
インテルが加速させる 
コンピューター・ビジョン
AIソリューションをあらゆる産業の、 あらゆるビジネスに

世界は常に変化し続けています。

それにつれて、 IoT の可能性についての考え方も変化してきています。 モノとインターネットを結び

つけることから始まった流れは、 今日、 接続されたモノがデータをどのように収集し、 そのデータを

分析することで企業がより正確で、 迅速な意思決定を行うことができるのかという、 データそのもの

に対する大きな流れとなっています。 データを重要視することで、AI 時代の先駆けとなるテクノロジー

が進化してきたことは驚くことではありません、 そしてこのテクノロジーは人と人とのコミュニケー

ションだけでなく、 企業と人の繋がりにも変化をもたらしています。

革新的な製品やソフトウェアを市場に投入するために、 企業は顧客のニーズに迅速に対応すること

ができるソリューションを求めています。 これまで AI は主にインフラストラクチャーの管理や、 企業

経営のモニタリング、 分析、 改善といった、 データセンターでの使用に注力されていましたが、 いま

や AI の活用範囲はあらゆる分野に広がっています。

エッジで使用される AI 向けに特化して設計されたアクセラレーション ・ ツールのポートフォリオであ

るインテル® ビジョン ・ プロダクトを使用することで、 企業はリアルタイム性の高い情報を有効活用

して、 正確な意思決定をタイムリーに行うことができるようになります。

ビジネスにおける AI（人工知能）の進化



ビジネス概要 | インテルが加速させるコンピューター・ ビジョン

AI におけるコンピューター・ ビジョンの重要な役割
AI を活用するには、 膨大な量のデータと高度で洗練されたコンピューティ
ングが必要となります。 エッジでの AI 活用こそがビジネスや産業におけ
るパラダイムシフトであるという共通認識を持つことができれば、 このパ
ラダイムシフトの成功を握る鍵がコンピューター ・ ビジョン ・ テクノロジー
であることは間違いありません。

コンピューター ・ ビジョンをベースとしたソリューションは、 より高度な
方法でデータを収集し、 強化されたニューラル ・ ネットワークを使用した
ディープラーニングにより、 非線形や文脈、 またはさまざまな観点からと
いった次世代のアナリティクスを実現します。 ディープラーニングなどの
AI におけるメソッドでは、 学習させたアルゴリズムを使用して、 ディープ・
ニューラル・ ネットワークを経由したデータからさまざまなレベルの知見を
抽出します。

トラディショナルな定型アルゴリズムによるデータ解析と、 ディープラーニ
ングを用いた大規模かつ非線形（あるいは非構造化）データの解析を比べ
てみてください。 後者は、 コンピューター ・ ビジョンや自然言語処理、 画
像認識などの例でみることができます。 非線形処理と呼ばれる、 このタイ
プの処理機能は、 IoT エコシステムで取得した音声データや動画データ
といった複雑で情報量の多いデータの分析に向いています。

インテルはエッジ ・ コンピューティングやコンピューター ・ ビジョンに関す
るソリューションの進化をリードし、 AI 向けに設計された包括的なポート
フォリオによりデータ処理の新たな可能性を切り開いています。

エッジからクラウドまで AI の力となる 
インテル® ビジョン・ プロダクト
インテルの多彩なポートフォリオは、 データセンターからエッジまでの複
雑な AI ソリューションの開発をシンプルにします。 企業はインテルの テ
クノロジーにより、 高性能かつ低電力で、 高い拡張性を備えた AI モデル
とソリューションによるイノベーションを実現できます。

インテルは、 産業分野においてインテルのシリコン製品を搭載したスマー
トカメラから、インテルのアクセラレーション・テクロジーを採用した、ネッ
トワーク ・ ビデオ ・ レコーダーやゲートウェイ、 ビデオ分析機器などのエッ
ジ・ コンピューティング・ デバイス、 そして学習や分析を行うクラウドにい
たるまで、 あらゆる段階における AI の活用をカバーする広範なポートフォ
リオを提供しています。

インテルは主力製品を補完するために、 中核となるアーキテクチャーだ
けではなく、 AI、 特に IoT の分野に多額の資金を投資して、 インテル® 
Nervana™ プラットフォームや Altera 関連のデバイス製品、 インテル® 
Movidius™ テクノロジーといったコンピューター ・ ビジョンに関連した
ポートフォリオを強化しています。

インテル® Movidius™ VPU（ビジョン・ プロセシング・ ユニット）の製品ラ
インでは、 エッジにおけるコンピューター ・ ビジョンの主要な機能が提供
されています。 この製品は高性能な推論機能に加え、 低電力、 低コスト、
省スペース、 そして拡張性に優れています。 またインテル® FPGA による
並列ハードウェアを利用することで、開発者はパフォーマンスや消費電力、
コストに最適化されたリアルタイム AI エンジンをカスタマイズすることが
できます。

これらのテクノロジーと既存のインテル® アーキテクチャーのポートフォリ
オを組み合わせることで、 カメラからクラウドまで、 使用目的のアクセラ
レーションに合わせた、 適切なインテル® プロセッサーを選択することが
可能となります。

最後に、 広範なインテル® プロセッサーとアクセラレーターによる開発を
加速するために、 インテルはコンピューター・ ビジョン・ アプリケーション
の開発をより一層促進させるための統一した API の他、 ディープラーニン
グによる推論の効率的な開発を実現する OpenVINO™ ツールキットを含
む豊富なソフトウェア ・ ツールを提供しています。 このツールキットを使
用することで、 開発者は複数の異なるインテル® プロセッサー間でワーク
ロードを迅速に分配して、 デザイン全体で最適なインテル® テクノロジー
を選択することができます。1

トラディショナルな定型アルゴリズムによる

データ解析と、 ディープラーニングを用いた

大規模かつ非線形（あるいは非構造化）データ

の解析を比べてみてください。

スマートカメラ エッジ・コンピューティング

カメラからクラウドまでのインテル® ビジョン・プロダクト
データセンター／クラウド

インテル® FPGA

インテル® Xeon® プロセッサー 、 インテル® Core™ プロセッサー、 Intel Atom® プロセッサー

インテル® Movidius™ VPU テクノロジー

ソフトウェア ： OpenVINO™ ツールキットとインテル® メディア SDK
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インテルは強力なエコシステムを備えた 
包括的な AI ソリューションを提供
AI が進化し続けるにつれ、 ディープラーニングとマシンラーニングの双方
ともに高い拡張性を備えたアーキテクチャーが必要となります。 インテル® 
ビジョン ・ プロダクトは、 拡張性、 セキュリティー、 管理性、 高い電力性
能比、 堅固な開発環境、 堅実なロードマップ、 活発的で成長を続けるエ
コシステムといったインテルの IoTアーキテクチャーが持つすべてのメリッ
トを提供します。 これらのソリューションは効率を向上させ、 多種多様な
小型のフォームファクターもサポートしているため、 エッジにおいてもリ
アルタイム性の高い分析を可能とします。

インテル® ビジョン・ プロダクトが 
あらゆる産業のビジネスを変える
企業がデータ主導型の意思決定を行い、 機会を活用し、 競合他社が居な
い場所で成功するための極めて重要な情報が身近に存在していることは
多々あります。 企業にとっての課題は、 実現するための使用目的に合わせ
た最適なテクノロジーを持っていないというだけです。 インテルが提供す
るビジョンベースの AI テクノロジーによるポートフォリオは、 幅広い業界
の企業が、 非常に複雑なデータ課題に取り組み、 データを元にした意思
決定を行うことを可能にします。

AI を早期に取り入れた産業や組織では、 データを深く掘り下げることに
より大きな進歩を遂げています。 AI は都市における困難な問題を解決し、
複雑な製造工程の自動化や、 事象や人間の行動をより正確に予測すると
いった手段を提供しています。

インテルのエンドツーエンドのアプローチと優れたポートフォリオは、 ス
マートシティーや産業、 製造、 小売、 医療、 運輸など、 ソリューション ・
プロバイダーや企業が利益のためにテクノロジーを活用できるさまざまな
分野において、 革新的で新しい経験を可能にします。

インテル® ビジョン・ プロダクトは 

高速なパフォーマンス、 効率性の向上、 

多種多様な小型のフォームファクターも 

サポートし、 エッジにおいても 

リアルタイム性の高い分析を可能とします。

• パターン分析
• 品質改善
• 作業の効率化

製造
• 顧客の認識
• レイアウトの最適化
• 店内経路のパターン化

小売
• 交通流量
• 災害対応
• スマートパーキング

スマートシティー
• 生体情報のモニタリング
• メディカル ・ イメージング
• 患者の診断

医療

データ主導型への移行

AI テクノロジー

インテルとエコシステム・パートナーとの協働による全体的なソリューションの創出

インテルとパートナー

インテル® Nervana™ プラットフォーム向けディープラーニング Studio  I OpenVINO™ ツールキット 
インテル® AI シリコンとアクセラレーター

インテルの多様なエコシステムが新たな体験を可能にする
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インテル® AI テクノロジーを活用した店舗のビジョンシステムにより、 動
画情報のデータを遠く離れた場所にあるデータセンターに送る必要がな
くなり、 多くの小売業者が抱えている時間的制約の問題を軽減できます。
インテル® コンピューター ・ ビジョンによるソリューションをエッジに導入
した小売業者は特定の顧客を瞬時に認識することができ、 高精度のマー
ケティングによりそれぞれの顧客のニーズに見合った商品やサービスを適
宜提供することで、収益の向上が見込めます。 またインテル® テクノロジー
による高速で効率的な処理により、 販売情報を迅速にスタッフの手元へ
と届ける、 収益を向上させるためのツールを提供することもできます。

インテル® アーキテクチャーに基づくコンピューター ・ ビジョンのソリュー
ションを導入することで、 小売業者は経営の効率化を図り、 また顧客の
購入パターンに対するより迅速で詳細な洞察を獲得することで綿密な販
売計画を立案し、 業務を合理化して、 マーチャンダイジングを向上させる
ことができます。 また、 さらなる拡張や、 効率性と有用性の向上、 TCO
の削減により、 データからさらに多くの価値を引き出すことができるよう
になるため、 インテリジェントなソリューションを市場へ投入する期間を
短縮し、 競争の激しい市場で優位に立つことができます。

小売   顧客サービスとロイヤリティーを向上し、 運営管理を効率化
今日の競争が激しい市場において、 ビジネスを変革するために AI に注目している小売業者が増えています。 小売業者にとって成功とは、 
競合他社より優位に立つための貴重なインサイトを得るために膨大なデータを活用して、 生産性と効率性を高め、 コストを削減し、 収益と 
顧客満足度を向上させることです。
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ビジョン ・ ソリューションを活用して交通量のモニタリングやリアルタイム
での判断を実現し、 交通パターンを最適化することで渋滞を緩和すること
ができます。 インテル対応のゲートウェイを搭載した専用カメラはデータ
を収集・分析し、 その結果やデータを自動的に交差点の下流へと送信して、
交通パターンの計画立案や最適化に役立てることができます。 この情報
は車内システムやアプリでドライバーにも直接通知することができ、 走行
ルートを決定する際に役立ちます。

AI は市民の安全確保にも応用できます。 FBI の報告によると、 2016 年
だけで捜索願が出ている子どもの数は 465,676 人に上ります。2 その
多くが家出した子どもたちや、 社会福祉機関の保護から逃げ出した子
どもたちです。 インテルのスマートカメラでキャプチャーされたデータと
OpenVINO™ ツールキットで開発したアルゴリズムを使用して学習を行っ
たディープ・ ニューラル・ ネットワークは精度の高い顔認識技術を実現し、
行方不明の児童を認識 ・ 特定することができます。 このテクノロジーを備
えた都市では、 学習させたデータセットの情報に基づき、 群衆の中に捜
索願が出ている児童の顔を見つけると、 直ちに警察などの関連当局へ通
報することができるようになります。

スマートシティー   地域社会の機能を高め、 市民を守る
インテル IoT テクノロジーに基づくスマートシティー・ソリューションは、 エンドツーエンド・インテリジェンスや卓越したパフォーマンスにより、
スマートかつ安全で住みやすい社会を実現します。
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AI テクノロジーに基づくソリューションは、 デジタル機器や工程をより詳
細かつ正確で有意義なデジタルモデルへと変化させ、 より詳細なデータに
基づく計画立案を可能とします。 生産管理は自律的かつ柔軟性の高いも
のとなり、 マーケット主導型の新しいビジネスアプローチが誕生します。

例えば、 施設内にスマートカメラを戦略的に配置し、 コンピューター ・
ビジョンで分析を行うことで、 効率性や生産性の改善に必要な情報を
管理者に提供することができます。 インテル® Movidius™ Myriad™ X 
VPU などの推論アクセラレーション・エンジンを搭載したゲートウェイと、
インテル® Core™ プロセッサー ・ ファミリーの汎用処理により、 施設内の
さまざまなプロセスにおける幅広い範囲の情報を表示、 理解して判断す
ることができる、 パワフルでエネルギー効率に優れた機器を構築すること
ができます。

可能性はこれだけにとどまりません。 マシンビジョン ・ ソリューションは
カメラやコンピューター、 アルゴリズムを組み合わせて画像や動画を分
析し、 関連する意思決定を自動的に行います。 例えば、 マシンビジョン
は機器のメンテナンス、 欠陥の検出、 品質管理、 在庫確認、 製品のラベ
リング、 セキュリティー監視といった業務に応用可能です。 産業用のマシ
ンビジョンをマシンラーニングやディープラーニングといった AI で強化す
ることにより、 より高精度で新しい工場自動化のアプリケーション開発が
可能になります。

製造  リアルタイムの意思決定で効率性と生産性を向上
マシンとシステムがより緊密に接続されるにつれて、 製造業では今まで以上に OT と IT が集約されたインテリジェントな工場モデルへと 
成熟していき、 ビジネス上の戦略的な意思決定に、 より従事することができるようになります。
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インテル® テクノロジーがコンピューター・ ビジョン
によるエッジ・ ソリューションの未来を作る
ソリューション・プロバイダーは、インテル® Movidius™ ビジョン・プロセッ
シング・ユニット（VPU）、インテル® FPGA、そしてインテル® プロセッサー・
ファミリーと、 OpenVINO™ ツールキット等の汎用的な開発 ・ 展開ツー
ルを組み合わせることで、 カメラからクラウドに至るまでの推論を加速さ
せることができます。 AI 向けに最適化されたインテルの豊富なシリコン ・
アーキテクチャーは、 カメラやゲートウェイ、 ネットワーク・ビデオ・レコー
ダーなどのコンピューター ・ ビジョンにおける設計ニーズに合わせて、 最
適なパフォーマンスやコスト、 消費電力を提供するための技術的要素を
満たしています。

ソリューション・ プロバイダーは 

インテル製品を活用することで、 

カメラからクラウドまでの推論を 

加速させることができます。



1.  標準的なアルゴリズムはインテル ® シリコン・アーキテクチャー上で動作しますが、 アーキテクチャーによりパフォーマンスが異なる可能性があります。 場合によっては、 OpenVINO ™ を使用し、 アルゴリズムを 1 つのアー
キテクチャーから別のアーキテクチャーに移植する作業が必要となる場合があります。

2.  FBI の報告による、 米国で捜索願が出ている子どもの数は 465,676 人（https://www.fbi.gov/news/stories/recovering-missing-kids）

インテル ® コンパイラーでは、 インテル ® マイクロプロセッサーに限定されない最適化に関して、 他社製マイクロプロセッサー用に同等の最適化を行えないことがあります。 これには、 インテル ® ストリーミング SIMD 拡
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機能、 または効果も保証いたしません。 本製品のマイクロプロセッサー依存の最適化は、 インテル ® マイクロプロセッサーでの使用を前提としています。 インテル ® マイクロアーキテクチャーに限定されない最適化のなか
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