－価格競争により価格は下落、利益率が落ちていく環境で

クラウド費用を含めたコスト負担、継続供給が行えるかどうか
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・質問事項などございましたらお気軽にお問い合わせください。

ラトックシステム株式会社 営業部 佐々木 英之

mail: hsasaki@ratocsystems.com

TEL : 03-5847-7600 

Web会議なども対応可能です。

ご清聴ありがとうございました。

mailto:hsasaki@ratocsystems.com

