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日本のスマートシティーの現状と課題

COVID-19禍が 
スマートシティーを進化させる
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン  
シニアパートナー
野中 賢治 氏

都市化の流れは止まらない、ただ質的変化が起こる
COVID-19 禍は経済的にも心理的にも社会に大きな動揺を与
えている。 人口密度の高い都市部を中心とした感染症の拡大は、
これまで都市の社会システムが規律正しく効率的であるものの、
一方で非常に硬直的で災害や緊急事態における神経系が脆弱
であることを明らかにした。

ただ、マクロの視点で見ると、都市化の流れが止まることは考え
にくい。 現在でも、世界人口の 42% が人口 100 万人を超える都
市部に生活しており、 今後 10 年間で見ると、 世界の GDP 成長の
65% は上位 600 都市から創出される1。 世界では毎日 20 万人
以上が都市に流入し続けているという現状を考えると、 そのマ
クロのうねりは止まらない。

今回の COVID-19 禍を受けて、今後の都市を考えていく上では、
圧倒的な利便性、生活コストの抑制、環境対応という、これまで
スマートシティー論が重点を置いてきた要素に加えて、これまで
以上に「経済・雇用の安定性の担保」、 「社会保障の先進性・危
機対応力」 の 2 つが重要な要素になりうる。 COVID-19 禍から
得た教訓をどのように都市の進化につなげるのかは、政府や供
給者のみならず、生活者にとっても重要な課題である。

スマートシティーは進化する
COVID-19 禍の中で耳目を集めたのは、さまざまなテクノロジー
を活用したアジア各国・各都市の取り組みだった。 拡散防止施
策（96% の薬局でマスクの在庫管理アプリを導入：韓国）、ヘル
スケア支援（Ping-An Good Doctor による当初 2 週間におけ
る 1,100 万件のリモート医療件数：中国など）、 緊急求人対策
（SGUnited による3,000人のバーチャル・キャリア・フォーラム：
シンガポールなど） など枚挙にいとまがない。

これら COVID-19 禍を契機にした、新たなニーズに対するアプ
リケーションは当然のように今後、生活の中に埋め込まれてい
くだろう。 その中でも際立って重要になるのは、 多様なコンタク
トレス技術、下水道における感染探知、オンライン診療など、ヘ
ルスケア、セキュリティー関連のアプリケーションである。 「ソー
シャル・ディスタンシング」 という、スマートシティーの議論では

これまでそれほど光のあたらなかった概念をどのように盛り込
むかについての関心も高い。

また、 個々のアプリケーションの採用・埋め込みに止まらない、
生活者の行動変容を促すような都市動線・モーダルミックスの
再設計もより加速する。 ソーシャル・ディスタンスの確保を可能
にするには、従来の生活スタイルからの変化を求められる。 パリ
やミラノでは恒久的措置として一般道路の車線が減らされ、 自
転車用道が整備されるなど、多くの都市で都市設計自体を変え
ていくような検討が始まっている。 開放系の店舗・モール設計、
ハイブリッド勤務形態、過密状態を作り出さない交通モデルなど、
行動変容を促す都市動線の設計は不可欠となるであろう。

そして、何よりも重要なのは、テクノロジーを駆使した、社会シス
テムレベルで生活者とつながる神経系の構築であろう。 先述し
た各国の取り組みで着目したいのは、有効性の差が必ずしも「回
線速度」 のようなインフラの質によるものではなく、テクノロジー
やデータの活用・適用、といったソフト面から生じたことである。
都市における社会システムが、通常時には生活者の利便性を上
げ、 緊急時にはその生活を守るように協働し合う神経系を作っ
ていくべきであろう。

例えば、 緊急時には、 医療システム （病床情報、 救急車の配置・
ルーティング、発症者の確認・誘導など）、交通システム （公共交
通のダイアグラム変更、災害地周辺の道路封鎖など）、社会保障
システム（被害状況把握、補償給付、税務情報への反映など） が
協働・協調することが不可欠となる。 すでに学校教育を終えた世
代までも含めた基礎的なデジタル能力育成・教育であったり、個
人情報の取り扱い、管掌組織の違いを超えたシステムデザイン
など、日本がこれまで正面から解いてこなかったテーマに取り組
む機会となるであろう。

人類はこれまで数々のパンデミックや災害を経験し、 それを重
ねて都市は強靭性を増してきている。 COVID-19 を受けた洞察
や教訓が都市のさらなる魅力、 成長力の原動力になり、 日本を
変えていく契機になることを願う。

プロフィール

野中 賢治 （のなか けんじ）
マッキンゼー ・アンド・カンパニーの日本における自動車・先端エレクトロニクス （半導体、電子部品を含む）グループ、および通信・メディア・テクノロジー（家電製品、IT サービスを
含む）グループのリーダー。 またマッキンゼーの新規事業構築のアプローチである Leap by McKinsey を統括する。 共著に『デジタルの未来 ・ 事業の存続をかけた変革戦略』
（日本経済新聞出版社、2018 年）、寄稿に『5G で経営はいかに変わるのか』（DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 2020 年 1 月号） がある。

1 出典 : McKinsey Global Institute, Cityscope 3.0 
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日本政府が提唱している Society 5.0 の実現には、

「すべての市民の生活の質（QoL）の向上」、 「（労働者

不足、高齢化社会、データ活用における格差「データ

デバイド」 などの）社会課題の解決」 が必要不可欠

となっています。 そのため、多くの「スマートシティー」

というフィールドで、 デジタル・テクノロジー、 ソー

シャル・エンゲージメント、インフラストラクチャー

の実証実験が行われています。

加えて、 アフターコロナまたはウィズコロナを見据

えて、デジタル・トランスフォーメーションやデータ

デバイドの回避を目指した「データ・セントリック」

の洞察を生み出すことにより、 都市のリーダーはイ

ニシアチブを加速し、 都市計画担当者は都市の運

営の効率や安全性を高めることができ、経済成長の

促進や想定外の災害への対応能力強化へつなげる

ことができます。 同時に最新テクノロジーとデータ

の活用により、 市民は都市のサービスや情報にい

つでもどこでも簡単にアクセスできるようになり、

市民と自治体との双方向通信を広げていきます。

スマートシティーとは

交通・モビリティー

セキュリティー ・ 
見守り

観光・地域活性化
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健康・医療

防 災

環 境

物 流 都市計画・整備

教 育
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スマートシティーを実現するテクノロジー
スマートシティーの実現には都市データの活用が不可欠

です。 モビリティーやスマート照明、パブリックキオスク

などの現場 = エッジ、 ネットワークを通じてクラウドへ、

またクラウドからのタイムリーなデータ共有と、スムーズ

かつ適切なデータ利用がカギとなり、組織やルール、オペ

レーションにおける原動力となります。

キー ・テクノロジー
インテルはスマートシティーにおけるキーとなるテクノロジーは、データの価値を引き出す転換点となる AI、高速かつ遅滞のないクラウド化さ
れたネットワーク、取得したデータのリアルタイムな推論処理を行うインテリジェント・エッジ、社会からの要求に向けた多様なコンピューティン
グへの対応と考えています。

急激に増加するデータ量
データを安価に取得し蓄積できる環境自体が整ってきたことで、行き
交うデータ量が爆発的に増加しており、今後さらに増える見込みです。
世界のデータ量は 2018 年時点で 33 ゼタバイトであるのに対し、
2025 年には 175 ゼタバイト、接続機器数にして 1,500 億台に達し、
その半数が IoT からのデータと予測されています。 インテルは、 急増
するデータに対して、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせること
で、さまざまなコンピューティング・ワークロードを高速化することを
目指しています。

人工知能（AI）
蓄積されたデータの分析とモデリングを実行
するため、 より大きな計算能力を提供するク
ラウドによって補完され、 新たな洞察を分析
および取得する基盤となります。

+ +
5G/ネットワーク変革

スマートシティーでの 5G の活用が大規模な
デバイス接続、 高いデータレート、 レイテン
シーの削減、システム容量の増加、省エネル
ギー、コスト削減を実現します。

インテリジェント・エッジ
相互接続されたデバイスとテクノロジーの
巨大なデジタル・エコシステムであり、 世界
中のモノから人やプロセスに至るまでの基
礎データからの価値を見出します。

リアルタイムでのデータの分析、 理解、 送信、
保護が可能な能力以上のスピードでデータを生成

2010

出展： IDC Global DataSphere（2020年5月）

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

175 ZB

50

100

ゼ
タ
バ
イ
ト

150

増大するデータの課題
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AI 分析

AI の成熟に伴い、 小規模なデータセットから信頼できる推論を引き
出す能力は増強します。 AI は、 COVID-19 の治療、 診断、 封じ込めの
研究にも関与しています。 どの緩和薬が病気の治療や効果的なワク
チン候補の分離に効果的であるかを予測するのに役立っており、 また
画像を分析して診断を行い、呼吸不全や敗血症を経験する可能性が
高い患者を予測するためにも使用されています。

AI の 1 つのアプリケーションである機械学習（ML）を使用して、病院
システムとモバイル・アプリケーションをトレーニングし、患者と市民
の COVID-19 の重症度をより正確に予測することができます。 病院
や政府はこの情報を活用して、患者への適切な治療を提供することが
できます。 また、ワクチンと治療法の開発では、感染率を予測し、患者
の症状を治療できる抗ウイルス剤を特定することで、ML は研究者を
支援しています。

5G ネットワーク

第 5 世代のネットワーク（5G） は無線機器の使用方法をこれまでとは
違う方法で変えています。 5G は、 人工知能（AI）と IoT との組み合わ
せにより、2050 年までに人類の 68％が暮らす未来の都市で、市民の
生活、 仕事、 移動の方法を劇的に変えていきます。 4G と比較すると、

5G に変換されたネットワークでは、遅延が 10 分の 1、速度が 50 倍、
容量が1000倍です。 5G はギガビット速度とエッジ・コンピューティン
グを提供し、データに裏付けされたリアルタイムの洞察を使用して生
活を改善し、都市をよりスムーズ、安全、そしてスマートに運営してい
きます。

スマートシティーは 5G を使用して、大規模なデバイス接続、高いデー
タレート、レイテンシーの削減、システム容量の増加、省エネルギー、コ
スト削減を実現できます。 これにより、前例のない場所でのワイヤレス
接続が可能になり、IoT センサーで空気の質からエネルギーの使用、セ
キュリティー、交通パターン、輸送まですべての監視が可能となります。

IoT

 IoT は埋め込まれたセンサーにとどまらず、相互接続されたデバイス
とテクノロジーの巨大なデジタル・エコシステムであり、世界中のモノ
から人やプロセスに至るまでの基礎データから価値を実現できるよ
うに設計されています。 これらの小さなデバイスは、ますます私たちの
中での現実の世界についてレポートし、それらのデータは、 AI アナリ
ティクスを提供するためにネットワーク上を流れていきます。 以前は
「マシン間通信」 として知られており、今日ではすべての主要経済の基
盤となっています。

エッジクラウド向けインテルのテクノロジー
データ価値の最大化に加えて、インテルでは 5G を活用するネッ
トワークおよびエッジ・コンピューティングに戦略的なフォーカ
スを当てています。 ネットワークにおける汎用機器、オープン・ス
タンダードの採用によりソフトウェア・デファインド・ネットワー
ク（SDN）が加速、 また独自の高速ネットワーク網となるローカ
ル 5G の広がりにより IoT デバイスからの情報を現場で処理、分
析するエッジ・コンピューティングは AI の活用でも強化され、ネッ
トワーク負荷の分散、軽減にもつながっています。 このように地
域や組織を超えたデータ利用の活性化はデータ価値の最大化
に直結するものです。

インテルの製品およびテクノロジーは、エッジからクラウドまで、
必要な場所での処理、ストレージ、接続を可能にする分散インテ
リジェンスを実現します。 また、OEM、ISV、システム・インテグレー

ターの堅牢なエコシステムにより、インテルのハイパフォーマン
スなサーバークラス・プロセッサーなどのエッジ・コンピューティン
グとエッジクラウド戦略の導入を支援します。

インテルのセキュリティー
インテルでは、セキュリティーを技術革新の 6 つの柱の 1 つとし
ており、サイバー攻撃の手口もアプリケーションのようなハイレ
ベル・ソフトウェアのみならず、ファームウェアのようなローレベ
ル・ソフトウェアやハードウェアにまでおよんでいることから、
インテルが提供する製品（CPU、メモリー、アクセラレーター製品）
には用途に合わせて、 ハードウェア / ソフトウェア向けのさまざ
まなセキュリティー対策を講じており、幅広いエコシステム・パー
トナーとの協業を図っています。
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パートナー ・ソリューションのご紹介

インテル・パートナーシップ・プログラムについて
インテル® IoT マーケット・レディー ・ソリューション （インテル® IMRS）：インテルの幅広いパートナー ・エコシステムのメンバーによって、独自のサポートと拡張性をもち、市場導入の準備が整った
「エンドツーエンドの IoT ソリューション」 です。
インテル® IoT RFP レディー ・キット （RRK）： IoT 市場向けの製品を検討しているさまざまなお客様のニーズへ対応することを目的としたソリューション・キットです。

会社名 日本電気株式会社

製品 感染症対策ソリューション

導入対象 • 空港、教育施設、医療施設など
• スタジアム、商業施設、イベント会場

ウェブサイト https://jpn.nec.com/video-analytics/products/ 
sl_thermal.html

設置例

98/100

70%

Congestion Level

入口手前
マスク未着用者の検知

入口手前
顔認証+体表温測定

出入口
入場者数カウント

ホール
混雑度の検知

画面はイメージです。

メリット

• 体表温測定により感染症リスクへの水際対
策を実現します

• 顔認証により、 従業員などの入場管理、 体表
温継続管理が可能です

• 不特定多数の人々が出入りする環境において、
個人特定を伴わずに密の見える化を実現します

概 要

生体認証・映像分析技術や体表温度を非接触
で測定できるサーマルカメラの組み合わせに
より、施設での感染リスク低減策に貢献します。
体表温測定以外にも、 映像分析技術を活用し
た施設の“密”の見える化を支援する機能も提
供します。

ソリューション構成

• サーマルカメラ
• インテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバー
• 顔認証 + 体表温測定ソフトウェア
• マスク未着用検知ソフトウェア
• 混雑度検知ソフトウェア
• 人数カウント・ソフトウェア

セキュリティー ・見守り

観光・地域活性化     
交通・モビリティー 教 育

人が密集する場所での感染リスク低減策に貢献
感染症対策ソリューション
日本電気

会社名 アステリア株式会社

製品 Gravio* Enterprise AI Edition Gold / Platinum

導入対象 医療機関、教育機関、パブリックスペース管理、 
オフィス全般の効率化

インテル・パートナーシップ・プログラム

ウェブサイト https://www.gravio.com/jp

システム概要

設計・設定用アプリ 管理・制御機能

• Windows*
• macOS*
• iOS*

温度 扉開閉

湿度 スイッチ

振動 人感

カメラ（ONVIF）

エッジ・コンピューティング

OpenVINO™ ツールキット対応
CPU/アクセラレーター搭載PC

• Windows*
• Linux*

• 環境センサー（オムロン株式会社）
• 人感センサー（オプテックス株式会社）
• CO2 センサー（Pressac Communications社）
• バーコードリーダー（Busicom社）

PC1台に
AI画像推論機能と
IoT機能を統合実装

認証済他社センサー

複数のエッジ・コンピューティング・
リソースを一括管理、 制御可能

他拠点 他拠点 他拠点

動作設定 データ表示
動作監視

管理

監査ログ

AI Edition

推論
モジュール

認識情報
データベース

メッセージ・
マネージャー

AI推論機能Gravio* Sensors

Gravio* HubKit
無償貸出

センサー
管理

データ
格納

アクション
実行

コント
ローラー

Gravio* Studio

制御・実行

HTTP・
MQTT

JSON Mail
Slack*、
LINE*、

Microsoft* Teams*

認証済
サードパーティー製

スマートライト

Gravio*
ライト
無償貸出

Gravio* Coordinator

メリット

業界最高レベルのエッジ動作型 AI 顔認証と各
種センサー（認証済み・100 個） を統合しサー
ビスとして提供することで、 AI と IoT それぞれ
が得意とする情報をまとめて処理可能。 適材適
所のデータ収集と、 それに基づくプログラムの
実行が簡単に実現。　

概 要

顔認証に代表される先進の画像推論 AI とオリ
ジナルセンサーの貸し出しによる IoT を組み合
わせて利用できるエッジ・コンピューティング
型のミドルウェアです。 ノーコードで直感的な
画面設計により使い勝手の良さを重視し、簡単
かつ迅速なシステムの構築と活用を実現します。

ソリューション構成

設定用 GUI アプリ Gravio* Studio とエッジ
サービス本体となる Gravio* HubKit に加え、
OpenVINO™ ツールキット対応の AI 顔認証 ・
動体検知サービスをソフトウェアとして、 また
認証済センサーをハードウェアとして 100 式
貸出。 動作用 PC はインテル® Core™ i7 プロセッ
サー搭載以上を推奨。

セキュリティー ・見守り 健康・医療

観光・地域活性化     防 災

環 境 オフィスビル・店舗

エッジで AI 画像推論と IoT を統合・活用
Gravio* Enterprise AI Edition
アステリア

*2020年10月より順次提供開始予定
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AI カメラを使った3密対策
AWL BOX mini
マクニカ

会社名 株式会社マクニカ アルティマカンパニー

製品 AWL BOX mini

導入対象 不特定多数が来訪する施設 
（事務所、学校、イベントホール、図書館など）

ウェブサイト https://awl.co.jp/services/awl-box-mini/ ソーシャル・ディスタンス、混雑緩和 人数カウント、マスク検知、属性検知

実店舗でのシステム構成

ソーシャル・ディスタンス、混雑緩和 AWL BOX mini

AWL Cloud

店内サイネージ

ブラウザー出力

スマートフォン

*カメラ映像およびサイネージ画面表示は実際と異なります。

メリット

• 市民の感染リスクを低減するパッケージ （AI
分析、クラウド管理、ブラウザー表示） で導入
が容易

• 人数カウントによる密検知と属性検知により、
施設のデジタル・トランスフォーメーション
化を促進

概 要

既設の IP カメラを活用した新型コロナウイル
ス感染症対策をするカメラ・ソリューションです。
3 つのカメラ （例：店舗内入口、 その他店舗内 
2カ所） の映像を1つの AI Box で演算すること
で、 3 密回避の実現に貢献し、 感染リスクを低
減させることができます。

ソリューション構成

• 最大3つの IP カメラ入力をサポート
• Intel Atom® プ ロ セ ッ サ ー + イ ン テル® 

Movidius™ Myriard™ X VPU を搭載した IEI 
Integration の ITG-100AI を使用

• OpenVINO™ ツールキットの豊富な実績を
もつ AWL 株式会社の AI ソフトウェアを搭載。

セキュリティー ・見守り 健康・医療

環 境     教 育

サーマルカメラ +AI による同時多数の発熱者検知と追跡
iQ-FeverCheck
iOmniscient

会社名 iOmniscient 国内代理店  
岡谷エレクトロニクス株式会社

製品 iQ-FeverCheck

導入対象 庁舎や公共施設などの施設管理部門、 
イベント開催・管理部門、避難所など防災対応部門

インテル・パートナーシップ・プログラム

ウェブサイト https://iomni.ai/

ベーシックパッケージ

ジーニアスパッケージ

デュアル・センサー・カメラ
（サーマルカメラ）

スーパーエッジ・
コンピューティング・ユニット

監視カメラ

（顔認証データ）

スマートフォンへの通知
 *オプション

38.5℃

トラッキング・ステーション
 *オプション

メリット

多くの人が行き交う場所で、検温のための待ち
時間、スペース、要員が不要となり、スムーズな
発熱者検知を実現。 また AI が発熱者を特定し、
即時での対応はもちろん、追跡での早期対応を
サポート。

概 要

建物の入口などに設置したサーマルカメラと
インテル® プロセッサー搭載エッジの AI 機能
により、サーマルカメラに映った群衆の中の発
熱者を同時 ・ 多数 ・ リアルタイムで検知。 また
発熱者の情報をもとに、建物内の別カメラでの
追跡や管理者のスマートフォンへの通知などで、
発熱者への適切な対応をサポート。

ソリューション構成

• デュアル・センサー ・カメラ （サーマルカメラ）
• スーパー ・エッジ・コンピューティング・ユニット
• 発熱者検知・分析ソフトウェア

セキュリティー ・見守り  
健康・医療
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パートナー ・ソリューションのご紹介

AI 画像解析で人・車・モノをカウントする
ToamiVision* シリーズ “CityVision*”
日本システムウエア株式会社

会社名 日本システムウエア株式会社

製品 ToamiVision* シリーズ  “CityVision*”

導入対象 • 市民安全、防災ご担当部門
• 観光振興ご担当部門
• 交通、道路、都市整備ご担当部門

ウェブサイト https://www.m2m-cloud.jp/cityvision/

画像解析による
リアルタイム・カウント

画像解析を利用した、大きなエリアの人数カウント

通過する人をカウント

人数カウント 車をカウント

439
台

1573
人

37
台

3850
人

857
人

交通量が少ないぞ、
迂回路として
誘導しよう

常に駐車場がいっぱい、
増やしたほうが良い?

前回のイベントよりも
人が少ないなぁ

週末は賑わう、
飲食企業へ
連携しよう

新しい商業施設が
オープンし、
通行量増！

メリット

• いつ広場に人が集まるのか、渋滞を緩和する
にはどうしたらよいのか、などさまざまな課題
を解決し、より良い街づくりに貢献

• 導線の把握による人の流れの把握
• 密場所の発見

概 要

CityVision* は AI を活用した ToamiVision* シ
リーズの 1 つで画像や動画から画像分析を行
い、 歩行者や車、 モノのカウントをするサービ
スです。 これまで人の手で行われてきた交通量
調査を画像分析で行うことにより、精度のばら
つきを抑え、長期間の計測を実現します。

ソリューション構成

インテルのテクノロジーを使用したハードウェ
ア、カメラ、クラウド、解析ソフトウェア

セキュリティー ・見守り 観光・地域活性化  
防 災 環 境  

交通・モビリティー 都市計画・整備

会社名 株式会社コア

製品 Intelligent Mono Camera

導入対象 • 研究開発機関
• 交通機関
• 地方自治体

ウェブサイト https://www.core.co.jp/service/product/
intelligent-mono-camera

物体認識モデル：
SSD MobileNet

小型化、 省電力、 GPU/FPGA未使用

OS：Windows*、 Linux*、 iOS*

インテリジェント・単眼カメラ

単眼カメラによる物体距離計算
OpenVINO™ ツールキットによる
CPU高速演算

ディープラーニングによる
物体認識 ROS2メッセージ

グローバル座標へマッピング

IoTカメラ

物 体

マップ
物 体

メリット

小型、防水、省電力な AI カメラでさまざまな物
体の位置が分かるので、今まで設置困難だった
場所（電源のない山道や工事現場、踏切や高速
道路など）での危険を察知することができます。

概 要

AI カメラによる物体距離認識および認識物体
の地図マッピングにより低コスト・省電力を必
要とする場面でインフラ基盤に情報を提供で
きます。

ソリューション構成

AI 単眼カメラで認識した物体の位置 / サイズ /
速度 /Region of Interest （ROI）画像などを
Robot Operating System 2（ROS2）メッセー
ジで WI-Fi*/Ethernet* 経由で出力し、 PC など
で受信してブラウザーで表示します。

セキュリティー ・見守り

観光・地域活性化 防 災

環 境 交通・モビリティー

AI カメラで危険を察知
インテリジェント・単眼カメラ
コア
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V-SYNC とインテルとの共同開発ソリューション
配電地上機器向けシティキオスク
ブイシンク

会社名 株式会社ブイシンク

製品 配電地上機器向けシティキオスク

導入対象 • 配電地上機器スペースの管理部門
• 観光客への対応部門
• 防災関連業務部門

ウェブサイト https://www.v-sync.co.jp/

メリット

• 歩行者へ観光案内、 交通情報、 イベント情報
を提供

• 環境センシングにより災害時に適切な避難
経路を提示

• 目的、 場所、 ターゲット層に合わせて必要な
情報をリアルタイムに表示

概 要

配電地上機器に設置可能なデジタルサイネー
ジ + 環境センシングのソリューション。 避難・
災害情報や観光案内、交通情報、イベント情報
の提供と、環境センシング （CO2、雨量、有毒ガ
スなど） による避難ガイド、 緊急コールボタン
により急病人や事故などへも対応

ソリューション構成

配電地上機器へ横付け型または上部設置型の
サイネージ機器
（インテル® Core™ i7プロセッサー、Intel® Vision 
Accelerator with FPGA、OpenVINO™ ツール
キット、Pioneer Pass センサーハブを搭載）

セキュリティー ・見守り  
観光・地域活性化  

防 災 環 境

賑わいを創出する情報配信プラットフォーム
シスコ スマート サイネージ
シスコシステムズ

会社名 シスコシステムズ合同会社

製品 シスコ スマート サイネージ

導入対象 • 観光機関
• 文化スポーツ機関
• 防災機関

ウェブサイト https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/
industries/smart-connected-communities.html

メリット

• ビデオ会議システムによる多言語コンシェル
ジュやリモートからの観光案内

• LTE 対応（５G にも対応予定）
• コンテンツの利用状況、人流解析による利用

者属性などのデータ取得可能
• 災害用「00000JAPAN」対応

概 要

多層レイヤー処理機能による圧倒的表現力と
タッチパネル機能を搭載したインタラクティブ・
デジタルサイネージ。 周辺施設 / 観光ガイド、
SNS キュレーション、 バーチャル ・ コンシェル
ジュ、交通情報、災害時避難誘導など、設置場
所ごとにコンテンツを配信
（京都府様、JR 東日本様と周遊促進などで展開）

ソリューション構成

• サイネージ配信システム
• インテル® Xeon® プロセッサー
• ビデオ会議システム
• Wi-Fi* などネットワーク機器
• 人流解析カメラ
• タッチパネル式スクリーン

観光・地域活性化

防 災
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パートナー ・ソリューションのご紹介

会社名 V-net AAEON 株式会社

製品 AAEON Atlas

導入対象 • 都市整備、まちづくり関連部門
• 交通、観光、防災関連部門

インテル・パートナーシップ・プログラム

ウェブサイト https://www.aaeon.com/jp/ni/press-release-atlas

メリット

• 既存の街路灯や設備を交換することなく取付
可能

• OpenVINO™ ツールキットにより学習データ
やアプリケーションの更新が容易

• 交通量から環境データまであらゆる都市活動
を AI で監視可能

概 要

Atlas スマート街路灯を既存都市インフラへ
増設することで、都市を素早くスマートシティー
にすることができます。 人、 車の動きや環境な
どのデータを常に収集・蓄積・分析することで、
都市の抱える課題を早期に発見し、 安全性や
利便性を大きく向上することができます。

ソリューション構成

• インテルの CPU、VPU を搭載、カメラや各種
センサー類を一体化

• AI で分析データは 5G や Wi-Fi*、有線などの
通信によってクラウドへ送信

• 集約された情報は管理コンソールによって視
覚的に把握が可能

環 境  
交通・モビリティー  

都市計画・整備

既存都市インフラをスマートシティーへ
スマート街路灯プラットフォーム
V-net AAEON

ソリューション構成図

街路灯に取り付けられた
Atlasコントローラー /エッジノード ゲートウェイ 管理サーバー 管理用端末

標準的な
エッジ接続

現実世界を超えるデジタル世界を再現・分析・予測
モビリティデジタルツイン
富士通

会社名 富士通株式会社

製品 • Future Mobility Accelerator Digital Twin Utilizer*
• Future Mobility Accelerator Digital Twin Analyzer*

導入対象 • 自動車メーカー
• 保険業
• 道路・交通機関

ウェブサイト https://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-
technology/future-mobility-accelerator/

富士通モビリティデジタルツイン

デジタル世界

実世界

バイク

人 人

信 号

車 車 車 車

車
ビ ル

メリット

• お客様のニーズに合わせた機能を自由に組
み合わせ・搭載でき、 多種多様なサービスを
実現

• 爆発的に増え続けるモビリティー ・データの
収集〜活用までの運用コストを最小化

概 要

刻々と変化し続ける車両や道路などの現実世
界の情報をデジタル世界上でリアルタイムに
再現・分析・予測できます。 モビリティー社会の
デジタル化を実現し、データを価値化してつな
げることで自動車、保険、交通といったさまざま
なサービスを高度化します。

ソリューション構成

• 車両・人・モノなどのオブジェクト単位でさま
ざまな処理プログラムの適用が可能な大規
模分散ストリーム処理基盤

• AI 画像認識技術と高精度三次元位置推定技
術を組み合わせた映像解析

• クラウド/ オンプレミスの IAサーバーにて稼動

交通・モビリティー  
物 流  

都市計画・整備
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先進運転支援から道路資産マッピングへ
Mobileye 8 Connect ™
モービルアイジャパン

会社名 株式会社モービルアイジャパン （インテル子会社）

製品 Mobileye 8 Connect ™

導入対象 • 道路および道路施設管理
• モビリティー ・交通事業管理
• その他、観光、資源循環、安全対策など

ウェブサイト https://www.mobileye.com

ハーベスティング
モービルアイ搭載車両から

道路資産やモビリティー・データを収集

1 洞察
道路資産マッピング

モビリティー・マッピング

4

アグリゲーション
GISデータレイヤーを生成

3データの匿名化・暗号化を行い、
クラウドへアップロード

2

メリット

一部の公用車や企業車両からの情報を各部局
で共有することで効率的な情報収集ができ、ま
た Geographic Information System（GIS）上
での分析・可視化により意思決定や迅速な対
応を実現。

概 要

フロントガラスに設置されたカメラが歩行者
や走行車両などを検知して安全運転をサポー
ト、加えて道路の舗装状態、電柱や街路灯など
の付帯設備、 歩道上の歩行者数や自転車数な
ど、 街の状況をデータ化。 スマートシティー実
現に向けて車両からライブ情報を提供します。

ソリューション構成

• AI搭載の単眼カメラ （フロントガラスへ取付け）
• アラート表示のディスプレイ・ユニット （ダッ

シュボードへ取付け）
• 車両からのデータは匿名・暗号化してクラウ

ドへ送信、蓄積
• API 経由で収集データへアクセス、活用

交通・モビリティー  
物 流  

都市計画・整備

会社名 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

製品 • 駅混雑予測情報提供サービス
• SAS* Event Stream Processing
• Cisco* 829 ルータ （IR829）

導入対象 鉄道、商業施設など

メリット

データから予測される人の流れを事前に検知
することで、 建物や施設などで必要となるオペ
レーションをあらかじめ実施することが可能と
なり、また人の流れを周辺の施設への回遊させ
ることにより商業施設自体に付加価値を付け、
魅力ある街づくりへの一助となります。

概 要

駅などの交通機関や建物などの商業施設など
にセンサーを設置し、人の流れを分析すること
で人の流れをコントロールし、特定の場所への
過密状況を避ける、 あるいは周辺の施設への
回遊させることが可能となります。

ソリューション構成

センサーから取り込んだ人流に関する情報を
インテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバー
で稼動する、 SAS 社の分析処理ソフト ESP を
用い、 直近の、 例えば 5 分後から 30 分後など
の、 人の流れをリアルタイムに予測することが
できます。

交通・モビリティー  
都市計画・整備

街づくりのためのデータ活用
駅混雑予測情報提供サービス
伊藤忠テクノソリューション

蓄積
蓄積

CTC/SAS

SAS

CTC

CTC
リアルタイム予測
エッジ処理

ストリーミング

人流センシング

スポーツ施設 テーマパーク 大型商業施設

混雑情報 タッチポイント 施設

（回遊促進）
駅近隣のお店の

ハッピーアワーを告知

（回避ルート案）
XX行きバスも
準備があります

コンテンツ配信

APP SNS

外部データ デプロイ

リスク情報人流データ

 モ
デ
ル
開

発 / 実行 / モ
ニ
タ
ー

 

サイネージ

全体システム構成
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インテルのスマートシティーへの取り組みについて 
ウェブサイトでもご紹介しています。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/
internet-of-things/smart-cities.html

パートナー ・ソリューションのご紹介

会社名 iBASE ジャパン株式会社

製品 SI-62S

導入対象 教育機関

インテル・パートナーシップ・プログラム

ウェブサイト http://www.ibase.com.tw/english/ProductDetail/
EmbeddedComputing/SI-62S-E-SI-62S-S

顔認識

動作認識

生体認識

Amy 挙 手 Tony 集 中 John 注意散漫

メリット

• 生徒を自動識別して出席日時を記録します。
• リアルタイムで生徒の状態を AI が推論し集

まったデータは効果的な授業プランの作成に
活用いただけます。

概 要

AI ディープラーニングおよびエッジ・コンピュー
ティング・ソリューションが、顔認識は 99% の
精度で、生体認識は6種類の感情表現、動作認
識は 9 種類の行動を感知し生徒の状態をリア
ルタイムでデータ化します。

ソリューション構成

• ハ ー ド ウ ェ ア ： 第 9 世 代 お よ び 第 8 世 代 
インテル® Core™ プロセッサー ・ ファミリー
搭載 BOX PC コントローラ + 1x SDI card + 
2 x Camera

• ソフトウェア：OpenVINO™ ツールキットお
よび QDEEP by YUAN

教 育AI で教育現場をスマートに
AI 教育プラットフォーム
iBASE
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導入事例のご紹介

眼底写真の活用モデル

GPU

データ処理
データ解析

結 果
データのオフライン（＝単発）活用から（継続）サイクル構築へ

電子カルテシステム
部門システム

人工知能

学 習 学習結果
活用

活 用

連 携

インテル® AI
デベロッパー

導入のプロセス
発電所 データセンター

ダム：取水設備

水槽

発電

FogHorn

Intel

Intel

1. 取水設備の水量測定
流入する水量から水槽の水位を予測

2. 設備稼動データの収集
発電所内の各種設備の稼動データ自動収集

2.ビッグデータの蓄積と解析
収集したデータを元に
設備故障の予兆を検知

モニタールーム

3.収集したデータの可視化
発電所の状態を

リモートでリアルタイムに確認

1. 発電量のコントロールの改善
改善前：水槽の水位のみ
改善後：水槽の水位＋取水時の流量の予測

発電の水位

眼底写真から目の疾患を類推する AI システム 
OpenVINO™ ツールキットで構築

中国電力が管理する水力発電システムにおいて 
IoT 導入による運用高度化を目指した実証実験

帝京大学医学部附属病院は、眼底写真から疾患を類推するディー
プラーニングの評価システムにおいて、 インテルの OpenVINO™ 
ツールキットを活用して PC 上で認識処理を実行する環境を構築
しました。

FogHorn Lightning の導入により、 設備の稼動状況などの各種
データを高精度で収集・蓄積し、有効活用することにより、設備利
用率の向上や巡視・点検の効率化などを実現。

FogHorn Lightning は多種多様の IoT デバイスからのデータをもとに、データ
クレンジング・解析、AI/機械学習、可視化を行い、問題の早期発見や予防保全
をサポートします。

課 題
• ディープラーニングの可能性を検証
• 使い勝手の向上

ソリューション
• OpenVINO™ ツールキット
• インテル® Movidius™ ビジョン・プロセシング・ユニット
• インテル® ニューラル・コンピュート・スティック 2 

導入効果
• 使い慣れた PC で利用可能に
• ディープラーニングの実用化の第一歩を踏み出す

課 題
• 水力発電システムでの効率的な発電
• 故障予兆による発電停止の回避
• プラント保守業務の合理化

ソリューション
• 各種センサーおよびデータを現場でリアルタイム処理を行うエッジ AI

システム

導入効果
• 自動制御に用いるデータに加え、ダム水位や取水量データを取り込み、

効率的に発電運転
• 設備稼動データからの故障の予兆検知
• 発電所・ダム・水路などの各種機器の状態をリモート、リアルタイム

で把握

帝京大学医学部附属病院
事業内容：地域の基幹病院として、近隣の医療機関と連携を強化。 中でも生死に直結す
る救急・急性期医療の受け入れを強化しています。 さらに外来化学療法室やがん相談支
援室など緩和ケアチームを編成して、高度な医療に対応できる専門医を揃えたがん治療
体制を整えています。

ウェブサイト：https://www.teikyo-hospital.jp/

中国電力株式会社
事業内容：社会からの信頼を基盤に、健全な事業を通じて社会に有用な価値を創造し、
成長していくことで、持続可能な社会の実現に貢献いたします。

ウェブサイト：https://www.energia.co.jp

環 境  
都市計画・整備

健康・医療
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