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1 本調査の概要 

 

1.1 本調査の目的 

 

近年物流・流通分野においては、省人化・自動化や新しい UI/UX（UI：ユーザーインタ

ーフェイス＝人とものが接触する部分、UX：ユーザーエクスペリエンス＝人が物やサービ

スを通じて得られる体験であり、どちらも人に何かを与えるものであることから両者を総

じて「UI/UX」と呼ぶことが多い）の構築等の付加価値の創出を目指し、自動認識技術を

用いたデータの利活用が進んでいる。自動認識技術とは、人間を介さず、ハード、ソフト

を含む機器により自動的にバーコード、磁気カード、RFID、画像等のデータを取込み、内

容を認識することであるが、中でもフィジカルな空間をセンシングし、解析する手段とし

て Computer Vision が注目を集めている。Computer Vision とは、一般的にカメラで読み

込んだ静止画または動画をコンピューターにより処理する技術であり、カメラや各種セン

サー等による画像・映像が何を示しているのかを正確・高速かつ持続的に判別するには、

AI の活用が必要不可欠である。 

海外においては、Computer Vision をはじめとする自動認識技術については、小売の各

シーンでの利活用が先行している。たとえば、Computer Vision や各種センサー、RFID 等

の IoT デバイスで取得した情報を AI で解析し、レジ無し・無人決済やデジタルサイネージ

による購買促進等の新たなサービスとして提供する動きが、米国の Amazon Go、中国のス

マートストア（無人超市、7 フレッシュ等）を一例として目立ってきている。 

一方、物流分野においても、同様に、Computer Vision や各種センサー、IoT デバイス等

と AI による解析により、荷姿、寸法、取扱方法、汚れや破損等、荷物の特徴を認識し、さ

らにロボティクスも活用してその効率化・最適化を図る環境の構築が進められているよう

である。 

他方、国内の動向としては、カメラが倉庫内・店内の労働者や店内の消費者の監視につ

ながりかねないという心理的ハードルや、現業の維持に注力する余り、技術動向に必ずし

も敏感になれない物流・流通分野の事業者の実状から、Computer Vision の技術追従や社

会実装が目立って進んではいないと考えられる。 

このような状況については、国内の事業者（IT ベンダー）の活用によって解決されるこ

とが理想的ではあるが、国内の物流・流通分野における先駆的な Computer Vision の導入

事業者の多くは、特に国内の IT ベンダーに頼ることもなく実績を有する等の理由により海

外のプラットフォーマーの AI 基盤等を使用してしまい、結果的に、既に Computer Vision

の分析基盤において国内の IT ベンダーは遅れをとっているのが現状である。 

また、社会実装が進んでいる技術の中にはカメラや深度センサー等の複数のセンサーを

連携させる場合があり、ハードとソフトの両者を有機的に組み合わせることが求められる

が、そのハード面で高度な技術を持っている人材は国内にも存在するものの、新しい IT サ
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ービスのデザイン及びその社会実装を実現しているケースは少なく、高度な技術が新しい

IT サービスに結び付いていないことも懸念される。 

本調査事業では、このような背景を踏まえ、物流・流通分野における Computer Vision

に対する投資が効果的に行われる環境整備を目指し、海外における先進的な Computer 

Vision の実装事例・技術動向や将来動向を調査するとともに、国内事業者の Computer 

Vision の実装における課題・対策を整理する。 
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1.2 本調査の内容と実施スケジュール 

 

 

1.2.1 本調査の内容 

 

本調査の全体像を図 1.1 に示す。 

 

 

図 1.1 本調査の全体像 

 

本調査の実施内容は以下の通りである。 

 

（１）海外における Computer Vision の実装事例・技術動向 

【実施内容】 

物流・流通分野に限らず、海外での Computer Vision の実装事例と技術動向を調査

する。その際、以下の項目について、併せて調査・整理を行う。 

Ａ）実装プロセス 

 ※ ネックとなった経済的・産業的背景や法制度・規制、コア人材の獲得及び

育成プロセス・キャリアパス、ベンチャーの活用の有無等 

Ｂ）実装事例のコスト試算（イニシャルコスト、ランニングコスト等） 

Ｃ）実装事例の抱える現在の課題（技術面、コスト面等） 

【実施目的】 

 特に国内の物流・流通分野の事業者が Computer Vision に対する投資を効果

的に行う環境が整備され、また、特に国内の IT ベンダーがそのためのサービ

スを提供していく環境が整備されることに資する情報を取得する。 

 そのために、現在の実現状況や適用技術のみならず、現在に至る過程や、現

在の実現状況の維持の方策、課題とその解決方針、将来の展望等についても
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可能な限り情報を取得する（ヒアリング先の情報開示の意向に依存する）。 

 

 

（２）Computer Vision の将来像に関する調査 

【実施内容】 

前述（１）の調査結果を踏まえ、Computer Vision の将来像の調査を行う。具体的

には、カメラ等のセンサーや GPU 等の分析基盤の進化が、Computer Vision の精度や

コストをどのように変化させるのかについて調査する。 

【実施目的】 

 特に国内の物流・流通分野の事業者が Computer Vision に対する投資を効果

的に行う環境が整備され、また、特に国内の IT ベンダーがそのためのサービ

スを提供していく環境が整備されることに資する情報を取得する。 

 海外のプラットフォーマーの AI 基盤等の現在の優位性も踏まえて国内の IT

ベンダーが目指すべきは Computer Vision の将来像＝高精度・高コストパフ

ォーマンスであり、その実現のキーと考えられる、情報の入口であるカメラ

等のセンサーや GPU 等による分析基盤の進展状況を把握する。 

 

（３）国内物流・流通分野への実装における課題・対策 

【実施内容】 

前述（１）（２）の調査を踏まえ、国内での物流・流通分野への Computer Vision の

実装に向けて解決すべき課題とその対策を整理する。 

【実施目的】 

 特に国内の物流・流通分野の事業者が Computer Vision に対する投資を効果

的に行う環境が整備され、また、特に国内の IT ベンダーがそのためのサービ

スを提供していく環境が整備されることを念頭に、そのために解決すべき課

題とその対策を整理する。 

 前述（１）で調査した、前例の現在に至る過程や、現在の実現状況の維持の

方策、課題とその解決等については、敢えて同じプロセスを経る必要はなく、

リープフロッグ的なアプローチも是とする。 
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1.2.2 本調査の実施スケジュール 

 

本調査の実施スケジュールを図 1.2 に示す。 

 

 

図 1.2 本調査の実施スケジュール 
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2 Computer Vision の一般的な定義と特徴とされるもの 

 

2.1 Computer Vision の一般的な定義と構成 

 

Computer Vision については、例えば人工知能学会編「人工知能学事典」（2005）では以

下のように定義されている。 

 

画像メディアにおけるパターン理解はコンピュータビジョンの枠組みで盛んに研究さ

れた。人は目の網膜上で3次元世界を2次元の明るさ分布として感知し、そこから、もとの

3次元世界を再構成する。3次元世界から2次元の明るさ分布（＝入力画像）への変換の仕

組みを定式化し、入力画像から逆問題を解くことが、コンピュータビジョンの基本的な枠

組みである。 

 

もう少し平易に言えば、Computer Visionは「カメラやビデオで撮影した画像や映像が何を捉

えたものなのかをコンピューターで理解する仕組み」「コンピューターに取り入れた画像や映像

を処理して必要な情報を取り出す技術」等と言うことができる。 

Computer Visionの認識の基本的な流れは図 2.1のようになっている。 

学習フェーズにおいて、多くの学習用画像を用いて特徴量を抽出して学習を行い、学習結果デ

ータを獲得する。その後、認識フェーズで、ある画像を入力し、その特徴量を抽出後、学習フェ

ーズで獲得した学習結果データを適用して入力画像が何を示しているかを認識した結果を獲得

する（認識フェーズでの入力画像と認識結果は学習フェーズの学習画像とその正解情報として活

用することもある）。 

Computer Visionにおいては、学習フェーズの「学習」は当然コンピューターで行われ、それ

を「機械学習」（人間が自然に行う学習と同様の機能をコンピューターで実現するための技術・

手法）を呼んでいる。昨今良く耳にする「ディープラーニング」（深層学習）は機械学習の一つ

であり、ニューラルネットワークという機械学習アルゴリズムの階層を深くしたものである。 
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図 2.1 Computer Visionによる画像認識の基本的な流れ 
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上記のように、Computer Vision は「事前に学習した結果を用いて入力した画像を認識

する仕組み」であるが、近年では、Computer Vision を適用し、他の技術（入力系では重

量センサーや人感センサー等、出力系ではロボティクス等が挙げられる）も複合的に組み

合わせたソリューション全体を「Computer Vision」と呼んでしまうことも少なくない。本

調査では前者（事前に学習した結果を用いて入力した画像を認識する仕組み）を重視し、

後者での複合的に組み合わされる技術には基本的には言及しない。 
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3 海外における Computer Visionの実装事例・技術動向 

 

3.1 実装事例と技術動向 

 

3.1.1 小売 

 

3.1.1.1 ターゲットイメージ（Amazon Go） 

 

海外における Computer Vision の実装事例として、最も有名なのが Amazon Go である。 

Amazon Go は、画像認識と各種センサー、ディープラーニングを組み合わせることによ

り小売店舗での大きな課題であるレジ待ちをなくし、快適な買い物体験を実現している。

買い物客は、入店時に Amazon Go アプリを立ち上げて個人 ID を QR コードで表示し、そ

れをゲートでスキャンして入店すると、店内のカメラやセンサーにより、どの棚の前でど

の商品を手に取ったかが把握され、ゲートを出た時点で自動決済が完了し、数分後に自分

のスマートフォンでレシートを受け取ることができる（図 3.1 参照）。2018 年 1 月にシア

トルの１号店が一般向けに営業を開始し、現在ではシアトルとシカゴに各 4 店舗、サンフ

ランシスコに 2 店舗、計 10 店舗を展開している（2019 年 2 月現在）。 

 

アプリでQRコードを表示         ゲートでスキャンして入店 

天井に設置されたカメラ、センサー類     アプリに届く電子レシート 

*Amazon Go 300 California St店 

図 3.1 Amazon Goの店内の様子 

















17 

 

 

Computer Vision による商品の認識にあたっては、学習データがキーとなるため、各社

様々な工夫を行っている。Ａ社 は一般的な商品についてはネット上から画像を取得し、そ

れ以外の商品は 6 方向から撮影を行っているが、同じ形・大きさの場合は外側のデザイン

だけを撮影するなど、学習データ作成のスピードとコストの削減を図っている。Ｃ社は現

在人件費の安い中国で 150 人の人手をかけて学習データを作成しているが、今年度中にロ

ボットアームを用いた 3D モデルの作成を開始予定である。 

課題としては、ブラックフライデーのようなセール時に人が大挙して押し寄せたときは、

Computer Vision のみでは認識に限界があることが挙げられる。また、アパレル商品は、

ハンガーにかけられる、畳まれて棚に置かれる、手に取られた後無造作に棚に置かれるな

ど、同じ商品でも状態が異なることが多いため、Computer Vision のみでは認識精度が上

がらない、試着室ではプライバシー上使えない、といった課題があるとのこと。実装に向

けたその他の課題として、消防法等の法制度への対応、障害者対応、小売業界のノウハウ

欠如もあがった。 
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タスの向上によるイ

メージアップ、企業

理念での対象者への

アピール 

 ユーザー事業者経験

者の招聘等によるタ

ーゲット業界有識者

の確保 

 ターゲット業界有識

者の獲得が必要 

 育成  AI、Computer Vision

関連技術の教育 

 インターンの活用 

 技術の導入先(現場)

への教育 

 専門の技術者の育成 

 技術導入先への教育 

 

競争優位性 技術  データの取得・分析

方法の工夫 

 AIのアルゴリズムの

工夫 

 自社開発による知材

化 

必要十分な Computer 

Vision技術の選定 

 

 優位性 分析の細分化、エッジ

コンピューティング

による高速化、自社開

発等各々が優位性を

提示 

対象となる作業に見

合った技術の選定 

 

 判断  精度向上のためのセ

ンサーフュージョン

の適用 

 既存店舗の制約に応

じた技術の導入 

 対象となる作業に見

合った技術の選定 

 導入先が新規か既存

店舗等かの考慮 

 

工夫・課題 工夫 画像の作成方法や取

得方法、学習方法を各

社独自に工夫 

対象となる作業に見

合った技術の選定 

 

 課題  対象となる商品の特

徴によっては対応が

困難 

 店舗内の人数の制約 

 アパレル商品の外観

の変動は Computer 

Visionには不適 

 ユーザー事業者個別

の業務内容等の理解

が不十分な場合あり 

 事業上の常識や慣

例、法規制等への対

応が困難 

 Computer Vision と

組み合わせるロボッ

ト技術等の高コスト

に伴う全体の高コス

ト化 

 人数不足による営業

活動の不十分さ 

対象となる作業に見

合った技術の選定 

 

今後の事業展開 今後の事業展開  米国外への進出に向

けた資金調達 

 日本等への進出に向

けた技術パートナー

の探索 

 日本等への進出に向

けた他社より優位な

状況づくり 
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3.1.1.3 スタートアップ事業者による Computer Vision 導入事例の紹介 

 

（１）Ｅ社 

Ｅ社は、2019 年末までに全世界で 50 店舗へのサービス提供を予定しており、日本でも

大手卸と連携した今秋のサービス提供が予定されている。また、2020 年末までに日本で

3,000 店舗へのサービス提供を目指している。 

Ｅ社のレジ無しチェックアウトシステムは、Computer Vision のみを使用している。店

舗入口にはゲートが無く、入店時にアプリでチェックインするのみ。店のサーバーで顧客

にワンタイム ID を振り、顧客アプリ画面に青や赤などの色を出す。入口付近のカメラでこ

の画面の色と顧客が紐づけられてワンタイム ID を割り振られることにより、店内のどの位

置でも 3 台のカメラで顧客を追跡、顧客がカメラのカバー範囲を超えたら、同一人物とい

う認識のまま、次のカメラに引き渡す（この引き渡しがポイントと考えられる）。取得した

画像データを店舗で分析し、買い物客はレジに並び商品のスキャンや精算のために立ち止

まることなく買い物することが可能になる（図 3.3 参照）。 

レジ無しチェックアウトシステムの KPI は、現在の米国の有人レジの精度と同等の 97％

としている。 
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図 3.3 Ｅ社の店内の様子 
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（２）Ｂ社 

Amazon Goと同じくComputer Visionおよび重量センサーを利用したセルフチェックア

ウトシステムを開発しているのはＢ社である。買い物客はスマートフォンに専用スマホア

プリをダウンロードし、事前に決済手段を登録。店舗入口付近にあるセキュリティゲート

にスマホアプリの QR コードをかざして入店（個人認証）、冷蔵庫や商品棚から欲しい商

品を選ぶと店内に設置されたカメラと冷蔵庫や棚のスマートセンサー（重量センサー）が

各利用者の動きを常時追跡して選んだ商品やその数量を正しく認識、買い物データはリア

ルタイムでオンライン上のバーチャルカートに反映、自動決済され利用者が退店するとス

マホアプリ上にレシートを表示する（図 3.4 参照）。 

Ｂ社は、Computer Vision だけでは認識精度は 95％だが、重量センサーとの Fusion に

より 100％を達成し、人数制限も無いとしている。Amazon Go のカメラ、重量センサーは

精度を上げるための特注品と言われているが、Ｂ社は普及品を用いるため、イニシャルコ

ストが安価と推察される。 
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図 3.4 Ｂ社の店内の様子 
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3.1.2.2 スタートアップ事業者による Computer Vision 導入事例の紹介 

 

（１） Fellow Robots 

米国シリコンバレーのスタートアップ Fellow Robots は複数のカメラを搭載した自律移

動型サービスロボット NAVii™（ナビー）を開発している。NAVii™（ナビー）は、大型液

晶パネルと音声を用いて来店客に商品案内を行うとともに、閉店後に店舗内を巡回し、欠

品、価格表示の間違いの確認等を行う。 

現在、米国内において、酒専門小売チェーン Bevmo!とホームセンターLowe’s が導入し

ている（図 3.5 参照）。 

 

  

(a) NRF2019 での展示 

 

(b) カリフォルニア州「Bevmo!」店舗 

図 3.5 Fellow Robots「NAVii」の稼動の様子 
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（２） Simbe Robotics 

米国シリコンバレーのスタートアップ Simbe Robotics は、約 40 台のセンサーと 12 台以

上のカメラを搭載した陳列棚管理解析ロボット Tally を 2015 年 11 月に発表している（図 

3.6 参照）。Tally は買い物客や障害物を回避しながら小売店内を巡回して商品棚の状況を確

認し、陳列している商品の残数確認や配置間違い、価格表示間違いなどを監視する。 

現在、米国ディスカウントストア Target や、欧州を中心に世界で 1000 店舗以上を展開

する仏スポーツ用品店 Decathlon の米国初出店のサンフランシスコ店において試験運用さ

れている。 

Simbe Robotics によれば、商品の売り切れや補充忘れで発生する無駄な空き棚によって、

全世界の小売店舗合計で年間 4,500 億円を損しており、Tally を使えばこうした問題に低コ

ストで対処できるとのこと。また競合他社との差別化のため、下げ札等に組み込まれた電

子タグの認識機能（1 秒間に 700 件以上を 99%の精度で読み取り可能）と、画像認識結果

と電子タグの読み取り結果を用いた、時間帯・場所・商品タイプ別の商品陳列状況の分析

に基づく適切な商品補充時期を提供する機械学習機能を Tally 内に組み込んでいる。 
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図 3.6 Simbe Roboticsの稼動の様子 

（出典）https://www.simberobotics.com/ 
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（３） Magazino 

ドイツのスタートアップ Magazino は、商品を輸送するだけでなく棚からピッキングす

る機能を備えた Toru と呼ばれる靴箱用自律移動式ピッキングロボットを開発した。 

Toru は 2D および 3D カメラを併用しており、まず 3D カメラでピッキング対象の靴箱と

空いている保管スペースを見つける。ピッキングの際は 2D カメラを用いてバーコードを検

索し、それが正しい靴箱であることを確認する。 

Magazino は、Toru の導入メリットとして下記 3 点を挙げている。 

 コスト削減：人手に比べて倉庫での作業時間を大幅に増やすことができるため、ピッ

キングコストが最大 35％削減される。 

 簡単な導入：既存の棚のまま使えるなど、既存の倉庫に簡単に導入可能。 

 コワーキング：人間と一緒に安全に働くことができる。そのため、TORU が靴のピッ

キングを行っている横で、人間はファッションアイテムを選ぶことができる（図 3.7

参照）。 

 

 

図 3.7  Toruの外観識 

（出典）https://www.magazino.eu/produkte/toru/ 
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図 3.8  Toruの 2D/3Dカメラによる商品/バーコードの認識 

（出典）https://www.magazino.eu/produkte/toru/ 

 

 

図 3.9  Toruのワークフロー 

（出典）https://www.magazino.eu/produkte/toru/ 
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（４） Dorabot 

中国の物流ロボットスタートアップ Dorabot は、Computer Vision、自律走行、マシン

ラーニング、ヒューマン-ロボット協働技術を活用した AI 倉庫自動化ロボットを開発した。 

Ｈ社のパートナーであり、2019 年 1 月にはＩ社副社長がアドバイザーとして参加してい

る。（図 3.10 参照）。 

 

 

 

図 3.10 Dorabotのピッキングの様子 

（出典）https://www.dorabot.com/ 
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3.1.3 リサイクル/廃棄処理 

 

フィンランドで 2007 年設立された ZenRobotics は、世界初の廃棄物選別ロボットを開発

している。廃棄物の認識やロボットの制御などに機械学習手法の一種であるディープラー

ニングを用いることで、木くずや金属など複数の素材が混在した廃棄物を高精度に自動選

別できる。 

産業廃棄物処理は、廃棄物の選別は粉塵が発生するなど人が作業するには過酷な空間で

あり、作業も長時間に渡り、作業員の負担は従来、肉体的にも精神的にも大きく、また、

コンクリート片のような重量物を持ち上げて選別するなど、危険が伴う作業も多かったこ

とを受け、日本のシタラ興産は同ロボットを導入（2016 年 11 月に試運転を開始、2017 年

2 月に本格運用、2017 年秋頃に運転が安定）した結果、作業員の数を 18 人（予備を含めれ

ば 20 人）から 2 人（ロボットの取り残しを確認して処理する作業のみを実施）に減らして

いる。廃棄物が流れるベルトコンベヤーの速度は人手作業時の 5 倍にし（0.08m/s から

0.51m/s に上昇）、ベルト幅を倍にしたことから作業効率は物量で 6 倍になっている。人件

費についても、単純な手選別作業員の削減だけでなく、管理者や、作業員の労務管理コス

ト等も含めれば、50 名強分のコストが削減されている。 
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図 3.11 ZenRoboticsの稼動の様子（シタラ興産） 

（出典）https://www.shitara-kousan-group.co.jp/shitarakousan/ 
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3.2 実装における課題 

 

3.2.1 ユーザー事業者とベンダーの関係構築 

 

ヒアリング先の海外スタートアップ（ベンダー）は、エンジニアが社員の大部分を占め

ており、小売業界とのチャネルが少なく実証実験のフィールド獲得に苦労したり、自社で

コンセプトストアを運営する際には小売店舗の運営ノウハウがなく、消防法など法規制や

通路では車椅子の方がターンできる幅が必要といった障害者への対応等への対応に苦慮し

ている様子が伺えた。また、プライバシー保護の観点から、顔認証システムの導入見送り、

取得した顧客のデータはクラウドにあげず店舗で処理する、等の対応も見られた。 

前述「3.1 実装事例と技術動向」で示した実装事例のほとんどは実際にはコンセプトを提

示する「コンセプトストア」の位置付け以下であり、実店舗レベルで実装しているのは

Amazon Go のみと考えられる。その Amazon Go であっても、完全に収益観点での開店で

はなく、レジ無し店舗のコンセプトを提示し、それに必要となる Computer Vision 等の技

術を検証し顧客データを取得する場であることはほぼ間違いない。 

Amazon はその企業規模を背景に自力で実店舗を構築できるが、他のスタートアップは

「当社ソリューションは既存小売店舗に入れる」（Ｅ社）等のように既存の小売店舗への導

入を想定しており、既存の小売事業者（ユーザー事業者）との関係構築（実装の場の提供、

実装に必要なコスト負担、必要な人員の確保等の調整等）が必要不可欠となる。 

 

3.2.2 ユーザー事業者及びベンダーにおける技術とユーザー業界の実態の両方

を理解した人員の確保と育成 

 

ヒアリング先の海外スタートアップ（ベンダー）は、エンジニアが起業している社が多

く、母校など自身の人脈で Computer Vision に精通したエンジニアを確保している。その

際、高収入、ストックオプションの待遇の配慮をした上で、企業理念に賛同してくれる人

材を獲得しているという声もあった。 

各社エンジニアの獲得に力を入れている一方で、Ｅ社はコンセプトストアの店長にター

ゲットで約 20年小売業界経験を持つ者を採用する等エンジニア以外の人材獲得にも力を入

れており、彼にシステムを導入した店舗の社員教育を担ってもらう予定とのこと。また、

小売業界経験の豊富な人材がビジネスメンバーにいることで、システム開発やユーザー事

業者へのシステム提案の際に、実際の現場の運用で実現可能性の低い方法は排除できるた

め、実装が進みやすいと考えられる。 

既述のとおり、小売業界に精通した人材確保を行っているスタートアップは実際に年内

にも既存小売店舗での業務展開を予定している。これは、小売業界の実際の運用を理解し
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データを作成することが必要である。小売業界では定期的に新商品を扱うため、Computer 

Vision の活用にあたっては、継続的に低コストで学習データを作成していく仕組みの整備

も不可欠である。 

例えば、あるスタートアップは、飲料品等一般的な消費財の画像データはネット上の標

準ライブラリより取得する。一方新商品については、POS レジを用いて登録した後店内の

カメラの前で商品を手で回しながら店のサーバーに学習用データを登録するなど、各社独

自にコスト削減の工夫を行っている。また、現在中国で 150 人の人手をかけて画像データ

を作成しているスタートアップは、2019 年度後半からライブラリ作成用のロボットアーム

を用いた 3D モデル作成を活用することにより、ランニングコストを抑える予定である。 

 

（３）PoC コスト 

Computer Vision の導入にあたっては、数ヶ月程度の PoC を実施することが多いが、PoC

実施期間中は常にエンジニアが張り付くことから、そのコストを誰が負担するかも大きな

課題である。海外スタートアップの場合、ベンチャーキャピタル等より調達した億単位の

資金をエンジニア人件費等に活用できるが、投資市場が米中より格段に小さい日本では、

実装の場を提供するユーザー企業側がこうした費用を負担しなければならない点も課題の

一つである。 

 

3.2.4 Computer Vision 等活用した小売店舗の普及見通し 

 

Amazonのような大手企業によってAmazon Goのようなコンセプトの店舗数が今後増え

ていったとしても、現在の店舗の構成を踏襲するとすれば、取り扱いアイテムはほぼ食品

に限定されており、日本のコンビニエンスストアのように毎週新商品が多数入荷すること

はなく更新頻度が少ないため、小売業界に与える影響は EC（電子商取引）よりは限定され

ると想定される。 

また、普及品のカメラやセンサーを用いて数を減らすことにより、Amazon Go より導入

コストを抑えて既存小売店舗にレジ無しソリューション提供を目指すスタートアップが多

数登場してきたが、導入コストを抑えたが故のカメラやセンサー数の減少に伴う Computer 

Vision の性能・機能の制限は、現状の技術では同時に処理可能な人数を抑制してしまうた

め（例えば一時期に店舗内に入れる人数が数名に制約される等）、ここ数年間はオフィスや

工場内、ガソリンスタンド、空港等で商品数が限定された小規模店舗のような利用者数の

制限が可能なシーンでの導入が中心となると想定される。 

このように、小売店舗のレジ無人化に向けた Computer Vision の導入は、コストを度外

視できる大手企業か、導入コストを抑えてコンセプトストアに近いような形で実装するス

タートアップに二極化しているのが現状であり、既存店舗で従来の顧客導線を前提とした

場合、対象人数や対象エリアを限定せざるを得ないことから、短期的には小売市場へのイ
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ンパクトは限定的と考えられる。 
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4 Computer Vision の将来像に関する調査 

 

4.1 Computer Vision の研究開発の現状 

 

4.1.1 Computer Vision の主な構成要素 

 

Computer Vision の利用者が Computer Vision の構成要素として意識する主なものとし

ては以下が挙げられる。 

 

 ハードウェア：画像センサー（カメラ）、計算（GPU） 

 ソフトウェア：認識・識別（AI） 

 

4.1.2 ハードウェアの現状 

 

4.1.2.1 画像センサー（カメラ等）の現状 

 

Computer Vision システム内のハードウェアは、（１）レンズアセンブリ、（２）センサ

ー、及び（３）レンズ、センサー、及び処理チップセットを収容することができるカメラ

モジュールから成る。 

ハードウェアの品質は、画像（またはビデオ）の品質を決定するため、抽出できる情報

の決定に重要な役割を果たす。たとえば、低解像度のローエンドカメラは、実行されるア

ルゴリズムがどれほど洗練されていても、誤った認識結果をもたらす可能性がある。 

 

（１）レンズアセンブリ 

レンズの主な目的は、できるだけ多くの光を集めてから、カメラのイメージセンサーに

イメージの焦点を合わせることで、最大限の情報を取得することである。 

レンズは、ズームイン・アウトして物体に焦点を合わせる能力を提供する。しかし、光

を曲げる過程で、レンズは画像のコントラストや色を変える等の異常を引き起こすことが

ある。したがって、Computer Vision はこのような異常を考慮に入れて設計する必要があ

る。搭載されている画像プロセッサ内のハードウェアで対応するものもあれば、ソフトウ

ェア技術の設計を工夫しているものもある。 

 

（２）イメージセンサー 

イメージセンサーは、画像をデジタル信号に変換する。イメージセンサーで一般的に使

用される技術には、電荷結合素子（CCD）と相補型金属酸化膜半導体（CMOS）の 2 種類

がある。 
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CCD イメージセンサーは、ノイズが少なく、暗い場所でも優れた画像検出が可能である

ため、高品質の画像データを必要とする用途で広く使用されている。一般に、CCD イメー

ジセンサーは画質が良い、ノイズが少ない、暗い場所でも優れた検出が可能、小型化が可

能という特徴がある。CCD イメージセンサーの製造コストは、CMOS イメージセンサーよ

りも高価で消費電力も大きいため、消費者向けではなく医学的な用途等に使用されている。 

CMOS イメージセンサーは、主にデジタルカメラや携帯電話などの消費者向けアプリケ

ーションで使用されている。CMOS イメージセンサーは、これまで CCD イメージセンサ

ーよりもノイズが多く、暗い場所での画質はあまり良くなかったが、近年の研究開発の進

展により CCD イメージセンサーに匹敵する高画質が可能となり、産業用カメラ等への適用

も進んでいる。また、CMOS イメージセンサーは CCD イメージセンサーよりも消費電力

が少なく、一般的なチップセットに使用されているのと同じ製造技術で製造することがで

きるため安価に製造可能であり、バッテリー駆動でコストのかかるような機器に適切であ

る。 

イメージセンサーベンダーとしては、Sony、OmniVision、Samsung、Aptina、STMicro

等が挙げられる。 

 

（３）カメラモジュール 

カメラの開発を簡単にするために、IC チップメーカー等はカメラモジュールを作成する

こともある。カメラモジュールは、インターフェイスを介してマザーボードに接続できる

レンズアセンブリ、センサー、およびチップセットで構成される。マザーボードは通常、

デバイスの構築に使用されるメイン CPU で構成されており、最大のコンポーネントとなっ

ている。 

数十の事業者がカメラモジュールを提供しており、価格は 30 ドル前後から 200 ドル程度

と総じて低価格である。これらのモジュールは、センサーの品質（解像度、fps）、出力イン

ターフェースの種類、サポートされているビデオフォーマット、および寸法によって特徴

付けられている。 

カメラモジュールは、監視カメラ、マシンビジョン、ロボット工学、および家庭用電化

製品などの「視覚」を備えた組み込み機器の開発に広く使用されている。カメラモジュー

ルを使用するアプリケーションの開発は容易であり、「視覚」を必要とするデバイスの開発

時間を短縮している。 

 

4.1.2.2 GPU等の動向 

 

（１）GPU 

GPU は元来グラフィックス向けに作られたものだが、現在はディープラーニングの実施

においても注目を集めている。3 次元グラフィックスで GPU が処理する膨大な数のポリゴ



47 

 

ンの座標計算が、ディープラーニングの処理で必要となる行列の積和演算と同様だったこ

とがその背景にある。2012 年には「コンピューターが YouTube の映像から人間と猫を認識

するようになった」として、深層学習研究・開発プロジェクト「Google Brain」が話題を

呼んだ。また、これまでは巨大なデータセンターで約 2,000 個の CPU が必要であった処理

が、GPU12 個で可能であることが立証された。 

GPU の性能の高さは、スーパーコンピューターや欧州の先端システムに対応しているこ

とからも窺い知れる。米エネルギー省オークリッジ国立研究所が 2018 年 6 月に発表したス

ーパーコンピューター「Summit」には NVIDIA（米・半導体メーカー）の Volta Tensor Core 

GPU が搭載されている。「Summit」のピーク性能は 200 ペタフロップスに上り、1 秒で

20 京回の浮動小数点数演算が可能という１。膨大な計算パワーを必要とするディープラーニ

ングの研究・開発は高コストになると指摘されるが、GPU を導入することで解決する可1能

性はある。 

また、NVIDIA は GPU の適用範囲拡大にも積極的に取り組んでいる。2018 年 4 月に行

われたイベントで、「GPU コンピューティングはムーアの法則を超える速度で発展してい

る」と述べ、さらに「人間が開発した動くものは、すべて自律動作型マシンになる」と指

摘。GPU を核に、データ収集、モデル学習、シミュレーション、実際の運転まで、幅広い

処理を実施する基盤を構築中であることを明らかにした。 

なお、EY 総合研究所が 2015 年に公表した AI 市場規模は同年時点で 3.7 兆円だったが、

2020 年に 23 兆 638 億円、2030 年には約 87 兆円に成長すると予想されており、GPU はそ

の成長の鍵を握る重要な要因と考えられる。 

 

（２）GPU と RAM（ランダムアクセスメモリ）、ストレージ 

GPU を適用する仕組みの性能は、GPU の性能のみではなく、RAM やストレージとの組

み合わせで決定される。 

RAM は画像の一時的な処理（アルゴリズム操作等）に使用され、フラッシュなどのスト

レージは画像をデバイスに永続的に保存するために使用される。 RAM やストレージの量

を増やせばそのデバイスとしての性能は向上するがコストも合わせて上昇するため、当該

デバイスの価格設定と RAM やストレージの量はトレードオフの関係になると言える。 

GPU、RAM、およびストレージの組み合わせは、必要とされる画像を、用意できるコン

ピューター上で処理することが可能であるかどうか、そしてどの程度までかを決定するこ

とになる。 

 

 

                                                   
1 NVIDIA, “NVIDIA、世界をリードするディープラーニング コンピューティング プラッ

トフォームを強化 6 か月でパフォーマンスを 10 倍に” 

<https://www.nvidia.co.jp/object/nvidia-boosts-deep-learning-computing-platform-20180

328-jp.html> 
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(a) 物体・人物の領域の認識の一例 (b) 物体範囲の認識の一例 

 

(c) 人の認識の一例（人物の３次元姿勢推定） 

 

(d) 画像内容の意味の認識の一例（画像画像内容に対する質問文の正解を選択） 

図 4.1 シェアードタスク毎の画像認識の一例 
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4.2 Computer Vision の将来動向 

 

4.2.1 ハードウェアの将来動向 

 

メーカーにおいてカメラや GPU の性能向上の追及は継続するが、それがそのまま

Computer Vision を用いたソリューションに適用されていくことにはならないと考えられ

る。ヒアリング結果等から、物流・流通分野における Computer Vision を用いたソリュー

ションは、ベンダーによるフラッグシップ事業等を除いて、目的に見合ったコストパフォ

ーマンスを要求しており、必ずしも高性能カメラや GPU を必要としないと考えられる。た

とえば、Computer Vision のカメラについては、既存の防犯カメラを流用する、市販の安

価なカメラを大量に導入する事例が多く等、むしろ Amazon Go のように高解像度の高価な

カメラを導入する事例は多くない。 

 

4.2.2 ソフトウェアの将来動向 

 

（１）AI 研究の今後の見通し 

AI 研究の歴史を図 4.2 に示す。図 4.2 から分かるように、AI の中心的な研究には、ル

ールベースの機械学習から統計的機械学習に至る流れと、ニューラルネットから最近の深

層学習に至る流れが存在する。前者は記号（シンボル）を操作対象の中心に据えるためシ

ンボリズム（後述の「シンボル処理」はこれに相当）、後者はニューラルネットの接続形態

（コネクション）に基づいているためコネクショニズム（後述の「パターン処理」はこれ

に相当）と呼ばれる。人間の脳内の情報処理においては、この両者が同時に存在し協調し

ながら情報処理を行っており、今後の AI 研究においてはこの 2 タイプの情報処理をどの様

に融合していくかが重要になると考えられる。特に、常識に基づく推論等を加味した情報

処理には、この融合が必須であるものと考えられる。 
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「データマイニング・機械学習分野の概要」（http://www.kamishima.net/archive/mldm-overview.pdf）を基に作成 

図 4.2 AI研究の歴史 

 

Computer Vision の観点で言えば、パターン処理（＝画像そのものの認識）とシンボル

処理（＝画像が示すモノ等の概念の認識）の融合が実現すると、一般に学習後の Computer 

Vision システムの「汎化性能」（学習後のシステムがどの程度のバリエーションの入力を正

しく認識できるか）が向上するものと考えられる。画像認識の場合、パターン処理のみに

基づく学習では、学習データとして与える画像は、撮影する向き、照明のあたり具合、一

部が隠されている場合などの多くのバリエーションを用意する必要がある。それに対し、

パターン処理と画像に写っているモノの概念についてのシンボル処理が融合されれば、入

力画像のバリエーションに対する正解の導出が向上する（＝汎化性能が向上する）。このこ

とは、逆に言えば学習データが少なくても良くなることを意味する（few-shot learning、

one-shot learnng 等と呼ばれる）。 

例えば、「キリン」を正しく認識させるために、パターン処理のみであれば、キリンの画

像を数百枚用意して学習させる必要があるが、パターン処理とシンボル処理が融合してい

れば、キリンの概念の認識と共にその概念を表現している画像を数枚用意して学習させる

ことによってパターン認識のみの場合と同等以上の正解の導出が可能になる。 

なお、パターン処理とシンボル処理の融合は的確な正解の導出を目的としたものである

が、結果的には学習データとなる画像の用意が少なくなり、それは Computer Visiion の導

入コストの低減にも寄与することになると考えられる（後述）。 

 

（参考）今後の AI の研究開発の見通し（他の技術等との融合を含む） 

直近では、深層学習の登場により、Computer Vision の認識精度が向上しており、応用

開発が既に様々に進められている（以下の図中の A）。一方、主に強化学習と深層学習の組

合せにより、例えばロボット等の運動の習熟の精度が向上している（以下の図中の B）。こ
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れら二つがいずれ融合することにより、高度な運動の自動化が可能になるものと考えられ

る（以下の図中の C）。また、記号処理（シンボル処理）の流れにおいては、当面は意味の

理解を伴わない言語処理の精度向上がビッグデータの利用等を背景に進むが、記号（シン

ボル）と外界のパターン（そのモノの画像等）の結び付け（シンボルグラウンディング）

が段階的に進んでいくことにより、意味の理解を伴った自然言語処理が可能となる。また、

ビッグデータの活用も並行して進んでいく。最終的には、これら全てが融合することによ

り、汎用的な AI が実現するという見通しである。 

 

 
松尾豊「人工知能に関する技術動向と産業分野への利用可能性」 経済産業省 産業構造審議会 新産業構造部会資料 

（http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11241027/www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shinsangyo kozo/pdf/002 05 00.pdf） 

図 AI関連の今後の見通し 

 

 

 

（２）Computer Vision の今後の見通し 

前述「4.2.2 (1) AI 研究の今後の見通し」を踏まえると、Computer Vision は今後２段階

での進展が期待される。 

① 短期～中期：単機能モジュールの精度向上が行われる 

② 長期：人間に近い認識・推論が可能となる 
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上記①の単機能モジュールの精度向上に関して、現在社会実装において課題となってい

る、一部が隠れている物体の認識や、照明の当たり方が違う場合の物体の認識等の課題は、

ほぼデータ不足の問題に帰着するものと考えられるため、今後の精度向上が十分に期待で

きる。 

上記②については、「ほぼ人間と同等」の Computer Vision が実装されることになること

が期待され、その場合、物理層のハードウェアの数の大幅な削減（人間は死角が問題にな

ることを除けば、一般に１組２つの画像センサー＝目とマイク＝耳のみで多様な判断の元

となる情報収集を行っている）と、単機能層～統合システムのさらなる統合化（人間は多

くの情報をほぼ同時に認識し、理解し、判断し、多くの結果を導き出す一つの統合システ

ムと見なせる）が予想される。 
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4.3 構成要素の進展が Computer Vision の精度やコストに与える影響 

 

4.3.1 ハードウェアの影響 

 

前述「4.1.2.1 画像センサー（カメラ等）の現状」及び「4.1.2.2 GPU 等の動向」で示す

ComputerVision の構成要素の動向を踏まえると、Computer Vision については、今後、

基本的には以下のような性能・機能と価格の進展の方向性を示すと考えられる。 

 

＜カメラ等のセンサー＞ 

 現在、カメラの分解能等は目的によっては必ずしも十分ではない場合もあり、一般

には高い分解能が追求される（8K レベルで人の目と同様とされている）。 

 カメラ等のセンサーはコモディティ化が速く、その価格は総じて低下傾向にある。

現在と同様の性能であれば価格は据え置きまたは低下の傾向となる。 

＜GPU＞ 

 CPU と同様、常に右肩上がりの性能が求められ、より高速な演算能力が追求される。 

 ある型番の GPU がリテール品として販売されている期間はカメラ等の機器と比較

すれば短く、新たな型番の GPU が販売され始めると古い型番の GPU はリテール品

としては販売されなくなり、バルク品として販売されることが多くなると考えられ

る。従って、現在と同様の性能であれば価格は据え置きまたは低下の傾向となる。 

 

（１）カメラ等のセンサーの進化と Computer Vision の精度やコストとの関係 

現在、Computer Vision を適用する際には、その目的≒制約に応じた適切なカメラ等の

センサー（以下「カメラ等」と記す）の台数を確保して目的を達成する方策を採ることが

一般的である（例えば、Amazon Go は多様な目的を達成するために広い店舗の天井一面に

各々の作業を受け持つカメラを相当な台数設置している）。即ち、少なくとも現時点では、

制約数とカメラ等の台数には相関があると考えられる。 

カメラ等の性能が向上した場合、Computer Vision としての精度を据え置くこととすれ

ば、一つの制約に対するカメラ等の必要台数は少なくなる。例えば、カメラの分解能が向

上し、より遠方から撮影で Computer Vision に必要十分な分解能が得られるとすれば、カ

メラを現在よりも遠い位置に設置して１台のカメラの撮影可能範囲を広げることで、カメ

ラの設置総数を減らすことも可能になる。すなわち、カメラ等の性能の向上に伴う価格の

上昇の総額がカメラ等の台数を減らすことによる削減額の総額よりも小さければ、カメラ

等の性能の向上は Computer Vision のコストを押し下げる。 

また、制約の解決をカメラ等による情報＝画像の取得に求めず、ソフトウェア（分析等

のアルゴリズムや情報システムとしての機能等）に求めることが可能であれば、カメラ等

によって解決する必要のある制約数を削減でき、それは即ちカメラ等の台数を減らすこと
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も可能となる。この場合も、Computer Vision としての精度を据え置くこととすれば、ソ

フトウェアによる対応のコストの総額がカメラ等の台数を減らすことによる削減額の総額

よりも小さくなることが求められる。 

さらに、「4.2.2 (1) AI 研究の今後の見通し」で記述した様に、AI の研究によりパターン

処理とシンボル処理の融合が進めば、必要な学習データの数を格段に減らすことが可能と

なる。現在の深層学習の応用においては、学習データを大量に用意する必要があり、その

コストが大きい。パターン処理とシンボル処理の融合が進めば、このコストをほぼ 0 に近

いところまで削減できるものと考えられる。 

なお、カメラ等の性能を固定した場合、その制約が変わらないのであれば、単にカメラ

等の台数を増やしても Computer Vision としての精度は向上しないと考えられる（カメラ

等の台数が多くなれば Computer Vision としての精度が向上するのであれば、制約の内に

画像取得箇所の数量の多寡が含まれているはずである）。 

以上を踏まえると、カメラ等のセンサーの進化（性能の向上）は Computer Vision を適

用する目的と関連した形で Computer Vision の精度とコストに影響を及ぼすということに

なる。この時、目的が Computer Vision の精度としては低いものでも十分達成できるので

あれば、カメラ等のセンサーへの要求も低いものとなり、それは即ちカメラ等のセンサー

の低コスト化につながるであろうことから、結局は目的＝ユーザー事業者の課題解決の程

度の設計への依存度が高いということになると考えられる。 

 

（２）GPU 等の進化と Computer Vision の精度やコストとの関係 

GPU の開発については、基本的にはその性能・機能は増加傾向となり、また、性能・機

能を据え置くのであれば価格は減少傾向となると考えられる。 

現在、GPU の適用サイトは、① ユーザー事業者の現場向けのシステムが置かれており、

実務でのリアルタイムでの処理が行われるサイト（以下、適宜「現場サイト」と記す）、② 

ユーザー事業者の本部やサービス提供者で画像による事前の学習が行われるサイト（以下、

適宜「学習サイト」と記す）、の２つと考えられる。 

ここで、①の現場サイトについては、GPU は事前の学習結果に基づく判定を行列計算と

して行うものとして使用され、その範囲においては現状の性能・機能でもリアルタイム的

な短時間での実行は可能と考えられており、GPU の性能・機能の向上が現場サイトでの

Computer Vision の精度に大きな影響を及ぼすことはないものと思われる。ただし、これ

はあくまでも Computer Vision による取得画像の判定のみを現場サイトで行うことを考え

た場合であり、例えば、現場サイトで新たな画像を取得して学習を行う場合（＝現場サイ

トが学習サイトとなる場合）や、本調査における Computer Vision の範囲を外れ、現場と

しての決済機能や広告機能等も含めた Computer Vision の活用シーン全体のエッジ・コン

ピューティングにおける GPU の必要性にまで広げての現場サイトの性能を見たとすれば、

この限りではなく、一般に GPU の性能・機能の向上は求められると考えられる。また、現
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場サイトでの処理速度は上がり、それに応じて処理時間は短くなることが考えられるため、

それに関連するコスト（例えば情報システムの使用料やその電気代、情報システムの利用

に関連する人員コスト等）の削減には寄与するものと思われる。 

一方、②の学習サイトについては、画像による事前の学習のために情報システム資源を

大量かつ長期間使用する可能性が高く、GPU 等の性能・機能の向上は Computer Vision の

コストに大きな影響を及ぼすことが考えられる。GPU 等の性能・機能の向上により学習時

間が短縮されれば、それに関連するコスト（例えば情報システムの使用料やその電気代、

情報システムの利用に関連する人員コスト等）の削減に寄与するものと思われる。この削

減の程度は、上記①の現場サイトでのそれと比較して大きなものになると予想される。GPU

等の性能・機能の向上の Computer Vision の精度への影響については、学習の達成程度を

変更しないとすれば、学習時間に依らずその達成程度まで到達しなければならないことか

ら、ほぼないと考えられる。しかし、この学習期限が別の理由で定められており（例えば

システムのカットオーバー時期が予め定められている等）、当該期限までの学習が達成程度

とされるような場合には、GPU 等の性能・機能の向上は Computer Vision の精度に大きな

影響を及ぼすことになる。即ち、GPU 等の性能・機能の向上の Computer Vision の精度へ

の影響についても、単に GPU 等の進化のみならず、結局は目的＝ユーザー事業者の課題解

決の程度の設計への依存度が高いということになると考えられる。 

 

4.3.2 ソフトウェアの影響 

 

AI の進化は、① 現状を踏襲した性能の向上、② 現在を上回った進展による機能や性能

の向上の２つの流れになると考えられる。 

このうち、上記①については、性能の向上により精度も Computer Vision としての精度

も向上し、一方、コストについては、市場での競争力の確保の観点では大幅な増加にはつ

ながらず、現状程度の維持または低減に向かうと推察される。即ち、現状と比較して高精

度の技術が現状程度かそれ以下のコストで使用可能になると考えられる。 

一方、上記②については、パターン処理とシンボル処理の融合による学習の進展によっ

て性能が向上すると共に、事前の学習に必要な画像の準備に要するコスト（イニシャルコ

スト）の削減が期待される。これは認識技術の向上を目指したことによる副次的なものと

も取れるが結果としてコスト削減に寄与することが考えられる。 

また、認識技術の向上により、実作業時に商品の存在や状況を認識する際に必要とされ

る画像がより広範囲となる場合は、結果的にカメラ台数の削減、撮影画像枚数の削減に伴

う管理作業やストレージ等の管理作業の削減に伴うコストも削減されると考えられる。 

認識技術の向上により認識技術の使用に係るコストは増加することも考えられるが、ユ

ーザー事業者による選択の容易な確保の観点（認識精度に大きな差異がない場合、安価な

方が選択されやすい）からは、現在の一般的な市場価格（事業者へのヒアリング等では概
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ね数十万円/月）を大幅に上回るとは考えにくい。 

特に物流・流通分野のような実務における Computer Vision の適用においては、単に高

精度を追求するのではなく、目的に応じて設定した目標を達成するために必要な技術の程

度とそれに必要とされるコスト（イニシャルコスト、ランニングコスト）とのバランスを

考慮することになるが、実際にはここにさらに予算が関係してくるため、「目標達成のため

に必要十分な精度の技術の選定」「必要十分な精度の技術に適切なコストの見極め」「必要

なコストが予算内に収まっていることの確認」を相互に関連させて検討を進める必要があ

ると考えられる。ここで重要なのは、単に常に最上級の精度を求めたり、常に最安値を求

めたりすることではなく、適切な精度を適切なコストで得ることであろう。 
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5 国内物流・流通分野への実装における課題・対策 

 

5.1 論点の整理 

 

国内物流・流通分野への Computer Vision 実装における課題・対策を検討する上での論

点を整理する。 

 

5.1.1 検討の範囲 

 

日本の生産年齢人口の減少による事業継続性（適正数量・適正品質・適正価格の確保）

の危機への対処の鍵は業務効率化であり、その具体の一つは省力化・省人化である。そし

て、その実現技術の一つが Computer Vision である。ここでは、Computer Vision のメリ

ット・デメリットを踏まえ、Computer Vision の導入の課題と解決策、及び具体的な導入

プロセス等を考察・提示する。 

なお、本調査での検討範囲としては、省力化・省人化を生み出すポイントとなる商品自

体の動きに着目し、商品（個品）や商品が集積されるケース（段ボール箱への商品（個品）

の梱包）、商品（個品）やケースが積載されるパレット等に着目し、それらを取り扱う人の

動きの把握や輸送するトラックの識別等については対象外とした。 
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（３）自動認識技術によって把握できるもの 

自動認識技術によって把握できるものを以下に示す。なお、各事項には表 5.2 で示した(a)

～(e)のどの技術で対応が可能かを付記する。 

 

（Ａ）商品の「在り処」 

商品の流通過程においては、 

① 商品が動いていく途中のある時点で、商品が今どこにいくつあり、これまでどう

動いてきて、今後どう動いていくのか？（商品の動きの順方向の把握） 

② 商品が動き切った時点で、商品がどこからどう動いてきたか？（商品の動きの逆

方向の把握） 

という、商品の「在り処」を把握する必要性がある。①については商品の流通そのもの

の把握であり、②については例えばリコール等の発生時に自身が持つ商品がその対象かど

うかをその商品の流通過程に従って検索しなければならないような場合に必要となる。 

なお、トラック＆トレースは、その時点々々での商品の「見た目」（商品が破損していな

いか等の「外観」）が必要とされなければ、商品に識別子（ID）が付与されていれば、その

ID 管理を行うことで把握できる。 

商品のトラック＆トレースの確保により、商品の消費期限・使用期限等に基づく管理の

効率化や安全性の確保等の物流・流通の作業における付加価値が生まれることにもなる。 

商品の「在り処」は、商品が目視不可であれば表 5.2 中の(b)が、手に取れないが目視可

能であれば左記(b)に加えて表 5.2 中の(a)が、商品が手に取れる程度で目視可能であれば左

記(b)と(a)に加えて表 5.2 中の(c)(d)(e)が対応可能となる（比較的遠方でも表 5.2 中の

(c)(d)(e)を対応可能としている技術もある）。 

 

（Ｂ）商品の「見た目」 

商品の流通過程においては、単に商品の移動を管理するだけでなく、商品の「見た目」

を意識しなければならないシーンも少なからずあると考えられる。例えば、物流・流通の

どこかの過程である商品の容器の一部が破損していた場合、その商品や移動自体は正常で

はあっても、商品の性能・機能としては異常なものと判断されて下流事業者がその商品の

受け取りを拒否することがある。このようなシーンでは、商品の ID 管理だけでは商品の「見

た目」の正常／異常を把握できず、商品の「見た目」を管理する自動認識技術の適用によ

って破損時点を明確化してその責任の所在を明らかにする等が解決策として考えられる。 

商品の「見た目」は、表 5.2 中の(a)で対応可能である（(a)のみが商品の「見た目」自体

やその違いを識別することを前提とした認識技術である）。 

 

（Ｃ）商品の属性（消費期限や原材料等） 
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商品の流通過程においては、単に商品の移動を管理するだけでなく、商品の属性を意識

しなければならないシーンも少なからずあると考えられる。例えば、在庫管理においては

先入れ先出しの原則があり、物流・配送センター等においては商品の賞味期限・消費期限

（属性情報）の管理を行っている。このようなシーンでは、商品の ID 管理だけではその詳

細を把握できず、商品の属性を管理する必要がある（現状は目視やバーコードで管理して

いる）。 

商品の属性については、 

① 商品の「見た目」に属性情報が現れている場合 

② 商品の「見た目」には属性情報が現れていない場合 

が考えられる。 

ここで、①については、上記（Ｂ）の商品の「見た目」の管理の一環で必要な情報を取

得することが可能な場合もある。例えば、ペットボトル飲料の消費期限はペットボトル容

器のフタの下部に小さく印字されていることが多い。Computer Vision でその小さい印字

が認識可能かどうかはさておき、属性情報が「見た目」として現れていることは事実では

ある。 

一方、②については、商品の「見た目」には属性情報は現れていないことから、商品の

「見た目」の認識や ID 管理とは分けてその属性情報を整備することが必要になる。この整

備された属性情報を、その商品に付与されている ID 等と関連付けることで両者を一体とし

て取り扱うことができる。※商品の属性情報は一般に商品の特徴を示す情報が含まれるこ

とから、商品の「見た目」を決定付ける情報が含まれている可能性がある。例えば、お茶

のペットボトル飲料は、内容物という属性が緑茶となり、緑茶は一般的に緑色であると

Computer Vision で認識されることが必要になるとすれば、この属性は実は商品の「見た

目」の認識とは独立的ではない。ただし、ここでは商品の属性情報が商品の取り扱いにお

いて必要になるということを述べるに留め、商品の属性の整備やその取り扱いの時期を厳

格に考えない。 

上記を踏まえれば、商品の属性は、表 5.2 中の(a)(b)(c)(d)(e)の全てで対応可能となる。

ただし、属性情報そのものを自動認識技術のデータキャリア（情報を記録する媒体。画像

や QR コード、電子タグ等がデータキャリアに相当）に記録する必要があり、もし記録さ

れていなければ、外部のデータベース等との連携によって対応することになる。 

 

（Ｄ）商品の「置かれている状況」 

商品の流通過程においては、単に商品そのものを管理するだけでなく、商品が置かれて

いる状況を意識しなければならないシーンも少なからずあると考えられる。例えば、ある

商品がケースに半分程度ケースの片隅に詰められていた場合、そのケース内の商品の偏り

方や空いている領域の大きさを把握することが挙げられる。このようなシーンでは、商品

の ID 管理だけでは正常／異常を把握できず、商品の「見た目」を管理する自動認識技術と
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同様の技術による適用が必要となる。 

※例えば商品に付与された ID とその属性のうち商品の体積を規定する値を用いれば、ID

のカウントで商品の数量が分かり、その属性から商品の「見た目」に頼らずにある空

間を占める体積を算出することは可能ではある。しかし、商品の積まれ方までが規定

されていなければその空間の商品の占有位置は分からず、また、作業の観点では、例

えば商品の配送時には配送員が配送に最適な積荷の積み直しを行うこともあるとのこ

とで、そうなれば商品の積まれ方は「その場」でしか正解が分からないことになり、「そ

の場」の「見た目」が最も正確な情報となる。 

なお、商品の物流・流通過程において適用可能な自動認識技術が唯一になるとは限らな

い。例えば、ペットボトル飲料の数量を知りたい時、そのペットボトル容器に RFID（電子

タグ）による ID が付与された状態を仮定すると、その数量を知りたいシーンだけで考えれ

ば、① Computer Vision により容器の特徴的な形状（例えばフタの円筒形）等を認識して

その数をカウントする、② RFID のシリアル情報を読み取ってその数をカウントする、の

２つの方法が考えられ、そのどちらでも正しい数量を知ることができる。 

もちろん、特定の自動認識技術が優位、または当該技術が唯一となる状況も起こり得る。

例えば、上記の例の場合、そのペットボトル容器に凹みがある本数を知りたい時は、ID だ

けでは把握できず、Computer Vision による容器の凹みを把握しカウントすることが適切

となる。一方、そのペットボトル飲料が段ボール箱に梱包され、ペットボトル自体は見え

ない状況で数量を知りたい時は、Computer Vision ではペットボトルを認識することがで

きず、電子タグの ID の読み取りが適切となる。 

商品の「置かれている状況」は、表 5.2 中の(a)で対応可能である（(a)のみが商品の「見

た目」自体やその違いを識別することを前提とした認識技術である）。ただし、商品の属性

と同様に外部のデータベース等との連携によって対応することまでを含めれば、表 5.2 中

の(a)(b)(c)(d)(e)の全てで対応可能となる。 
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5.2 Computer Vision が適用可能な作業と事例 

 

5.2.1 Computer Vision の適用先となる物流・流通の作業の特徴 

 

物流・流通への Computer Vision の適用を考える上で、考慮すべき物流・流通の作業の

特徴は以下の３点と考えられる。 

 

（１）荷姿の変容 

一つの作業においては、場合によっては商品の荷姿が変わることがある（荷姿を変える

こと自体が一つの作業になっていることがある（例：梱包）） 

一つの作業において荷姿が変わるのは（または荷姿を変えること自体が作業なのは）「見

た目」に強く関わる Computer Vision にとっては問題になり得る。ただし、前述（１）で

示したとおり、一つの作業についてのみ考えるのであれば、ある一つの作業において作業

が完結する際には荷姿も変わっており、その作業における Computer Vision の情報は後続

の作業に引き継がれる必要はなく、現実的には問題とならない。 

（後述の）一つずつの作業の連鎖を考慮する複合作業を Computer Vision で対応する場

合には荷姿の変容は課題となる。 

なお、荷姿を意識する作業を RFID で管理するためには、属性情報に荷姿に関する情報

が含まれていることが必須となり、それを取得しない限り荷姿の状況は管理できないこと

になる。 

 

（３）作業現場の環境（明るさや荷姿等）（Computer Vision に向いた環境かどうか） 

物流・流通の作業現場の環境は多様であり、特にその明るさは Computer Vision の容易

な適用にとっては必ずしも十分でない場合もある。また、商品を撮影するカメラと商品と

の距離や商品に対するカメラの相対角度等も Computer Vision の容易な適用にとっては必

ずしも十分でない場合もある。また、例えば、ストレッチフィルムでのいわゆる「ラップ

巻き」による視認性の悪さへの対応や、パレット等への積載により中心部の商品が隠れて

しまう状況等も作業現場の環境の一つと考えられる。ただし、このような制約は「やり方

次第」とも言える。制約を解消するように環境を変えることもユーザー事業者が許可すれ

ば有力な一案であるし、別途得られる何らかの情報との組み合わせによるアプリケーショ

ンレベルでの機能で対応することも一案であろう。 

なお、小売店舗のシーンは買い物客の不測の行動があり認識すべき事項が多様なように

感じるが実はそれほど多様でもなく、買い物客が、十分に明るく、買い物客の導線が限定

的な店舗に進入し、商品を手に取り、または棚に戻し、商品を手に取ったまま、または商

品を買い物カゴやカートに入れ、レジで会計を行い、自身の持ち物として店舗から退出す
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5.3 Computer Vision の導入を進める上での課題と方策 

 

5.3.1 課題整理の方法 

 

前述「5.1 論点の整理」で示した「Computer Vision 導入のステップ（大枠）」の「判断

事項」を課題とすると、Computer Vision の導入に向けて、それらの課題を解決すべき事

業者としては以下が考えられる。 

① ユーザー事業者（対応が必須） 

② 技術／ソリューションベンダーとなる事業者（対応が必須） 

③ 国等（対応も一案） 

本稿においては、Computer Vision 導入のステップにおける課題をより詳細化し、課題

毎の解決策を実施主体毎に整理する。 

 

 

5.3.2 Computer Vision 導入の課題と関与する事業者等との施策 

 

具体化された課題毎に Computer Vision の導入に関与する事業者等がどのような施策を

取ることができるかを整理した結果を表 5.11～表 5.19 に示す。 

 

 





















85 

 

 

5.3.3 Computer Visionの導入に関与する事業者等の課題解決の方策 

 

（１）ユーザー事業者 

ユーザー事業者が取り得る方策は以下のようなものが挙げられる。なお、③以降は必ず

しも技術的な観点ではなく、日本独自の商慣習（例えば多層な卸事業者の存在）、日本の企

業文化（作業の整理による細分化、高精度な作業の「当たり前」な遂行、着実な成長を基

軸とした経営等）に起因するものとなっている。 

 

① Computer Vision の知識を有する人員の確保 

ユーザー事業者が Computer Vision 導入の決定を下すためには、ユーザー事業者が抱え

る課題の解決に Computer Vision が適用可能かどうか、また、どのような Computer Vision

の技術やソリューションが適切か等について、ユーザー事業者側で理解しておく必要があ

る。そのために、Computer Vision の知識を有する人員（AI エンジニア、ロボットエンジ

ニア等）を外部から即戦力として採用し、その人脈を活用して更に優秀なエンジニアを確

保するという方策が考えられる。確保した人員については、Computer Vision や AI 等の技

術とユーザー事業者の業務に関する知見の両方を習得するべく OJT 等によって育成を行う

ことが望ましい。 

 

② ユーザー事業者とベンダーのWin－Winの関係構築（ユーザー事業者：実証の場の提供、

ベンダー：技術の提供） 

国内においては物流・流通現場における Computer Vision 技術の導入事例がまだ少ない

ことを踏まえれば、今後数年間 Computer Vision の導入とその効果検証がほぼ同時並行で

進むと考えられる。その場合、ユーザー事業者は導入にかかる費用対効果を懸念して導入

自体を見合わせたり、費用を大幅に抑制する状況となり、ベンダーは Computer Vision 導

入の機会や技術やソリューションの改善の機会が得づらい状況に陥ることが推察される。

このような悪循環の打開策として、両者の合意を得やすい形で実証実験を実施することが

重要と考えられる。実証実験を行うことで、ユーザー事業者は Computer Vision 導入によ

る効果を認識でき、ベンダーは Computer Vision 技術の機能・性能や適用能力を向上させ

ると共に実績を積むことで将来の事業拡大を図ることができる。 

このようなメリットを互いに理解し、例えばベンダーが実証実験に係る費用を減額する

ことで、ユーザー事業者、ベンダー共に好都合となる Win-Win の関係を構築できると考え

られる。このような関係が構築しやすいのは、ユーザー事業者との接点が少なく実証実験

の場を求めており、尚且つオーバーヘッドコスト等を小さくできるスタートアップベンダ

ーと推察される。 

 



86 

 

③ 既存の商慣習を考慮した投資回収構造の理解 

ユーザー事業者にとって Computer Vision 導入は設備投資となる。物流・流通事業者の

設備投資の回収は荷主との運用契約の範囲で行うこともあるが、荷主－物流・流通事業者

間契約は商慣習上１年単位が多く、仮に１年で契約が更新できない場合、ユーザー事業者

は設備投資の回収が困難となる懸念が抱えている。従って、物流・流通事業者にとって設

備投資はリスクが高く、それが故に Computer Vision をはじめとする新技術の導入をしづ

らい構造になっている。ユーザー事業者はそうした投資回収の構造を理解した上で、ある

程度のリスクを踏まえた意思決定をする必要がある。 

 

④ 複合の作業への Computer Vision 適用による更なる業務効率化や価値創出の検討 

ヒアリング結果から、ユーザー事業者は、Computer Vision 等の新技術を導入する際に

一つの作業毎に業務効率化を検討しがちであり、複数の作業に跨る業務効率化の検討が不

十分と考えられる。また、複数の作業に一括で新技術を導入することにより新たな価値を

創造する可能性についても検討が進んでいないと考えられる。例えば、現在のトレーサビ

リティは「特定の商品が今どこにいくつあるか」（所在管理）を把握することが目的だが、

合わせて、不良品の発生や進展の程度を複合的に確認・管理できれば、不良品発生の責任

の所在を明らかにすることが可能となる。このように、複数の作業への Computer Vision

適用による業務効率化や新たな価値の創出の可能性を検討することで、導入の可能性が高

まる可能性が示唆される。 

 

⑤ Computer Vision への過剰な期待の抑制 

現在の日本の物流・流通に関する諸作業の精度は海外と比較して非常に高いとされてい

る（良く言われるのはファイブ・ナイン（99.99999%）やシックス・ナイン（99.999999%））。

この値をさらに向上させる≒100%を目指すことは理想的ではあるが、海外のスタートアッ

プのように、精度は人による作業と同程度を目指し、むしろ業務効率化や付加価値の創出

を Computer Vision の成果として求めることが適切と考えられる。 

 

⑥ 変革へのチャレンジの推進 

国内のユーザー事業者は Computer Vision をはじめとする新技術の導入について、実証

実験までは実施するものの、その後の本格導入を躊躇する傾向にある。これは、ユーザー

事業者内での変革意識の不十分さや思い切りのなさが原因と考えられる。この点において、

変革を推し進めている海外の先進的なユーザー事業者は思想が大きく異なっていると考え

られる。また、国内の一部のユーザー事業者には、敢えてトップランナーにはならず、他

のトップランナーの様子を見て自身の動きを考えるという立場を採ることを好む傾向も見

られる。これらは必ずしも Computer Vision の導入に限ったことではないため、ここでの

深耕は割愛するが、新技術の普及については、このような点が変わることでその進展に大



87 

 

きな影響を及ぼすことが考えられるため、改善を期待する。 

 

（２）技術／ソリューションベンダー 

技術／ソリューションベンダーとなる事業者が取り得る方策は以下のようなものが挙げ

られる。 

 

① Computer Vision の技術者の確保 

技術／ソリューションベンダーが自社の Computer Vision 技術／ソリューションをユー

ザー事業者に導入させるためには、自社の Computer Vision 技術／ソリューションの豊富

な知見を持つ技術者の確保が必須となる。そのためは、自社内の技術者を適切に選定する

他、Computer Vision の知識を有する人員（AI エンジニア、ロボットエンジニア等）を外

部から即戦力として採用し、その人脈を活用して更に優秀なエンジニアを確保するという

方策が考えられる。確保した人員については、Computer Vision や AI 等の技術を習得する

べく OJT 等によって育成を行うことが望ましい。 

 

② 業務の知識を有する人員の確保 

技術／ソリューションベンダーが自社の Computer Vision 技術／ソリューションをユー

ザー事業者に導入させるためには、ユーザー事業者の業務や課題の知識を有する人員（例

えば当該事業に関係する職歴を有する人員）を外部から即戦力として採用し、必要であれ

ばさらにその人脈を活用して当該事業に詳しい人員を確保するという方策が考えられる。

また、確保した人員については、Computer Vision や AI 等の技術を習得するべく OJT 等

によって育成を行うことが望ましい。特にその人員が当該業務に関するシステムエンジニ

アであった場合は、Computer Vision や AI 等の技術の習得により業務と Computer Vision

やAI等の双方の知識を有するエンジニアできれば自社のComputer Vision技術／ソリュー

ションのユーザー事業者への導入により適切となる。 

 

③ ベンダーとユーザー事業者の Win－Win の関係構築（ベンダー：技術の提供、ユーザー

事業者：実証の場の提供） 

（前述（１）「ユーザー事業者」でも述べたが）国内においては物流・流通現場における

Computer Vision 技術の導入事例がまだ少ないことを踏まえれば、今後数年間 Computer 

Vision の導入とその効果検証がほぼ同時並行で進むと考えられる。その場合、ユーザー事

業者は導入にかかる費用対効果を懸念して導入自体を見合わせたり、費用を大幅に抑制す

る状況となり、ベンダーは Computer Vision 導入の機会や技術やソリューションの改善の

機会が得づらい状況に陥ることが推察される。このような悪循環の打開策として、両者の

合意を得やすい形で実証実験を実施することが重要と考えられる。実証実験を行うことで、

ユーザー事業者は Computer Vision 導入による効果を認識でき、ベンダーは Computer 
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Vision 技術の機能・性能や適用能力を向上させると共に実績を積むことで将来の事業拡大

を図ることができる。 

このようなメリットを互いに理解し、例えばベンダーが実証実験に係る費用を減額する

ことで、ユーザー事業者、ベンダー共に好都合となる Win-Win の関係を構築できると考え

られる。このような関係が構築しやすいのは、ユーザー事業者との接点が少なく実証実験

の場を求めており、尚且つオーバーヘッドコスト等を小さくできるスタートアップベンダ

ーと推察される。 

なお、スタートアップが自身の技術の適用フィールドを求めている点については、

Computer Vision の導入で一歩先を行く欧米と言えどもまだ大々的に進んでいるというこ

とでもなく、単独のコンセプトストアを作り、ユーザー事業者にアピールする場を設けて

いる程度に留まっているものも少なくない。スタートアップ側とすれば、自身の技術の適

用の適用シーンを創出できるユーザー事業者との関係づくりは重視すべき事項と考えてい

ると思われる。 

 

④ 資金調達先を必ずしもユーザー事業者としない仕組みづくり 

特に欧米では、（Computer Vision に限らず）斬新かつ高度な技術を有したスタートアッ

プが大手の SI 事業者や当該技術のユーザーとなり得る事業者（以下、適宜「ユーザー事業

者」と記す）から資金を調達する（投資を受ける）ケースが少なくない。当該スタートア

ップは調達した資金により技術開発やユーザー事業者への技術の適用を行うことができる。

投資する大手の SI 事業者やユーザー事業者は、当該技術が良いものとなった際の独占的・

優先的な使用権を得ることとなり、自社事業への効果が期待できる。 

 

⑤ 技術／ソリューションの適正価格での提供 

ユーザー事業者の課題を解決できる Computer Vision の技術／ソリューションの性能・

機能を適正な価格で供給することが挙げられる。適切な技術／ソリューションはユーザー

事業者の課題解決の方法に依存することになるが、市場にそれが可能な技術／ソリューシ

ョンがなければ、または今はなくても今後開発・供給できなければ Computer Vision によ

る課題解決は成されない。また、ユーザー事業者の課題を全く想定しない技術／ソリュー

ションの開発も、仮にそれが非常に高精度なものであっても市場価値はほとんどなく、ユ

ーザー事業者の課題解決は成されず、また、技術／ソリューションベンダーとなる事業者

も利益を得られない。この観点では、技術／ソリューションベンダーとなる事業者は、ユ

ーザー事業者の課題等に関する情報を取得できる仕組みが必要となる。例えば、ユーザー

事業者との情報交換を密にするような関係性を構築して外部から必要な情報を得ることや、

ユーザー事業者での勤務経験を有する人材を雇用して内部から必要な情報を得ることを考

えていく必要があろう。 
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⑥ ユーザー事業者からの相談への対応能力の向上 

より受動的な立場としての、ユーザー事業者からの相談への対応能力を向上させること

が挙げられる。ユーザー事業者は課題解決の方法の決定権を有するが、ほとんどの場合、

その方法の知見を有していない。技術／ソリューションベンダーとなる事業者は、この知

見の提供という点にも注力することで、ユーザー事業者が課題を解決する機会を与え、さ

らにその機会を自社のビジネスに結び付け、またさらに Computer Vision の適用事例を増

やすことにより Computer Vision が「使える」ものであることを世に知らしめ、Computer 

Vision の市場の拡大（それは即ち自社のビジネスチャンスを拡大することに相当）に寄与

することが可能になると思われる。 

 

（３）国等 

ユーザー事業者が抱える一つ一つの課題の解決は基本的にはユーザー事業者個々が対応

すべき範囲であり、国等が一つ一つの Computer Vision 導入の内容に深く関与することは

必ずしも適切ではない。しかし、その解決が複数の事業者に跨り延いては社会全体を変容

させるようなものとなるのであれば、国等による適切な関与も有効・有用となる。前述

「5.3.3Computer Vision の導入に関与する事業者等の課題解決の方策」の（１）ユーザー

事業者の項目で示した複合作業による業務効率化や新たな価値の創出は、複数の事業者に

跨って成立することも考えられ、その検討の進展は国等の関与のキーになるものと思われ

る。 

国等が取り得る方策は以下のようなものが挙げられる。 

 

① Computer Vision の導入に関する費用の補助 

Computer Vision はその導入の損益構造（一般に先行投資→実用→実用向け投資→効

果＝収益上昇→投資回収）から、先行投資や実用初期の投資が必要であり、これがユー

ザー事業者が Computer Vision の導入に踏み切れない要因の一つであることは否めない。

物流・流通事業者が Computer Vision 導入を検討する際に活用できる補助金の広報等を

積極的に行うことで、Computer Vision 導入のハードルを下げることが期待できる。 

 

③  Computer Vision のための画像情報の標準化 

既述のとおり、ユーザー事業者の Computer Vision 導入検討にあたっては、認識する商

品等の画像が準備できるかどうかが論点となる。しかしながら、ユーザー事業者（特に中

小企業）が単独で画像情報を作成・蓄積するのは難しいため、Computer Vision の導入の

ためにはユーザー事業者間で画像情報の共用とそのための画像の標準化が必要と考えられ

る。また、物流・流通分野で様々な作業に Computer Vision を活用することを考えれば、

どのような作業で画像を用いるかを検討した上で画像情報の標準化をすることも重要であ

り、あわせて物流・流通現場での作業の標準化の検討も必要になる可能性がある。 
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このような画像情報の標準化や共用のルール作りについては、民間のみでは進めること

が難しく、国等の関与の余地があると考えられる。（後述「5.4 Computer Vision の利用に

おける画像情報の標準化の可能性の一考察」参照）。 
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5.4 Computer Vision の利用における画像情報の標準化の可能性の一考察 

 

物流・流通分野での画像情報の標準化が進められるとすれば、その目的等によって様々

な標準化の種類・方法が考えられる。たとえば、倉庫での特定業界の商品のピッキングを

行いたい場合、その業界の企業間で画像情報の標準化をする必要がある（「業界標準」）。一

方で、海外製品の画像情報の標準化が必要な場合、当該分野の業界での取り組みや要望等

を踏まえて、流通システムの国際標準化機関である GS1 が検討することになると考えられ

る。 

GS1 の標準は、① 識別コード（Identify）、② データキャリア（Capture）、③ 情報の

共有（Share）に分かれており、画像情報の標準化はこの全てが関係することになると思わ

れる（②のデータキャリアとしての画像ファイル、③の情報の共有としての特徴量の規定、

そしてそれらを識別するための① 識別コードの付与）。GS1 は GSMP（Global Standards 

Management Process）と呼ばれる GS1 標準の開発及びメンテナンスを実施するコミュニ

ティを運営している。この GSMP における標準化のプロセス概要は以下のとおりとなって

いる。 

プロセス１：業界での取り組みや要望等を踏まえて業務要件を集める。 

プロセス２：業務要件定義書を策定する（この時点でコメントを募集して解決する） 

プロセス３：投票を行う（GSMP メンバーの 2/3 以上の賛成で可決する） 

プロセス４：ソリューション設計や具体的な運用ルール等の検討を行う 

プロセス５：GS1 仕様書を策定する（この時点でコメントを募集して解決する） 

プロセス６：投票を行う（GSMP メンバーの 2/3 以上の賛成で可決） 

プロセス７：批准のあと標準が成立する 

GS1 において画像情報の標準化を進めるとすれば、このようなプロセスに沿って進めて

いくことが求められるが、かなり長期間（最低でも３年以上）を要することが懸念される。 

このような標準化に関する取り組みを進める上では、業界団体や業界での主導的な立場

の事業者等が中心となった業界主導となることが適切ではあるが、効果的に進めるために

は国等がその議論・推進のための場づくりを行い、業界内外の関係者が参画しやすい環境

整備（共用のためのルールづくり、関係者間の合意形成等）を行うことも必要と考えられ

る。 

なお、画像情報の標準化には、以下の事項の規定が必要になるものと思われる。 

① 誰もが商品の外形そのものを同一と認識できる画像の作成方法 

② 上記①を数値化する商品の特徴量の規定 

上記①については、誰もが「ある商品はここがこうでここがこうなっていればこの商品」

という判定をできるための言わば「正解」の画像の作成方法の規定になる。例えば、500ml

のペットボトル飲料であれば、それを前後左右上下、ペットボトルの重心から水平・鉛直
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に伸ばした軸上、ペットボトルの重心から規定の距離だけ離れた位置から画像を背景なし

のフルカラーで撮影する、等のルールが必要になるものと思われる。もちろん Computer 

Vision はこの種の画像の乱れや揺らぎ等の相違を吸収する認識が可能となるよう研究開発

が進められているが（例えば斜めから撮影して商品の形状がデフォルメされてしまってい

る画像でも商品を正しく特定できる等）、標準的に使用するのであれば、曖昧さを可能な限

り排除した規定が必要になるはずである。 

上記②については、上記①で作成した画像を定量的に評価する規定となり、画像処理上

必要となる情報を対象とすることになる（例えば、画像中の濃淡の変化が大きい特徴点を

抽出してその特徴点周りの領域を画素値や微分値により特徴ベクトルにしたもの等）。 
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6 まとめ 

 

本調査事業では、物流・流通分野における Computer Vision に対する投資が効果的に行

われる環境整備を目指し、海外における先進的な Computer Vision の実装事例・技術動向

や Computer Vision の将来動向を調査した。また、国内事業者の Computer Vision の実装

における課題・対策を整理した。 

 

海外における Computer Vision の実装事例・技術動向では、Amazon Go に代表される小

売店舗における Computer Vision の実装をより低価格で提供するソリューションや物流・

流通におけるソリューションを開発・展開中の海外スタートアップから、取り組みの背景

や KPI の設定、コストに対する考え方の他、人材確保の工夫や今後の事業展開における課

題等の現状を聴取した。また、国内のスタートアップや大手ベンダー、ユーザー事業者か

らも同様の事項についての意見等を聴取した。実装における課題として、ユーザー事業者

が実装の場の提供や実装に必要なコストの負担、必要な人員の確保等を行い、ベンダーが

技術を提供・適用することで、ユーザー事業者は課題の解決を、ベンダーは技術のブラッ

シュアップを図るような、ユーザー事業者とベンダーの関係構築が必要になること、また、

それを効果的に行うためにユーザー事業者の業務とベンダーの技術の両方を理解した人材

の確保と育成が必要になることを提示した。 

また、Computer Vision の将来動向については、画像センサー（カメラ等）や GPU のよ

うなハードウェアが高性能化かつ低価格化を実現し続けている現状、Computer Vision が

総合システムを構成する単機能モジュールに適用される情報システムが構築されている現

状を整理し、Computer Vision を支える AI がパターン処理（＝画像そのものの認識）とシ

ンボル処理（＝画像が示すモノ等の概念の認識）を融合させることで少ない学習データで

高い認識精度を得ることができるようにする研究開発の見通しと共に、Computer Vision

が短期～中期では単機能モジュールの精度向上に、長期的には人間に近い認識・推論が可

能な統合システムに向かうであろうことを提示した。これらを踏まえ、国内物流・流通分

野への実装における課題・対策では、Computer Vision の導入のステップや物流・流通の

事業の現場での問題を踏まえ、Computer Vision が適用可能な作業と事例を示すと共に、

Computer Vision の導入を進める上での課題と方策を、ユーザー事業者、技術／ソリュー

ションベンダーとなる事業者、国等の各々について整理した。具体的には、ユーザー事業

者は、Computer Vision の知識を有する人員を必要に応じて外部から採用すること、実証

の場を提供するユーザー事業者と技術を提供するベンダーの Win－Win の関係を構築する

こと、既存の商慣習を踏まえつつも Computer Vision 導入の積極的な意思決定を行うべき

であること等が、また、技術／ソリューションベンダーとなる事業者は、自身の Computer 

Vision 技術の知識を有する人員を確保すると共に、当該技術を適用するユーザー事業者の

業務の知識を有する人員を必要に応じて当該業務の経験者等を外部から採用すること、実
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証の場を提供するユーザー事業者と技術を提供するベンダーの Win－Win の関係を構築す

ること、資金調達を必ずしもユーザー事業者のみに頼るのではなく自身の Computer Vision

技術に興味を持つ他者からの投資も検討することで技術開発等を行える環境を整えること

も一案であること、国等は Computer Vision の導入に活用可能な補助金の広報等を積極的

に行ってユーザー事業者の導入への躊躇を取り除くように努めること、必要に応じて

Computer Vision のための画像情報の標準化の議論・推進のための場づくりを行い、業界

内外の関係者が参画しやすい環境整備（共用のためのルールづくり、関係者間の合意形成

等）を行うように努めること等を提示した。これらの内容が物流・流通分野における

Computer Vision の活用の一助になることを期待する。 

 

 



 

 


