
さまざまな産業分野でのビジョン AI、ディープラーニング活用

小売業、製造業、物流、交通、スマートシティー、医療など、さまざまな産業分野で利用される機
器にはカメラが接続されています。 カメラからの画像データを AI、ディープラーニング （DL） で
分析することで、これまでにない新しい価値を生み出すことが可能になります。 小売業であれば
顧客の属性や行動、レジの行列、商品棚の在庫状況などを分析することで、店舗のレイアウトや
スタッフ配置、商品補充の最適化をしたり、万引きの抑止につなげるなどの効果が期待されます。
製造業であれば熟練工の知見を必要としていた部品や加工品の良否判定、製造装置の予防保全、
工場内の安全管理など、さまざまな応用が期待されています。

OpenVINO™ ツールキットによる AI 推論アプリケーション開発： 
高性能、開発期間短縮、コスト最適化

OpenVINO™ ツールキットは、 インテル ・ アーキテクチャーの CPU、 内蔵 GPU、 インテル® 
FPGA、インテル® Movidius™ ビジョン・プロセッシング・ユニット （VPU） といった、インテルが
提供するさまざまなハードウェアでディープラーニング推論をより高速に実行するためのソフト
ウェア開発環境 / ライブラリー ・スイートです。 開発者はツールキットに含まれるモデル・オプティ
マイザーを使用して、 業界標準の DL フレームワークで作成した学習済みモデルデータを、 さま
ざまなインテルのハードウェア上で動作するように最適化を行い、OpenVINO™ ツールキットの
推論エンジンで使用する中間表現フォーマット （IR） に変換します。 推論エンジンは CPU、内蔵
GPU、FPGA、VPU それぞれの性能を最大限に引き出すライブラリーで構成されています。
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無料で利用できる 
インテルの学習済みモデル

ディープラーニングでの学習済みモデルを自分で準備するための知識
や経験が乏しい開発者でも OpenVINO™ ツールキットの環境ですぐ
に利用できる、 インテルの学習済みモデルが 50 種類以上用意されて
います。

インテルの学習済みモデル

• 人物検出 • テキスト検出
• 顔検出 • 超解像
• 年齢、性別 • 視線推論
• 感情認識 • 骨格推論
• 人、車両検出 • セグメンテーション

など、100 種類以上

さまざまな組込み機器に搭載されるインテル® CPU でディープラーニング推論が可能 
VPU や FPGA 搭載のビジョン・アクセラレーター製品で AI 性能を更にアップ

インテル® CPU はさまざまな組込み機器で利用されています。 監視カメラ録画装置、 デジタルサイネージ、 自動販売機や券売機、 画像検査装置、
IoT ゲートウェイなど、これらの機器に内蔵されている CPU や内蔵 GPU の負荷がそれほど高くなければ、余剰リソースで AI 推論を実行し付加価
値を高めることが可能です。 さらにインテルの VPU または FPGA を搭載したビジョン・アクセラレーター製品を必要な AI 性能やフォームファク
ターに応じて追加することが可能です。 ビジョン・アクセラレーター製品は複数の産業用 PC ボードベンダー（Aaeon、 Advantech、 ADLink、 IEI、
Nexcom など） から提供されています。 これら異なるハードウェアの組み合わせでも OpenVINO™ ツールキットで統一した開発が可能です。

OpenVINO™ ツールキットについて

インテルのビジョンプロダクトや OpenVINO™ ツールキットに関する詳細については、 
https://www.intel.co.jp/visionproducts を参照してください。

Intel Distribution of OpenVINO ™ Toolkit 開発者ポータル
https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit（英語）

インテル・ビジョン・アクセラレーター ・デザイン・プロダクトの一例

インテル® CPU （Intel Atom® プロセッサー、インテル® Core™ プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッサー ) 搭載の
組込み PC で DL 推論を高速に実行、必要に応じて VPU や FPGA 搭載アクセラレーターを追加して性能向上が可能
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