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Claro360によるインテリジェント・ ビジョン・ テクノロジーの
迅速な導入で、安全な小売店舗環境を実現

「このプロジェクトは、私たちの社会に
テクノロジーが実際にどのように 
役立つかを示す実例となります。 
インテル® アーキテクチャーの 
おかげで、プラットフォーム採用の 
加速化を目の当たりにしています。 
それに伴いパフォーマンスおよび 
拡張性の向上も実現し、何千もの 
エンドユーザーにプラスの影響を 
もたらしています。 このインフラスト
ラクチャーにより、私たちは共通の 
認識を持つことができ、プロセスの 
効率化にもつながります」

—  ルイ・フエンテス氏 

（Claro360最高経営責任者）

ソリューション概要
AI ビジョン・テクノロジー
小売業

Claro360、 
AI ビジョンで安全な空間を実現

新型コロナウイルス感染症 （COVID-19）の流行は、 世界中で多くのビジネスを閉鎖に追い込み、
経済を混乱に陥れました。 そしてウイルスの感染を抑えつつ営業を継続するために、ソーシャル・
ディスタンスの監視による安全なビジネス環境の整備に欠かせないツールとして AI が脚光を 
浴びました。 コロナ後の世界でも、 ソーシャル・ ディスタンス関連技術ソリューションは2026年 
までに331億米ドル規模の市場に成長すると見込まれています。1 エンタープライズ分野では、
各企業の法令遵守をサポートするインテリジェントで応答性の高いソリューションへの需要が
最大となるでしょう。 そして、成長の大部分は小売業界で起こると考えられています。 小売業者は 
インテリジェント監視ソリューションを活用して、行列の監視や行動分析を行い、セキュリティー
やカスタマーサービスの向上に努めることを求められます。

課題： 直感的でリアルタイムに近い人混み制御ソリューションで、 小売 
業界における COVID-19 のまん延防止を図る

COVID-19が猛威を振るう中、 小売業者は営業を継続するにあたり業界特有のさまざまな障害
に直面しました。 外出自粛要請や入店人数制限により、 顧客や従業員へのウイルス感染を防ぐ
ために安全プロトコルを設けることを義務付けられている小売業者、 特にリソースが限られて
いる小売業者は厳しい状況を強いられています。 感染拡大は多くの小売業者を閉鎖や倒産に 
追い込みました。2 コロナ禍は小売業者にとって最大の懸念事項であるという状況は2026年 
以降も続くと予想されています。2 国際通貨基金は、 パンデミックによって引き起こされた経済 
収縮により2020年の世界経済は4.4% 縮小したと報告しています。 それは、大恐慌以来最悪の
景気後退であるとも述べています。3

小売業者は、 政府の規制を遵守しつつ営業を続け、 また COVID-19のまん延を食い止める 
ために、 より安全な買い物環境を提供する効果的な方法を考え出す必要に迫られました。 その
ため、 特定のエリア内にいる買い物客数の確認、 人と人の間の距離の測定、 買い物客の動きの
追跡、 店舗全体の占有率の測定、 店舗内で問題が生じる可能性のあるエリアを予測するイン 
テリジェント監視ソリューションが必要となりました。 このソリューションは、 リアルタイムに 
近い実行能力を備え、予測的かつ経済的であることが求められ、既存のカメラ監視テクノロジー
を使用して容易に導入できるものでなければなりません。 そこでインテルのパートナー企業で 
ある Claro360が、2020年にこの課題へ取り組み始めました。 そして、インテル® Xeon® スケーラ
ブル・プラットフォームの導入で小売業者が安全な空間を作り出せるビジョン・アプリケーション 
向けのスケーラブル AI ソリューションの提供を開始し、 ラテンアメリカでの導入に成功しま 
した。 プロジェクトは第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーの導入から始まり、 
その後、第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーへと移行しました。



人混みの認識とアラートの発動で 
ポリシーを強制的に適用

入店人数の制限

ソーシャル・ディスタンス

実用的なインサイトで 
ソーシャル・ディスタンス戦略を推進 店内の人流の最適化で相互接触を最小限に抑制

一方通行の通路
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ソリューション： Claro360はインテル® Xeon® スケー
ラブル・プロセッサーで、インテリジェント・ビジョン・
テクノロジーの迅速な導入を実現

Claro360のプラットフォームは、 既存のビデオ監視をよりインテリ
ジェントな方法で使用してスマートビデオ解析を行い、 市場において 
独自の立ち位置を確立しています。 インテルはインテル® ディストリ
ビューションの OpenVINO™ ツールキットをベースにしたリテール ・
パンデミック ・ リファレンス ・ インプリメンテーションというビデオ 
解析ソリューションを提供しています。 OpenVINO により、 開発者は
モデル ・ オプティマイザー、 ランタイムおよび開発ツールを使用して、 
包括的な AI 推論の最適化、調整、実行が可能になります。 Claro360は 
このテクノロジーを利用して、インテル® Xeon® スケーラブル・プラット 
フォーム上でビデオ解析ソリューションを迅速に展開し、 人間の行動
や占有率についてほぼリアルタイムでの監視や予測分析が可能な 
インテリジェント ・ ビジョン AI テクノロジーによって、 小売業界の
パートナー企業が、 より安全な空間を作り出すことに貢献しました。
OpenVINO はまた、 今後のソリューション ・ アーキテクチャー要件に
合わせてワークロードを移行できるよう、 異なるタイプのインテルの 
プロセッサーへ変更しても再度、最適化ができるようになっています。

仕組み

このソリューションでは、 多数のビデオストリームの解析や推論を 
実行できるインテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサーの能力が 
活用されます。 小売業向けアプリケーションは、 キャプチャーされた 
ビデオソースを解析し、 特定のエリア内の買い物客数を数え、 買い
物客の相互の距離を測定します。 買い物客間の距離が指定の値を下 
回った場合、 赤い境界ボックスが表示され、 視覚的なアラートが発動
されます。 これにより店舗責任者は買い物客に正しい行動を促す適切
な措置がとることができます。

ソーシャル・ディスタンス

1.  学習済みニューラル・ネットワークが対象フレーム内の人物を検知

2.  人再認識モデルが検出された人物の特徴を抽出

3.  アプリケーションが各人の場所、大きさ、遠近感を基に人と人の間の 
距離を測定

4.  赤い境界ボックスが、既定の距離よりも接近している買い物客を特定

小売店舗内でのソーシャル・ ディスタンス検知におけるマルチカメラ
の設置実例（英語）をご覧ください。

入店人数の制限

店舗責任者はインテリジェント・ アプリケーションで人々の店舗占有
率が既定の上限を上回らないように入店人数と退店人数を確認でき
ます。 このシステムは個人を特定せずに仮想ラインを通った人を検知
し、 その人が入店者であるか退店者であるかを判断します。 このアプ
リケーションは買い物客一人一人をすべて数え、 その時点での店舗 
占有率を表示します。

監視対象ビデオソースの使用：

1.  学習済みニューラル・ネットワークが対象フレーム内の人物を検知

2.  人再認識モデルが人物の特徴を抽出し、個々の買い物客を検出

3.  アプリケーションが構成済み仮想ゲートに基づき入退店する個別
の買い物客数を確認

4.  現時点の占有率と入店人数限界を画面に表示

一方通行の通路

インテリジェント・ アプリケーションは買い物客を検知し、 歩く方向も
判断します。 買い物客が既定の方向と反対方向に進んだ場合、 店舗 
責任者にアラートが送信されます。4 このアプリケーションはキャプ
チャーされたビデオソースを以下の通りに使用します。

1.  ファイルからビデオを取り込み、フレームごとに処理

2.  ディープ・ニューラル・ネットワーク（DNN）モデルを用いて、 
対象となるフレーム内の人物を検出

3.  2つ目の DNN モデルを用いて特徴を抽出し、検出された買い物客が 
希望する方向とは逆方向に進んでいるかどうかを判断

https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/topic-technology/edge-5g/edge-solutions/overview.html?s=Newest


人数のカウントと行列の管理

行列の監視
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行列の監視

インテリジェント・ アプリケーションはリアルタイムに近い監視機能を
用いて並んでいる人数を数え、 行列の長さを予測します。5 このデータ
は小売業者の物流・ 人流の改善にも活用できます。 アプリケーション
はキャプチャーされたビデオソースを以下の通りに使用します。

1.  学習済みの DNN モデルが対象フレーム内の人物を検出

2.  構成済み仮想ラインの上にいる人数をカウント

3.  並んでいる買い物客の総数をスクリーンに表示

その他のビジョン・ソリューション

このアプリケーションは人混みの認識によりポリシーを強制的に適用 
し、 既定の上限を上回った場合にアラートを発動します。 編集機能 
付きの接触者追跡は新型コロナウイルス感染症の潜在的な拡大の 
追跡にも役立ちます。 これにより、 店舗責任者は感染拡大を最小限に
抑えるプランを構築できます。

人数のカウントおよび人混み検出

このインテリジェント・ アプリケーションは、 お互いの距離が近すぎる 
買い物客を検出し、 人混みを発見します。 そして、 アラートを発動し、 
ポリシーを強制適用します。 事前学習済み OpenVINO モデルは人数
を数え、 個人データを保存しない状態でメタデータをバックエンド ・
サーバーに送信します。

マスク検知

このインテリジェント・ アプリケーションは比較分析を実行し、 マスク
を着用している人と着用していない人を見分けます。

小売業者にメリットをもたらす広範なパートナー ・ 
エコシステム

インテル ・ エコシステムのパートナーである Claro360は小売店舗 
監視ソリューションの新規導入を迅速に行うことができました。 
このエコシステムにはインテリジェント ・ ビジョン ・ テクノロジーの 
エキスパートも参加しているため、直感的なビデオ監視ソリューション 
を導入するには最適な環境でした。 COVID-19のパンデミックを受け、 
Claro360ソリューションのマネージャー陣は Ecosystem 360を 
通じて Carlos Slim Foundation と戦略的パートナーシップを提携し
ました。 Claro360 の Ecosystem 360は、 リソース最適化や、 企業、
組織、 政府の活動の管理などに特化したサービスを提供する、 広範で
スケーラブルなデジタル・エコシステムです。 Ecosystem 360はメキ
シコで始まり、インテリジェント・ビジョン・テクノロジーの迅速な応答 
時間で国内の小売業者をサポートしました。 その後、 またたく間に 
ペルーやコロンビアに広がり、2021年末までには、ほかのラテンアメ
リカ諸国に拡大される予定です。 Ecosystem 360は、すべての企業が 
小売戦略を向上するために役立つビジュアル分析のユースケース 
導入に活用できます。 潜在的メリットには以下が含まれます。

•   セキュリティーの向上： 既存のビデオカメラを用いた自律  
テクノロジーで小売店舗／緊急事態対応／製造分野での  
セキュリティーが向上

•   包括的なインストア・アナリティクス： ゾーン／エリア・ヒート・  
マッピング、人流、顧客満足度製品ランキング、レイアウト、  
マーケティング・キャンペーン分析を使用

•   万引防止： 人数と高額商品のカウント

•   業務の効率化： リモート管理で抱き合わせ販売／緊急事態対応／
最適化を提供

•   ビッグデータ分析： Claro360のクラウドやサービスを利用

•   運用コストの低減： 既存インフラストラクチャーの活用および  
スマート化
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Claro360のポストコロナも見据えた成長戦略

Claro360では小売業界の枠を大きく超えてサービスを拡大するソリューションが進行中です。 このインテリジェント ・ プラットフォームはさま 
ざまな用途に応用でき、小売業、政府機関、医療、一般的な職場で活用可能です。 以下のような導入事例があります。

医療

医療においては病気の予防以外にも多く
のニーズがあります。 Claro360のソリュー 
ションのソーシャル・ ディスタンス・ コンポー
ネントに加えて、 プラットフォームは医療従
事者向けに、 以下のようなオプションを多数
提供しています。

•   医師がリモートで医療、 診断、 診察を実施
できるインテリジェント ・ ヘルス ・ プラット
フォームを活用した遠隔医療。 これは病院、 
薬局、保険会社などの施設間の通信、データ 
収集、 医療協力を支えるプラットフォーム
です。

職場改革

従業員にリモートワークという選択肢が与え 
られている現在の状況は当分の間、 続くで
しょう。 Claro360のソリューションは生産性、
双方向性、 コラボレーション、 学習を円滑に
保ち、 リモート ・ エコシステムの課題克服を
サポートします。 Claro360は、 サイバーフィ
ジカル ・ オートメーションを介してリモート 
通信を向上させる、さまざまなリモートワーク 
向けソリューションを取りそろえ、 以下を 
支援しています。

•   通信サービス、 アジェンダ、 生産性ツール、
開発環境

•   サプライヤー、お客様、パートナーの  
プロセス統合

•   各従業員の日々の健康状態の維持

•   医療手順の遵守

小売業

Claro360の小売業向けプランは店内のソー
シャル ・ ディスタンス監視のみにとどまらず、
小売店の顧客によるリモートでの食料品の
注文や、 商品やサービスを選ぶためのビデオ
相談の設定など、 リモート・ ビデオ・ ソリュー
ションでさまざまな支援を実施しています。
また、 顧客は注文の履行状況や配達時間を
確認できます。 Claro360のリテールエッジ
AI サービスには以下が含まれます。

•   店内の買い物客の検出および人数カウント

•   盗難防止および分析

•   カメラビューのフロアプラン投影

•   人流解析

•   占有率予測

インテル® Xeon® スケーラブル・ プロセッサーは、 開発者 
がより多くのことをエッジで実行できるように、 高いパ
フォーマンスを実現、 またディープラーニング推論に最適
化されています。 Claro 360が現在使用している第3世代
インテル® Xeon® プロセッサーは、データ負荷の高いワー
クロード向けに新たに設計された10nm プロセスとマイ
クロアーキテクチャーを基盤とし、 多数のコア6、 拡張 I/O、
内蔵型 AI アクセラレーション、 セキュリティー強化機能を
搭載しているため、 保存データも転送中のデータも保護 
でき、以下のメリットを提供します。

•   メモリー帯域幅の増加7およびパフォーマンスの向上と
コアの増加： 複数のビデオストリームで同時に行うオブ
ジェクト認識分析を高速化

•   システム機器の占有面積と電力消費の削減： サーバー
のワークロード密度の増加（サーバーごとに処理される
ビデオストリームの増加）により専用サーバー数を削減

•   アーキテクチャーの変更を不要とするシームレスな移行：
最新のプロセッサーへのアップグレードにあたり、 開発
や運用のための追加トレーニングが不要

•   TCO の最適化： インテル® スピード ・ セレクト ・ テクノ 
ロジー（インテル® SST）は、CPU パフォーマンスのより 
強力な制御によりパフォーマンスの向上と TCO の最適
化を実現するさまざまな機能を完備

•   AIアクセラレーション：インテル® Xeon®スケーラブル・ 
プロセッサー ・ ファミリーに搭載されたインテル® アド
バンスト ・ ベクトル ・ エクステンション512（インテル® 
AVX-512）およびインテル® ディープラーニング ・ ブー
スト（インテル® DL ブースト）は、 複雑なモデル・ トレー
ニングや推論向けの計算要件を軽減する新しい命令で
AI を高速化

インテル® Xeon® プロセッサーによる迅速な AI 導入



+

5

ソリューション概要 | Claro360、AI ビジョンで安全な空間を実現

イノベーションが支えるパフォーマンス

インテルのテクノロジーが支援するスマートビデオ解析および監視 
ソリューションは、 必要な予備知識を踏まえたデータ主導の意思決定
と、 より安全で効率的な就労環境構築に向けた物流 ・ 人流の改善の 
ために求められる実用的なインサイトを企業に提供します。 インテル 
はコロナ禍の経験やそれに伴い発生したニーズに応え、各企業がこの 
前代未聞の苦境をインサイトに富んだ有益な方法で乗り切るための 
支援をしています。

詳細情報

Claro360についての詳細情報は claro360.com（英語） をご覧くだ
さい。

ソーシャル ・ ディスタンス、 入店人数制限、 一方通行の通路の監視、 
行列の監視についてのリファレンス実装の詳細情報をご覧ください。

インテル® ディストリビューションの OpenVINO™ ツール
キット

イ ン テル® デ ィ ス ト リ ビ ュ ー シ ョ ン の OpenVINO™ ツ ー ル 
キットのモデル ・ オプティマイザーやランタイムおよび開発
ツールを活用して、 開発者は包括的な AI 推論の最適化、 調整、 
実行が可能になります。 そして、インテル® Xeon® スケーラブル・ 
プロセッサー ・ ファミリーのインテル® ディープラーニング ・
ブースト機能を用いて、 高性能コンピューター ・ ビジョンや
ディープラーニング推論ソリューションの構築や導入ができ 
ます。 学習済みディープラーニングモデルは、Caffe や Tensor 
Flow のようなフレームワークからの変換および最適化が可能
で、インテルのハードウェア上に効果的に実装できます。

詳細情報 ›

第3世代インテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサー ・
ファミリー 

パフォーマンスの向上、 メモリー帯域幅の増強、 ハードウェア 
対応セキュリティー機能で AI や IoT の導入を強化しましょう。 
第3世代インテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサーは、
IoT ワークロードや、 よりパワフルな AI に対応する高度な 
パフォーマンス、 セキュリティー、 効率性、 そして内蔵型 AI 
アクセラレーションを提供します。 IoT 向けの製品は、 調達 
サイクルや認証サイクルが長いお客様用に長期使用を可能8

にしています。

詳細情報 ›

1.   出典： https://www.prnewswire.com/news-releases/global-social-distancing-solutions-market-by-technology-gear-and-applications-2021-2026-general-human-being-tracking-
market-is-forecast-to-exceed-9b-by-2026-301174589.html（英語）

2.   出典： https://kenaninstitute.unc.edu/kenan-insight/when-tomorrow-becomes-today-the-impact-of-covid-19-on-accelerating-existing-retailing-trends1/（英語）

3.   https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/topics/iot/reference-implementations/retail-pandemic-store-capacity.html（英語）

4.   https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/topics/iot/reference-implementations/retail-pandemic-one-way-direction-monitor.html（英語）

5.   https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/topics/iot/reference-implementations/retail-pandemic-shopper-line.html（英語）

6.   第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォームは最大40コア/ ソケットを提供します； IOTG ロードマップでは最大28コア/ ソケットが提供されています。

7.   最大6TB のメモリーサポートは、8つのメモリーチャネルすべてに256GB DDR4 DIMM と512GB インテル® Optane™メモリー 200シリーズDIMM を 1 枚ずつ搭載した場合に基づきます。

8.   インテルはロードマップ・ガイダンスによる製品利用やソフトウェア・サポートに関して、約束または保証はいたしません。 インテルは、標準的なEOL/PDNプロセスを介して、ロードマップを変更することが 
でき、また、製品、ソフトウェア、ソフトウェア・サービスを終了することができます。 詳細については、インテルの担当者までお問い合わせください。

通知と免責事項
インテルは人権を尊重し、 人権侵害の発生を回避するように尽力しています。 詳しくはインテルの世界的人権主義をご覧ください。 インテルの製品とソフトウェアは、 国際的に認められている人権を侵害 
しない、または侵害の原因とならないアプリケーションに使用することを目的としています。

インテルは、サードパーティーのデータについて管理や監査を行っていません。 正確さを評価するには、ほかのソースを参照する必要があります。

インテル® アドバンスト・ ベクトル・ エクステンション（インテル® AVX）は、 特定のプロセッサー演算に高スループットを提供します。 処理能力特性の違いにより、AVX 命令を使用しても、a） 一部の演算が 
定格周波数より遅くなる場合があり、 b）インテル® ターボ ・ ブースト ・ テクノロジー 2.0 による一部の演算では、 任意のターボ周波数や最大ターボ周波数に達しない場合があります。 パフォーマンスは、 
ハードウェア、ソフトウェア、システム構成により異なります。 詳細については、intel.co.jp/go/turbo を参照してください。

実際のコストと結果は異なる場合があります。

インテルのテクノロジーを使用するには、対応するハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。

ワークロードと構成については、www.Intel.com/performanceindex（英語）を参照してください。 実際の結果は異なる場合があります。

© Intel Corporation. Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルのマークは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。 その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
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