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はじめに 

 

中国地域には、廃棄物処理・リサイクル分野など環境に関する優れた技術を有する企業・事業所が多数

存在しています。これらの企業・事業所が、環境関連の技術の高度化・高付加価値化を図り、持続可能な

競争力を強化していく手段として、AI・IoT への注目が集まっています。しかし、その効果や活用のため

の方策が見通せていない状況にある中小企業も少なくありません。 

 本調査では、地域の中堅・中小企業等が活用可能な AI・IoT の要素技術及びその活用事例・効果につい

て調査し、報告書に取りまとめ、中国地域の中小企業、支援機関等に提供することで、環境ビジネスのイ

ノベーションを促進し、産業公害の防止、低減を図ることを目的としています。本報告書は以下の構成と

しています。必ずしも第１章から順番に読んでいただく必要はなく、関心を持たれた章から読んでいた

だいても、ご活用いただけるようにしております。また、用語等については、巻末の「索引」から参照で

きるようにしております（PDF 上でリンクしています）。 

 第１章「AI・IoT がもたらす環境ビジネスの高度化の姿」では、AI・IoT を活用した環境ビジネスの考

え方や、2019 年現在での AI・IoT をビジネスに導入する際に知っておくとよいと思われる現状について

整理し、解説しています。 

 第２章「中国地域の環境企業による AI・IoT 導入に向けた現状と課題」では、中国地域の環境企業と IT

企業へのアンケート結果について紹介しています。 

 第３章「環境ビジネスにおける AI・IoT の導入ガイド」では、中堅・中小企業での AI・IoT の導入検討

に役立つため、環境分野での AI・IoT 導入のユースケースと、準備・手続きや導入に必要な知識をまとめ

ています。さらに、今後の新しい環境ビジネス像についてもまとめています。 

 

 なお、本調査の調査範囲は、①大気汚染防止、②排水処理、③土壌、水質浄化、④騒音・振動防止、⑤

環境測定・分析・監視、⑥環境調和型製品、 ⑦環境関連サービス、⑧廃棄物処理・リサイクル、⑨ プラ

ント・インフラ保安などを業として行っている企業、または①～⑨のための AI・IoT の製品・サービスの

開発を行っている企業になります。 

 

 本調査が中国地域で環境ビジネスに取り組む企業の技術開発の促進と競争力強化ならびに産業公害の

防止・低減につながることを期待しております。 

 

 最後になりましたが、本報告書の作成にあたりご協力いただきました関係機関の皆様、そしてヒアリ

ングにご協力いただきました企業の皆様方に厚くお礼を申し上げます。 

 

中国経済産業局 

環境・リサイクル課 
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第1章 AI・IoTがもたらす環境ビジネスの高度化の姿 

1－1． AI・IoTを活用した環境ビジネスの考え方 

（1） 本調査の目指す環境ビジネス 

近年 AI・IoT への関心が高まっています。AI がルールや知識を自ら学習する機械学習・ディ

ープラーニングが実用化されたという技術的な側面と、PC やスマートフォンで利用できるよう

なサービスが次々に生まれているというビジネスの側面とが相まって、過去のブームよりも AI

が使えるツールとして普及を始めています。モノとインターネットがつながる IoT は、我が国

では Society5.0 や Connected Industries として提唱され、様々な繋がりによって新たな付加価

値の創出や社会課題の解決の実現に官民で取り組んでいます。これに加えて、多くの企業で人手

不足や働き方改革、熟練担当者の技能承継といった課題への具体的な対応が求められており、

AI・IoT の導入による解決策も、その一つとしてあげられています。 

これらの動きが環境事業でもより進んでいくためには、現在の各社の問題点・課題だけにとら

われず、将来の環境ビジネスにとって AI・IoT の導入が有望な取組であると示されることが必要

です。そこで、AI・IoT の導入事例紹介の前に、今後の環境ビジネスの将来像の鍵となる 2 つの

考え方を紹介します。 

 

① SDGs（Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標） 

SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2015 年 9

月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された

2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。地球上の「誰一人取り残さない

（leave no one behind）」ことを誓っています。下図にあげられた 2030 年までに達成する 17

の目標があり、その下に、169 のターゲット、232 の指標が決められています。国際機関、政府、

企業、学術機関、市民社会、子どもも含めた全ての人が、それぞれの立場から目標達成のために

行動することが求められています。（JAPAN SDGs Action Platform ｜ 外務省） 

 AI・IoT は、持続可能な世界を構築するための鍵となる技術と考えられています。AI の活用に

よりビジネスやソリューションを次々と生み、社会の格差を解消し、地球規模の環境問題や気候

変動などにも対応が可能な持続性のある社会を構築する方向へ展開させる必要が指摘されてい

ます。 

 

図表 1－1－1 SDGs への取組 

 

         

         

 

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/index.html
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal1.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal2.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal3.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal4.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal5.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal6.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal7.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal8.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal9.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal10.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal11.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal12.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal13.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal14.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal15.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal16.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal17.html
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② サーキュラー・エコノミー 

廃棄物を出さず一度取った資源を作る・使う・リサイクルするという循環で回し続けて、経済

成長を図る「サーキュラー・エコノミー」が注目されています。従来は、資源を取って、生産し

て、使って、捨てるという大量生産・大量消費の一方通行なリニア・エコノミーでした。その後、

廃棄物は出すものの、可能な限りリサイクルするなどして効率よく使おうという、リサイクル・

エコノミーが登場し、普及してきました。これらとサーキュラー・エコノミーとの違いは、一度

使った資源を回収し、再利用して、新しい付加価値をつけて製品やサービスとしていくことで、

環境負荷低減だけでなく「無駄」を新しいビジネスに生まれ変わらせるということです。これま

での 3R 政策（リデュース、リユース、リサイクル）では、廃棄物を減らして再資源化を図るこ

とを目指していましたが、サーキュラー・エコノミーでは、原材料の投入を最小化させつつ、循

環させて新しい付加価値をつけていくことを目指しています。 

 

図表 1－1－2 サーキュラー・エコノミーの考え方 

 

出典：「資源循環政策の現状と課題」平成 30 年 7月5⽇ 経済産業省産業技術環境局 リサイ

クル推進課 

 

サーキュラー・エコノミーは、AI・IoT 等のデジタル技術の進歩・イノベーションとライフス

タイルの変化を背景に生まれてきたもので、PaaS（Platform as a Service）、シェアリング、リ

ユース等のビジネスモデル・製品設計と、図表 1－1－3 にあげられた技術によって実現されて

います。 

 

線形経済 から循環経済 へ

⚫ 線形経済︓大量生産・大量消費の一方通行の経済

⚫ 循環経済︓資源の効率的な利用により最大限の付加価値を生み出す経済政策として
の資源循環

素材加工
利用

組立

収集

再製造

廃棄物

ディストリ
ビューション

シェア再販売 再利用
リファービッシュ

別ループ

マテリアルリサイクル
サーマルリサイクル

リサイクル材、
副産物

製品
設計

新たな目的
での再利用

別ループ

循環資源
サプライヤー

コンポーネント製
造

メンテナンス

クローズドループ・
リサイクル

（モノのサービス化）

バージン素材

凡例
従来の資
源の流れ

での資
源の流れ

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/junkai_keizai/pdf/001_03_00.pdf
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図表 1－1－3 サーキュラー・エコノミーを実現させる技術 

 

出典：経済産業省平成 27 年度地球温暖化問題等対策調査 IoT 活用による資源循環政策・関連

産業の 高度化・効率化基礎調査事業 調査報告書 平成 28 年 3 月 アクセンチュア株式会社 

 

 

1－2． 2019年の AI・IoTの現状 

（1） AI・IoTの特性 

AI を使えば様々な課題が解決できると思われがちですが、AI ができるのは限られた範囲のこ

とだけです。AI の分類の一つとして「強い AI」と「弱い AI」といった分け方があります。「強い

AI」とは、人間のように想定外の事象にも学習した過去の経験をもとに、自ら判断できる AI の

ことで、いまの技術では実現していません。「弱い AI」は人間の知性の一部分を代替して特定の

タスクを自動的に処理する AI で、現在実際に使われている AI は、「弱い AI」になります。 

一方、IoT は Internet of Things（モノのインターネット）の略で、センサーと通信機能が組

み込まれたデバイスがインターネットを通じてつながることです。FA は企業内・工場内での IoT

とほぼ同じことで、以前から取組が行われていましたが、IoT は遠隔でのモニタリングや制御、

モバイル連携などインターネットを利用した大量のデータ収集を効率よく行うことができます。

IoT で得られたデータは、AI を使って分析することで、従来よりも的確な対応を取ることが可能

になります。 

AI・IoT をビジネスに役立つツールとして十分その役割を発揮させるには、自社の目的に応じ

てそれぞれの特性を踏まえた使い方を選択していくことが求められます。内容によっては、社内

で構築することもできますが、SaaS を利用したり、IT 事業者に開発を依頼したりする選択肢も

あります。 

 

モバイル

クラ ド・
コン ューティ

ン 

コ ュ  ー
ション

 ーシ ル

 モバイル・テクノロジーの 化によ
り、デー  アプリ ーションに 
で  コストでアク スす    
  に

   物 化 のプロ
 ス     産 
の  

  イヤ ス・ネット ー
クの  により、

  流 な 、
 クリティ ル・マス を
  よ      

 シェアリン ・プラット
フ ー の設 コスト
     なフィー
ドバック   

   なデー モ  リン ・  
を行   で、消費 の製品 
用行 を     、新たな 
 を 出

ビッ デー ・
アナリティクス

モジュラー・
デ イン

ライフ 
マテリアル・
サイ ンス・
テクノロジー

  
リサイクル・
テクノロジー

ト ース 
リ ーン・
システ 

 モジュール  の製品設計により、
   で    品  を  ・
  、製品ライフサイクルを  す
  に  

 廃棄物     
れ  た生産物を
新たな資源   利
用  に

 リサイクル  の 化に
より、  の  源  
 サー ュラー コノ ー
に  

 効率的・効 的な素
材 別により、 用済
み製品をコスト効率よ 
 収

   な  によ     、生
物    な、  で リサイク
ルで  循環 資源の利用  
を 出

プリン ー

製造

 材 
  

物流

販売・
  

利用
（消費 ）

廃棄  物流

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



－ 4 － 

図表 1－2－1 現在使われている AI の概要 

機能 概要 

学習データの

必要性 

ビジネスで活用するためには、用途ごとに適した学習データが必要。さらに、AI は

学習データが増えるほど賢くなっていくが、データ量が少ないと分析の精度が低下し

たり、対象を正確に認識できなくなったりする。 

 より「良質」なデータに仕上げるため「クレンジング処理」を行うことなどが求め

られる。以上、「大量かつ良質な学習データを用意できるかどうか」が、AI 活用にお

ける壁の 1 つである。 

アノテーショ

ンの必要性 

データに対して関連情報を付与し、AI が「正解」を識別できるようにするには、「ア

ノテーション（Annotation）」が必要。 

アノテーションを人間の手作業で行うには、多くの手間と時間が必要だが、近年で

はアノテーションを自動化できるソリューションも登場している。 

ブラックボッ

クス問題 

AI が算出した分析結果の思考プロセスを人間側が理解できない場合があることが

あり、「ブラックボックス問題」といわれる。 

AI による分析結果が本当に正しいのか、その有効性を人間が正当に判断できず、

間違いが含まれていても気付くことができない。経営に組み込むのであれば、AI が導

き出した戦略を説明することができなければ、なかなか採用には踏み切れない。 

汎用的に活用

できていない 

現在 活用が進んでいるのは、特定分野のデータ学習させる「特化型 AI（Narrow 

Artificial Intelligence）」と呼ばれる AI で、別の用途への転用が困難で、汎用性の低

さがネックである。 

人間と同等レベルの知能を有するのが「汎用型 AI（AGI：Artificial General 

intelligence）」で、将来に向けて研究が進められている。 

倫理の問題 道徳的な学習を行わない限り AI は善悪や正邪を判断することができないので、AI

を使用する場面の選択には特別な注意が必要となる。 

AI が人間の倫理的判断を迫られる局面に遭遇した際、そのような対応を採らせる

べきなのか、それをどのように考えるのかといった部分も課題の 1 つである。 

 

 

① AI・IoTのレイヤー構造 

AI・IoT はいくつもの技術が関係しています。それらをわかりやすくするため、レイヤー（階

層）に整理して説明されることがあります。図表 1－2－2 に示した例では、①から③が IoT で

データを取得して通信で送る「エッジ」と呼ばれるレイヤー、⑤から⑦は主に AI 等を使って分

析し、業務のツールとして使われるレイヤーになります。 
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図表 1－2－2 AI・IoT 技術のレイヤー構造 

 

 

図表 1－2－3 IoT サービスプラットフォームの役割 

 

 

 

実際にはユーザーはレイヤーを意識することは少なく、①～⑦のレイヤーからベンダーが特

定の目的とターゲットとするユーザーの想定に合わせて、図表 1－2－3 のような役割を意識し

てパッケージした、IoT サービスプラットフォームを利用することが一般的です。IoT サービス

⑦ビジネスプロセス
（プラットフォーム）

⑥アプリケーション
（ソフトウェア）

⑤データ分析
（蓄積データの分析）

④ストレージ
（データの蓄積）

③通信・
IoTゲートウェイ

（データの送信）

②エッジデバイス
（即時処理装置）

➀センサー
（データの収集）

【状況監視】イメージセンサ（カメラ）、位置センサ、形状センサ、重量センサ等

【物質状態確認】赤外線置、超音波、ミリ波、バイオセンサ等

【故障予知】電流センサ、振動センサ、温度センサ、匂いセンサ等

【利用状況確認】加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサ等

【環境検知】温度・湿度センサ、ガスセンサ（CO2、VOC濃度等）等

【エッジコンピューティング】カメラセンサ、位置センサ、形状センサ、重量センサ等

【組込み機器】家電製品、産業用機器、工業機械、車両等

【ウェアラブルデバイス】腕時計型、ゴーグル型、イヤフォン型等

【ゲートウェイ】センサーやエッジデバイスと上位レイヤーとの中継

【広域・遠距離】LTE、5G、LPWA等
【狭域・短距離】Wi-Fi、Bluetooth、RFID、NFC、ZigBee等

【クラウドコンピューティング】インターネットデータセンタ等

【オンプレミス】自社サーバー等

【フォグコンピューティング】マイクロデータセンター等

【ビッグデータ解析】BI、統計解析（多変量解析）、データマイニング・テキストマイニング等

【AI分析】機械学習、ニューラルネットワーク、深層学習等

【ドローン】

【予測】数値予測、ニーズ・意図予測、マッチング

【実行】作業の自動化、表現の生成、行動の最適化

【分類】診断・仕分け、音声・画像・動画の識別

【AI・IoTプラットフォーム】

【ユーザーインターフェイス】

【API】

デバイスマネジメント 

• サービスに必要なハードウェアをネットワ

ークと接続し、一つの有機的なシステムと

して統合、管理／保守を行う 

データ収集・通信 

• データの収集や保存に欠かせない通信モジ

ュール、ネットワーク接続環境を用意し、

クラウド・データセンターに送る 

データの可視化・分析 

• 収集された膨大なデータを分析し、分析結

果を⽇常的にモニタリングして、ビジネス

に活用する 
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プラットフォームは、レイヤーの中から必要なものをパッケージして、a)あらゆる業種で対応す

る開発・運用をフルサービスの提供するものや、b)特定の業種に対しての開発・運用をフルサー

ビスで提供するもの、c)開発済みのサービスのみを提供するもの、d)特定業種の特定目的に特化

させたものなどがあり、導入の目的に応じて適したプラットフォームを選ぶことが必要になり

ます。 

 

② AIの学習方法による分類 

AI から実用的な回答を得るためには適切な学習データを用意して、必要な法則やルールを学

習させる必要があります。機械学習は AI を支える主要な技術の一つで、いくつかの手法があり

ます。そのなかでも注目されているのが、脳の神経回路をモデルにしているニューラルネットワ

ークや、ニューラルネットワークを多層化したディープラーニングです。 

従来の機械学習は、あらかじめ人が決めたルールをもとに一覧表でまとめられたような「構造

化データ」をもとに、トライアンドエラーを繰り返しながら学習して、モデルをつくります。人

が説明変数となる項目（表の列）を決めて、それをもとにしたモデルがつくられます。ディープ

ラーニングでは、「非構造化データ」として表形式では整理できない画像・映像・音声・言語の

データ（メールやオフィスで作成している各種ファイル、写真、動画などとしてあるもの）から

特徴を自動的に抽出してモデルをつくります。AI がつくったモデルと教師データとを比べて、

より教師データに近づけるように修正を加えることを繰り返して、適切なモデルができあがり

ます。従来のニューラルネットワークは 2～3 層を使っていましたが、コンピュータの性能が向

上したことや多くのデータが容易に集められるようになったこともあり、ニューラルネットワ

ークを多層にして使い、より深く学習することができるようになり、これをディープラーニング

と呼ぶことになりました。 

機械学習には、すでにいくつもの手法やモデルができあがっているので、自分の用途や課題、

用意するデータから、適切な選択肢を選ぶことができます。ディープラーニングは機械学習では

できないデータを扱うことができますが、信頼できる結果を得るには大量の学習データ（例え

ば、数千の画像）を必要とし、学習時間も必要とします。機械学習とディープラーニングのどち

らを選ぶかの基準は、対象とするデータが「構造化データ」なら機械学習、「非構造化データ」

ならディープラーニングですが、AI のアウトプットの信頼性という観点も重要です。新しくデ

ィープラーニングで信頼性のある結果を求めるには、大量のデータを用意するというハードル

もあります。それが難しい場合には機械学習の利用が適切となります。 
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図表 1－2－4 学習方法の特徴 

 

 

また、AI は機械学習の手法で大きく、以下の３つに分けられます。 

 教師あり学習： 入力データと正解データがペアになっているデータをもとに、傾向や特徴

を学習させるという手法。ペアのデータを大量に集めることで、学習の精

度を上げることができます。 

 教師なし学習： 正解を与えずに、入力データからその構造や特徴を見いだし、より正確に

把握させるための手法。人が気づかなかった構造や特徴を見つけることが

できる場合もありますが、何を基準にしてなのか人が理解できない結果が

出る場合もあります。 

 強化学習： 教師あり学習に似ていますが、正解ではなく「行動の選択肢」と「報酬」

をもとに、選択可能な行動の中から試行錯誤を繰り返して、より高い報酬

（価値の最大化）を得られる行動を学習させる方法。ディープラーニング

の登場で、より複雑な問題の解決が可能になり、注目されています。 

 

上記 3 つの学習法は大まかな分類で、それぞれに何十種類のアルゴリズムがあり、それぞれ

得意な適用先がありますが、適切な学習方法の選択は難しい問題です。おおまかには、予測や分

類を行う場合は教師あり学習が、クラスタリングなどでデータの固有パターンを見出すモデル

の学習が必要な場合は、教師なし学習が適当です。 

 

AI

マシンラーニング(機械学習)
既知のデータからの反復的学習で、規則性や特徴を見つけ出す

ニューラルネットワーク

ディープラーニング（深層学習）

教師あり学習

教師なし学習

強化学習

脳の神経回路の仕組みを模した分析モデル

ニューラルネットワークの多層化

データ 「画像・映像・音声・言語」な

どの「非構造化データ」 

学習法 自身が出した答えと、教師デ

ータとの誤差から、「どこをど

のように更新すべきか」をアル

ゴリズム自体が自律的に判断

し、正しく判断できるよう自身

を進化し続けること 

人の役割 アルゴリズム全体の構築 

 

データ 正規化された「構造化デー

タ」 

学習法 トライアンドエラーを繰り返し

て、与えられたデータを忠実に

再現する関数を求めること 

人の役割 説明変数の設定 
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図表 1－2－5 AI の応用領域と用いられるテクノロジー 

 

 

③ AIの提供形態・ビジネスモデル 

AI の提供形態はさまざまで、無償のオープンソースであったり、様々な形式での有償 SDK、

ハードウェアとのセットのオンプレミス、クラウドでの WebAPI、SaaS などが一般的です。 

 

i） オープンソース 

Python や R 等の AI 開発で使うプログラミング言語、アルゴリズム、ディープラーニングの

フレームワーク、ネットワークモデル、学習用データセット、ソフトウェアなど、インターネッ

ト上でオープンソースとして公開されていて、無償で自由に使うことができます。開発者やベン

ダーが使用します。 

ii） 有償ＳＤＫ 

AI モジュールを SDK（ソフトウェア開発キット）として開発者やベンダーに有償で提供する

モデルです。課金方法としては、売り切りやサブスクリプションなど、様々な形式があります。

組み込まれる機器の台数で価格が決まります。 

iii） ＷｅｂＡＰＩ 

Web 上で Google、Amazon、Microsoft、IBM などが提供しているモデル。開発者やベンダー

は、クラウドサービスとして学習済みモデルを呼び出すので開発コストを抑えることができま

す。しかし、API の呼び出し回数に応じた従量課金制で、継続利用にはランニングコストが発生

します。 

予測 

応用領域 

• 数値予測 

• マッチング 

• 意図予測 

• ニーズ予測 

用いられる学習方法 

• 教師あり機械学習（数値を予測）：線形回帰、重回帰、

協調フィルタリングなど 

識別 

用いられる学習方法 

• 教師あり機械学習（クラスの割り当て）：ディープラーニ

ング、ロジスティック回帰、SVMなど 

• 教師なし機械学習（データのグループ化）：k平均法な

ど 

応用領域 

• 音声認識 

• 画像認識 

• 動画認識 

• 言語解析 

実行 

用いられる学習方法 

• 教師あり機械学習：ディープラーニングなど 

• 強化学習：DQNなど 

• 自然言語処理 

応用領域 

• 表現生成 

• デザイン 

• 行動最適化 

• 作業の自動化 
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iv） オンプレミスパッケージ 

 エンドユーザー向けに、ハードウェアとセットで提供されるものです。ハードウェアの初期導

入費と毎月の保守料金などの費用が発生します。 

v） SaaS（Software as a Service） 

 エンドユーザー向けに、必要な機能を必要な分だけサブスクリプションで利用できるように

した形式です。1 デバイス 1 ヶ月あたりのサービス利用料などとして支払います。 

 

④ Connected Industriesと IoT 

Connected Industries は経済産業省が提唱しているコンセプトで、IoT を活用することで様々

なつながりにより、新たな付加価値の創出を目指すものです。5 つの重点取組分野と横断的課題

への取組が示されています。そのなかで、特に環境分野に関係するところは、ものづくり・ロボ

ティクスを活用した公害防止・リサイクル技術の確立と、プラント・インフラ保安での故障予

測・異常検知での安全性・生産性の向上と考えられます。また、横断的課題は環境分野でも共通

する AI・IoT の導入に際しての基本的な事項となっています。 

 

図表 1－2－6 IoT での「Connected Industries」の取組の方向性 

 

重点取組 

分野 

自動走行・ 

モビリティサービス 

ものづくり・ 

ロボティクス 

 

バイオ・素材 

プラント・ 

インフラ保安 

 

スマートライフ 

ビジョン  

（ 社 会 的

意義）  

▪ 交通事故の削減  

▪ 交通渋滞の緩和  

▪ 環境負荷の低減  

▪ 分散エネマネ  

▪ 物流も含む移動サ

ービスの拡大  

▪ 生産の全体最適  

▪ 止まらない工場  

▪ 事故や環境負荷の

低減  

▪ 材料や医療・創薬

の革新  

▪ エネルギー資源対策  

▪ 社会変革を実現す

る革新素材創出  

▪ プラントにおける

安全性と生産性の

向上  

▪ 自主保安力の向上

と｢稼ぐ力｣の創出  

▪ センサー、ドロー

ン等の効果的活用  

▪ 少子高齢化が進む

中で、人手不足等

の社会課題に対し

て、スマートライ

フ市場が代替する

ことで、働き手(労

働時間)を創出  

市場成長、  

経 済 効 果

予測  

▪ 自動運転車市場で

870億ドル  

▪ 運転時間を生産性

向上やサービス消

費に充て、千億～

1兆ドル  

▪ 「産業インターネ

ット市場」が今後

20年以内に世界の

GDPを10兆～15兆

ドル押し上げ  

▪ 2030年の世界のバ

イオ市場は約1.6兆

ドルに成長  

▪ 世界の機能性素材

市場は約50兆円  

▪ インフラ老朽化や

需要拡大への対応

に世界で約200兆

円の市場  

▪ 2011年の無償労働

貨幣評価額は約

100兆円（家電市

場は約7兆円）  

横 断 的 課

題  

▪ 協調領域を含むデータ共有・利活用 ▪AIシステムの更なる開発支援・海外展開  

▪ トップ人材育成の抜本的強化 ▪AIをめぐる法務事項に関する検討の具体化（AI責任論等）  

▪ 国際標準の戦略的活用 ▪サイバーセキュリティ対策の実施  

▪ データルールをめぐる国際連携の促進（⽇EUデータエコノミー対話の深化）  

▪ 中小企業への普及、取組支援 ▪更なる検討課題：バックオフィス改革、Fintech   など  

 内が環境ビジネスに関係する領域 

資料：「Connected Industries」東京イニシアティブ 2017  

 

⚫ 市場成長性、我が国産業が有する強み、社会的意義の大きさ等から、５つの重点取組分野を定め、取組の

加速化と政策資源の集中投入を図る。 

⚫ 加えて、横断的課題に対する支援措置・法制度等の整備に取り組む。 

 

https://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012-1.pdf
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⑤ 人間中心の AI社会原則 

AI の可能性や期待を持つ人がいる一方で、AI の発展に対する不安を持つ人もいます。AI を有

効かつ安全に利用できる社会を構築すること、すなわち「AI-Ready な社会」への変革を進めて

いくに当たって、政府では、社会全体で留意し、共通に理解しておくべき基本原則が必要と考え、

専門家の議論を重ね、その検討結果を踏まえた上で、2019 年３月「人間中心の AI 社会原則」を

決定しました。ここでは、人間中心の AI 社会原則は、AI-Ready な社会において尊重すべき３つ

の基本理念と、人々が AI に過度に依存することなく、多様な人々の多様な幸せの追求のために

AI を活用する、持続可能な社会を目指すための 7 原則が示されています。 

冒頭の（1）人間中心の原則では、「AI は、人々の能力を拡張し、多様な人々の多様な幸せの

追求を可能とするために開発され、社会に展開され、活用されるべきである。」と AI が人間のた

めにあることを示し、さらに「AI の利用にあたっては、人が自らどのように利用するかの判断

と決定を行うことが求められる。AI の利用がもたらす結果については、問題の特性に応じて、

AI の開発・提供・利用に関わった種々のステークホルダーが適切に分担して責任を負うべきで

ある。」として、人間が責任をもつことも示されています。 

図表 1－2－7 人間中心の AI 社会原則の概要 

 

出典：「人間中心の AI 社会原則」について 新田 隆夫（前 内閣府政策統括官（科学技術・イ

ノベーション担当）付参事官（大阪大学共創機構産学共創・渉外本部副本部長）） 大学教育と

情報 2019 年度 No.2 

 

人 心の

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinkouchinou/
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第2章 中国地域の環境企業による AI・IoT導入に向けた現状と課題 

 

① アンケートの実施 

i） 環境企業向けアンケート調査 

 中国地域 5 県に本社・支社を有する環境ビジネスに取り組む企業（廃棄物処理業者、環境測

定・計測業者、その他。製造業を含む）約 500 社を対象に、AI・IoT の導入状況、導入に向けた

課題、体制整備、公的支援ニーズ等をたずねるアンケート調査を実施。 

調 査 方 法：郵送による調査告知、WEB 上での回答方式 

調査実施時期：令和元年 8 月 30 ⽇～令和元年 10 月 15 ⽇  

配 布 数：418 件 

回 収 数：108 件（回収率 25.8％） 

 

ii） ＩＴ企業向けアンケート調査 

 中国地域 5 県に本社・支社を有する IT 分野（IT、情報通信、ソフトウェア、その他）の企業

を対象に、AI・IoT サービスの提供状況、中小企業における AI・IoT 導入に向けた課題、公的支

援ニーズ等をたずねるアンケート調査を実施。 

調 査 方 法：郵送による調査告知、WEB 上での回答方式 

調査実施時期：令和元年 9 月 2 ⽇～令和元年 9 月 25 ⽇ 

配 布 数：218 件 

回 収 数：59 件（回収率 34.2％） 

 

2－1． 環境ビジネスへの AI・IoTの導入状況 

（1） 中国地域企業での導入状況 

 

 

 AI・IoT への理解・知識が「非常

にある」企業は、環境企業で 5％、

IT 企業で 10％、「ややある」は環

境企業で 30％、IT 企業で 49％と

大きな差があります。環境企業の

うち非製造業は、環境企業全体よ

りも理解度が低くなっています。 

 

図表 2－1－1 中国地域企業での AI・IoT への理解度 

 

 

 

6

10%

29

49%

10

17%

10

17%

4

7%

2

4%

11

23%

12

26%

18

38%

4

9%

5

5%

32

30%

22

21%

40

37%

8

7% 非常にある

ややある

どちらともいえない

あまりない

まったくない

外側：環境企業

中側：うち非製造業

最内側：IT企業
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 AI・IoT を導入して事業に取り

組む環境企業は、「導入済」と「実

証実験中」あわせて約 1 割（11 件）

となっていますが、IT 企業では 3

割強（20 件）が「顧客へのサービ

スとして導入」したり、「実証実験

開始」したりしています。環境企

業のうち非製造業では、まだ導入

が進んでおらず、「関心ありだが、

具体的な検討は未定」であったり、

「予定なし」が 2／3 を占めます。 

 

IT 企業が環境分野で提供している AI・IoT での取り組みは、導入済 2 件（うち 1 件が現在進

行中）、実証実験中 1 件とまだ少ない状況です。 

 

図表 2－1－3 中国地域企業が取り組んでいる AI・IoT 事業の概要 

実施・検討

ステージ 

 事業概要 

実稼働して

いる 

環境 

企業 

⚫ リサイクルプラザの運転管理業務に IoT を利用した維持管理ツールを導入し、

クラウド上にて管理等を行う。 

⚫ 廃棄物の選別ラインに、AI を搭載した選別機を開発。AI により従来に比べて選

別精度を高め、納入先でも認識度の高度化を可能として省人化を図る。 

⚫ 廃棄物の選別ラインにカメラセンサ等を設置し、画像・波長等を収集。これらの

情報を AI により解析し、廃棄物を種類ごとに選別する。人手不足への対応、高

精度選別・24 時間選別等の実現を目的とする。 

IT 企業  下水処理場の設備監視 

実証実験を

行っている 

環境 

企業 

⚫ 生産出来高の見える化、予知保全、品質不良予防。 

⚫ 回路パターンの光学検査の不良パターンをディープラーニングさせ、進行性の

不良の事前判定を行う。 

⚫ ガスの残量監視・配送タイミングの予測（実証実験に着手）、製造設備の遠隔監

視・故障予測（実証実験の準備中）。 

⚫ 工場内、生産管理等。 

⚫ 浄化槽の遠隔水質管理システムを構築。水質異常を予測し、早期に対応できる

仕組みを開発し、海外における排水処理監視に役立てる。 

IT 企業  製造過程においてセンサや計器類と入出力信号のやりとりをして圧力、温度、

流量等の状態の取得。 

過去に提供

した 

IT 企業  製造工程における異常検知箇所を増加し、歩留まりの向上による無駄、廃棄物

の増加を抑えるとともに利益率を向上させる。 

図表 2－1－2 中国地域企業での AI・IoT の導入状況 

 

17

29%

3

5%6

10%7

12%

23

39%

3

5%

1

2%
1

2%

5

11%

9

19%

26

55%

5

11%

5

5%
6

6%

13

12%

21

20%

54

50%

8

7% 導入済み

実証実験中

関心あり、検討中

関心あり、検討予定

関心あり、検討未定

取組予定なし

外側：環境企業

中側：うち非製造業

最内側：IT企業
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これらの AI・IoT の取り組みに

ついて、SGDs を意識している

かについてみると、「産業と技術

革新の基盤をつくろう」が 14 件

と最も多く、「つくる責任つかう

責任」が 10 件、「働きがいも経

済成長も」が 9 件となっていま

す。環境に直接関係する取り組

みに限らず、イノベーションや

働き方改革につながる項目と幅

広く考えられています。 

 

 

（2） 環境ビジネスで利用されている AI・IoT技術

 

 導入済、実証実験中、検討中の

環境企業での、AI・IoT 導入の対象

となる環境分野としては、「廃棄物

処理・リサイクル」、「プラント・

インフラの保守・保安」、「環境測

定・分析・監視」が多くなってい

ます。非製造業では、「環境測定・

分析・監視」が 5 件と最も多く、

製造業では「廃棄物処理・リサイ

クル」が 8 件となっています。 

図表 2－1－4 SDGs を意識した取り組みか（件数） 

 

1

1

3

6

8

3

7

1

1

0

1

1

2

3

1

2

4

2

2

2

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

貧困をなくす

飢餓をゼロに

人々に保健と福祉を

質の高い教育をみんなに

ジェンダーの平等

安全な水とトイレを世界…

エネルギーをみんなに、そ…

働きがいも経済成長も

産業と技術革新の基盤を…

人や国の不平等をなくそう

住み続けられるまちづくりを

つくる責任つかう責任

気候変動に具体的な対…

海の豊かさを守ろう

陸の豊かさも守ろう

平和と公正をすべての人に

パートナーシップで目標…

製造業(n=13)

非製造業(n=6)

IT企業(n=4)

図表 2－1－5 AI・IoT の導入先環境分野（件数） 

 

 

4

4

2

1

3

2

8

4

6

3

1

1

1

5

2

3

1

2

1

1

1

1

1

大気汚染防止

排水処理

土壌、水質浄化

騒音・振動防止

環境測定・分析・監視

上記以外の産業公害・汚…

廃棄物処理・リサイクル

省エネ対策

ﾌﾟﾗﾝﾄ・ｲﾝﾌﾗの保守・保安

その他

製造業(n=15) 非製造業(n=7) IT企業(n=4)
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 また、そこで実現する機能とし

ては「施設の制御・監視・診断」、

「シミュレーション・予測・モデ

ル化」、「測定・計測」が多くなっ

ています。 

 

  

 

 AI・IoT 事業の目的としては、

「業務の精度・品質の向上」、「従

業員の負担・手間の削減」が多く

なっています。これを受け、事業

効果検証で重視する項目も、「業務

の精度・品質の向上」、「労働生産

性の向上」、「従業員の負担・手間

の削減」等が多くなっています。 

 

 

 

 

（3） IT企業から見た導入に適した AI・IoT 

IT 企業が考える中堅・中小企業での導入に適した AI・IoT の機能（図表 2－1－8 の横軸）と

しては、「測定・計測」「施設の制御・監視・診断」「シミュレーション・予測・モデル化」が多

くあげられていますが、これらは環境企業で実現している機能（図表 2－1－6）で多い機能と

ほぼ同じ傾向になっています。シミュレーション・予測・モデル化が最も多いのは、IT 企業の

回答のため、これまでの開発実績の影響と見られます。 

また、同様に中堅・中小企業での導入に適した AI・IoT の技術（図表 2－1－8 の縦軸）とし

ては、「データ分析」「ディープラーニング」「診断技術（異常、故障検知等）」が多くあげられて

います。データ分析は統計分析などから AI を使ったより高度な分析まで幅広く、さらに従来も

図表 2－1－6 AI・IoT 事業で実現する機能（件数） 
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3
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4

3

5

3

4

1

1

2

3

2

3

1

測定・計測

施設の制御・監視・診断

環境指標の監視

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ・予測・ﾓﾃﾞﾙ化

意思決定支援

その他

0 5 10 15 20

製造業(n=15) 非製造業(n=7) IT企業(n=4)

図表 2－1－7 AI・IoT 事業の目的（件数） 
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14
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6

5
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1

3

1

6
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1

7

1

6

2

2

4

3

4

1

4

2

3

1

3

1

1

4

1

1

1

1

1

業務の精度・品質の向上

上記最重視

従業員の負担・手間の削減

上記最重視

労働安全性の向上

上記最重視

コストの削減

上記最重視

新製品・サービスの創出

上記最重視

売上高の増加

上記最重視

顧客・ユーザー・社会から…

上記最重視

製造業(n=15) 非製造業(n=7) IT企業(n=4)
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様々に活用されていることから、多くなっていると見られます。ディープラーニングは注目が集

まっている技術で、利用の実績も増えてきています。診断技術（異常、故障検知等）も、従来あ

る IoT を使って閾値によるものから AI・IoT を組み合わせたものまで幅広く、現場でのニーズも

あることから、多くなっていると見られます。 

技術と機能の組み合わせでは、図表 2－1－8 のマトリックスでの７種類の組み合わせが中堅・

中小企業で導入に適していると多く回答されています。データ分析とディープラーニングの違

いは、測定・計測で使われるかどうかで、この機能にはデータ分析が適しているとみられていま

す。予測技術、診断技術は、機能と結びつく傾向が強くなっています。画像認識技術は、上に上

げた 3 つの技術より回答は少ないですが、意思決定支援を除く４つの機能でどれかに偏ること

なく幅広い機能の実現に使える技術といえます。 

 

図表 2－1－8 中堅・中小企業での導入に適した AI・IoT の機能と技術の組み合わせ（件数） 

機能 

技術 

測定・計測 施設の制御・

監視・診断 

環境指標

の監視 

シミュレーション・

予測・モデル化 

意思決定

支援 

総計 

機械学習  2  2 1 5 

ディープラーニング 1 4  4 1 10 

データ分析 5 4 1 4 1 15 

RPA（ロボットプロセスオートメーション） 1 1  1  3 

チャットボット・AI 対話・アバター     2 2 

音声認識     1 1 

画像認識（静止画・動画処理） 2 1 1 1  5 

予測技術（需要、売上等）    4 2 6 

診断技術（異常、故障検知等） 3 4  2  9 

総計 12 16 2 18 8 56 
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2－2． 導入効果と課題 

（1） 導入・実証実験中・検討中環境企業での導入効果と課題 

① 導入効果（環境企業（導入済・実証実験中）、IT企業の導入先） 

 

 

 

 環境企業での AI・IoT 事業によ

る費用対効果について（具体的活

動取組中の 11 件からの回答）は、

「まだ効果が分からない」が 6 件

と最も多く、効果測定まで至って

いない状況が約半数となっていま

す。一方、「期待通りの効果が出た」

とする企業が約 2 件、「どちらと

もいえない」が 3 件と、順調に効

果も出てきています。 

IT 企業の導入先（20 件）での費

用対効果については、「期待通りの

効果が出た」が 10 件と、効果が出

ている例が多くなっています。な

お、環境関連事業での導入例は 2

件と少ない状況です。 

 

 

② 検討過程での課題（環境企業（導入済・実証実験中・検討中））

 

 

AI・IoT 導入を検討している過

程での課題としては、「エンジニ

ア人材、詳しい人材が不足」、

「AI・IoT の技術への理解が不

足」、「導入効果が得られるか不

透明」、「AI・IoT の導入事例情報

が不足」、「導入費用が高い」等

が多く挙げられています。 

導入済企業や実証実験中企業

よりも、検討中企業の方がより

多くの項目を課題としてあげて

います。慎重に検討を重ねてい

るためとみられます。 

 

図表 2－2－1 AI・IoT の導入効果（件数） 

 

 

2

1

2

2

4

10 

2 

1 

5 

1 

1 

期待通りの効果が出た

どちらともいえない

期待通りの効果が出ていない

まだ効果が分からない（導入直

後）

効果を測定していない

未確認 環境企業(導入済(n=5))

環境企業(実証実験中(n=6))

IT企業の導入先(n=20)

図表 2－2－2 検討過程での課題（件数） 
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1

1
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6

5

5

4

5

2
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2

1

1

ｴﾝｼﾞﾆｱ人材、詳しい人材が不足

AI・IoTの技術への理解が不足

導入効果が得られるか不透明

AI・IoTの導入事例情報が不足

導入費用が高い

必要なITｲﾝﾌﾗ・ｼｽﾃﾑが不十分

導入の仕方が分からない

経営層の理解が得られない

導入に適したｻｰﾋﾞｽや製品がない

IT企業等への伝手がない

運用費用が高い

関係者の理解が得られない

導入済(n=5)

実証実験中(n=6)

検討中(n=13)
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③ 導入後の課題（環境企業（導入済・実証実験中）） 

 

 

AI・IoT 導入後の企業（11 件）

での課題としては、「エンジニア

人材、詳しい人材が不足」、「利

用者が使いこなせない」、「運用

費用が高い」等が多く挙げられ

ています。 

人材不足は短期では解決が難

しい課題でもあり、導入後でも

引き続き課題となっています。 

 

 

（2） AI・IoTの導入の検討に至っていない・しない企業の課題（環境企業） 

 

 

AI・IoT 導入の検討に至ってい

ない・しない理由としては、「AI・

IoT の技術への理解が不足」、

「AI・IoT の導入事例（ユースケ

ース）情報が不足」、「エンジニ

ア人材、詳しい人材が不足」、「導

入効果が得られるか不透明」等

が多くなっています。 

AI・IoT への理解・知識が少な

い企業では、技術への理解不足

が最も大きな理由になっていま

す。詳しいことがわからないの

で、動けないという状況です。 

AI・IoT への理解・知識を有す

る企業では、導入効果の不透明

感との回答が多く、効果の判断

する十分な材料がまだ足りない

と考えているとみられます。 

 

図表 2－2－3 導入後の課題（件数） 
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1

ｴﾝｼﾞﾆｱ人材、詳しい人材が不足

利用者が使いこなせない

運用費用が高い

精度が低い、精度が分からない

データの入手・蓄積・整備が困難

情報ｼｽﾃﾑ担当者が使いこなせ…

精度向上のためのコストが高い

導入後の学習、精度向上が困難

導入済(n=5)

実証実験中(n=6)

図表 2－2－4 AI・IoT 導入の検討に至っていない・しない理由

（構成比） 

 

55.7%

50.6%

43.0%

40.5%

24.1%

22.8%

21.5%

38.9%

50.0%

44.4%

55.6%

22.2%

16.7%

27.8%

35.3%

47.1%

35.3%

35.3%

17.6%

17.6%

29.4%

70.5%

52.3%

45.5%

36.4%

27.3%

27.3%

15.9%

AI・IoTの技術への理解が

不足

AI・IoTの導入事例（ユース

ケース）情報が不足

エンジニア人材、詳しい人材

が不足

導入効果が得られるか不透

明

導入費用が高い

導入の仕方が分からない

必要な情報通信インフラ・シ

ステムが不十分

全体(n=79)

理解・知識を有する

(n=18)

どちらともいえない

(n=17)

理解・知識が少な

い(n=44)
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（3） IT企業がみた導入促進の課題と対応策 

① 導入促進の課題 

 

 

 

IT 企業が外側から見た中堅・

中小企業による AI・IoT 導入促

進に向けた課題としては、ビジ

ョン・戦略不足、技術への理解

不足、ビジネスモデルが不明確、

導入事例情報不足、社内人材不

足等が挙げられています。 

技術的な課題だけでなく、ビ

ジョンやビジネスモデルなど、

経営的な視点から定まった対応

が取られているかが、大きな課

題と考えられています。 

 

② 課題への対応策

 

これらの課題克服に向けて中

堅・中小企業で必要な取組・工

夫としては、「AI・IoT の導入戦

略の策定支援、ビジネスモデル

構築支援」が最も多くなってい

ます。上記の課題とも対応して、

戦略・ビジョンを持つことがま

ず重要で、その支援が必要だと

考えられています。 

 

 

 

 

図表 2－2－5 IT 企業がみた中堅・中小企業等への導入促進の課題

（件数） 
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11

11

8
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3

1

導入へのﾋﾞｼﾞｮﾝや戦略が不足

技術への理解が不足

導入し目指すﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙが不明確

導入事例情報が不足

導入を担う社内人材の不足

導入に向けた資金調達力が不足

使いこなす情報ﾘﾃﾗｼｰ不足

必要なITｲﾝﾌﾗ・ｼｽﾃﾑが不十分

その他

図表 2－2－6  中堅・中小企業等での課題克服に必要な取

組・工夫（件数） 
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5

導入戦略の策定支援、ﾋﾞｼﾞﾈｽモ

デル構築支援

安価な技術の活用、低価格サー

ビスの実現

情報提供、教育実施（経営層向

け）

情報提供、教育実施（社員向け）

導入効果測定支援

導入に向けたﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｰﾋﾞｽの提

供

導入を牽引する人材の派遣
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一方、中堅・中小企業のこれ

らの実現を支援する立場の IT

企業においても、「AI・IoT 導入

プロジェクト推進人材の不足」、

「戦略・ビジネスモデル策定支

援能力の不足」等の課題がある

ことが指摘されています。 

 

 

 

（4） 人材の確保（環境企業（導入済・実証実験中・検討中・検討予定））

 

 

 

 

 

AI・IoT の導入に向け、必要な

人材の確保について、「人材確保

の目処・予定が立っていない」

の割合は、製造業・非製造業と

もに約 1／3 となっていること

から、2／3 は何らかの手段で人

材確保をしています。 

その手段は、製造業では「社

内の人材を担当にした／する予

定」が最も多く、半数弱に上っ

ています。一方、非製造業でほ

ぼ均等に回答がばらついていま

す。 

 

図表 2－2－7 中堅・中小企業の課題解決に向けて自社が

抱える課題（件数） 
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AI・IoT導入プロジェクトを推進

する人材の不足

AI・IoT導入戦略・ビジネスモデ

ルの策定を支援する能力の不足

AI・IoT導入実績の不足

環境事業等、顧客企業の事業に

関する知識の不足

AI・IoT導入を試みる企業がどこ

にいるのか不明

AI・IoTに関する情報提供、教育

実施をする能力の不足

自社のパッケージサービスを開

発する能力の不足

価格競争力の不足

その他

図表 2－2－8 AI・IoT の導入に必要な人材の確保（件数） 

 

12

6

3

10

0

5

4

4

5

2

社内の人材を担当にした／

する予定

社外の人材を活用した／す

る予定（派遣・業務委託…

新たに人材を採用した／す

る予定

人材確保のめど・予定が

たっていない

その他

0 5 10 15 20

製造業(n=27) 非製造業(n=16)
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（5） パートナーとなる IT企業の発掘（環境企業（導入済・実証実験中・検討中・検討予定）） 

 環境企業での AI・IoT 導入に向け、

パートナーとなる IT 企業の存在につ

いては、「パートナー企業のめどがな

い」が製造業と非製造業ともに 5 件

ずつですが、全体の割合でみると製

造業は約 20％、非製造業は約 30％と、

製造業の方がパートナー企業を捕ま

えていることがわかります。 

どのように見つけたかについては、

「自社の取引先・ネットワークの中

から見つけた／見つける予定」が製

造業で 15 件と最も多いですが、非製

造業では突出して多い発掘先はあり

ません。ふだんの取引構造の違いが

影響していると考えられます。 

 

2－3． AI・IoT導入促進に向けた支援ニーズ 

（1） 環境企業のニーズ 

① 導入支援について 

 AI・IoT の導入に向けた公的支

援としては、「AI 導入事例とその

効果の紹介」、「AI・IoT 知識・ス

キルの提供（ガイドブック、セミ

ナー）」、「AI・IoT 導入を促進す

る実証事業・補助事業の実施」等

が多く挙げられています。 

IT 企業が環境企業向けに必要

と考えている公的支援施策と、

環境企業が求めている公的支援

施策との間で大きな差があるの

は、「経営層への AI・IoT の説明

に使える解説資料の提供」や

「AI・IoT 導入のパートナーとな

る IT 企業の紹介・マッチング」

で、IT 企業では重要との意見が

多いですが、環境企業はそれほ

どではありません。さらに、「AI・

図表 2－2－9 パートナー企業の発掘先（件数） 

 

15

5

6

4

5

1

6

5

3

4

5

自社の取引先・ネットワーク

の中から

他者（産業支援機関、各種

コーディネータ等）

自社で

新たに調べて

パートナー企業のめどがな

い

その他

0 5 10 15 20 25

製造業(n=27) 非製造業(n=16)

図表 2－3－1 重要と思われる公的支援施策 
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31

25
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16
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9

9

7

1

37

29

26

8

11

12

12

8

7

4

0

38

25

34

30

26

15

9

12

12

5

1

AI導入事例とその効果の紹介

AI・IoT知識・スキルの提供（ガイド

ブック、セミナー）

AI・IoT導入を促進する実証事業・補

助事業の実施

経営層等へのAI・IoTの説明に使え

る解説資料の提供

AI・IoT導入のパートナー（発注先）と

なるIT企業の紹介・マッチング

AI・IoT導入の課題を洗い出すチェッ

クリストの提供

将来のAI導入に向けた学習データの

蓄積方法の紹介

AI・IoTの信頼性向上に向けた研究

開発の実施

AI・IoT導入への資金調達に向けた

金融機関の紹介・マッチング

他社とデータやシステムを共有する仕

組みの構築

その他

製造業(n=57)

非製造業(n=46)

IT企業(n=58)
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IoT 導入を促進する実証事業・補助事業の実施」も、環境企業よりも多くの企業で重要と考えられていま

す。IT 企業では、これらの公的支援施策を通じて、環境企業との接点を持ち、新たなビジネスチャンス

をつかむことも視野にあると考えられます。 

 

② プラットフォームへの参加 

図表 2－3－2  AI・IoT の導入促進等のためのプラットフォームへの

参加意向 

 

 

 

AI・IoT の導入促進等のための

プラットフォームへの参加意向

としては、「自社で AI・IoT を本

格的に検討・実施するときに考

えたい」が約半数で、判断を保

留しています。「是非参加してみ

たい」という企業は、全体で 28

件となっていて、それぞれの業

種の 15～20％を占めています。 

そのほか業種別では、製造業

は「実践的な活動が主であるな

ら参加してみたい」が多く、IT 企

業は「勉強会のような活動もあ

るなら参加してみたい」とそれ

ぞれに関心の方向性は若干異な

っています。 
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25
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8
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5

8

28

2

0

9

7

9

16

28

5

2

ぜひ参加してみたい

参加メンバー次第で参加して

みたい

実践的な活動が主であるなら

参加してみたい

勉強会のような活動もあるな

ら参加してみたい

自社でAI・IoTを本格的に検

討・実施するときに考えたい

参加したいと思わない

その他

製造業(n=57)

非製造業(n=46)

IT企業(n=58)
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第3章 環境ビジネスにおける AI・IoTの導入ガイド 

3－1． 環境分野における AI・IoT導入のユースケース 

AI・IoT を使った環境分野での先行事例を紹介しますが、すでに導入済の事例について、会社

の規模と開発方式を元に分けると、以下のようになります。中小・中堅企業では、ソフトウェア

開発を行っている企業では自社独自での開発ができていますが、環境企業ではパートナー企業

を見つけて共同開発で進められています。社内で IT 人材を確保している企業でも、AI の導入に

は共同開発となることが多くなっています。 

大企業では、自社独自開発が中心となっています。しかし、発電所のような重大な監視を必要

とするところでは、自社単独ではなく、メーカーとの共同開発となっています。 

 

図表 3－1－1 導入済企業の規模別・開発形態別一覧 

 自社独自開発 他社と共同開発 

中小企業 ⚫ ピリカ【AI・画像認識】 

⚫ グルーヴノーツ【AI・機会最適化】 

 三光【非 AI・画像処理】 

 

 

 ダイオーエンジニアリング【AI・画

像認識】 

 リョーシン【AI・画像認識】 

 御池鐵工所【AI・画像認識】 

 トライシクル【AI・画像認識】 

 白井グループ【AI・配車最適化】 

 アースクリエイティブ【IoT・遠隔

監視】 

中堅企業 ⚫ YE DIGITAL【IoT・カメラ監視】 

 中外テクノス【IoT・環境モニタリ

ング】 

 荏原環境プラント【AI・画像認識】 

大企業 ⚫ 東芝エネルギーシステムズ【AI・予

測】 

⚫ ⽇立製作所【AI・予兆検出】 

⚫ 三菱重工業【AI・最適化】 

 太平洋セメント【IoT・コンクリー

ト診断】 

 宇部興産【IoT・故障予知】 

 中国電力【AI・故障予兆監視】 

注：○は環境企業、●は AI の開発を行っている企業 
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（1） AIを使った画像認識 

① 選別用ロボット 

i） 国内 IT企業との共同開発（ダイオーエンジニアリング株式会社（愛媛県四国中央市）） 

 

 

 自社の技術者が自作の AIでのデモを行い、経営層に AI導入を決断させる 

ダイオーエンジニアリング株式会社は、1972 年、大王製紙（四国中央市）の電気計装部門が

独立して設立された会社。当初は大王製紙のプラントの運用を手掛けていましたが、大王製紙グ

ループ以外への排水処理設備やリサイクル装置の販売や、廃棄物固形燃料（RPF）製造と、幅広

い環境関連設備の設計・製作・施工・販売を手がけるようになりました。2005 年に、大王製紙

でのボイラー燃料製造のため、使用済みプラスチック片から塩化ビニールを除く機械を製作し

たことから、本格的に選別装置の開発に乗り出しました。 

2016 年頃、同社の経営層と ICT ソリューション部がそれぞれに AI に注目・検討を始めまし

た。大王グループ全体で AI に取り組んでいかないと他社に負けてしまうのではという危機意識

があるものの、AI が実際に使えるものかは不明でした。ICT ソリューション部の一開発者の熱

意で「泥臭いものでもよいので、実際に自分で作ってみて動かしてみる」ことになり、提案した

開発者がLinux上で機械学習の入門データセットMNISTを使った画像認識AIをつくりました。

手書き文字のサンプル画像を AI に学習させ、画像認識・識別ができることを経営層等にプレゼ

ンして、画像認識で選別を行なっている同社製品に AI を導入すれば画像認識率が高まり、選別

精度が高まる可能性を示し、社内における AI 開発への合意形成に活用しました。 

 AIを導入することで従来識別できなかった汚れ付き破砕片等の識別が可能に 

同社のエアロソータ CS-AI は、廃家電・廃自動車等を破砕したミックス廃棄物から、画像認

識で銅・アルミを色形で選別して、エアー噴射で有価物を回収します。他の破砕片と近接してい

る領域は噴射対象から外すことによって、他の金属が混じって選別されることを防ぐ設定によ

って、高純度選別を実現します。AI 導入のメリットは、銅・アルミ・真鍮という顧客ニーズの

高い識別を確実に行なうことで、非 AI の従来機が苦手としていた、使用済みの（汚れた）プラ

スチックとアルミ片の選別や、被覆付き銅線の選別等が AI の機械学習により識別できるように

なったことです。 

 

業種 

⚫ プラントエンジニアリ

ング会社 

⚫ 工場保全・施工管理 

⚫ 環境リサイクル設備の

開発・設計・施工 

対応する課題 

⚫ 従来選別機の認識率向

上 

⚫ AI の導入による他社

との差別化の必要性 

技術の由来 

⚫ 自社でオープンソース

を使ったプロトタイプ

デモ AI を開発 

⚫ デモ AI を持ってパート

ナーを探し、共同開発 

https://daio-eng.co.jp/
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図表 3－1－2 エアロソータ本体（組立中・左）とコンピュータ部分 

  

図表 3－1－3 粉砕され粉々になった素材（左）を銅・アルミ・基盤等の素材別に選別する（右） 

  

 

 素材ごとに約 1,000枚のサンプル画像を使ってディープラーニング 

AI を使ったディープラーニングによって、設定のための費用・時間が大幅に削減されたこと

も、メリットの一つです。従来機では選別精度を上げるため、顧客のもとに技術員を派遣し、サ

ンプルの確認や数百個に及ぶパラメータ設定の変更・微調整等を行なっていました。社内にこの

作業を実施できる専門家は 2 名で、1 件ごとの調整には時間がかかることが、精度向上のネック

になっていました。一方、AI 搭載機では、顧客側でタッチパネル画面に従いながら、パラメー

タ設定作業を行えるようになり、複雑な設定作業が不要になりました。これによってコスト削減

効果、人手不足への対応効果は大きいものになります。 

AI を使っても従来機と同じ選別速度を実現するため、銅・アルミ・真鍮・木材等の素材別に

画像（学習データ）を準備し、それぞれ約 1,000 枚読み込み、素材分別に最適なパラメータを学

習しています。なお、過学習は逆効果になるため、学習データの流し過ぎは避けています。 

エアロソータにハードディスクを置いており、スタンドアローンで学習・動作をさせて、クラ

ウドは使用していません。  
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 オープンソースのライブラリやプラットフォームを活用したデモ AIをもって開発パートナーを探す 

経営層へのデモで使用した AI は、カリフォルニア大バークレー校が作成したオープンソース

のディープラーニングライブラリである「Caffe」を使って作成しました。オープンソースのラ

イブラリやプラットフォームを活用するのは定石であり、どれを選ぶかが決め手になります。

Caffe は画像認識に特化しており、高速動作、GPU 対応、洗練されたアーキテクチャ／ソース

コード、開発コミュニティが活発等の特徴があります。選別機に導入するためには、物体検出ア

ルゴリズムが必要で、Caffe では SSD（Single Shot MultiBox Detector）、YOLO(You Only Look 

Once)や R-CNN (Regions with CNN features)等が使えることも決め手となっています。（国内

では Preferred Networks 製のライブラリである「Chainer」も人気ですが、プログラム言語が

Python で処理速度に難があることがネックとなったそうです。） 

エアロソータに搭載する AI を開発する IT 企業（パートナー）は、従来の取引先には対応でき

るところがなく、プロトタイプデモの AI とエアロソータを見せながら「ここまでできているの

で、一緒にやりませんか」というアプローチで探していきました。「AI をやりたい」だけでなく

ミッションが明確で紆余曲折がなかったことが、後の開発の成功にもつながったと、同社では振

り返っています。パートナー企業からも、後に「やりたいことが明確だった」との言を得ていま

す。それでも、パートナーとの連携による開発には約 1 年間かかりました。 

同社では、AI 開発においては、社内の IT 部門と外部の IT 企業の協業体制が不可欠で、社内

人材として、外部 IT 企業と説明・交渉等ができるような人材育成を目指しています。よいパー

トナー企業と連携できても、対等に話ができる人材が社内にいないと、こちらの要求が伝わらな

く、先方の言い分も伝わらないので、システム構築ができないと危惧しているためです。同社で

は、社内のプログラマでない管理職もなんとか AI を使えるようになり、さらに社内のプログラ

マとパートナーとが組んで、プロジェクトに取り組むようにしています。 

 AI導入には、経営層の決断と実働部隊が動ける環境整備が必要 

同社では、これまでの取り組みを振り返って、「AI は何でもできる」という考えと「AI には懐

疑的」という考えに分かれがちな経営陣に対して、AI が現実に使えるものだということを、デ

モを通じて正しく認識してもらえたことが大きかったと考えています。その上で、AI が万能だ

ろうとトップが判断して導入を指示しても、実働部隊が動ける環境を作らないとうまくいかな

いとも考えています。 

経営陣の説得には、AI 導入の投資がマイナスにならず、回収できることを示せると一定の理

解を得やすいです。IT 企業には、自社のデータ整理の現状と何を実現したいかを明らかにして、

交渉に臨むことが必要。顧客には、AI に対する意識・評価はまだ低い状態もあり、説明する際

のハードルは高いものの、今後 AI を導入していかないと、選別精度も上がらなく、人手不足問

題にも直面すると想定されるため、将来 AI 導入が必須となっていくと同社では見ています。 

 

所在地 愛媛県四国中央市村松町 930-2  

創業年 1972 年 7 月 

資本金 6,000 万円 

従業者数 576 名 
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ii） ベンチャー企業と共同開発（株式会社リョーシン（富山県富山市）） 

 

 

 社長自ら情報収集、交渉を行なって米国ベンチャー企業と提携 

株式会社リョーシンは、ごみ選別ラインで使用される選別機・破砕機等を開発・製造するリサ

イクルプラントメーカー。廃棄物処理事業者の人手不足対応ニーズに応えるべく、AI を使った

選別機をラインナップに入れることを社長が決断しました。社長自ら情報収集を行って、必要な

機能を有しているのが米国のＡＭＰロボティクス社であることが判明し、交渉を行い提携にこ

ぎ着けました。リョーシンでは、米国のＡＭＰロボティクス社と提携して、AMP 社が開発した

AI 搭載型ごみ選別機を⽇本で生産、販売と、共同開発を行うことになりました。 

 米国ベンチャー企業が AIをリョーシンがピックアップを分担して共同開発 

AMP 社の製品は、フロリダにあるリサイクル工場などに実際に設置されており、さまざまな

色、質感、形状、大きさ、パターンを認識して、吸引式のグリッパーを使って 1 分間に 70～80

個のごみを選別することができるとされています。リョーシンでは、この選別機をもとに、5kg

までの軽量物のピックアップ用に AIMusashi を開発しました。ライン幅を広くとることができ

る場合はタンデムで構成することも可能です。さらに、15kg までの重量物をグリップしてピッ

クアップする AIBenkei の開発を進めており、AMP 社が AI を担当し、リョーシンがグリップす

るロボットなどの装置を担当しています。 

 

図表 3－1－4 AI による廃棄物の識別 

 

  

業種 

⚫ 製造業 

⚫ リサイクルプラントメ

ーカー 

対応する課題 

⚫ 廃棄物処理事業者の人

手不足対応ニーズに応

える 

技術の由来 

⚫ 米国 AI ベンチャー企

業と提携 

https://ryohshin.co.jp/
https://www.amprobotics.com/
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重量物をグリップしてピックアップする

AIBenkei 

エアーの吸引式で軽量物をピックアップす

る AIMusashi 

 

 

所在地 富山県富山市婦中町地角 600-1 

創業年 2001 年 12 月 

資本 5,000 万円 

従業者数 37 名 

 

 

iii） ロボットメーカーと共同開発（株式会社御池鐵工所（広島県福山市）） 

 

 

株式会社御池鐵工所は、一般廃棄物、建設系混合廃棄物をはじめとした産業廃棄物等、多種多

様に亘る廃棄物処理プラント構成における破砕・粉砕・選別・成形・造粒・冷却・乾燥などの全

ての環境関連機器を設計・開発・製造するリサイクルプラントメーカー。ユーザーとなる廃棄物

処理事業者での人手不足への対応、高精度選別・24 時間選別等の実現をめざして、AI を使った

ロボットを用いた建設系混合廃棄物の選別設備装置の開発、製造に取り組んでいます。 

 

 AIによる画像認識で捉えきれない部分を波長識別センサーと組み合わせることで認識率向上 

同社では、廃棄物選別ラインで使う破砕機や傾斜式選別機（振動と風力を使って選別）などを

使用する自動選別ラインを提供しています。これまでの機器でも有価物の選別は概ね出来てい

ますが、選別漏れがあるので、リサイクル工場では最終的に人手で選別を行っていました。リサ

イクル工場の人手不足への対応、高精度選別・安全な作業環境の確保、24 時間選別の実現等の

ニーズに応えるため、この最終的な選別工程も自動化する AI を使った選別機を開発しています。 

業種 

⚫ 製造業 

⚫ リサイクルプラントメ

ーカー 

対応する課題 

⚫ 業務の精度・品質の向

上 

⚫ 従業員の負担・手間の

削減 

⚫ 労働安全性の向上 

⚫ コストの削減 

技術の由来 

⚫ ロボットのアーム部分

を開発しているメーカ

ーの AI をベースに学

習 

http://www.miike.co.jp/
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AI は社内に担当チームを立上げ、担当メンバーを配置して、実機を用いて社内で深層学習を

進めています。当初は画像認識技術を使って、形状からごみの種類を判別していましたが、形状

だけでは選別で誤りが発生することがわかりました。そのため、近赤外線センサーで反射波長を

もとにした素材判別と組み合わせることで、認識率を上げるようにしています。 

作業に慣れた人員が選別を行った方が正確で早いとはいえ、十分に危険な作業なので人手不

足の懸念や、工場を 24 時間操業させて処理量を増やしたいという要望から、自動選別機への需

要はあるとのことです。 

図表 3－1－5 御池鐵工所 AI ロボット選別機ロボセンエースのシステム構造と外観 

 

 

所在地 広島県福山市神辺町川南 396-2 

創業年 1953 年 8 月  会社設立 1969 年 5 月 

資本金 9,497.4 万円 

従業者数 147 名 

 

 

② ピット用クレーン自動化 

i） ベンチャー企業と共同開発（荏原環境プラント株式会社（東京都大田区）） 

 

 

 熟練クレーンマンのノウハウを AIに学習 

 荏原環境プラント株式会社は、荏原グループのエンジニアリングメーカーです。廃棄物処理施

設の設計・施工とともに、施設運営も行っています。同社では、長年培ったごみ焼却施設運営の

業種 

⚫ エンジニアリングメー

カー 

⚫ 廃棄物処理事業 

導入に至る課題 

⚫ 熟練クレーンマンの確

保、ノウハウの継承 

⚫ 熟練者レベルでの技量

均質化 

技術の由来 

⚫ ベンチャー企業と共同

開発 

⚫ 社内熟練クレーンマン

の作業を AI でデジタ

ル化 

http://www.eep.ebara.com/
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ノウハウと課題意識をもとに、最先端の画像解析ディープラーニングの知見を持つベンチャー

企業の株式会社 Ridge-i と共同で開発した AI を、一般廃棄物焼却施設のごみピット用クレーン

に搭載することで、ベテラン運転員を代替するレベルでのクレーン自動化を実現しました。 

ディープラーニングを使って、ごみピット内のごみの種類や、ごみ袋の破れ具合まで AI で識

別し、それをもとにピット内のごみの性状を均一化する「撹拌」操作や、そのまま投入すると焼

却炉の安定運転に悪影響のあるごみの「退避」操作などのクレーン動作を最適化することで、ク

レーンで炉に投入するごみを、熟練クレーンマンと同等のレベルで安定化することが可能とな

りました。 

図表 3－1－6 AI 自動クレーンの概要 

 

 

 

 

 AI開発をベンチャーとの共同で行うことで、短期間で最新技術を効率的に実装 

この事例では、同社が有するごみ焼却施設の運転ノウハウと、Ridge-i が有する最新の画像解

析技術を融合させることにより、短期間で実用に足る精度を有する AI の開発が効率的に行われ

ました。開発した AI の効果検証のため、同社が運営委託を受けている船橋市北部清掃工場にて

約 1 年の実証実験が行われました。その結果、クレーンの自動運転率（クレーンマンの目によ

る監視を必要としないクレーン運転の割合）は、従来の 16%から 89%へと大幅に向上すること

が確認されました。 

 導入効果は効率的な運転の実現だけでなく人員の有効活用にも及ぶ 

この結果を受けて、船橋市北部清掃工場では、本 AI を搭載した自動クレーンシステムの実運

用を開始しました。本システムの運用により、燃焼の安定化による燃料コスト削減等の効果に加

えて、熟練クレーンマンの操作技術をベースにした AI を構築したことで、工場のクレーン操作

技術の底上げ・安定化が図られています。また、クレーンの監視業務に割く時間が少なくなり、

その時間に他の業務を行うなど人員の有効活用が可能となったことから、施設全体としても効

率よく仕事ができるようになりました。 

 課題 

同社では、経営トップからの後押しもあり、本 AI の開発および導入に積極的に取り組むこと

で、成果を出すことができました。 

同社ではベンチャー企業と共同開発とすることにより短期間で AI クレーンシステムの実用化

に成功しましたが、今後の他の施設向けの AI クレーンシステムの製造・販売を円滑に進めるべ

https://ridge-i.com/
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く、AI 開発に係るスキルやノウハウの習得を進めるとともに、技術スタッフの増員についても

検討するとしています。 

焼却施設の運転の自動化や効率化については、業界各社ですでに取組んでいる複数施設の遠

隔集中監視という方向性もあります。同社では、将来的には AI クレーンシステムや自動燃焼制

御装置のさらなる高度化を進め、それらと既に運用している遠隔管理システムとを組み合わせ

た 24 時間操業の自動運転を目指すとしています。 

開発に必要な資金確保という視点では、同社では早期の実装が必要な技術については、スピー

ディに開発を進めるため、補助金を頼った開発をしないという方向性を持っています。 

 

所在地  東京都大田区羽田旭町 11－1   

創業年  1912 年  会社設立 2006 年 3 月 

資本金  58 億 1200 万円  

従業者数 2,027 名（2018 年 12 月 31 ⽇現在） 

 

 

ii） 非 AIの画像処理による検討（三光株式会社（鳥取県境港市）） 

 

 コストに見合った自動化を目指す 

三光株式会社は、鳥取県境港市にある総合廃棄物処理事業者。同社の事業範囲は産業廃棄物処

理、リサイクル、RPF、等幅広く、広い専門技術と高い事務処理能力が求められており、OCR を

活用したマニフェスト管理、全国に広がる産業廃棄物の物流の合理化、ピットクレーンの自動化

での焼却プロセスの合理化を進める方向で取り組んでいます。 

同社が現在開発に取り組んでいるのは、「高い山となっている箇所から優先的に炉に自動投入

する」というロジックでクレーンを自動化することです。ピット内の山の高さを判断する技術

は、AI ではなくて、従来の画像処理技術を使っています。 

AI を使ってごみ種類を分ければ、より効率よく燃焼させるということも可能になりますがコ

ストも上がります。同社が優先させているのは燃焼効率の向上ではなく、ピット内を平らにする

ことでの自動化で、それならば、AI を導入しなくても十分実現可能と考えています。これによ

って、結果的にシステムの低コスト化につながっています。 

 新技術を共同開発するより既存技術を使って短期での導入を図る 

同社社長はアイデア豊富で現状を改革しようという意欲が高く、その意向が反映された同社

には環境問題への高い意欲・関心や働き方に共鳴して入社してくる人材が少なからずいます。そ

業種 

⚫ 産業廃棄物収集運搬 

⚫ リサイクル 

⚫ 木質バイオマス発電 

 

導入に至る課題 

⚫ 労働安全性の向上 

⚫ 業務精度・品質向上 

⚫ 従業員の負担・手間の

削減 

⚫ コストの削減 

技術の由来 

⚫ AI を使わない従来の

画像処理技術 

⚫ 短期間での導入を目指

す 

https://sankokk-net.co.jp/
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のような高い意欲を持つ人材を活用しながら、AI・IoT の活用にも前向きです。しかし、従来に

ない新技術を大学と共同研究でじっくり開発して、それを導入して課題を解決していくよりも、

同社が中心となってオープンイノベーション的に既存技術を使った製品やシステムを活用しな

がら課題解決・現状打破を図る方向で取り組んでいます。 

 

所在地  鳥取県境港市昭和町 5-17 

創業年  1972 年 9 月 

資本金  3000 万円 （持株会社） 

従業者数 420 名（グループ全体） 

 

 

③ 環境測定（株式会社ピリカ（東京都渋谷区）） 

 

 

 ポイ捨ての定量測定する方法がなかったので作ったシステム 

株式会社ピリカは、京都大学大学院の研究室から生まれたベンチャー企業で、科学技術の力で

あらゆる環境問題を克服することを目指して事業に取り組んでいます。同社は、ごみ拾いの活動

を SNS でシェアするアプリ”ピリカ”を開発し、世界中で拾われているポイ捨てごみの数を可視

化することに成功しました。一方、どこにどれぐらいのごみが落ちているか？測定する方法や基

準がないため、ごみ拾い活動やポイ捨て防止施策の場所選定や予算策定、効果測定が難しいとい

う課題に気づき、そのための統一した方法・基準・データづくりができるツールとして、ポイ捨

て分析アプリ”タカノメ”を開発しました。 

 スマートフォンとアプリで広範囲・同一精度・低価格のシステムを

開発 

市役所等の環境関連部署が大規模な予算を組まなくても、調

査が実施されるようにすることが必要と考えたため、”タカノ

メ”では特殊なトレーニングや専用デバイスを用意することな

く、歩道にポイ捨てされたタバコや、ペットボトルなどの種類

や量を測定できるように、スマートフォンのカメラと AI を使

った画像処理を使うことにしました。 

調査参加者が持つスマートフォンには十分な解像度のカメ

ラと GPS がついているので、アプリを用意すれば、広範囲・

業種 

⚫ IT 企業 

⚫ ごみ拾い SNS ピリカ

の開発・運営 

⚫ ポイ捨て調査サービス 

タカノメの開発・運営 

⚫  

導入に至る課題 

⚫ 業務の精度・品質の向

上（定量測定メソッド

の導入） 

⚫ 新製品・サービスの創

出 

技術の由来 

⚫ オープンソースを使っ

て社内で構築 

⚫ 開発費用確保はクラウ

ドファンディングを活

用 

図表 3－1－7 タカノメ画面 

 

https://corp.pirika.org/
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同一精度・低価格を実現できる調査デバイスになります。スマートフォンで撮った動画を元に、

AI の画像認識を使ってごみの解析を行っています。最終的には、AI が出したデータを人が判断

して、調査レポートになります。調査結果を地図上にマッピングしてヒートマップを作成すれ

ば、ポイ捨ての深刻な場所が見える化されます。自治体は、まちの美化活動等における施策検討

と予算化、関連企業への協力要請、実施した施策・活動の効果検証・改善案の検討等に、その結

果を使うことができます。 

また、実施した調査結果の一部はオープンデータとして提供し、大学等関係者による研究での

利活用が図られるようにしています。 

 

 

 AIと周辺ソフトウェアを自社で開発、数千時間の学習と継続的な学習と人の目で品質確保 

タカノメの AI 含めた基本システムは、様々な手法の試行錯誤を通じて社員が構築したもので、

AI による画像認識部分は、オープンソースのプログラムを活用しながらつくりあげました。開

発した AI にごみデータを学習させるために、社員・アルバイトが画像の中からごみを読み取り、

種類を判別した上で、その結果を AI に学習させる作業を 6～8 か月程度続け、総学習時間は数

千時間に達しました。ソフトウェアのアップデートは、その後も継続的・定期的に（当初は継続

的に、近年では 1 年に 1 回程度の頻度で）実施しています。AI の開発費用は、クラウドファン

ディングを活用して確保されました。 

調査品質の維持向上に向けては、AI の精度向上等システムだけに頼るのではなく、人間が関

与する箇所の向上も合わせて行われています。データ収集方法の標準化（調査キットの提供、動

画撮影方法のマニュアル化）、画像データを複数回撮影した平均値の採用、人間の目視による納

品時チェック等が実施されています。 

また、ごみの種類・数を認識・計測する AI システムに加え、作業用ソフトウェア、表示用（ビ

ジュアライズ）ソフトウェアも自社で開発しています。AI システムにもまして、使い勝手を高

①調査計画の立案 ②スマホアプリで路上撮影 ③動画をコンピュータで解析 

④目視で品質チェック 

図表 3－1－8 調査の流れ 

⑤ヒートマップや報告書の作成 
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めるこれらのソフトウェアがタカノメの競争優位を支えています。 

 調査は少額、営業展開が課題 

ポイ捨てごみ問題を解決するためには、多くの自治体にピリカとタカノメを使った調査を実

施していただく必要があると同社では考えています。自分たちが自治体のマインドや受発注に

おけるルール・仕組みをよく理解したうえで、前例がない新規サービスでも導入しやすいような

環境整備が必要だと同社では考えています。同社では、株式会社と一般社団法人の両方の法人登

記を行い、非営利法人への発注をしたいと考えるケースでの受け皿も確保しています。しかし、

ベンチャー企業でまだ組織が小さいため、全国的な営業活動、地方から来訪希望での問い合わせ

に対応が難しいことが、課題となっています。調査費は数十万円台であることが多く、もし代理

店に営業してもらっても手数料は少額となるので、このような営業モデルは使えません。同社で

は、移動時間やコスト低減のためにオンライン会議を用いた営業活動を使いたいと考えていま

すが、こうしたツールの普及状況にはバラつきがあるのが現状です。今後、リモートワークの浸

透等に伴いオンライン会議が普及することに期待しています。 

 次はマイクロプラスチックの定量把握 

プラスチックの海洋流出問題が重視される中、発生源となる河川周辺で清掃活動が行われて

います。同社では、ここでもプラスチックごみの定量化の「ものさし」が必要となると考えてい

ます。そこで、ドローンを使った空撮動画でごみの量を解析する方法や、マイクロプラスチック

が浮遊している可能性のある水を採水する調査装置を使って調査・分析する方法を開発し、新し

い領域を開拓しています。 

 

所在地  東京都渋谷区恵比寿 1-7-2 エビスオークビル 2, 41 号室 

創業年  2011 年 11 月（株式会社設立） 2018 年 4 月（一般社団法人設立） 

資本金  2,009.98 万円  

従業者数 29 名 

 

 

④ 価格判定（トライシクル株式会社（東京都大田区）） 

 

 BtoBで不要品をマッチングさせる ReSACO 

トライシクル株式会社は、金属・プラスチック・産業廃棄物の収集・リサイクルを行っている

東港金属株式会社のグループ会社で、インターネットを使ったサーキュラー・エコノミー事業の

ために作った会社。 

業種 

⚫ IT 企業 

⚫ 産業廃棄物処理事業者

東港金属のグループ会

社の一つ 

導入に至る課題 

⚫ ネットを使った新製

品・サービスの創出 

⚫ 資源リサイクルと廃棄

物処理を効率化、最適

化 

技術の由来 

⚫ 社長が環境業界と IT

業界の両方の知見有 

⚫ 開発担当 IT ベンダー

のエンジニアが使いや

すい AI を選択 

https://tricycle.id/
https://www.tokometal.co.jp/
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同社が開発した ReSACO（リサコ）は、産業廃棄物の削減を目指し、事務所で使うオフィス家

具から変電盤や産業機械など幅広い不用品の再流通を図るプラットフォームです。従来、企業が

排出する不要品は法律に則って産業廃棄物として処理することが主流ですが、リサイクル業者

に買い取ってもらうこともできます。しかし、リサイクルしようとしても、適切な事業者や適正

価格などの情報が少なく、予想以上に費用や時間がかかることからあまり利用されていません

でした。オフィス家具、店舗用品、工場備品等の中古品市場は設備投資額の 1～2％程度でまだ

成長の余地が大きいと、同社は見ています。 

ReSACO はスマホアプリで、売手企業は不用品の写真を ReSACO で撮影すると、AI を使った

画像認識で、その不要品の売り方（フリマ、他社オークション、即買取、廃棄物処理）との相場

価格がアプリに表示されます。売手の企業は、それぞれの事情にあった販売方法を選べること

で、資源リサイクルと廃棄物処理を効率化、最適化しようとしています。買手企業はトライシク

ルに代金を支払い、同社が ReSACO の手数料として売却価格の 12%を引いた金額が売手企業に

渡る仕組みです。 

図表 3－1－9 ReSACO の仕組み 

 

 

 環境ビジネスと ITの両方の知見を持つ社長の下で開発 

静脈物流や B to B の場合は、商品形態が多様、物流が適宜、商品が大きい等の特長があり、

現場感（現場作業指示等）が重要となるため、IT ベンダーにおまかせでの開発は難しく、同社

と IT ベンダーが両輪となって取り組む必要がありました。同社社長は、以前 IT インフラ企業に

勤めていた経験があり、環境業界と IT 業界の両方に知見がある経営者です。社長自身が ReSACO

のビジネスモデルを考え、AI 実装のハンズオンセミナーに参加して知識を身につけ、仕様を決

定しています。 

さらに中古品リユース事業としての具体化には、オフィス家具メーカーでリユースの仕組み

を構築した経験を持つ人材を招き、東港金属グループに不足していた部分を補いながら進めて
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いきました。 

 AIでの価格予測の精度よりも、集客につながる使い勝手を重視 

ReSACO の AI は IBM の Watson を使っていますが、これは開発当時 Watson の画像認識性

能が高かったことと、IT ベンダーのエンジニアが Watson に慣れていて使いやすいツールだっ

たことが理由です。 

価格予測に関しては、市場データを収集し、ある係数を乗じて、価格予測をしています。AI の

学習は随時行っていますが、価格予測の精度を追求するよりも、自動化して手軽に安価で予測値

を得ることに重点を置いた設計になっています。価格決定に効く要素はディープラーニングで

見つけることができるものの、必要な学習データを揃えてセットすることの方が難しいといい

ます。 

 AI導入は失敗から学ぶ姿勢で取り組むことが重要。 

開発プロジェクトの成功に向けては、失敗プロセスをいかに踏んできたが重要だと、同社社長

は考えています。失敗の原因を知り、失敗プロジェクトの中から“気づく”ことが重要である（例：

機器の監視に使うつもりでつくってみたが失敗した AI も、作業員のシフト配置の最適化といっ

た別用途に使えることがある等）ということです。 

 現実の利用実態に合わせて方向修正を図りつつ、さらにリメイク・アップサイクルへの拡大を目指す 

プラットフォームアプリ実現以降の最大の課題は、売手・買手のマルチサイドプラットフォー

ム事業を軌道に乗せるため、集客をどうするかの克服になっています。当初は低コストを求める

中小企業が主たるユーザー層として考えていましたが、ReSACO をリリースしてみると、SDGs

への取組を進める大企業や、医療機器の廃棄に苦心する大病院から「社内・グループ会社間のみ

のクローズド環境で使いたい」という引き合いが多くありました。中小企業の利用が進まない理

由として同社では、リサイクル・リユースで予想外のトラブルが起きるかもしれないリスクを嫌

っているからと分析しています。 

そこで、同社では顧客戦略の修正を図

っています。もっと使いやすくするため

には、AI が商品を判別して売り方の選択

肢と予測価格を提示している現在の仕

組みからさらに発展させて、どの売り方

だとより成約につながりやすいか等ま

で提示できるようにしていく考えです。

さらに、将来的には職人やアーティスト

のマッチングも行い、商品をそのまま流

通させるのではなく、リメイクやアップ

サイクルにまで手を拡げることを見込

んでいます。 

ReSACO を使って、サーキュラー・エ

コノミーを実現させて行くには、企業の

意識の変革が必要になるだろうと予想

図表 3－1－10 トライシクルの考える 

サーキュラー・エコノミー 
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しています。 

 

所在地  東京都品川区南大井 6 丁目 17 番 17 号 

創業年  2018 年 5 月 （東港金属(株) 創業 1902 年 会社設立 1947 年） 

資本金  1000 万円  

従業者数 ５名 

 

 

（2） AIによる最適化問題の解決 

① 配車最適化（白井グループ株式会社（東京都足立区）） 

 

 

 廃棄物処理の経済性をあげるためコストの約半分を占める物流の合理化に取り組む 

白井グループ株式会社は、一般廃棄物収集と産業廃棄物収集運搬の両方の事業を行っている

東京都内では数少ない企業の一つです。同社では、燃料化を含めた実行可能な再生資源の利用が

進むには廃棄物処理の経済性を高めることが必要で、そのための同社のアクションとしては新

しい処理技術を大学等と研究開発するよりも、処理コストの約半分を占める物流の部分の圧縮

を図ることが有効と考えました。経済性が向上することは、会社経営にとっても利益確保が見込

まれるということでもあり、同社では IT を使った合理化を進め、その一つとして AI を使った配

車システムの導入を図ることとしました。アメリカのごみ収集の動向を勉強したり、一般廃棄物

の効率的な収集運搬の実態から、事業系もより効率よくしていく必要を感じていたことも、背景

にあったといいます。 

同社は約 2,000 カ所の事業場を 30 数台のトラックで回収していますが、それぞれの回収品目

や曜⽇が異なるため配車業務は非常に複雑です。そのための配車ルートをまず AI が算出し、配

車担当が必要な修正を加えて、最終的なルートが決められています。AI を使って最適なルート

を設定することで、約 10％のコスト削減が可能になりました。コスト削減分は、値上げ傾向に

ある収集運搬料金を据え置くことで還元しています。 

 動脈系の AI配車システムを静脈系にカスタマイズして利用 

同社が使っている配車支援 AI は、もともとは動脈系の配車支援としてつくられていたものを、

カスタマイズして使用しています。事業用の動脈系物流の大半は決まった品物を決まった時間

に届けるので、配送ルートの最適化だけで済みます。しかし静脈系の物流では、定期的な回収も

ありますがスポットでの回収依頼もありますし、あらゆる種類の廃棄物を中間処理場まで運ぶ

必要があり、種類によっては必要なトラックが変わる場合もあります。これらの条件も含めて最

業種 

⚫ 廃棄物収集運搬事業者 

⚫ 一般廃棄物、産業廃棄

物の両方を扱う 

 

導入に至る課題 

⚫ CO2 削減 

⚫ 配車業務の効率化 

⚫ 静脈産業の経済性の向

上 

技術の由来 

⚫ 動脈物流のサービスを

カスタマイズ 

https://www.shirai-g.co.jp/
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適化を図る必要があることから、動脈系のものをそのまま使えるわけではなく、2～3 年かけて

カスタマイズを続けてきました。 

AI はクラウドのサービスを利用しており、顧客の事務所所在地、1 回あたりの排出量、収集す

る曜⽇、頻度等のデータと、トラック台数、それぞれのトラックの積載量に関するデータを元に

して、遺伝的アルゴリズムで学習したモデルからトラックのルート、走行距離と時間が計算され

ます。AI の計算した結果をもとにしながら、最終的には人が配車ルートを作成しなければなら

ないのは、AI の最適ルートの計算には、ドライバーの従来のルートでの“慣れ”や“顧客との関係”

を含めて計算していないので、そのまま運用するとうまくいかないこともあるためです。また、

ドライバーに配慮して、頻繁に AI で配車とルートを計算しているわけでなく、必要なときに行

っています。AI による完全自動化ではなく、AI の計算結果を基に人が総合的に判断して、現実

的な運用を行っています。 

図表 3－1－11 AI 配車のイメージと効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 複数社での収運の最適化 

東京都心部では数多くの店舗・事業所があり、それぞれ個別にごみ収集運搬事業者と契約して

いるので、1 つのエリアに複数の収集運搬事業者のトラックが入ってきて、非効率的な状況にな

っています。複数の収集運搬事業者で共同化して AI 配車支援を使った配車で、収集運搬を行え

ば、運転手不足、CO2 排出抑制、コストアップに悩まされている収集運搬事業者にとってメリ

ットが見込まれます。同社では、平成 28 年度、29 年度の 2 年間で東京都のモデル事業として

複数社での最適化に向けた実証実験を行いました。 

3 社 2 区を対象に AI がつくった配車ルートをトラックで走って検証した結果、実際の所要時

間は AI の計算の 10％以内の誤差で収まりました。また、参加社を増やし対象エリアを広げてシ

ミュレーションをした場合、走行距離と走行時間、CO2 排出量をいずれも削減できることと、

 

出典：「平成 29 年度 東京都環境局 「持続可能な資源利用」

に向けたモデル事業 Web 活用及び処理業者連携の促進

による事業系廃棄物処理の効率化事業報告書」平成 30 年

2 月 エコスタッフ・ジャパン株式会社 
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連携する会社が多いほどよりルート最適化をしやすくなり、必要なトラックの台数の削減も可

能で、効果が大きくなるとわかりました。実際に運用する段階では、従来の各社の営業先にも配

慮が必要となるとみられるので、必ずしも AI が計算したとおりのルートとは限りませんが、2

～3 割の削減効果になると見込んでいます。 

 静脈プラットフォームの構築 

現在同社で開発を進めているのが、これまでの取り組みを発展させて「静脈分野での Amazon・

Uber モデル」を目指し、経済産業省の新連携支援事業に最適されたプラットフォーム構築事業

です。29 年度までの実証実験で見えてきた課題を踏まえて、受付、法的文書（契約書、マニフ

ェスト）、見積書等を一体的に電子化する Web 受付ポータルサイトを構築し、排出事業者の利

便性を向上させます。これに、複数社連携対応に改良した AI 配車システムや、広域的な処分先

の確保を組み合わせれば、ユーザーにとって使いやすい低コストサービスになります。こうして

集められたごみからリサイクルされた再生資源がより使われるようにすれば、サーキュラー・エ

コノミーの実現につながっていきます。 

将来的には、再生資源を低コストで製造できるようになり、静脈側から製造業側への再生資源

の品質等の情報を提供し、製造業側からは静脈産業へ品質ニーズを提供できる資源循環プラッ

トフォームになると、再生資源の使用量もさらに増えると同社では考えています。 

図表 3－1－12 静脈物流のプラットフォーム 

 
 

所在地 東京都足立区入谷五丁目 16 番 28 号 

創業年 1941 年 11 月 設立 2003 年 4 月 

資本金 1000 万円 

従業者数 249 名（グループ全体） 

 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/
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② 収集機会最適化（株式会社グルーヴノーツ（福岡県福岡市）） 

 

 

 AIを使ったごみの発生量予測を下に、AIが最適ルートを算出 

株式会社グルーヴノーツは、2011 年に設立した AI ベンチャー企業で、ビジネス現場で活用で

きる AI を目指して、プログラミング不要の AI ツール「MAGELLAN BLOCKS」を開発しました。

ユーザーは、クラウド上の「MAGELLAN BLOCKS」で、数値の予測、自然言語解析、画像分類

等であらかじめ用意されたブロックとツールを使って、ブロック単体や組み合わせて目的の用

途に合わせた分析のためのモデルをつくり、予測・分類ができます。さらに、AI を使った予測

と量子コンピュータによる組み合わせ最適化で、解を出すこともできます。「MAGELLAN 

BLOCKS」の AI エンジンは自社で開発したものです。 

三菱地所が丸の内エリアにおいて取り組んでいる「オープンイノベーションフィールド」事業

の一環で、三菱地所が丸の内エリアで管理するビルから発生する廃棄物を効率的に収集運搬す

るルートを導出する取組に、同社の MEGELLAN BLOCKS が使われています。三菱地所は、丸

の内地区で ESG 投資や SDGs に取り組んでいて、廃棄物収集作業の効率化、車両走行距離の短

縮、廃棄物収集運搬業務における人手不足の解消、街全体の CO2 排出量削減を目指し、今回の

実証事業を行っています。 

広大な丸の内エリア（約 123ha）には、約 4,300 の事業所が存在します。本実証事業では、約

30 棟のビルの就業者数等から廃棄物の重量や個数の予測を AI で行っています。また AI の予測・

推定を元に量子コンピュータを活用して、廃棄物収集車両の種類や耐荷重、収集における作業時

間、各ビルの制約条件等を考慮した車両の運搬経路の最適解を導き出しています。 

本実証では、業務系因子（曜⽇、季節等）と小売系因子（業種構成、店舗の性格等）に分類し

た予測因子を 10 個超使い、精度の高い予測が可能でした。 

同社では、システマティックに整備されている動脈物流よりもイレギュラー性が大きい静脈

物流等、規則性のない分野は従来の統計手法での分析が難しく、多変量・非線形な分析を得意と

する AI の効果が大きいと見込んでいます。 

 

業種 

⚫ IT 企業 

⚫ AI ベンチャー企業 

 

対応した課題 

⚫ 廃棄物処理事業者の人

手不足への対応 

⚫ 収集ルートの最適化に

よる CO2 削減 

技術の由来 

⚫ 独自開発の AI を用い

て発生量予測 

⚫ 量子コンピュータによ

る高速・高精度な「最

適解」を計算 

https://www.groovenauts.jp/
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図表 3－1－13 廃棄物収集ルートの最適化実証事業 

 

 

 

 AIの観点から行う最適化を支援する開発姿勢 

同社は、顧客に対して要望に合わせて開発した AI を納品するだけでは十分な成果が得られな

いと考え、同社が顧客の AI を導入した事業改善に向けた検討プロセス（課題の整理→仕組みの

検討→検証→効果測定→計画→実施支援）の全体を支援するアプローチをとっています。顧客は

AI を使った明確な業務最適化ビジョンを十分な業務知識をもとに検討し、それをもとに同社が

AI モデルの初期構築を行います。初期構築後の運用は顧客が必要に応じてモデル修正・チュー

ニングを実施しながら、予測・分析等をすすめていくことで、成果があげられると考えています。

同社の MEGELLAN BLOCKS は、このような使い方を前提にしたプログラミング不要のツール

群として提供されています。 
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図表 3－1－14 AI 導入のプロセスとツール群等 

 

 

AI は従来の統計的手法や従来の IT 導入事業とは異なる新しい事業であり、「やってみないと

わからない」側面が多々あり、時になぜそうなるかが論理的に説明しにくい分析結果を導き出す

ことがあります。そのため、モデルをつくったものの予測精度が上がらない場合には、現場の知

見と AI ベンダーの知見を連携させ、トライ＆エラーを繰り返しながらプロジェクトを俊敏に柔

軟に進めて修正を図ることもあります。データを与えて学習をしないと高いポテンシャルが発

揮されないのですが、データを与えすぎるとポテンシャルが落ちる過学習の状態になることも

あります。同社では、経験を有する AI ベンダーの役割として、導入企業のパートナーとなって

AI 特有の課題を克服していくことで、AI の幅広い普及を図っていこうとしています。 

 

 今後の展開方向性 

現在の AI は、「人・物・作業の予

測・最適化」を小売・金融等の一企

業と推進している段階ですが、今後

AI 導入分野は、自治体、電鉄会社、

自動車会社、医療機関、教育機関、

エネルギー会社等の複数の主体を

巻き込んで「モビリティの変革

（MaaS）」、「健康・教育・エネルギ

ーの予測・最適化」、「都市全体の効

率化」へと拡大していくと、同社で

は見込んでいます。特に都市では、

交通やエネルギーの問題への対応

が急務です。 

 環境分野では、上記の廃棄物収集ルートの最適化のほか、街のごみ箱がいっぱいになる前に回

図表 3－1－15 AI 用途発展の方向性 
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収する等ごみ回収効率の向上、画像データを活用したごみの分類・選別等が検討課題となりま

す。また、「コンビニの廃棄ロスの削減」は卸売と小売が連携した最適化を図ることで実現され

ますが、そこには AI 活用の必要性が期待されます。 

 

所在地 福岡県福岡市中央区今泉 1 丁目 19 番 22 号 

創業年  2011 年 7 月 

従業者数 43 名 

 

 

（3） IoTを活用した遠隔監視 

① 省電力カメラを使った画像監視（株式会社 YE DIGITAL（福岡県北九州市八幡西区）） 

 
 

 工事不要で運用ができ、サブスクリプションでの利用も可能なワイヤレス画像監視 

株式会社 YE DIGITAL は、安川電機グループの IT パートナーで、製造業を主な顧客に業務シ

ステム・制御システムでのデジタル化を担ってきた会社。同社はそれまでの製造業向けのソリュ

ーションの経験を活かした様々な AI・IoT サービスを提供しています。IoT ソリューションの一

つであるワイヤレス画像監視システム「MMsmartMonitor」は、小型省電力防塵防水 HD カメラ

をエッジデバイスとして、同社の産業用 LTE ゲートウェイとクラウドを使った遠隔監視とを組

み合わせたもので、屋内でも屋外でも簡単に利用できるサービスです。自社販売だけでなく、

IoT サブスクリプション・マーケットプレイス「IoT SELECTION connected with SORACOM」

でのサブスクリプションサービスでも提供しています。 

従来の遠隔監視用のカメラを電源や通信環境のない場所に設置するには、設置工事が必要で

あり、導入に困難が伴う場所も多くありました。MMsmartMonitor は、同社や⽇本の有力企業、

ベンチャーキャピタルが投資をしていた米国のベンチャー企業 LOCIX が開発した小型省電力防

塵防水 HD カメラを採用することで、設置が容易にできます。さらに、単三乾電池 2 本で 2 ヶ

月間稼働が可能で（撮影頻度など利用条件によって変動）、新たに電源を確保するための電気工

事、電線工事は不要になりました。カメラからクラウドへの通信には、同社の産業用 LTE ゲー

トウェイを使うことで、携帯電話会社のデータ通信サービスエリア内なら通信工事も不要です。

同社のクラウドサービスと組み合わせることで、離れた場所から PC を使って定周期観測が可能

になりました。 

業種 

⚫ IT 企業 

⚫ 主に製造業向けのソリ

ューションを提供 

 

対応した課題 

⚫ 電源のない場所での安

定的なセンサー運用 

⚫ 設置工事が容易でない

場所へのセンサー設置 

技術の由来 

⚫ 米国ベンチャー企業が

開発した省電力無線カ

メラをエッジデバイス 

⚫ 自社の産業用ゲートウ

ェイとクラウドサービ

スとを組合せる 

https://www.ye-digital.com/jp/
https://www.locix.co.jp/
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 平成 30年 7月豪雨災害での広島県内の土石流発生場所監視に採用 

平成 30 年 7 月豪雨で発生した土石流災害を受けて、広島県では不安定な状態が一部残ってい

る箇所で、砂防堰堤が完成するまでの暫定的な安全対策として、土石流センサと常時監視カメラ

を設置することを決めました。そこで、安定稼働が可能かつ省電力で簡易なソーラー発電のカメ

ラシステムを検討した結果、MMsmartMonitor が採用されました。 

設置場所は電源や通信環境がなく、従来の監視カメラシステムではカメラ機材と電源・通信の

工事資材で総重量が100キロ近くになるため、山中を運搬するには大変な労力を必要とします。

また、電線を引かずソーラー電源とバッテリーを組み合わせて、カメラとその制御に必要な機器

の電力をまかなう場合、電力不足に陥らないためにはカメラを１台にする必要があるといった

課題ありました。軽量、省電力、安定動作の観点から検討した結果、MMsmartMonitor が 3 カ

所で導入されることになりました。 

 

図表 3－1－16 MMsmartMonitor を使った監視システム 

 

 

 自社のこれまでのノウハウを生かした製造業向け AIによる画像分析サービスも 

同社では、この他にも、これまでの製造業向け FA 開発で培ってきたノウハウを生かし、独自

に開発した AI「Paradigm」を使った AI ソリューションも提供しています。一般に AI と一言で

いっても範囲が広いのですが、Paradigm はこれまでの同社が扱ってきた製造業の設備・装置の

エンジニアリングノウハウを生かし、モニター、装置、画面等に特化させ、アルゴリズムを同社

が独自に開発したものです。ディープラーニングにより、数値化できないあいまいな基準の判定

を自動化することができるようになりました。導入期間は案件によってまちまちですが、データ

をすでに蓄積している製造現場などでは、３～４ヶ月で本格導入をスタートできるケースもあ

ります。一度学習し、モデルができあがったあとでも、現場技術者の知見を追加学習できるとい
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った特徴を持っています。 

この Paradigm は、工場設備の故障予知・異常検知、食品工場での画像判定、機械加工での製

造品質判定、浄水場での薬品注入率や配水量予測等で、すでに使用されています。 

 

所在地  福岡県北九州市八幡西区東王子町 5 番 15 号 

創業年  1978 年 2 月 

資本金  7.02 億円 

従業者数 619 名 

 

 

② 遠隔環境モニタリング（中外テクノス株式会社（広島県広島市）） 

 

 

 先行していた PLCを使った遠隔モニタリングにインターネット・クラウドを使ったサービスを追加 

中外テクノス株式会社は、環境調査分析、低炭素社会づくりに向けたコンサルティングサービ

スやエンジニアリングまで、環境関連事業を幅広く展開。同社では、大気汚染・水質汚濁・土壌

汚染・騒音・振動などでの測定で、他社に先行して PLC を活用した遠隔モニタリングサービス

を提供し、特に建設現場で使用されていました。同社の創業以来のノウハウを活かして現場のニ

ーズに合わせた質の高いサービスの提供と、同社が環境調査・計量証明を行う会社であることか

ら、測定するだけでなく提出が求められる計量証明書の発行まで一気通貫でできることが強み

となっています。しかし、後発の会社がインターネットやクラウドを使って同様のサービスをは

じめたので、インターネットやクラウドを活用するサービスを追加することで、PLC よりも低

価格で高品質なサービスを求める顧客の要望に応えるようにしました。 

このサービス「遠隔モニタリングシステム“CEEMS Cloud ”」では、設置された複数のセンサ

ーのデータを Wi-Fi 通信を使ってクラウドにアップロードするので、事務所の PC やスマート

フォンで確認することができます。また、測定に使うセンサーは、顧客の測定ニーズ合わせて

様々な異なるメーカーの製品から選んで、システム構築が可能なこともメリットの一つです。同

社がデバイスメーカーではないことが、センサー等の選択の幅を広げています。 

業種 

⚫ 環境調査・分析 

⚫ 環境コンサルタント 

⚫ 構造物・材料調査、非

破壊検査 

⚫ 検査装置設計・製作・

販売 

 

対応した課題 

⚫ 建築現場、工場等での

多様な測定ニーズへの

対応 

⚫ 顧客からのコスト要求

に応える 

技術の由来 

⚫ 自社開発 

⚫ 必要なセンサーはそれ

ぞれ最適なものを選択 

https://www.chugai-tec.co.jp/
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図表 3－1－17 CEEMS Cloud の設置例（左）と本体（右） 

  

 

 ダイオキシン等有害物質の飛散を抑制する必要がある現場にも対応 

同社のシステムは、建設現場の環境指標や工場設備の不具合などを遠隔モニタリングできる

だけでなく、ダイオキシンが問題になる焼却炉の解体現場など、有害物質を含む粉塵発生を抑制

する必要がある現場でも有効に活用できます。同社がこれまで測定してきた粉塵の発生とダイ

オキシンの飛散についてのデータをもとに相関を求め、遠隔モニタリングから測定した粉塵の

量を元にダイオキシンの飛散量を予測しています。粉塵の発生とダイオキシンの飛散は正の相

関なので、粉塵の発生を抑えていることが明らかならば、ダイオキシンも抑えられているという

報告ができるようになっています。環境測定、計量証明を自社で行っていることが、ここでも強

みとなっています。 

 社内に IT技術者を確保して顧客の要望に応じたシステム構築が可能 

同社では、システム開発・構築についても IT 専業の社内技術者を確保し、顧客の要望に応じ

て、必要なセンサーや通信方法を選択してシステムを構築することができるようになっていま

す。同社のモニタリングのノウハウとメーカーとは違う立場からの IT、IoT のノウハウに基づい

た提案ができることは大きな強みとなっています。大手と比べると少ない人数ですが、社内にテ

スト環境を用意して、自前で開発ができる環境を整えています。人材育成には、県のセミナーや

ワークショップ、勉強会なども活用しています。クラウド化の技術も、県の IoT 勉強会の成果が

活かされています。 

同社での新事業開発は、新技術を積極的に導入して業界でのフロントランナーを目指すので

はなく、顧客からのニーズを出発点として、他社との競争力を確保するために必要なものに取り

組んでいくことからスタートすることが多いといいます。現場の営業担当がつかんだ顧客のニ

ーズを元に、事業部及び経営戦略本部が検討して対応が必要だと判断されれば、事業計画書に仕

立て上げ、経営層と相談して新事業となっていきます。 

 コスト競争ではなく付加価値を高める場面への導入を増やす 

建設工事現場の環境測定はなくてはならないものの、それで現場の環境が大きく変わるもの

ではないので、常にコスト削減の要求があります。そのため、同社では導入した会社での生産性

を改善する、利益を上げる方向に貢献する場面で活用される測定の機会を増やしたいと考えて

おり、ニーズのある工場現場での監視・異常予知等に展開していきたいと考えています。その際

には、学習済み AI モデルをつくる独自データを持たないので、導入先とモデル作成から始める



－46－ 

ことになるため、他社との競争力を確保できるのかが課題と考えています。 

 

所在地  広島市西区横川新町 9-12 

創業年  1953 年   会社設立年：1983 年 

資本金  4,700 万円 

従業者数 983 名 

 

 

③ 海外に設置された浄化槽の遠隔監視（株式会社アースクリエイティブ（山口県宇部市） 

 

 

 今後成長が期待できる海外市場に注目、現地の状況を日本で遠隔監視 

 株式会社アースクリエイティブは、宇部市地域の浄化槽維持管理・清掃業を中心として、廃棄

物収集運搬・食品リサイクル等を手がけています。同社の主力業務である浄化槽設備の管理事業

については、国内市場は成熟しており、需要が低迷しています。そこで同社では新事業として、

海外の新市場開拓に期待を持っています。その第 1 号が、インドネシアでの高級リゾートホテ

ルに設置を目指す浄化槽の遠隔監視です。 

インドネシアでは、浄化槽が設置されても⽇本のように定期的なメンテナンスが行なわれる

ことはまれで、浄化槽の能力を十分に発揮できていません。同社社長が現地を視察中にその実態

に気づき、環境保全上の課題の大きさを認識するとともに、ここに同社にとっての新しいビジネ

スチャンスがあると考えました。帰国後、浄化槽の管理の基本データである pH と溶存酸素濃度

について、現地の浄化槽に設置したセンサーで測定し、結果はインターネットを使って⽇本にデ

ータ送信、同社スタッフが⽇本国内で監視して、対応が必要な際は現地法人に連絡してメンテナ

ンスをすることができないかと考え、山口大学や山口県産業技術センター、JICA などの協力を

得て検討を始めました。山口大学には、同学が提携しているインドネシアのウダヤナ大学から現

地の浄化設備の処理能力と運用の仕組みの情報を得、県産業技術センターとはハードウェア開

発のパートナーとなる県内中小企業との共同研究、JICA は案件化調査の採択といった支援を得

ました。 

⽇本の浄化槽管理ノウハウを使うため現地にスタッフを派遣してインドネシア バリ州の高

級リゾートホテルでの浄化槽で、水質の遠隔監視を実験予定。⽇本国内の実験では、センサーは

十分機能し、インターネットでデータ送信できたものの、⽇本製センサーは多機能で高価なた

め、普及させるには機能を絞った安価なセンサーが求められるという課題が明らかになりまし

業種 

⚫ 浄化槽管理 

⚫ 廃棄物処理 

⚫ 食品リサイクル 

対応した課題 

⚫ 従業員の負担・手間の

削減 

⚫ 新製品・サービスの創

出 

技術の由来 

⚫ 浄化槽管理ノウハウは

自社 

⚫ センサーは県内中小企

業に発注 

https://www.earth-creative.co.jp/
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た。そこで、県内の回路設計開発を行っている中小企業と安価なセンサーを県の補助金を得て共

同開発することにしました。インターネットを使った遠隔監視については、⽇本国内での実証を

続けており、2020 年早々に現地にセンサーを設置して検証試験を予定しています。即時性のあ

る対応を必要とせず、必要なときに現地に指示を出して、スタッフが状況を確認して、マニュア

ルに沿った対応をとることを支援するシステムとすれば、AI を使った異常検知・予測までは不

要と考えています。 

水質異常等があった場合の現地でのメンテナンス対応については、現地法人を設立して対応

することとし、2019 年 9 月に現地法人設立の許可を取得しました。バリ島内のホテルや病院、

学校など約 500 カ所での事業展開を目指しています。この遠隔監視のシステムは、⽇本国内で

は定期的な点検・メンテナンスがしっかりしているので、遠隔監視のニーズはあまり期待できな

いと同社ではみており、海外向けとして期待しています。 

図表 3－1－18 水質センサー制御装置（左）と監視用パソコン（右） 

  
 

所在地  山口県宇部市大字妻崎開作 1319 番地 1 

創業年  1963 年 10 月 

資本金  4000 万円 

従業者数 43 名  

 

 

（4） IoTを活用した保安 

① コンクリート構造物の診断（太平洋セメント株式会社（東京都港区）） 

 

 

 太平洋セメント㈱中国支店 環境事業営業部の取り組み 

中国地域にある太平洋セメント株式会社中国支店環境事業営業部では、中国管内で発生する

産業廃棄物から災害廃棄物まで各種廃棄物の情報を収集し、同社の大分工場や他の全国のセメ

ント工場での原材料や熱源としてのリサイクルを促進しています。 

業種 

⚫ 製造業 

⚫ セメント製造業（セメ

ントの原料として廃棄

物の再資源化） 

対応したい課題 

⚫ コンクリート構造物の

点検を誰でも簡単に定

量的にできるように 

⚫ 工場全体を AI で最適

化した自動運転の実現 

技術の由来 

⚫ 同社研究所にて開発 

https://www.taiheiyo-cement.co.jp/index.html
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 コンクリート施工時に埋め込んだ RFIDを使って点検診断するシステムを開発 

同社の中央研究所では、WIMO（Wireless Monitoring System）を開発しました。これは、構

造物の健康度を RFID（Radio Frequency Identification）を使うことで、非破壊で、誰でも、簡

単に、定量的に診断できるシステムです。あらかじめ鉄筋に設置治具を使ってセンサーを固定

し、そこにコンクリートを打ち込んで、外から計測器をつかって計測をする仕組みになっていま

す。用途としては、ひずみ計測、塩害等による腐食検知、その他各種構造物の健全性の管理・確

認に使われています。 

 生コンクリート製造において AI導入により品質の安定化、省力化を進める 

固まる前のコンクリートの柔らかさを表す指標であるスランプは、最も重要な品質項目の一

つです。コンクリート製造工場ではオペレーターが配合通り練り混ぜられているかモニタを目

視で確認しながらスランプの安定化を図っています。同社では練り混ぜ後のコンクリートのス

ランプを AI のディープラーニングを用いて、瞬時に高精度で予測する技術を開発しました。今

後はこの技術をコンクリートの製造工場に実装し、コンクリートの品質のさらなる安定化と人

手不足を解消する省力化や自動化を進めていく予定です。 

 セメント製造工場の AI・IoT導入検討状況 

セメント産業は装置産業であり、工場内の単独設備レベルでの自動化は行われてきています

が、全体を最適化するような AI・IoT を使った自動運転までは実現していません。しかし、調合

と焼成というセメント製造の現場の技を AI 化する試みはすでに進んでおり、TQPS（太平洋セ

メント品質予測システム）として、セメントの各種分析値と運転条件、製品特性をもとにニュー

ラルネットワークを使って、最適化するモデルをつくり、それをもとに目標値や運転条件の管理

が行えるようにしています。将来的には品質の安定化に留まらず、セメント製造における原価低

減、リサイクル利用向上、及び環境負荷低減等に寄与できると考えています。 

 

所在地  東京都港区台場 2-3-5 台場ガーデンシティビル（本社） 

創業年  1881 年 5 月 

資本金  862 億円 

従業者数 1,760 名 

 

 

② 故障予知（宇部興産株式会社 宇部ケミカル工場（山口県宇部市）） 

 

 

業種 

⚫ 製造業 

⚫ ファインケミカル、工

業薬品、医薬品、ナイ

ロン、機能性材料等 

対応した課題 

⚫ 業務の精度・品質の向

上 

⚫ 売上高の増加 

解決策 

⚫ システムのブラックボ

ックス化を回避するた

め自社・グループ内企

業で開発 
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 スマートファクトリー化で品質向上と売上増を目指す 

宇部興産株式会社 宇部ケミカル工場では、化学工場のスマートファクトリー化に取り組ん

でおり、プラントの異常検知システムによって安定操業を通じた品質向上による売上増を目指

しています。異常予知の仕組みは、開発段階から把握してきた全てのプロセス変動要因をセンサ

ーなどによってとらえ、いつもとは異なる変動が起こった場合に異常の予兆としてアラームす

るものです。安定した動作のために、機器に設置したセンサーの情報を元にプロセス稼働のため

の総合データシステム、異常検知システム及び分散型監視・制御システムを連動させることによ

って化学プラントの異常予知を行い、安定操業を実現できるようにしています。 

 プラントでの機器の故障における不良発生や事故は、停止による機会損失だけでなく、顧客に

も迷惑をかけることになったり、認証の取り消しになったりと、事業への影響が大きいものにな

ります。一方で、安定した運転はあたりまえで評価されにくいという問題もありますが、プラン

トの安定運転による可避的損失抑制でも評価されるようになっています。また、プラントの生産

データは、社内の生産管理システムや物流システムなどとの連携を図っており、業務の効率化と

データの見える化を併せて進めています。 

 品質確保を優先するプラントから導入が進む 

このシステムの導入は、プラントごとに決定される仕組みになっています。導入の費用はプラ

ントでのコスト管理の一部分として計上されることから、導入に関する費用対効果を検討した

上で、それぞれのプラントの経営方針によって違いが生まれます。費用対効果の大きいプラント

から導入されるとのことです。 

 メーカーの都合でシステムのメンテナンスが途切れないよう、自社やグループ内企業で開発 

同社では、故障予知等のシステムはプラントの安定稼働の後方支援であること、システムをブ

ラックボックス化しないこと、融通性のあるソフトウェアであることを原則としています。大手

メーカーのシステムを導入すると、メーカーがサポート期間を設定すること、サポート期間終了

後に自社で引き継いでも対応できなくなるといったことが、強く懸念されます。そのような事態

にならないように、大手メーカーに開発を依頼せずに、グループ内企業や自社での開発を進め

て、融通性を持たせつつ、維持継続できるシステムにしています。 

 

所在地  山口県宇部市大字小串 1978-10 

創業年  1897 年 6 月 会社設立 1942 年 3 月 

資本金  584 億円 

従業者数 単独 3,298 人，連結 11,010 人（2019 年 3 月期） 

https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/index.html
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③ 既存工場設備への異常発生予測システムの導入（株式会社リライフ（山口県周南市）） 

 

 

 既存工場設備へのセンサー導入で経過推移を把握 

株式会社リライフは、山口県周南市にある産業廃棄物の運搬・処理等を手がける中特グループ

のリサイクル業務を担当しています。現在の同社の設備等の稼働報告は、「○か×」的な紙での

不具合報告だけで経過推移を細かく確認する手段はなく、一度設備の不具合が生じると対応の

遅れでの機会ロスになることがありました。熟練技術者は稼働音や振動で不具合を感じ、早期対

策を取ることもありますが、⽇々の点検稼働記録報告には含まれず、それを元にした対応は取ら

れていませんでした。 

同社では、これまでの点検稼働記録からでは故障を予測できない状況にあることから、故障予

知が必要な既存の機器にセンサーを新たに設置して、リアルタイムにデータを収集できるよう

にすることで、異常の検知、対策の実施につなげるシステムを計画・検討しています。目視点検

から自動データ収集になることで、異常の早期発見につながると期待しています。現在は機器か

ら取れるデータの確認及び稼働データの収集方法を検討しつつ、並行して熟練技術者の技能の

形式知化を進めているところです。形式知化の取り組みは、熟練者の技能の棚卸しにつながると

ともに、社員の意識改革とあわせて進められています。 

 現場と IT担当との両方の意見を理解しながらプロジェクトを推進 

同社では、IoT のために設備を更新するのではなく、既設設備を継続使用する前提で、自社の

仕事に必要なデータ活用を目指して、必要なデータを取得する機器を揃えていく方針をとって

います。また、自社の業務フローに合わせたシステムづくりをする方針で、社内の人材開発にも

力を入れています。 

IT 戦略室を設け、社内に IT 技術者を確保して開発を進めていますが、経営層と現場と IT 担

当とをつなぐ役割をもった「未来開発部」を合わせて設置しています。未来開発部はプロジェク

トの推進役として、現場と IT 担当者の間の両方の意見を理解しながら進めています。部のリー

ダーは、以前社内業務システム入れ替えの際に業務フローの再構築などを手がけた経験があり、

その時の経験が IoT の導入でも有効に活用されています。 

 

所在地  山口県周南市大字久米 3078 番地の 1 

創業年  1989 年 

資本金  9,500 万円 

従業者数 25 名 

業種 

⚫ 産業廃棄物収集運搬 

⚫ 産業廃棄物処分 

⚫ リサイクル事業 

 

 

⚫  

対応した課題 

⚫ 異常の早期発見、故障

予知で、従業員の負担・

手間の削減、業務の精

度・品質の向上 

 

技術の由来 

⚫ IT戦略室をつくり人材

を確保するとともに、

同室と現場をつなぐ未

来開発部をおき、一体

となって取り組み 

http://www.chutoku-g.co.jp/
http://www.chutoku-g.co.jp/
http://www.chutoku-g.co.jp/
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（5） AI・IoTへのニーズ 

① AI・IoTを使った様々な業務への自動化（株式会社オガワエコノス（広島県府中市）） 

 

 

 ベテラン担当者にしかできない配車計画作成を、AIが解決でできないか検討中 

株式会社オガワエコノスは、府中市で一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬及び中間処理・再生

事業を行っています。産業廃棄物の収集は定期だけでなく、顧客の要望に応じて不定期にも対応

をしています。現状では、ベテラン社員が収集依頼のあった排出事業者の場所、収集に必要なト

ラックの種類、定期の収集ルートとの位置、時間の関係などを総合的に見ながら、配車計画を作

成しています。不定期の収集依頼が入った際は、ドライバーの担当する系統を考慮しつつ、収集

する廃棄物に合わせたトラックを効率的な収集ルートに調整をするのが難しく、配車計画の作

成はストレスの強い作業となっていました。同社では、ここに AI を導入して、現在のようなベ

テラン社員でなくてもルートが作れて、さらに 1 ⽇では回りきれないほどの収集依頼があった

場合でも、回りきれるルートが作れるようにならないか、検討を進めています。 

同社では毎⽇の収集ルート作成で AI を使いたいと考えているので、先行している他社の AI の

使い方とは異なっています。そのため、他社と同じサービスを導入する場合でも、同社の使い方

に合わせた改修が必要だと考えています。また、同社の収集先は車両が進入しにくい場所に立地

している場合もありますが、車両の進入が可能かどうかは地図情報だけではわからない部分も

あり、AI の判断が使えるものになるにはまだ時間が必要だと考えています。 

 工場内の自動化・省人化のニーズ 

同社では、瓶・缶の選別ラインの自動化はベテランが働けなくなる前には、本格導入をしたい

と思っています。同社が選別ロボットに期待しているのは、ペットボトルに液体や異物が入って

いるものを選別することです。市販されている AI を使った選別ロボットでは、ピックアップの

スピード、精度で納得できるレベルではないということで、まだ調査が必要だと考えています。

今の選別ロボットを使うなら、ピックアップの対象に、数の多いペットボトルよりも、数の少な

いリサイクルできない異物を除去するなどによって、スピードの遅さを解消できるのではと考

えています。また、コスト的な点では、設備投資分を回収するためには、24 時間操業で量をこ

なしていくことが必要だとみています。今後、さらに具体的な調査を重ねながら、導入について

さらに検討を進めていく予定にしています。 

同社では設備の異常検知にも関心があり、LPWA を使った小型センサーを使って破砕機など

での振動の経時変化を見て確認し、急激な変化の直前を捉えたいと考えています。廃棄物を扱う

ので一般的な使い方よりも設備の劣化が早いと考えており、事前に兆候を把握できれば計画的

業種 

⚫ 廃棄物収集運搬 

⚫ 廃棄物処理 

 

課題 

⚫ 配車計画作成にベテラ

ン担当者の負担が大 

⚫ 人材不足を危惧して業

務の自動化を進めたい

が、すぐ使えるレベル

の機器が少ない 

ニーズ 

⚫ 配車をベテランに頼ら

ず、AI で効率よく数を

回れるようにしたい 

⚫ 工場内の既存設備に自

動化・省人化機器・機

能を追加したい 

https://www.o-econos.com/
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な対策が取れるので、顧客にも迷惑をかけず、人手不足を補うのにも役立つのではと期待してい

るところです。今後、複数社のシステムを評価して、実現可能性を確認していこうという段階で

す。 

 社内の多様なデータを整理する必要がある 

同社では、将来の人手不足への危機感が強く、いいものがあれば導入したいが現状では満足で

きるレベルのものはなく、製品化を待っていると対応が遅れてしまうというジレンマを感じて

います。そこで、思ったものを開発していくしかないと、様々なメーカー等に問い合わせをして、

積極的に自動化を進めようとしています。 

AI の導入に限らず、自動化を進めていく上での課題として同社が感じているのは、段階的に

様々なシステムを導入しているので、社内の様々なフォーマットが混在していることです。自動

化を進めて効率よく作業を進められるように新たなシステムを導入すると、必要なデータをそ

の都度入力し直すことが発生します。どこかで社内のデータを統一させて、使いやすい管理しや

すい状態にしていく必要があると感じています。 

 

所在地 広島県府中市高木町 502-10  

創業年  1952 年 3 月   会社設立 1965 年 4 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 250 名 

 

 

② AIを使った下水道管の欠陥・劣化予測（株式会社パイプデザイン（広島県広島市西区）） 

 

 

 国内市場の成熟で海外市場を目指す 

株式会社パイプデザインは、下水道設計支援ソフトウェアを中心に AUTOCAD 上で動作する

上下水道設計ツールを開発しているソフトウェア開発企業。同社では、⽇本国内ではすでに下水

道が普及し、新規事業が少なくなっていることから、これから上下水道の普及が進むインドネシ

ア、ベトナム等の市場への進出を目指しています。これらの地域で同社のツールがデファクト・

スタンダードになることを目指しており、他社に先駆け JICA 技術プロジェクトに取り組んでい

ます。 

 管路の AI予測に基づく更新計画プランのビジネス化 

同社が国内で注目している課題は、敷設から年数を経た下水道管の管理です。同社のソフトウ

業種 

⚫ IT 企業 

⚫ AUTO CAD を使った

上下水道関連ソフトウ

ェア開発 

 

市場での課題 

⚫ 下水道管の老朽化が問

題になっているが、ロ

ボット等を使った正確

な調査には時間と費用

が必要 

ニーズ 

⚫ 下水道管の老朽化を

AI で予測、維持管理計

画に反映 

⚫ モデル作成にはさまざ

まなデータが必要だ

が、公開されていない 

http://www.pipedesign.co.jp/
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ェアを使うことで、図表 3－1－19 のように管路を 3D で把握したり、雨水がどのように流出す

るか解析したりといったことができるようになっています。しかし 50 年の耐用年数があるとい

われている下水道管も、環境の条件によっては弛み、腐食などの劣化が早く発生する場合があり

ます。しかし、どのような環境でそうなるのかの予測は、現状では難しい状況にあります。さら

に、上水道では漏水などの影響で水圧が低下し給水に支障がでるなどの現象が起きることがあ

りますが、下水道の場合は損傷や劣化などによる影響が目に見えないので事象に気づきにくく、

放置されたままになる可能性があります。管破損部からの漏水などによる事故や、自然災害によ

る下水道への異物混入の原因となることもあり、管路の管理は重要な課題であることは事実で

す。 

図表 3－1－19  PIPE Design Pro３D モデル（左）と雨水流出解析モデル（右） 

  

 

自治体での下水道管理は、定期的に下水道管にロボットを走らせて管内調査を行い、その結果

をもとに健全度を評価して維持管理計画がつくられています。しかし、費用と時間がかかるた

め、毎年調査できる範囲がごく限られてしまいます。下水道管の欠陥や劣化を把握する方法はロ

ボット以外にもいくつか考えられていますが、同社では AI を活用した下水道管の状態予測を可

能とすることで、ロボットを使うよりも低コスト、広範囲な状態把握が可能となります。下水道

を管理する自治体が効率的な予算計画を立てることができ、新たな市場が生まれると期待して

います。米国では、実際に AI を使った上水道管の状態予測が始まっていますが、⽇本国内では

まだです。同社は下水道管に注目して検討を始めていますが、具体化まではまだ調査が必要な状

況です。 

AI での予測精度をあげるには、学習データを準備してモデルを作成して予測し、ロボット等

での実地調査結果と比較し、モデル修正や学習データの精査が必要です。モデル作成のために必

要な学習データはリアルな下水道情報が必要ですが、工事図面と実際の敷設状況が異なる場合

があります。予測のためにどこまで正確な情報が必要かについて、検討が必要です。さらに、下

水の流量に関するデータや、管周辺の建物や道路、街路樹といった都市計画に関連する様々なデ

ータも必要と考えられますが、多くの自治体ではデータが非公開となっていて、企業が単独で AI

の学習データを準備することは困難です。同社では、データ入手と実証のために自治体と共同で

社会実験等が実現することを期待しています。 
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所在地  広島市西区草津新町 1-21-35 広島ミクシスビル 

創業年 1981 年 6 月 

資本金 1,000 万円 

従業者数 10 名 

 

③ ユニオン石油工業株式会社 岩国工場（山口県岩国市） 

 

 

 国内トップクラスのナフテン系潤滑油製造メーカーの生産計画作成に AI活用 

ユニオン石油工業株式会社は、ナフテン系潤滑油を主力製品とする石油製品の製造販売メー

カー。国内でナフテン系潤滑油の製造を手がける企業は少ないが、その中でも同社は業界トップ

クラスの生産量を有しています。岩国工場では現在 83 機のタンクで石油製品を作るために半製

品を一定の配合で混合しています。現在の生産管理は製品の販売・在庫バランス、工事等による

在庫タンクの使用制限等の諸条件を考慮しなければならず、経験が必要な業務となっています。

AI の活用での生産性の向上や品質の安定化につながる可能性があるのではないかと考えていま

す。どのようなデータベースを作り、どのような基準でデータ処理をすべきかなどの詳細につい

ては、これから検討し、どこまで AI が使えるかを見極める予定です。 

 排水管理で AI・IoTを活用して規制値の基準クリアを徹底 

同社岩国工場は、それぞれの製品の製造過程で異なる成分の排水が発生しており、それらを集

めてから、規制値を超えないように処理し、公共水域に排出しています。現在は生産工程の変動

を人が検知し、排水サンプルの収集と成分分析を行うことにより、排水管理値に影響を与えるか

否かを予測しています。AI・IoT を活用することで、排水の水質を安定的に監視・管理できない

か考えていますが、まだ構想段階で具体的な検討はこれからです。 

 

所在地  山口県岩国市装束町 1 丁目 5-19 

創業年  1947 年 

資本金  6400 万円 

従業者数 85 名 

 

 

業種 

⚫ 製造業 

⚫ 潤滑油製造 

 

課題 

⚫ 業務の精度・品質の向

上 

 

ニーズ 

⚫ 石油製品の生産計画作

成作業で AI の活用 

⚫ 排水処理を AI・IoT を

活用して管理したい 

http://www.unionsekiyu.co.jp/index.html
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④ 回収した使用済製品等の目利きを AI の画像認識に置き換えて高精度化（平林金属株式会社（岡山

市北区）） 

 

 

 鉄リサイクルの品質安定化を目指し、AI・IoTの登場に期待 

平林金属株式会社は中四国唯一の家電リサイクルプラントを持つ企業で、鉄を中心とした金

属やプラスチックなどをリサイクルし、高品質の資源としてものづくり企業に提供しています。

同社では、回収した使用済製品等のなかに、有価物がどの程度あるか、検収員が目利きをしてい

ますが、検収員の技量によってその結果に差が出てきていると考えられます。同社では AI を使

った画像認識で回収した使用済製品等の中の鉄やその他の有価物の量を判断することで、検収

結果の安定化につながる技術の登場に期待しています。 

画像認識を使って、ヤードの中の使用済製品等の検収には、製品ごとの有価性を学習させる必

要があります。しかし、多くの製品メーカーでは過去の製品について、リサイクルに役立つよう

な素材に関するデータは公開していません。そのため、回収した使用済製品等の外観から画像認

識を使って、どこまで有価性を判断できるようになるのかは、まだわからない状況です。 

 一般家庭からのリサイクル拠点を整備 

同社では、一般家庭からの資源化物が違

法回収に流れず、正しくリサイクルを進め

るため、岡山市内と米子市にリサイクル拠

点となるステーションを設置し、「えこ便」

として展開しています。利用者には適正な

リサイクルに向けた取り組みや違法回収

の実態について理解を求めた上で会員に

なってもらい、会員証が発行されます。会

員はステーションに小型家電や紙、古着な

どを持ち込み、会員証と暗証番号を使って

本人確認を済ませてから、分別してポスト

に入れて計量し、種類と重量に応じてポイ

ントをもらいます。たまったポイントは、

同社が用意している商品と交換できる仕

組みになっています。この様な仕組みで

は、法律・条例等に基づいて利用時には本

人確認が求められるので、会員証と暗証番

業種 

⚫ 家電リサイクル等各種

使用済製品等の再資源

化 

 

課題 

⚫ リサイクル材の品質向

上 

⚫ 検収員の目利きの精

度・品質の安定化 

ニーズ 

⚫ 画像認識で使用済製品

等の中の有価物の量を

判断して、検収結果を

安定化したい 

図表 3－1－20 えこ便ネットワーク 

 

 

https://www.hirakin.co.jp/
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号がその役割を果たすようにして、利便性が確保された正しいリサイクルが可能になるように

しています。 

 

 太陽光パネルリサイクルの準備をスタート 

稼働しているメガソーラー等太陽光発電施設から、将来、太陽光パネルが耐用年数で大量に廃

棄されることが確実です。太陽光発電協会によると、2020 年 2 月での使用済みの太陽光パネル

を適正処理が可能な中間処理事業者は、全国でも 25 社、中国地域では 3 社あり、同社もそのう

ちの 1 社になっています。同社では、将来の大量廃棄を見越して、廃棄パネルからガラスを完

全に剥離、回収する設備を導入して、研究を進めています。 

 

所在地  岡山市北区下中野 347-104 ヒラキンビル 2F 

創業年  昭和 31 年 10 月 

資本金  9,980 万円 

従業者数 370 名（グループ合計） 

 

 

⑤ 生産性の向上のため様々な場面での導入を検討（株式会社かこ川商店（広島県福山市）） 

 

 

 生産性向上のために工場レイアウトの最適化や受け入れ予測等を AI・IoTでの実現を構想 

株式会社かこ川商店は、液体以外の多様な産業廃棄物の収集運搬・処分を引き受けるだけでな

く、アップサイクル事業（リメイク商品化やアート作品展開、わくわくワークショップの企画立

案など）などの多様な取り組みを通じて、地域から廃棄物のワンストップステーションと位置づ

けられるよう取り組んでいます。同社では、生産性の向上のために、AI・IoT を社内の様々な場

面で導入できないかを検討し、情報収集やテストを進めています。AI・IoT を使うことで、社員

の動線を分析した結果を基に、拡張を続けてきた複雑なレイアウトの工場をゼロベースでの最

適レイアウトを検討したり、収集車両の位置情報の分析をしたり、過去の搬入・搬出のデータと

天気との関係をみての受け入れ予測などができないかと考えています。実現に向けて、セミナー

等に参加して情報収集を行ないながら、近隣の研究機関等と共同研究を進めようとしています。 

 関心のある人たちとオープンイノベーションで AI・IoT活用に取り組みたい 

同社社長は、既製のつかいやすい・わかりやすいといわれる AI プラットフォームサービスを

業種 

⚫ 製鋼原料加工、製紙原

料加工、自動車リサイ

クル 

⚫ 産業廃棄物収集運搬・

処理業 

 

課題 

⚫ 業務の可視化、電子化、

センサー取り付け、IoT

化を支援するサービス

の実現による生産性の

向上 

 

 

ニーズ 

⚫ 自分たちが考えること

を実現するには、自分

たちで AI を作る方が

いい 

⚫ オープンイノベーショ

ンで取り組みたい 

https://kakogaward.jp/
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活用しようとすると、規模や価格の問題から利用が困難になってしまうので、自分たちが考える

ことを実現させるには、自分たちで AI を作る方がいいのではないかと考えています。そのため

の情報収集に、県や市のセミナー・ワークショップに参加しています。同社社長は、技術的な情

報収集だけでなく、講師や他の参加者とのネットワークづくりの機会としても活用できるとい

います。特にセミナー・ワークショップに参加する人は、業種を問わず AI・IoT のみならず、業

務改善などに関心を持つ人が集まっているので、それぞれの経験を踏まえた発想をもとに議論

が進むと、刺激を受けるといいます。SNS でも同じようなことができます。パートナーとして

自社のことを理解し、並走してくれるになるベンダーを探す一方で、他と連携して自分たちで AI

をつくってみて、関心のある人たちと一緒にオープンイノベーションで取組む道を模索してい

ます。 

 

所在地  広島県福山市神辺町川南 636-1 

創業年  創業 1974 年 会社設立 1989 年 9 月 

資本金  1,000 万円 

従業者数 20 名 

 

 

（6） AIを使ったプラント管理 

① ビッグデータを活用した故障予兆監視システムの開発と高度化（中国電力（株）及び日本電気（株）） 

 
 

 過去の正常運転データをもとにモデル化し、それを外れた異常予兆を人に気づきを与えるシステム 

中国電力株式会社では、島根原子力発電所の長期停止に伴い、再稼働の際のプラント信頼性確

保の必要性と、経験豊富な技術者の退職によって、プラント監視・異常時の原因究明・対策決定

を人手に頼れなくなっていることから、AI を使った異常検知を導入することになりました。そ

こで、プラントを監視する AI と、原因究明をアシストする AI とが連携を図りながら、プラント

運転経験のない社員が短時間で判断を下すための支援を目指しています。 

同社が NEC とつくった SIAT（System Invariant Analysis Technology）は、大量のセンサー

間の関連性を自動的にモデル化し、モデルからの予測値と観測値とを比較し、異常を予兆段階か

ら発見できるシステムです。過去の正常時の機器稼働データを使って、正常時のセンサー間の関

係性の強さの範囲を学習し、これを教師モデルとして、現在の観測データとモデルの予想とを比

較して、一定時間はずれた状態が続くと異常と判断し、報告をする仕組みです。 

適用するプラント 

⚫ 中国電力島根原子力発

電所 

対応する課題 

⚫ 経験豊富な技術者の退

職で、プラント監視を

人手に頼れない 

⚫ 保守費用の削減と信頼

性の向上の両立 

導入技術の特徴 

⚫ 異常予兆を人に気づき

を与える 

⚫ 複数の AI が連携して過

去データから類似事象

をピックアップ 

http://www.energia.co.jp/index.html
https://jpn.nec.com/ai/
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図表 3－1－21 SIAT による異常予兆 

 

 

 AIが検知した異常予兆をもとに、別の AIを使って今後の推移と原因究明を支援 

さらに、同社と NEC では、SIAT の異常予兆をもとに人への示唆をより高度にする取り組み

として、IBM Watson との連携によって、原因究明アシスト機能を構築しようとしています。

SIAT が検知・捕捉した事象が、今後どのような事象に発展していくと予想されるのか、過去の

国内原子力プラントで経験したトラブルやトラブル未満の事象の DB のなかから、AI 学習によ

って類似事象を十数件まで絞り込んで人に提示すれば、経験の浅い運転員・補修員でも過去事象

に倣って、必要なプロセスをたどることができると期待しています。 

さらに、同社では SIAT と導入済の統合型保全システム（EAM）とを組み合わせることで、リ

アルタイム監視・状況監視で検知した異常情報や機器の運転状況をもとに、EAM での点検計画

に反映させることで機器の分解点検周期を適正化し、保守費用の削減とさらなる信頼性の向上

を図りたいと考えています。 

 

Copyright© THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO.,INC. All rights reserved.

大量のセンサー間の関係性を自動的にモデル化、

モデルからの予想値と観測値を比較し、異常を予兆段階から発見

数百～数千のセンサー
からの時系列データ

「いつもの」動きを見える化
＜インバリアント（不変性）モデル＞

異常度

「いつもと違う」動きを検知
＜リアルタイム異常検知＞

センサA

センサB

ＮＥＣのＳＩＡＴ
（インバリアント
分析技術）を適用
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図表 3－1－22 複数 AI を連携した原因究明アシスト機能 

 

 

 

② 発電所運営の高度化を実現する IoTソリューション（東芝エネルギーシステムズ（株）） 

 

 

 マイクロサービスから構成される IoTプラットフォーム 

東芝エネルギーシステムズが提供しているエネルギー事情の課題に対応する IoT プラットフ

ォームは、現場からの制御信号（OT）とサービスのデータ(IT)とを連携させて、両方を画面上の

ダッシュボードに表示しながら、同社とユーザー等で課題の共有・課題解決を図ろうとしていま

す。このプラットフォーム上には、発電所で求められるニーズに合わせて選択できるマイクロサ

ービス群が用意されており、これらが連携して動き、オンプレミスでもクラウドでも自由に配置

できる様になっています。 

 

NEC Corporation 2019

ニューシア
登録情報

過去
不適合管理情報

AI（対処）

原子力発電所プロコン

AI（SIAT）

ｲﾝﾊﾞﾘｱﾝﾄ

過去事例に基づいた
事象の進展・対処手順に関
する情報

CR記録

重要度

処置内容

原因特定機能

AIによる予兆監視

不具合事象

事象進展

処置内容

CR入力

②AIの判断しやすい
KeyWordを抽出する

①原子力用語の辞書作成 ③抽出した事例の類似度評価

適用するプラント 

⚫ 発電所 

⚫ エネルギー領域向けの

プラットフォーム 

 

 

 

対応する課題 

⚫ 再エネに対応したエネ

ルギーミックスでの予

測と最適化が必要 

⚫ 発電設備の稼働率の向

上のために高度な故障

検出を導入 

導入技術の特徴 

⚫ 複数アルゴリズムを組

み合わせることで、精

度を上げている 

⚫ での個別最

適を重ねて全体最適を

図る 

https://www.toshiba-energy.com/
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図表 3－1－23 マイクロサービスから構成される IoT プラットフォーム 

 
 

 

 需要予測・供給予測を複数走らせて火力発電所の出力調整に活用 

火力発電所は、再生可能エネルギーの増加で、調整力の重要性が高まっています。1 ⽇の中で

も時間ごとに電力需要が変化し、太陽光発電の供給能力も変わってくるので、火力発電所は需要

に応じた調整を行なうことが必要です。そこに AI を使って時間帯ごとの影響が大きな気象測定

点を選んで需要予測し、さらに複数の需要予測アルゴリズムと組み合わせることで、高精度な需

要予測を行ないます。供給側の太陽光発電も気象をもとに予測を出して、火力発電所に求められ

る時間帯と電力量をもとに、複数発電所の発電量の最適化問題として計算し、経済性向上につな

がりました。このような個別の最適化課題をプラットフォームのマイクロサービスの一つとし

て提供していくことで、トータルの最適化を図れるようになることを目指しています。 

図表 3－1－24 需要予測を行なう AI システム（左）、発電量予測を行なう AI システム 

 

 

 稼働率向上のため故障予兆を検知 

火力発電所では、過酷な運転による設備ストレスの増加、既存設備のバックアップ化、メンテ

ナンス費の低減・技術者不足が課題となっていて、設備稼働率の向上とメンテナンス費用の低減

                                                     

      

   

      

         

              

            

    
  

  、 の 
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が求められています。故障予兆検知で稼働率向上を図る取り組みでは、現場でわかりやすいアル

ゴリズムとして、過去データをもとに監視モデルを構築して、理想値から統計な閾値を外れた値

が測定されると故障として検知する仕組みを使いながら、他にも統計的な手法やニューラルネ

ットワークを使ったアルゴリズムを組み合わせて、故障予兆を検知し稼働率の向上につなげて

います。 

さらに、メンテナンスには AR/VR、ドローン等を導入して、業務効率の向上も図っています。 

 

 

③ プラント診断サービス｢ARTiMo｣が変えるプラントの操業と保安（（株）日立製作所） 

 

 

 リアルタイムの状態を可視化し、クラスタリング技術を使ったプラント診断サービス 

⽇立製作所の ARTiMo は、運転実績のトレンドデータに基づいてプラントの状態を、クラス

タリング方式を使ってリアルタイムに可視化する技術です。ARTiMo で使われているクラスタ

リング方式は、追加学習が容易で、原因診断と親和性を持つという特徴を持ちます。モデルを最

適化して高い精度の検知を実現する「モデル利用方式」では、対応する事象に合わせてモデルを

変える必要があるのに対して、「クラスター方式」ではその必要なく、ラベリング機能で原因診

断と信用性を高くすることができます。AI にとって未知の事象によるカテゴリーができると、

運転員が自らの知見とあわせて状態を判断して、正常・異常を判断します。判断結果とともにカ

テゴリーに名前をつけて、事象・種別とのラベリングを行なうことで、AI が次回以降は自動で

判断ができるようになります。 

 

導入するプラント 

⚫ 石油精製、石油化学、

水処理、火力発電等 

⚫ 事例：エチレンプラン

ト分解炉 

対応する課題 

⚫ QoL の視点を取り入れ

て全体を最適化 

⚫ プラントの安全性向

上、収益力向上、効率

的、効果的な技術伝承 

導入技術の特徴 

⚫ 原因診断との親和性が

高いクラスタリング方

式 

⚫ 構造化 と

組み合わせて の知

識化・部門間で共有 

https://www.hitachi.co.jp/
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図表 3－1－25 診断結果と事象・種別とのラベリングのイメージ 

 

 

 2年間の実績で現場のスタッフが納得し、信頼しはじめた予兆検出 

昭和電工株式会社大分コンビナートでは、安全性向上、収益力向上、技術伝承を目的として、

エチレンプラント分解炉の異常検知と要因分析に ARTiMo を導入し、まず炉内のデコーキング

での検証を行ないました。運転員は導入直後では懐疑的でしたが、導入から 2 年を過ぎると、

運転の中での出来事と ARTiMo の予兆が合っていることが体験的にわかってきて、現場の運転

員の間で徐々に信頼ができつつある状態になっています。これまでは状態にかかわらず定期的

なデコーキングを行なっていましたが、ARTiMo を使うことで設備状態に合わせた対応が可能

になり、切替ロスの低減、設備故障リスクの低減も効果があがってきています。 

昭和電工では、ARTiMo が提示する新規カテゴリーを、これまでの経験をもとにどう判断した

かを記録して、長期にわたって運用する際に判断基準がわからなくなることを防ぐようにして

います。これまでよりも早い段階で検知できるようになり「見える化」が実現しましたが、さら

に最適運転・トラブル回避を実現させるための運転対応ガイダンス、自動化のためのツールとし

て活用を構想しています。 

 ナレッジを持っている熟練者にも安心して働いてもらうスマート化の実現 

同社では、現状では部分的にデジタル化ができていないなどから、連携が不十分な状態を解消

していくためのツールが必要だと考えています。そのため今すでに持っている既設のデータ、ツ

ール、マニュアルを自動で集めてきて、必要な人に提供することで情報の共有化を図る構造化さ

れたプラットフォームの形成を始めています。 
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図表 3－1－26 構造化情報プラットフォームを使ったプラント診断の将来イメージ 

 

 

 

④ AI技術を活用したプラントオペレーション最適化への取り組み（三菱重工業（株）） 

 

 

 ベテラン社員の技術伝承のため、徹底的に現場をヒアリングした結果を教師データにした AI 

三菱重工業では、ベテラン社員の減少から、過去のデータをためて技術伝承をするため、独自

の社内ツールとして AI 開発を始め、運用開始後に社外でも使えると判断し、「ENERGY CLOUD」

として提供を開始しました。スタート時の教師データは、同社内のものづくり現場でのベテラン

の経験・知見、ノウハウ等を幅広く徹底的にヒアリングして、データ化したものです。 

 社内の幅広いデータを集めて可視化した後に設定した目的に最適させる AI 

ENERGY CLOUD の導入にあたっては、ソリューション手順が標準化されており、図表 3－1

－27 の下から上へ、最初の現状把握、AI 適応、将来予測と進みます。まず現状把握のためには、

プラントの DCS に限らず保守や営業、経営に関する幅広いデータを集めることが最も重要と考

えています。それをデータのレベルで可視化して、不足のデータを簡易的に集め、相関を把握し

た後に目的設定を行ないます。初期段階で目的設定をするとその達成が目的となりかねないの

で、スタートは肩肘張らずに考えて、データを集める過程で本当に解決したい問題がより具体的

に見えてくるので、その段階で考えることがポイントとなります。ここでみつけた目的は、現場

導入するプラント 

⚫ 化学プラント、発電プ

ラント、焼却プラント

等 

対応する課題 

⚫ 現場にベテランが少な

くなり技術伝承が課題 

⚫ 最適化によって、プラ

ントの省力化、CO2 削

減等にも対応したい 

技術の特徴 

⚫ 現場の幅広いデータを

集めて、現状と目的を

コミュニケーションを

通じて可視化させる 

⚫ 予測と運転指針ガイダ

ンスで意思決定を支援 

https://www.mhi.com/jp/
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層、管理層、経営層それぞれ違って複数できることもあります。それぞれの目的に合わせて、過

去データをもとにモデルを作成し検証していきます。この完成までの一連のステップを進めて

いく過程で、社内のコミュニケーションを活性化して、今まで担当外で知らなかったことも知る

きっかけを作ることにもなるので、同社では ENERGY CLOUD は新しいコミュニケーションツ

ールにもなると考えています。 

 

図表 3－1－27 ENERGY CLOUD でのソリューション手順 

 
 

ENERGY CLOUD の導入例としては、予防保全、ボイラー運転のガイダンス、プラントのエネ

ルギーサプライチェーンの最適化等がありますが、AI の高精度な将来予測を使った情報系から

の支援をもとに、人間系がベテランと同水準に近づき、適切なプラント運転ができるようになっ

ています。複雑な計算が必要な場合には、現実をそのままモデル化せずに目的に合わせて簡易的

なモデルを作成し、実績データと統計モデルをハイブリッドに活用して、精度の高い最適化のガ

イダンスを短時間で導き出すようにしています。また、導入当初は AI からの発報が誤報となっ

たり、厳しいタイミングになったりしていましたが、AI の学習が効いてくることで、次第に現

場が納得できるようなってきており、次第に現場に受け入れられるようになっています。 



－65－ 

図表 3－1－28 ENERGY CLOUD を使った予測最適化システム構成例 
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3－2． AI・IoT導入ガイド 

（1） 導入検討フロー 

AI の開発導入フローは概ね以下の通りで、従来の IT プロジェクトでの要件定義からテストま

で段階を踏んで導入へと進む開発フローとは異なり、一度アセスメント（事前評価）を行なって

データがあるか、AI に適しているか、ビジネスとして実施するだけの価値があるかをプロトタ

イプで検証します。AI はやってみないとわからないという性格は、発注する側にも受注する側

にも当てはまるので、本格的な開発の前に、あらためて確認をとることが望ましいとされていま

す。アセスメントの結果を受けてあらためて本格的な開発段階に入ると、開発と PoC（概念実

証）を繰り返しながら精度を向上させて、満足のいく水準になれば導入という流れになります。

PoC は数回にわたる場合もあり、その都度費用が発生するので、技術的な見極めと AI とビジネ

スに結びつけていくところでの作り込みが重要です。 

 

図表 3－2－1 導入に至る検討フロー 

 

出典：「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版 AI 編」 

 

 

また、中国経済産業局では、「平成 29 年度中国地域の中堅・中小企業における IoT 導入促進

調査報告－IT/IoT 導入検討手順書を活用し、自社に応じた IT/IoT 導入で産業力強化－」におい

て、導入計画＝ロードマップを検討・作成するための５つの工程をまとめ、工程ごとのアクティ

ビティと検討に必要な書類のひな形を用意しています。 

検討体制・計画の立案では、検討リーダーの選定、スケジュールの作成を行なう工程で、「IT/IoT

導入検討計画」のひな形が用意されています。 

問題提起・課題発掘では、ボトムアップ、トップダウンのどちらのアプローチでもよいので、

身の丈に合った導入構想で目標を設定し、関係者へのアンケートやヒアリングで社内の課題を

もれなく抽出して、最重要課題を設定する工程で、「目標施策体系図」と「問題点・ニーズ×課

題一覧」のひな形が用意されています。 

IT/IoT 導入の必要性検討では、最重要課題に対する解決策を IT/IoT の利活用に限らず洗い出

し、それらを評価して、最優先の解決策を決定する工程で、「解決策一覧」のひな形が用意され

ています。 

IT/IoT 導入 構想立案では、これまでの検討結果を基に IT/IoT 導入構想を立案し、IT ベンダ

ーに依頼するための RFI 依頼文書を作成・送付して、その回答結果を比較する工程で、「IT/IoT

導入構想書」「RFI 依頼文書」「RFI 結果比較表」のひな形が用意されています。 

https://www.chugoku.meti.go.jp/research/info_health/180322.html
https://www.chugoku.meti.go.jp/research/info_health/180322.html
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導入効果・費用対効果試算では、導入構想に必要な費用と、費用対効果の把握を行なう工程で、

「費用試算表」「費用対効果分析表」のひな形が用意されています。 

 

図表 3－2－2 IT/IoT を導入するまでの５つの工程 

 

出典：「平成 29 年度中国地域の中堅・中小企業における IoT 導入促進調査報告書」 2018 年 中国経済

産業局 

 

これらの導入フローをもとに、必要な検討を進めて、導入、運用に進めていくにあたっては、

いくつかの乗り越えなければならない「壁」があり、下図のようなチェックポイントが存在する

とされています。必ずしもこの順序通りに壁にぶつかるとは限りませんし、その高さも導入する

事業の性質や各社の置かれている条件で異なりますが、経営層と現場との間を推進役が調整を

しながら、外部のベンダー等に丸投げすることなく、一つ一つ進めていくことが重要です。 
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図表 3－2－3 導入・運用を成功させるためのチェックポイント 

 

 

AI・IoT を導入するかを決定する経営判断・投資判断の場面では、環境関連分野でのソリュー

ションや導入事例がまだ少なく、従来の IT 投資のように他社の動向を見てということが難しい

状況にあります。先行事例では、それぞれの企業が持つ課題への危機感から、導入が進められて

きました。導入の経緯は必ずしもトップダウンでのスタートとは限りませんが、経営層の判断が

最初の関門になります。また、AI の導入の場合には、どの程度の試行錯誤があるのか、検討段

階ではわからないため、およその見積しか出すことができないという問題もあります。それで

も、経営層には、AI を活用した新しい業務の具体的なイメージを持ち、そのために必要な AI の

機能や精度を想定しながら、それにふさわしい費用感を納得してもらうことが重要です。 

推進体制とコラボレーションをつくる場面では、担当者やベンダーを決めていきます。AI・IoT

の導入によって最適化が図られるということは、これまでのワークフローが変わるだけでなく、

社内の「文化」が変わることを求められることでもあります。現場も含めて AI・IoT 導入の必要

性、方針を共有しながら、これまでの延長ではなく、若手担当者の抜擢や外部ベンダーに業務を

任せるなどの変化があるということを受け入れる必要があります。 

具体的な実施方法の検討の場面では、AI・IoT 導入の担当者やベンダーにすべて任せてしまう

ことがおこらないようにしないといけません。丸投げしないようにするには、人材確保が重要で

すが、急には対応が難しいことも事実です。導入・運用が円滑に進むために必要なのは AI・IoT

に関する知識よりも、業務がわかっていて、立場が異なる人たちの間での調整能力であることも

あるので、そのような視点での人材発掘・人材育成が求められます。 

AI・IoT を現場に適用をはじめた直後は、思い通りの結果にならないこともあります。AI・IoT

の担当者は、まだ数回調整を重ねていく場合もあることを知っていますが、現場での理解が十分

経営判断や投資判断

推進体制とコラボレーションの構築

具体的実施方法の検討

試行錯誤がある現場適用

効果検証とフィードバック

AI・IoTは、データを取得してみないと、どの
程度の効果に結びつくかの判断が難しい。

AI・IoTの効果を発揮させるためには、社内
外の連携体制、定量的判断の推進等の方
向に組織文化／企業文化更新の必要あり。

計画的にAI・IoTの選定・導入・運用を進め
ないと、ベンダー丸投げになったり、社内の
スキル習得が滞ったり、費用対効果が悪い。

AI・IoTが導入される部署・現場の担当者
等の協力なしにすすめると、導入時に様々な
反発が生じてスムーズに進まないことも。

AI・IoTが求める性能を発揮するには、継続
的なデータ収集・分析・調査が必要で、短期
間で検証可能な効果が出ることは少ない。

「改善⇔データ収集」のサイ
クルを早く回して適正水準
を見極め、成果評価を行う

人材発掘・人材育成

理解を得た現場適用

具体的な判断材料の提示

社内「文化」の変化の受容

早いサイクルでフィードバック

対
応
方
法

検討の初期段階から現場と
のコミュニケーションを図っ
て、AI・IoTの特性や業務の
変化を時間をかけて浸透

対
応
方
法

現場とAI・IoTベンダー、経
営層などの間で、調整能力
を発揮できる人材を中心に、
ベンダーといっしょに検討

対
応
方
法

AI・IoT導入の必要性、方
針を全社で共有し、新しい
ワークフロー、社内「文化」
の変化を受け入れる

対
応
方
法

危機感からAI・IoTの導入
で事業の変革をめざす
経営層に判断をさせる具体
的な機能・費用のイメージを
提示

対
応
方
法
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でないと反発の原因となることも考えられます。現場で収集する教師データの検討段階から、現

場担当者やベテランとコミュニケーションをとってプロジェクトに参加してもらいながら、導

入しようとしている AI・IoT がどのようなものなのか、導入によってなにが変わるのかといった

ことと、現場レベルに浸透を図ることが必要になります。 

効果検証とフィードバックは難しい問題になります。AI・IoT のプロジェクトは、導入して完

成・終了ではなく、継続的な学習や調整等のフィードバックが必要です。そのため、成果評価も

いつの時点か、なにを指標にとるかによって変わってきます。求める水準が実現されるまではフ

ィードバックのサイクルを早く回し、安定した後は過学習に注意しながら、適切なタイミングを

見つけることが重要です。 

 

（2） 導入に向けた準備・手続 

① 情報収集 

i） インターネットを使って導入事例を調べる 

環境分野での AI・IoT の活用事例についての情報はまだ少ないので、十分な比較検討がしにく

い状況です。しかし、AI・IoT 導入にあたっての考え方や注意すべき点は業種を問わず概ね共通

であるので、「環境」にこだわらなくても、AI に「予測」させたいのか、「識別」させたいのか、

自動化など「実行」させたいのかといった利用目途が同じグループでの、自社と同じような会社

規模での導入事例を探すことも有効な場合もあります。AI・IoT の事例紹介には、かならず「環

境」が分類されているとは限りません。「環境」のキーワードがなくても、内容的に関連する事

例がいくつか含まれています。 

事例を探すには、書店や図書館で手に入る書籍だけでなく、公的な機関や専門機関等が出して

いる報告書や事例集がインターネットで公開されているので、参考になります。これらを一つ一

つ探すのは大変ですが、レポートをまとめて検索できるサイトがあるので、使ってみると便利で

す。一般の検索サイトと違って、目的別・分野にカテゴリーやキーワードが予め指定されている

ので、それらをヒントに欲しい情報が見つかることもあります。 

 

■公的機関が出している報告書・事例集の例 

・経済産業省 

IoT を使った保守・保安に関する事例 

スマート保安先行事例集 –  

https://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170410002/20170410002-2.pdf 

 

平成 29 年度中国地域の中堅・中小企業における IoT 導入促進調査報告 

－IT/IoT 導入検討手順書を活用し、自社に応じた IT/IoT 導入で産業力強化－  

https://www.chugoku.meti.go.jp/research/info_health/180322.html 

 

・環境省 

AI・IoT を使った環境ビジネス 

https://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170410002/20170410002-2.pdf
https://www.chugoku.meti.go.jp/research/info_health/180322.html
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環境省_平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功の秘訣～AI・IoT ビジネス～  

http://www.env.go.jp/press/106898.html 

環境省_環境ビジネス FRONT RUNNER  

http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/B_industry/frontrunner/ 

 

■レポート検索サイトの例 

経済レポート情報-経済レポート・ニュース  

http://www3.keizaireport.com/ 

調査のチカラ ～ 無料アンケートデータのまとめサイト  

https://chosa.itmedia.co.jp/ 

 

 

ii） ＡＩ・ＩｏＴに関連する各種のセミナー・勉強会・公開講座等に参加する 

 AI・IoT は非常にホットな話題であることから、関連するセミナーや勉強会は、無料・有料

含めて、数多く実施されています。 

自治体や工業技術センター、産業支援機関では、AI・IoT に関連する技術やビジネスでの実装

や運用等に関するセミナーや勉強会を開催しています。さらに、経済産業省と IPA が支援して

いる地方版 IoT 推進ラボの活動でも各種のセミナーや報告会が開催されています。 

 

図表 3－2－4 中国地域内の地方版 IoT 推進ラボの取り組みと事務局 

 事業名 目的 事務局 

鳥取県 鳥取県 IoT 推進

ラボ 

各分野の生産性向上、商品・サービスの付加価

値の向上、地域課題解決に向けた先端 ICT の

利活用促進 

鳥取県商工労働

部 産業振興課 

島根県 島根県 IoT 推進

ラボ 

IoT・AI 等を活用し、世界に展開できる「サー

ビス・製品」を島根の地域課題を活かし創出 

しまねソフト研

究開発センター 

岡山県 岡山県 IoT 推進

ラボ 

IoT 関連の高度な製品・サービスの創出や、デ

ータ分析などの技術を有する人材の育成 

岡山県産業労働

部産業振興課 

 瀬戸内市 IoT 推

進ラボ 

ヘルスケア分野や感動体験型の観光分野にお

ける各種データの取得・分析による IoT 実証プ

ロジェクトを実施する体制を構築 

瀬 戸 内 市 役 所 

産業建設部  観

光課 

広島県 広島県 IoT 推進

ラボ 

技術やノウハウを保有する県内外の企業や人

材を呼び込み、様々な産業・地域課題の解決を

テーマとして共創で試行錯誤できるオープン

な実証実験の場を構築 

ひろしまサンド

ボックス事業事

務局 

山口県 山口県 IoT 推進

ラボ 

産学公金の連携により、県内中小企業の IoT を

活用した生産性向上や技術開発に向けた取組

を推進 

山口県商工労働

部商政課 

http://www.env.go.jp/press/106898.html
http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/B_industry/frontrunner/
http://www3.keizaireport.com/
https://chosa.itmedia.co.jp/
https://www.pref.tottori.lg.jp/277669.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/277669.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/sangyou-shinko/
https://www.pref.tottori.lg.jp/sangyou-shinko/
https://www.s-itoc.jp/about_us/501
https://www.s-itoc.jp/about_us/501
https://www.s-itoc.jp/
https://www.s-itoc.jp/
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=okayama-pref-iot
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=okayama-pref-iot
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/43/
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/43/
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=setouchi-city-iot
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=setouchi-city-iot
http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/soshiki/sangyokensetsubu/syoukoukankouka/index.html
http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/soshiki/sangyokensetsubu/syoukoukankouka/index.html
http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/soshiki/sangyokensetsubu/syoukoukankouka/index.html
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=hiroshima-pref-iot
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=hiroshima-pref-iot
https://hiroshima-sandbox.jp/
https://hiroshima-sandbox.jp/
https://hiroshima-sandbox.jp/
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=yamaguchi-pref-iot
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=yamaguchi-pref-iot
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16100/index/
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16100/index/
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 宇部市 IoT 推進

ラボ 

農業分野において、生産者・農業団体・教育機

関・研究機関・民間事業者・行政が共同して、

ICT・IoT 技術を活用し、生産性の向上を図る 

宇部市 総合戦略

局 

資料：「地方版 IoT 推進ラボホームページ」  https://local-iot-lab.ipa.go.jp/ 

 

大学の公開講座は市民教養レベルが一般的ですが、本格的に AI・IoT をテーマにした講座を実

施している例もあります。県立広島大学では、社会人技術者を対象とした AI 活用人材育成講座

を 2018 年度から実施し、2019 年度は履修証明プログラム「AI 活用人材育成プログラム」とし

て、プログラミング講座（基礎編及び機械学習編）とデータサイエンティスト実践演習の 3 講

座を開催しました。広島工業大学では、グローバル時代のものづくりと AI・IoT 技術、情報・デ

ータを活用した事業展開をテーマにして 10 月から 1 月にかけて全 15 回のプログラムを 2018

年、2019 年の 2 年連続して開催しています。大学研究者に限らず企業からも講師を招き、座学

に偏らず、講師及び受講者を交えた討論や、グループワークなどの体験的な演習などを取り入れ

ています。 

 

iii） ＡＩ・ＩｏＴに取り組む仲間をつくって、議論をしてみる 

同じ関心を持つ人が集まる場で議論をすることで、新しい情報を得ることができたり、新しい

発想が生まれたりすることがあります。仲間をつくる機会としては、SNS を使えば場所や時間

にしばられることなくできる有効な手段の一つになります。近隣の同業種だけでなく、遠方の異

業種ともつながることで、様々な刺激を受けて、新しいアプローチのヒントを得ることができる

場合もあります。 

仲間をつくる別の機会として、先に挙げた AI・IoT に関するセミナー・勉強会・公開講座等

への参加もあります。同じような関心や悩みをもった参加者が集まっていますから、仲間を見

つけやすい環境といえます。また、講師はその場限りでなく、後⽇個別に相談したり、正式に

仕事として依頼をしたりということに発展する場合もあります。 

  

② 課題解決につかえる手法を探して比較検討してみる 

「AI がはやっているから」といった理由から安易に AI ありきでスタートしても、実は AI に

向かない課題であったり、AI を使うまでもなく従来の統計分析や画像解析手法で十分だったり、

AI による予測をしなくても必要な状況が発生したときに通知が来るだけで十分対応できたりす

るようなこともあり得ます。 

AI はまだ万能ではないので、AI ありきでスタートするよりも、自社の課題ややりたい内容を

よく見極めて、さまざまな解決手法を検討した上で、AI を導入することが時間、費用、効果の

点で優れているか比較の上で判断するとよいでしょう。 

また、AI の運用にあたってはデータが重要になるので、社内でどれだけ体系的に欠損のない

データを集められるかも、検討材料の一つになります。 

 

https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=ube-city-iot
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=ube-city-iot
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/soshiki/ict_innovation/index.html
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/soshiki/ict_innovation/index.html
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/
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③ これまでの作業手順・担当者のノウハウを棚卸ししてみる 

AI を導入してすぐに自動化ができるわけではなく、それまでの自社独自の判断基準を踏まえ

た機械学習や、アノテーションを経て、ようやく使える状態になります。IoT の場合でもやみく

もにデータを集めたり、自動化を図るわけではく、これまでなにを判断の基準としていたのか、

閾値はどこにあるのかがはっきりしないと、役立つものに仕上がりません。 

これまでの担当者が何をどのように判断していたかを明らかにする「棚卸し」が重要な工程の

一つとなります。棚卸しをして、AI・IoT の導入を検討した結果、最終的にシステムの導入に至

らなくても、棚卸しの結果は、社内の技術承継で役立てることもできます。 

 

④ 社内の体制づくり 

一般的には現場からのボトムアップよりもトップダウンでのプロジェクトが成功しやすいと

言われていますが、重要なのは AI・IoT を導入することで従来の手順が変更されることを現場が

納得すること、プロジェクトに必要なヒト・モノ・カネへの投資を経営層が用意すること、担当

者に必要な裁量をあたえることです。 

まずは関心のある人が中心となって考えて、小さく始めてみて、それがものになりそうなら、

経営層に納得させて社内の正式なプロジェクトに昇格させて本格的な体制をつくるという手順

がよいでしょう。むしろ検討が必要なのは、現場によりすぎても IT の技術によりすぎても、最

終的に使いやすいものは作れないので、両者のバランスをどう図るかになります。担当者は、現

場と IT とそれぞれの考え方、用語に隔たりがあることもあるので、両者の間での「翻訳」がで

きる能力があると文句なしです。 

 

（3） 導入に向けて必要となる知識・スキル 

 中国経済産業局では、「平成 29 年度中国地域の中堅・中小企業における IoT 導入促進調査報

告－IT/IoT 導入検討手順書を活用し、自社に応じた IT/IoT 導入で産業力強化－」において、リ

ソース不足やスキル不足といった課題を抱える中小 IT ユーザーでも、着実に IT/IoT 導入の検討

が行えるように、また IT/IoT の提案力が十分とはいえない中小 IT ベンダーでも IT/IoT 導入提

案が行えるように、IT/IoT 導入検討の一連の流れについてまとめた「ロードマップ（IT/IoT 導

入検討手順書）」を作成していますので、共通する部分も多く、そちらもあわせて参照ください。 

 

 以下では、主に AI の導入をまとめることにします。 

 

① 自社のプロジェクトにあった開発環境を選ぶ 

AI・IoT の導入プロジェクトを立ち上げるに当たってまず考えるのは、i）自社で必要なハード

ウェア・ソフトウェアを用意し自作するか、ii）既存のクラウドを利用したプラットフォームを

利用して自社で構築するか、iii）IT ベンダーに依頼するかの 3 つのいずれかを選ぶかになりま

す。社内に対応できる人材がいて、技術力も十分なら i）ii）を選んで、自社で構築していくこと

も選択肢になります。自社開発できるほどに人材も技術力も十分でなければ iii)となります。そ

の際に AI 開発を依頼する IT ベンダーはどの分野が得意で、どんな実績があるか、どんな AI を
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使うかを考慮する必要があります。 

 

② データを準備する 

AI での分析にはデータがなければ始まらないのですが、どのくらいの量の学習データが必要

かは、ケースバイケースではっきり正解といえるものはありません。一度学習させて、求める結

果がでるまで試してみることが必要です。さらに量があればいいというわけではなく、質がとも

なったデータである必要があります。社内にあるデータの中には、AI での分析にそのまま使え

るものもあれば、学習データとして活用するためには、事前に人の手での加工を必要とするもの

もあります。また、教師ありの学習をする場合などには、どれを正解にするかアノテーションの

作業が重要になってきます。 

一方で学習をやり過ぎると過学習となり、かえって性能が悪くなる場合もあります。また、説

明する項目を増やしていっても、思ったような精緻な分析結果が出るとは限りません。データに

は必ずしも正解はないので、トライアンドエラーでより適切な学習の水準を探していくことに

なります。 

 

図表 3－2－5 AI での分析に使えるデータ 

 

 

③ 用意するハードウェア 

 パソコン、または機器に据え付ける様な場合は Raspberry Pi（小型ボードコンピュータ）

と接続する機器（スターターキットとして必要なものをセットにしたものもある） 

 用途に応じた各種センサー類（光センサー、温湿度＋気圧センサー、マイクロフォン、加

不要な情報、表現の揺らぎがなく、AIに読み込ませるデータになっている

•生のデータは不要なコードや、さまざまな揺らぎがあり、AIでの活用には向かない。

データはクレンジング処理を行う必要がある

複数のタグ付けがされている

•データの特徴を表現しうる情報は多い方が良い。例えば画像ファイルだけでなく、画

像ファイルにタグ付けした情報が複数あれば、判断しやすい

人が読みやすく加工する前の生データ

•人が理解しやすいように集計加工したデータよりも、生の数値データがあるほうが、

AIの分析がより正確になる

良質なデータを多く確保する

•学習がうまくいくためには、データ量が多い方がいいものの、質のよくないデータが

混ざったものを数多く集めても、正確なモデルにはなりにくい。良質なデータだけを

揃えられれば、それだけ精度も向上する。データを集めることから十分な検討をした

方が良い。
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速度センサー、赤外線センサー、超音波距離センサー、圧力センサー、カメラ等） 

 機器間の距離求める品質に応じた無線ネットワーク機器（消費電力にこだわらず一般的

に入手しやすいものを求める場合、近距離なら Wi-Fi、長距離なら LTE。省電力を重視す

る場合には、近距離なら Bluetooth や ZigBee、長距離なら LPWA、将来的には 5G 等の

規格もある。） 

 

④ AIを試してみるには 

経営層を納得させるには、他社の導入事例を紹介することが一般的ですが、これから導入を目

指すものと似ている事例が見つからなかったり、事例の規模が違いすぎたりなどの理由で、説得

力がある事例がない場合には、簡単なデモを用意してプレゼンするという手段もあります。ベン

ダーに頼むと費用が発生しますが、社内でデモを自作するなら、費用の発生は限定的です。まず

簡単なシステムを作ってみるとよいでしょう。 

詳細については、インターネットや書籍で紹介されているものがありますが、概要のみ紹介し

ます。 

 

i） クラウドのノンプログラミングＡＩサービスを使ってみる 

AI の導入にあたっては、マウスを操作するだけでプログラミングの知識などがなくても利用

できるクラウド上のノンプログラミング AI サービスがあるので、それらを利用することが可能

です。このようなツールの公開されているデモをみてどこまでできるのかを理解したり、実際に

使ってみて最初期のプロトタイプを作るということも、開発の有効な手段の一つです。これらの

サービスは、操作は簡単ですが、予め用意されている部品に合わせていく必要があるので、必ず

しもなんでもできる訳ではありません。用意されている部品がそのまま適用できるなら、使い続

けてもいいですし、適用が難しかったり、さらに高度な使い方を検討したいなら、別の方法を探

すことになります。 

 

ii） フレームワークを利用した開発 

 クラウドのノンプログラミング AI サービスでは満足できる分析等ができない場合には、イン

ターネットで公開されているツールを使って、AI をつくることができます。その際には、プロ

グラミングの知識は必要ですが、以下に挙げるようなフレームワークを使って開発を行ってい

くことが、一般的となっています。 

フレームワークとは、AI 開発時に使用する部品集で、外部から定義や一定形式の学習データ

を与えることで、AI を動かすことが可能で、フレームワークを使用することにより効率よく開

発することができます。殆どのフレームワークはオープンソースとして提供されており、誰でも

無料で利用することができます。 

複数のフレームワークが開発・公開されていますが、それぞれに特徴があるので、自分にとっ

て使いやすいもの、相談できる相手がいる場合はそこで使っているもの、使い方の情報が得やす

いものといった基準で選ぶ必要があります。 
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図表 3－2－6 主なディープラーニング フレームワーク 

名称 言語 開発元 特徴 

Caffe C++/Python/ 

Matlab 

Berkeley AI 

Research 

Python 向けの代表的なディープラーニングライブラリ 

画像認識向き、高速、コーディングは面倒 

後継 Caffe２は PyTorch に合流 

PyTorch C++/Python Facebook TensorFlow と人気を二分する 

Chainer との共通点も多い 

直感的にコーディングできる 

TensorFlow C++/Python Google ユーザー数最多 

学習からデプロイメントまで機械学習の包括

的プラットフォームを目指す 

DNN の構造がわかっている人向き 

Chainer Python Preferred 

Networks 

使いやすい 

動的ネットワーク構築（define by run）を生み

出す 

自然言語処理に人気が高い 

CNTK C++ Microsoft RNN に強い 

豊富なモデルライブラリ 

MXNet Python 他 Aoache 財団 AWS と相性が良い 

学習済みモデルが軽量、処理能力の低いデバイ

スでも利用可 

高速で柔軟性の高いライブラリ 

資料：「AI 白書 2020」 独立行政法人情報処理推進機構 AI 白書編集委員会 

 

 

➔ ネットワークモデル（学習済みモデル） 

フレームワークを使うだけでなく、十分な時間、膨大な学習データセットを使用してあらかじ

め訓練させた学習済みモデルを元に、転移学習を独自のデータセットに対して適用することも

効率的な AI 構築の方法です。 

 

 図表 3－2－7 BVLC の Model Zoo で公開されている学習済みモテルの例 

モデル名 説明 

AlexNet 最初期の画像認識用ニューラルネットワークモデル 

GoogleNet 

 

Google が開発した画像認識用ニューラルネットワークを BVLC が独自

に学習したもの 

VGG-19 ILSVRC2012 のデータにおいて 7.5%の Top5 エラー率を達成した画像

認識用ニューラルネットワークモデル 

Places CNN マサチューセッツ工科大学が開発、学習した写真から場所を推定するニ
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ューラルネットワークモデル 

FCNs セマンティックセグメンテーションを行う完全畳み込みネットワーク 

Age and Gender 年齢及び性別を認識するニューラルネットワークモデル 

GoogleNet_cars GoogleNet を利用して自動車の種別を認識するニューラルネットワー

クモデル 

SegNet セマンティックセグメンテーション用のニューラルネットワークモデ

ル 

Holistically-Nested 

Edge Detection 

輪郭検出用のニューラルネットワークモデル 

Video2Text_VGG 動画からテキストを自動生成するニューラルネットワークモデル 

VGG Face VGG を使用した顔検出用のニューラルネットワークモデル 

Emotion 

Recognition 

顔画像から感情を認識するニューラルネットワークモデル 

ResNets Microsoft が開発した 152 層に及ぶニューラルネットワークモデル 

Deep Hand 手の形を認識するニューラルネットワークモデル 

Deep Yeast 顕微鏡写真から体内細胞を認識するニューラルネットワークモデル 

出典：「AI 白書 2020」 独立行政法人情報処理推進機構 AI 白書編集委員会 

 

 

➔ 共有データセット 

インターネット上で一般に公開されているデータセットを使用することで、機械学習モデル

の精度を向上させることができます。以下の表にかぎらず、様々な機関が AI で使用できるよう

にまとめたデータセットを公開しています。ただし、欧米でつくられたものなので、そのまま使

っても⽇本の特徴にあっていない点に考慮する必要があります。 

 

図表 3－2－8 主要な共有データセット 

データセット名 説明 

lmageNet スタンフォード大学がインターネット上から画像を集め分類したデ

ータセット。一般画像認識用に用いられる。Image Net を利用して画

像 検 出 、 識 別 精 度 を 競 う The lmageNet Large Scale Visual 

Recognition Challenge (LSVRC)などコンテストも開かれる 

MNIST ニューヨーク大学の Yann LeCun らがまとめた手書き数字を集めたデ

ータセット。機械学習の入門用データセットとしてよく用いられる 

MS COCO Microsoft が作成した画像セマンティックセグメンテーション用デー

タセット 

Pascal VOC 

 

欧州の Al 関連研究コミュニティの Pattern Analysis Statistical 

Modeling and Computational Learning (PASCAL) がまとめた画像セ
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マンティックセグメンテーション用データセット 

WMT 15 機械翻訳に関する国際会議の Workshop on Statistical Machine 

Translation (WMT)がまとめた英語と仏語、独語、チェコ語、ロシア

語、スペイン語、フィンランド語などの対訳集 

Cornell Movie-

Dialogs Corpus 

コーネル大学が 600 以上の映画の字幕をまとめたデータセット 

VGG Face Dataset オックスフォード大学 Visual Geometry Group がまとめた顔画像のデ

ータセット 

Human Pose 

Estimate Dataset 

オックスフォード大学 Visual Geometry Group がまとめた人間のポー

ズ推定を学習するためのデータセット 

Oxford Buildings 

Dataset 

オックスフォード大学 Visual Geometry Group がまとめた建物画像の

データセット 

BBC-Oxford Lip 

Reading Dataset 

BBC とオックスフォード大学がまとめた唇から言葉を読み取るため

のデータセット 

Text Localisation 

Dataset 

オックスフォード大学がまとめた、写真の中にある文字の位置を学習

させるためのデータセット 

Labelled Faces in the 

wild 

マサチューセッツ大学の、人の顔にラベル付けした画像 13,000 枚の

データセット。ラベルには人の名前が含まれる 

Twitter US Airline 

Sentiment 

ポジティブ、ネガティブ、ニュートラルで分類した、2015 年 2 月以降

の米国航空会社に関するツイッターのデータ。14,600 データを持つ 

Hansards of the 36th 

Parliament of Canada 

第 36 回カナダ議会議事録。英仏対比の 2 カ国語 130 万のテキスト。

機械翻訳のデータセットとして用いられる 

Barkeley 

DeepDrive(BDD) 

100k 

自動運転人工知能のためのデータセットとしては、現在のところ最

大。異なる時間帯や天候のものにおける 1,100 時間を超える運転経験

を撮影した 10 万超の動画からなる。アノテーション付き画像はニュ

ーヨークとサンフランシスコ地域のもの 

出典：「AI 白書 2020」 独立行政法人情報処理推進機構 AI 白書編集委員会 

 

 

⑤ AI・データの利用に関する契約で注意すべき点 

経済産業省がまとめた「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」は、当事者が契約で定

めておくべき事項等を参考として示したものであり、データ契約と AI 技術を利用したソフトウ

ェアの開発・利用に関する契約の両方を扱っています。契約にあたって検討を必要とする事項、

ユースケース・事例の紹介、モデル契約書が掲載されていますので、実際の契約に当たっては、

個別事案に応じてガイドラインを参照しつつ、契約書をまとめていくと良いでしょう。 

 

i） データ編 

データ契約を、「データ提供型」、「データ創出型」、「データ共用型（プラットフォーム型）」の

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001.html


－78－ 

3 つの類型に整理。また、データ提供型とデータ創出型に関して、主な契約条項例を示していま

す。 

図表 3－2－9 データ契約の 3 類型 

データ提供型 

 

▪ データ提供者から他方当事者に対してデータ

を提供する際に、他方当事者のデータ利用権

限等を取り決める契約(対象データをデータ提

供者のみが保持しているという事実状態が明

確である場合) 

データ創出型 

 

▪ 複数当事者が関与することによりデータが新

たに創出される場面において、データ創出に

関与した当事者間で、当該データの利用権限

を取り決める契約 

データ共用型（プラットフォーム型） 

 

▪ プラットフォームを利用したデータの共用を

目的とする類型の契約 

参考：「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版」 経済産業省 2019 年 

 

例えば、データ共用型（プラットフォーム型）でのガイドラインの解決方針は、以下のように

示されています。 

① 事業者選定に当たっての留意事項

（中立性の確保、安定的な運営のた

めの収入確保、セキュリティや透明

性確保等の義務・責務、等）を提示 

② 公取委とも協議の上、独禁法で問

題となり得ると考えられる要素を

整理（価格情報の共有、一方的なデ

ータの提供規約等） 

③ データの性質や種類（秘匿性、提供頻度等）に応じて、利用範囲や制約条件を取り決める方

法を複数パターン提示 

④ プラットフォーム型の特徴を踏まえ、個々の事業者間での契約ではなく、参加者全員に適用

される統一的な利用規約を設けて全体を規律する考え方を提示 

 

図表 3－2－10 プラットフォーム型での解決方針 
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ii） AI編 

開発契約については、開発プロセスを（1）アセスメント段階、（2）PoC 段階、（3）開発段階、

（4）追加学習段階に分けて探索的に開発を行う「探索的段階型」の開発方式を推奨し、各段階

における契約方式や契約の考慮要素、契約条項例を示しています。 

図表 3－2－11 AI の開発プロセス別の主要な契約 

 

目的：定量のデータを用いて学習済みモデルの生成可能性を検証 

契約：秘密保持契約書等 

 

目的：学習用データセットを用いてユーザが希望する精度の学習

済みモデルが生成できるかどうかを検証 

契約：導入検証契約書等 

 

目的：学習済みモデルを開発 

契約：ソフトウェア開発契約書等 

 

目的：ベンダが納品した学習済みモデルについて、追加の学習用デ

ータセットを使って学習 

参考：「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版」 経済産業省 2019 年 

 

 

 AI 開発でのガイドラインの解決方針は、以下のように示されています。 

① AI 開発に関する用語や技

術特性(モデルの性能確定・

保証が困難等)を分かりや

すく解説 

② 技術特性を踏まえ、開発の

段階毎に契約を行う「探索

的段階型」の契約モデルを

提案 

③ 生データ/学習用データセット/AI生成物など各項目ごとに、知財権の有無、権利や利用条件

の設定方法（各当事者の寄与度の評価方法等）を解説 

④ 成果物やデータセット等の利用条件のきめ細やかな設定オプション（独占利用期間の設定等）

を提案 

⑤ モデルの性能保証が困難という特性を踏まえ、ベンダーの責任の範囲を限定する契約方法を

提案 

 

 AI 利用契約では、主に学習済みモデルの利用について、学習済みモデルのカスタマイズ、入

力データ、再利用モデル、AI生成物に関する、交渉ポイントや、協議や検討が必要となる要素に

ついてまとめられています。 

アセスメント段階 

PoC 段階 

開発段階 

追加学習段階 

図表 3－2－12 AI 開発での解決方針 
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3－3． AI・IoT導入による中国地域の新しい環境ビジネス像 

（1） 応用領域が広がる AI・IoT 

近年、様々な産業で AI・IoT の応用領域が広がっております。従来はベテラン社員に頼るしか

なかった作業も、AI・IoT を使うことによってベテラン社員でなくても同水準で再現できる領域

は年々広がりを見せており、環境ビジネスでも実現されるようになってきました。 

▪ 製造段階では、機器・設備での故障予測・異常検知等に応用し、計画的なメンテナンスや

トラブル回避、トラブル時には原因究明アシストで短時間での復旧等に取り組まれてい

ます。 

▪ 公害防止においては、AI・IoT よって騒音・粉塵・水質等の遠隔管理での最適化の推進が

進んでいます。 

▪ 静脈物流では、廃棄物の効率的な回収及び配車担当やドライバーの負担軽減を図りなが

ら、木目細やかなサービスが実現されます。また、リメイクやアップサイクルを施した製

品流通の実現によって廃棄物が削減されていきます。 

▪ 廃棄物処理では、人手不足という業界共通の課題への解決策の一つとして、AI 選別機の

開発や導入が進みつつあります。 

▪ インフラメンテナンスでは、機器等から得られたデータを元にした分析、予測によって、

安全管理と長寿命化が実現します。 

 

（2） 循環経済の実現に向けた AI・IoTの活用 

今後の環境ビジネスを考えるには、これまでの自社での資源循環や公害防止等の取組みに新

しい付加価値をつけていくことで、自社の成長とともに、地域での持続可能な循環経済の構築に

貢献できるかという視点が欠かせません。資源循環を実現させるには、製品・サービスの開発か

ら調達、製造・利用、リサイクル・廃棄の各段階での対応が求められます。地域企業において、

トレーサビリティをもとにした効率的な循環の実現のため AI・IoT を活用した取組みが普及す

れば、各社の競争力強化が実現するとともに、地域においても一歩進んだ循環経済の取り組み地

域となることが期待されます。 

 

（3） 中国地域における AI・IoT社会実装に向けて 

我が国は、AI、ロボットなど最先端のイノベーションで動脈産業だけでなく、静脈産業でも生

産性革命を起こし「第四次産業革命」の実現を目指しています。 

中国経済産業局が開催した AI シンポジウム 2020 は、最新の AI システムやプラントでの活用

事例を通じて、新たな分野への AI の社会実装の機運醸成とスピードアップを図ることを目的と

していました。セミナーで紹介されたような事例をそのまま中堅・中小企業に援用することは難

しいですが、個別の要素を取り出すと中堅・中小企業でも十分に AI・IoT の導入で参考になるこ

とが、参加者・視聴者に伝わったと考えています。さらに、AI・IoT を使った機器・サービスを

導入したから「革命」がおこるのではなく、プラントや工場内でおこる様々な事象を、数値＝デ

ジタルデータで置き換えて見える化を開始することが、会社の規模に関わらずこの「革命」への
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参加切符になるということも、気づいてもらえたと思います。AI シンポジウムや本報告書を通

じて AI・IoT を活用した現場での課題解決への取り組み方策が鮮明になれば、幸いです。 

中国地域での AI の社会実装が「理解」の過程から、各社の「循環」に関するイマジネーショ

ンをもとにした具体的な「実践」の過程へとシフトアップし、地域企業が AI・IoT を使った自主

的な取組みを進めることで、新たなビジネスチャンスの獲得や利益率の拡大が図られることを

期待します。 
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用語集 

5G, 

第 5 世代移動通信システムの略。5G は、「超高速」だけでなく「多数接続」や「超低遅

延」といった新たな特徴を持ち、IoT 基盤として早期実現が期待されている。我が国で

は 2020 年にサービス開始。 

AI-Ready な社

会 

社会全体が変革し、AI の恩恵を最大限享受できる、又は必要なときにいつでも AI を導

入しその恩恵を受けられる状態となること。 

API 

Application Programming Interface の略。プラットフォーム側の汎用性の高い機能を

外部から手軽に利用できるようにして、開発のスピードアップや運用の自動化を図りや

すくするための仕組みとして提供されている。WebAPI は Web 技術を用いて構築され

ており、多くのクラウドサービスで API が用意されている。 

AWS 

Amazon Web Service の略。Amazon が提供しているクラウドサービスの総称。AWS

の一部として機械学習・ディープラーニングのための、トレーニング済みの AI サービ

スから、フレームワークのサポートによりカスタムモデルを構築まで、各種のインフラ

とツールが提供されている。 

DCS 

distributed control system（分散制御システム）の略。システムを構成する機器ごとに

制御装置を持ち、それらがネットワークで接続され、相互に通信し監視し合う。プラン

ト制御のシステム等に採用される。 

ESG 投資 

従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス

（Governance）要素も考慮した投資のこと。企業経営のサステナビリティのベンチマ

ークとして、SDGs と合わせて注目されている。 

LPWA 

Low Power Wide Area の略。IoT 向けとして注目されている無線通信技術の一種で、消

費電力や広範囲を特徴とする無線通信技術の総称。LoRa や SIGFOX などの無線局免許

が不要なアンライセンス系 LPWA と、NB-IoT などの総務省から包括免許を取得して事

業を運用するライセンス系 LPWA がある。 

LTE 
携帯電話用の通信回線規格で Long Term Evolution の略。携帯電話用の通信技術のた

め、外で利用しても電波が安定しているというメリットがある。 

MaaS 

Mobility as a Service の略。自動車や自転車、バス、電車など、全ての交通手段を一つ

のサービスとして捉え、自動運転や AI、オープンデータ等を掛け合わせて、需要に応

じて利用できるようにする移動サービス。 

PaaS 

Platform as a Service の略。インターネット経由で、仮想化されたアプリケーションサ

ーバやデータベースなどアプリケーション実行用のプラットフォーム機能の提供を行う

サービス。 

PLC 
Programmable Logic Controller の略。スイッチやセンサーなどの入力機器の信号によ

り、あらかじめ決められた条件（プログラム）に従って出力回路をコントロールする。 

PoC 

Proof of Concept の略。概念実証。本番導入に先んじて試験的に構築した小規模なシス

テムを使って、有効性・実現可能性を調査・検証すること。PoC の結果が目的のコンセ

プトと合致しないのであれば、本番導入を断念するという判断を下すこともあり得る。 

python 

汎用プログラミング言語で、様々な領域で活用されている。文法がシンプルでわかりや

すく、あらゆる種類のプロジェクトを可能にする何百ものライブラリがあることが特

徴。AI・機械学習・ディープラーニングのライブラリも豊富。AI 関係で最も使われてい
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る言語。 

QOL 

Quality of life の略。生活の質を示す概念で、一個人が生活する文化や価値観のなか

で、目標や期待、基準、関心に関連した自分自身の人生の状況に幸福を見いだしている

かを捉えるもの。 

R 

統計解析向けのプログラミング言語。データ解析、AI 分野で必須の技能である統計学

でよく使われる。有名なアルゴリズムの多くがパッケージで簡単に使える。ディープラ

ーニング用の人気ライブラリも R 言語で使えるようになっている。 

R-CNN 
Regions with CNN features の略。物体の領域と種類とを同時に検出する目的で開発さ

れた。公開後は、一般物体検出でディープラーニングが使われるようになった。 

RFI 

Request For Information の略。情報提供依頼書。調達や業務委託を行う際、自社の要

求を取りまとめるための基礎資料として、ベンダーの製品やサービスの概要、実績など

の情報を提供してもらうための情報提供依頼書。一般に RFP（情報提案依頼書）を作

成するために発行される。 

RFID 

Radio Frequency Identification の略。ID 情報などを記録した RF タグを物品埋め込ん

で、外部と近距離無線通信で個体識別を行う。流通・物流業界における商品管理のほ

か、製造業における SCM、各種物品のトレーサビリティ、店舗における盗難防止など

で使われる。 

RPF 

refuse paper and plastic fuel の略。マテリアルリサイクルが困難な古紙及び廃プラス

チックを主原料とする固形化燃料。原料の混合割合を変えることで、熱量を調整するこ

ともできる。石炭やコークス等の代替として､大手製紙会社､鉄鋼会社､石灰会社などで

使用されている。 

SaaS 

Software as a Service の略。サービスとしてのソフトウェア。インターネットを通じ

てソフトウェアを利用者に提供し、利用者は Web ブラウザなどを用いてソフトウェア

を操作・使用する。 

SDK 

Software Development Kit の略。ソフトウェア開発キット。開発者向けにソフトウェ

ア開発に必要なサンプルプログラム、ライブラリー、ツールや文書などがパッケージさ

れている。 

SSD 
Single Shot Multibox Detector の略。ディープラーニングによる一般物体検出手法の一

つ。 

Watson 

米 IBM 社が開発した「Augmented Intelligence、拡張知能」。人間の支援をすることが

目的であり、自動会話プログラム（チャットボット）開発/画像認識/音声認識/性格分

析/感情と文体のトーン分析などのサービスがある。 

YOLO 
You Only Look Once の略。ディープラーニングによる一般物体検出手法。速度に特化

した画像検出・認識用ニューラルネットワーク。 

アルゴリズム 問題を解決するための方法や手順のこと。IT の分野ではコンピュータにプログラムの

形で与えて実行させることができるよう定式化された、処理手順の集合のことを指すこ

とが多い。 

遺伝的アルゴリ

ズム,  

生物の進化における遺伝のメカニズムに似た操作を取り入れ、適応度の高い(最適解に

近い値)を探し出す手法。データ（解の候補）を遺伝子で表現した「個体」を複数用意

し、適応度の高い個体を優先的に選択して交叉・突然変異などの操作を繰り返しながら

解を探索する。遺伝子の表現の仕方によっては、組合せ最適化問題や NP 困難な問題な
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どのさまざまな問題に適用可能。 

オープンソース コンピュータプログラムのソースコードを広く一般に公開し、誰でも自由に利用、修

正、頒布をしてよく、それを利用する個人や団体の努力、利益を遮らないとする考え

方。また、そのような考えに基づいて公開されたソフトウェアのこと。 

オンプレミス 情報システムのサーバーやソフトウェアの設置・運用の形態で、自社施設内に設置・運

用すること。「自社運用」。クラウド型の対義語にあたる。 

過学習 偏った教師データに対して過剰にモデルを最適化してしまうことで、教師データに対し

ては正解率が高いものの、新しく用意したテストデータには正解率が低くなる状態のこ

と。過学習を回避するには、質の良い教師データを増やすことが理想だが難しい場合に

は、交差検証や正則化などの手法を導入することが多い。 

クラウド 主にインターネット越しにソフトウェアやハードウェアの利用権などを利用者に提供す

る方式。「クラウドコンピューティング」（cloud computing）とも呼ばれる。 

クラウドファン

ディング 

不特定多数の個人に、インターネットを使って少額の資金提供を呼びかける方法で、

“crowd”「群衆」から“funding”「資金調達」を組み合わせた造語。クリエイターの活動

費や営利プロジェクトの活動資金、科学研究費、社会的な問題解決のための活動資金調

達など、幅広い分野で活用。 

サブスクリプシ

ョン 

従来の買取形式ではなく、IT 分野では会員制のサービスや、一定期間での利用権を更

新する販売方式などを指すことが多い。所有ではなく、利用することで、利用者は契約

期間内で新しいサービスを利用することができる。 

スマートファク

トリー 

製造現場の設備機器に設置したセンサーや測定器から得たデータを活用し、生産の最適

化や、人では気づかない異常の予兆検知の技術を導入・活用し、プラントの収益性や安

全性を向上する取組を行っている工場。 

地方版 IoT 推進

ラボ 

地域課題の解決や地域の経済発展等を目的に、地域の IoT プロジェクトの創出を目指

す、自治体や公的機関、企業、学校、市民等によって構成される組合･団体等による活

動のうち、経済産業省と IoT 推進ラボが選定したもの。 

トレーサビリテ

ィ 

直訳すると「追跡可能性」となり、工業製品などの生産段階から最終消費段階あるいは

廃棄段階まで追跡が可能な状態。 

廃棄物固形燃料 （RPF を参照） 

量子コンピュー

タ 

量子力学の原理を計算に応用したコンピュータ。量子力学的な重ね合わせを用いた「量

子ビット」を使って、超並列的に計算する。それによって、スーパーコンピュータより

も早い計算速度を実現させることができる。 
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委員会の設置 

 

本事業を実施するにあたり、学識経験者、産業支援機関、企業等で構成する委員会を設置しま

した。委員は以下の通り。 

委員長  

 県立広島大学 広島地域連携センター長 経営情報学部 教授 朴 唯新 

 

委 員 

 元(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 チーフアドバイザー  大村 卓一 

 近畿大学 工学部 情報学科 教授 片岡 隆之 

 岡山大学 環境生命科学研究科 教授 藤原 健史 

 株式会社ドリームオンライン 代表取締役社長 堀 博史 

 （敬称略・委員五十音順） 

 

開催⽇程 

 第 1 回委員会 令和元年 7 月 19 ⽇ 

 第 2 回委員会 令和元年 12 月（書面開催） 

 第 3 回委員会 令和 2 年 1 月 24 ⽇ 

 

 

 

 

  



－91－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行： 

 経済産業省中国経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課 

 〒730-8531 広島市中区上八丁堀 6 番 30 号広島合同庁舎 2 号館 

 TEL：082-224-5676 FAX：082-224-5648 

  URL：https://www.chugoku.meti.go.jp/ 

 

 

調査請負先： 

 株式会社リベルタス・コンサルティング 

 〒102-0085 東京都千代田区六番町 2-14 東越六番町ビル２階 

 TEL：03-3511-2161 FAX：03-3511-2162 

 URL：http://www.libertas.co.jp/ 

 

https://www.chugoku.meti.go.jp/
http://www.libertas.co.jp/

