
i-PRO、ソフトウェアエンジニアリング変革により IoT カメラ
と映像クラウドサービスを 14 か月で開発・ローンチ

i-PRO株式会社

ビジネスの課題：映像セキュリティシステムを 
IoT カメラとして再定義

i-PRO は、2019 年 10 月にパナソニック
i-PRO センシングソリューションズとし
て設立され、2022 年 4 月にセキュリティ
システムのナショナルブランド『i-PRO』と
同じ社名に変更しました。パナソニック時
代から培ってきた映像技術と画像解析技術
を活かしたソリューションを提供し、世界
の安心・安全を支えています。
新生 i-PRO 第一弾のサービスが、監視カ
メラをリモートで利用する『 i - P R O
Remo.』です。「従来の映像セキュリティシ
ステムは、システム設置場所以外では映像
が見られないクローズド型でした。しかし
コロナ禍でリモートアクセスのニーズが拡
大したことを捉え、監視カメラを IoT カメ
ラとして再定義し、スマートフォンアプリ
でカメラを操作する i-PRO Remo. の開
発に乗り出しました」と語るのは、コーポ
レートソフトウェアヘッド 執行役員 バイ
スプレジデントの高橋秀明氏です。
i-PRO Remo は、ネットワークカメラ、ク
ラウドサービスと録画機能付ゲートウェイ
のエッジストレージで構成されています。
撮影した映像はエッジストレージやカメラ
に装着した SD カードにフル HD の高解
像度で記録し、クラウドカメラサービスを
通して複数の拠点に設置したネットワーク
カメラの映像を配信し、リアルタイム/録画
の双方で確認できます。
i-PRO Remo. の企画にあたり、同社はク
ラウドカメラサービスの開発パートナーに
AWS を指名し、プラットフォームに AWS

を採用。これは、今まで自社開発を重視して
きた同社がビジネスモデルを変革する新た
なチャレンジでした。
「当社はコアコンピタンスであるハードウェ
ア開発に集中し、他の領域はパートナーに
委託する水平分業を決断しました。その
中で、コトを起点にプラットフォームを提
供する AWS/Amazon のビジネスモデル
と i-PRO の企業文化との親和性の高さ、
先進的なクラウド技術を習得できるメリッ
トなどから AWS を採用しました」（高橋
氏）
コーポレートソフトウェア エキスパート
システムソフトウェアエンジニアの河本耕
治氏は技術的な観点から「IoT 化に必要な
機能がマネージドサービスとして揃ってい
ることと、構想段階から親身に相談に乗っ
ていただき、勉強会等を通じて早期に実現
性に目途をつけられたことが決め手となり
ました」と付け加えます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ソリューション：文化・実践・ツールを研ぎ澄
ますエンジニアリング改革を実施

i-PRO Remo. の開発は 2021 年 4 月よ
りスタートし、2022 年 6 月より日本国内
にサービス提供を開始。クラウドカメラ
サービスは、利用者が手軽にクラウドに接
続できる簡便性と、セキュリティの 2 点を
重視して設計・構築しています。
スマートフォンとカメラの接続には AWS
IoT Core や動画ストリーミングサービス
の Amazon Kinesis Video Streams な
どを活用し、クリック数回で接続できるよ
うにしました。

「Amazon Kinesis Video Streams を採
用したのは、ルーター設定が不要な P2P 
の機能が標準実装され、スケーラブルに対
応できるからです。これにより従来の
1/10 のシステム設定時間でリモート接続
が確立できるようになりました」（河本氏）
セキュリティ面では、設計ベストプラク
ティスの  AWS Wel l -Arch i tec ted  
Framework を活用し、AWS のセキュリ
ティ基盤とセキュリティサービスによって
安全な運用管理環境を構築。「AWS でのシ
ステム開発は初めてでしたが、ベストプラ
クティスに則って設計し、AWS のプロ
フェッショナルからも継続的にアドバイス
をいただけたことで、安心して進められま
した」と、コーポレートソフトウェア エキ
スパートシステムソフトウェアエンジニア
の若子武士氏は語ります。
i-PRO Remo. プロジェクトには、開発を
ウォーターフォール型からアジャイル型に
シフトするエンジニアリング改革のミッ
ションもありました。
「独立してから欧米のエクセレントカンパ
ニーと接する機会が増え、日本と異なる圧
倒的なビジネススピードに衝撃を受けまし
た。AWS の開発手法を学ぶ中で、高速なフ
ローと即時フィードバックの文化・実践・
ツールの 3 つを研ぎ澄ます必要があると
気付き、i-PRO Remo. のプロジェクトで
実践を試みました」（高橋氏）
プロジェクトには品質管理部門や営業部門
なども参加。目指す姿を明確にし、自律的な
チームとして取り組んでいきました。
「AWS から提供された開発指針を参考に、
品質目標と行動目標をチーム内で腹落ちす
るまで話し合い、常にフィードバックを受
けながら進めました。AWS には組織文化
を学ぶ機会も用意していただき、プロ
フェッショナルになるための心構えも学び
ました」（高橋氏）
i-PRO Remo. の開発では 10 人以下のス
クラムチームを組み、2 週間単位で実際に動
くシステムをリリースして即時フィード

バックを獲得。レビューやテストも週次で完
結するアジャイル開発のプロセスを実践し
ています。ツールには AWS CodeBuild を
中心とした  CI/CD ツールを導入し、レ
ビュー・リリース・テスト等の一連の作業を
を自動化。また、自動ユニットテストで開発
と同時にテストも自動完了するようにしま
した。
「従来は最終工程のテスト結果をまとめる
帳票作成に工数の 90％ を割いていまし
た。CI/CD 化でほとんどの作業が自動化さ
れ、サービス開発に工数をかけられるよう
になりました。結果として開発者としてや
りたいことができるようになり、モチベー
ションも向上しています」（若子氏）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

導入効果：2 週間サイクルのスクラム開発で
迅速に改善要望に対応

文化・実践・ツールの変革を目指したエンジ
ニアリング改革は即座に成果として現れま
した。サーバーソフトの開発効率は従来比
で 2.5 倍向上し、工程品質は 7 倍に改善。
2 週間サイクルのスクラム開発によって振
り返りをすぐに次の目標につなげられるた
め、今回の取り組みでは2 か月間で 27 件
の課題を改善しています。
「以前はお客様からいただいた改善要望の
対応に 3～6 か月要していました。現在は
1 か月単位で改善要望対応や UX の強化
ができるようになり、サービスレベルも大
きく向上しています」（河本氏）
今後の展開としては、業界最小クラスの AI 
ネットワークモジュールカメラ（ページ左
に外観画像）とクラウドモジュールカメラ
サービスの展開も計画中です。
「ロボットなど様々な製品にこのモジュー
ルカメラを組み込んでいただくことで、簡
単に製品を IoT 化できます。AWS と協働
し、製造業やインテグレーターの皆様の製
品 IoT 化に貢献していきたいと思います」
（高橋氏）

概要：パナソニックグループにて主にセキュリティやメディカルに関する画像センシン
グを担っていた部門が分社独立した i-PRO 株式会社。エッジ記録型クラウドカメラ
サービス『i-PRO Remo.』の開発にあたり、同社は AWS IoT Core をはじめとする
アマゾン ウェブ サービス（AWS）の各種サービスを採用し、利便性とセキュリティを両
立したソリューションをリリース。同時にソフトウェアエンジニアリング改革を実行し、
サーバーソフトの開発において開発効率 2.5 倍、工程品質 7 倍向上の成果をあげて
います。

導入効果
● 14 か月：開発期間の大幅短縮
● 2.5 倍：開発効率の向上
● 7 倍：工程品質の向上
● 2 週間：開発サイクルの短縮

ご利用中の主なサービス
● AWS IoT Core
● Amazon Kinesis Video Streams
● AWS CodeBuild 
● Amazon Cognito

企業名：i-PRO株式会社
業種：製造業
国名：日本
従業員数：約 1,300名（海外関係会社
を含む）
ウェブサイト : https://i-pro.com/corp/
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企業概要
i-PRO株式会社
2019 年 10 月にパナソニック i-PRO 
センシングソリューションズとして設立さ
れ、2022 年 4 月に社名を i-PRO に変
更。パナソニック時代から培ってきた映像
技術と画像解析技術を活かし、セキュリ
ティ・医療・産業分野向け機器・モジュー
ルの開発、製造、販売およびシステムイン
テグレーション、施工、保守、メンテナンス
これらに関するサービスを含む各種ソ
リューションを提供している。

i-PRO 株式会社
コーポレートソフトウェアヘッド
執行役員
バイスプレジデント

高橋 秀明 氏

i-PRO 株式会社
コーポレートソフトウェア
システムソフトウェアプラクティス
エキスパートシステムソフトウェアエンジニア
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コーポレートソフトウェア
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