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はじめに
自動化から自律化への道のり、そしてビジネスで効果的に活用することは、 
決して難しいものではありません。今、かつてない変化が起きる時代ですが、 
2020年初頭からのパンデミックにより更にペースが上がり、デジタル技術の 
活用が過去最速のスピードで進んでいます。 

人工知能、ロボット工学、ワイヤレス、そしてエッジコンピューティングの
驚異的な進歩が事業変革をもたらすチャンスを生み出していることは誰
の目にも明らかです。今こそ、そのチャンスを掴む時です。本ホワイトペー
パーは、自動化・自律化を効果的に進めるための実践的なガイドを提供
することで、未来への道しるべとなることを目指しています。

第一のルールは、どのような状況にも適応できるような既存のソリュー
ションは存在しないということです。代わりに、明確に定義されたビジネ
スゴールに焦点を当てたオーダーメイドのアプローチを提唱しています。
本稿では、物流業界と自動車業界での成功事例を紹介し、他の業界との
類似性を明らかにするとともに、新興・成熟・先進の三段階それぞれで
の導入方法の考察をします。各段階で学ぶべきことは多くあります。しか
し、最終的に自動化と自律化を成功させるための道のり自体は各社独自
のものとなり、かつ当事者意識が最も重要となります。深い専門知識に
基づいて関連技術についての概要説明、および事業変革につながるブレ
ークスルーについての予想を記載しています。
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1 序論
パンデミックにより世界の経済活動は無理矢理止められてしまいました
が、このような状況の中でも大きく成長する企業は必ず現れます。不況
はトレンドの変化を加速させる側面もあるためで、現在も同じ傾向が現
れ始めています。現在の世界的な景気停滞は過去に経験したものとは大
きく変わりませんが、より極端で、15〜18ヶ月の間に大きな下落と大き
な上昇を繰り返しているのです。今まで経験したことのない急速な変化
が起きる新たな時代を生きています。変化が激しさを増すにつれ、単純
労働者の柔軟な確保は困難になり続けています。懐が寒いときだからこ
そ、イノベーションの創出によって長期的に生き残り、成長することを望
む声が高まっています。誰かがこの声に応えなければいけません。とい
う訳で、自動化が大きく注目され始めています。

第一次産業革命以降、常に労働力やスキル不足を解消するような効率化
はビジネス上の大きな課題でしたが、今ほど注目されたことはありませ
ん。同時に、可能とする技術も様々で、収益向上の選択肢もかつてない
ほど多くなっています。ところが、多くの企業はまだ手をこまねいていま
す。自動化から自律化への道のりには大きなメリットがあることは理解し
ていても、導入には消極的なのです。

「慣れていない」からというのが最大の理由のようですが、貴社にも当
てはまるのではないでしょうか。もしかしたら、自動化が難しいと考えら
れている業界の一員かも知れません。自動化は複雑でコストがかかるに
もかかわらず、結果が不確実であると考えているようであれば、本稿は
進むべきゴールまでの道しるべ、目標達成へのきっかけ、そして最初の一
歩を踏み出す方向を示すものであるとお考えください。

本稿は、順序立てて知見や示唆が記載されています。例えば、デジタル
化はパンデミックによって普及が加速されたトレンドですが、実際どの
ようなことを意味しているのでしょうか。オンラインで注文する商品、食
品、そして配達車はいずれも急速な進化を求められてきましたが、今後
10年間もさらなる進化を求められ続けるでしょう。変化し続ける世界で
競争を制するには、自動化と高度な分析を適切に導入することでビジネ
スに独自価値をもたらす方法を確立することです。ただし、莫大な研究
開発費をかけることなく目的を果たすことが重要です。

「多くの企業はまだ手をこまねいています。自動化から自律化への道のりには大きなメリットがある 
 ことを理解していても、導入には消極的なのです。」
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2 設定
まず、定義を明確にしましょう。自動化とは、一連の手作業や処理を機械
理で再現することを意味しています。自律化はその延長線上にあるもの
で、人工知能を利用して自己管理と言えるような形で一連の複雑な活動
を自動化することです。自動化・自律化を実現する技術は、意欲的な企業
に真の変革をもたらします。世界的に見ても、大胆で画期的なイノベーシ
ョンによって競合他社を凌駕している例は数多く存在します。

例えば、Ocado	Smart	Platform（OSP）は、世界中のオンラインスーパー
を変革するために構築された、Ocado	Groupが提供する世界最高水準の
統合ソリューションです。OSPはOcadoグループ独自のエンドツーエンド
のソフトウェアシステムとハードウェア群の組み合わせで構成され、小売
業者には優れた経済性を実現し、消費者には比類のないユーザー体験を
提供しています。ケンブリッジコンサルタンツは戦略的テクノロジーパー
トナーとして、高度に自動化された倉庫内でロボット群を指揮系統とつな
ぐ独自の通信システムをOcado	Technology社と共同開発しました。

また、自社のビジネスに適した自動化・自律性のレベルを特定し、それに
基づいて導入できている企業もいます。重要であるが見落とされやすいポ
イントですが、自動化の導入において、すべての企業に適した万能なアプ
ローチというものはありません。実際、自動化を進める際のリスクを最小
化するには、最初に自社のニーズに最適なオーダーメイドの導入戦略を
確立するために時間を費やすことです。自動化から自律化を導入する一
連の流れの中で、自社の実力を把握した上で、立ち位置を決定すること
から始めることをお勧めしています。

図が示すように、自動化・自律化の導入は、データ、データ＋プロセス、
データ＋プロセス＋アクションの3段階に定義することができます。最初
の段階は、システムがパフォーマンスに関するデータを収集して記録する
ものの、何らかの決定を下す能力を持たない「セミインテリジェント」段
階と言えるでしょう。多くの場合、そのデータは将来的に効率化に使用さ
れます。

2番目の「インテリジェント」または「セミスマートな」段階である「データ
＋プロセス」では、システムは収集したデータをリアルタイムで加工し、
システムや人間のオペレーターが最適な判断を下す材料となります。3番
目の「スマートな」段階では、判断に基づくアクションを取ります。適切
なアクションが、完全に自律的に、変化する動作状況に臨機応変に対応
します。

時折言われるように自動化や自律化とは人間の置き換えを目指すことで
はなく、既存の労働力や個人が効率性や生産性を向上させるデータや
洞察、そしてツールを提供することを指します。生データから洞察を導き
出し、取るべきアクションを判断する過程に活用されています。具体的な
事例としては、航空宇宙、自動車、商用車業界のエンジニアと関連技術
専門家の世界的な団体であるSAEインターナショナルが発表した、自動
運転車の基準「Levels	of	Driving	Automation」を参考にするとよいで
しょう。

従来のマニュアル運転はレベル０で、ドライバーに制御すべての責任があ
ります。レベル1では、ドライバーは運転タスクの内ひとつをシステムに委
ねることができ、レベル2では、システムが複数のタスクを実行し、その間
ドライバーはモニタリングのみ必要となります。レベル3では、システムが

Image courtesy of Ocado Group
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「自動化の導入には、万能なアプローチというものはありません。実際、自動化を進める際のリス 
 クを最小化する方法は、自社のニーズに合ったオーダーメイドの戦略を確立するために、初期段階 
 で時間を費やすくことです。」

データ
＋

プロセス

データ
＋

プロセス
＋

アクション

システムの稼働状況、環境
条件、性能などのデータを
収集・記録するが、取得した
データに基づく意思決定は

行わない。

セミ・インテリジェ
ント・システム

インテリジェント
（セミ・スマート）システム

スマートシステム

データ

データをリアルタイムで
収集し実用的な情報に変換
それをシステムもしくは

人間のオペレーターが最適な
意思決定に利用する。

データを収集・処理し、
変化する状況に臨機応変に
適応しながら、完全に

自律的に適切な判断ができ、
そして行動ができる。

自動化 自律化

定義された経路上で車両を制御しているため、ドライバーはシステムから
意識をそらすことができるようになります。レベル4では、システムがすべ
てのタスクを実行している間、ドライバーは完全に制御責任を手放すこと
ができ、いつでも好きなときにマニュアル運転に再変更することができま
す。レベル5では、常にシステムが自律的に車両を制御するため、ドライバ
ーは必要なくなります。

言うまでもなく、自動化から自律化に至るまでの各段階では、高度な技
術を複雑に組み合わせることが必要です。必要とされるセンサー技術、AI
アルゴリズム、機械学習を高速化するためのシミュレーション技術、ソフ
トウェアやファームウェア、高度なデジタルセキュリティなどを理解する

ことで、多くのことを得ることができます。本稿ではこれらすべてを検討
し、個々の自動化の課題に対応する適切な技術群を特定することの重要
性について説明します。

自動化計画の初期段階では、目の前の課題と、実際に改善が期待される
だろうオペレーションと効率性に着目するべきです。ほとんどの場合、全て
のプロセスを自律化することが適切でないことにすぐ気付きます。しかし、
例外もあります。例えば、全行程の自律化は、適切に管理され、通信環境
が整っている倉庫に向いている場合があります。しかし、建築現場やテー
マパーク、空港など規則正しい構造ではない環境では、同様のレベルで自
律化することははるかに困難になります。

図1: 	英国王立工学アカデミーによるスマートインフラのレベルからの引用
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とはいえ、限定的な自動化導入でもオペレーションに大きな変化をもたら
すことは可能です。例えば、データ＋プロセスの段階で、人間のオペレー
ターがより良い結果をより早く出すために、インテリジェンスがどのよう
に役立つかを考えてみましょう。正確な地均しを行うブルドーザー、掘り
起こす深さを正確に把握するショベルカー、正確なマッピングの恩恵を
受けるトラクタ用プラウなどです。これらは大きな進歩に繋がります。

野心的な事柄についても更にいくつかポイントがあります。ひとつ目は投
資についてで、一見魅力的な選択肢に見えても汎用テクノロジーに縛ら
れるのはかえって損をする可能性があります。人間はどのような状況で
も適応できますが、機械にも同様の柔軟性を求めることはできません。
各々の目標に合う、仕様に合ったソリューションを選択することが大切
です。ふたつ目のポイントは、価値創造と新しいビジネスモデルに細心
の注意を払うことです。データを収集したからといって、自動的に収益向
上への道を切り拓くために必要な洞察が得られるというわけではないの
です。

繰り返しになりますが、特定領域や破壊的なビジネスモデルに適した研
究開発投資の成果を提供できるような、オーダーメイドのソリューション
が必要なのです。第4次産業革命、インダストリー4.0、インダストリアル
IoTなどの言葉を耳にしたことがあると思います。その多くは、データに焦
点を当てています。すべて正しくデータは勿論必要ですが、データ自体が
目的ではありません。データ自体には何の価値もありませんが、そこから
得られる洞察を大切にし、それに基づいて行動する人には成功が訪れま
す。これこそが、競合他社と差をつける真の鍵となるのです。

「汎用テクノロジーに縛られるのはかえって損をする可能性があります。人間はどのような状況でも 
 適応できますが、機械には同様の柔軟性を求めることはできません」。
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3  業界の動向 - 自動化導入の3つの段階
このセクションでは、新興、成熟、先進という3つの導入段階について考
察します。各段階での代表的な産業分野での事例を紹介していますが、
当然他にも多くの例があります。新興段階とは、このようなソリューショ
ンを適用するにはまだ比較的早い段階にある産業分野を指しています。

成熟段階とは、実績のある製品を数多く開発しているが、さらなるイノベ
ーションの余地がある産業分野を指しています。先進段階とは、普及した
優れた技術によりビジネスモデルや市場に変革がもたらされ、数多くの
大きな成果を明確に示すことができる段階です。
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3.1 第一段階：新興

スマートインフラ

スマートインフラとは、道路、鉄道、輸送インフラ、都市内・都市間の交
通ソリューションのインテリジェント化を意味しており、デジタル化と自
動化の初期段階です。中でも重要なインフラに関わる建設業は、デジタ
ル化・自動化の導入率が最も低く、数十年にわたって低生産性・低収益
性の悪循環に陥っています1。

大きな経済的刺激があれば、デジタルと実世界をつなぐ、自動化から自
律化への道筋を考慮した投資という形で悪循環を断ち切るチャンスとな
るかも知れません。造るべき資産の優先順位を決定することが第一歩で
す。例えば、スマート道路の開発のきっかけとなるのは、自動運転の普及
が進むことです。その際、道路インフラには車両自体では取得できない
情報を提供することが強く求められるようになるでしょう。

それならば、道路インフラの開発者や管理者には事業価値を大きく高め
るチャンスがあるのではないでしょうか？

しかしながら、様々な調達先が絡む複雑な業界特有のエコシステムに左
右されるという特徴があり、スマートインフラ分野のほとんどの領域で共
通の課題となっています。難しいことですが、バリューチェーンの中で自
動化に多額の投資が必要な領域は、同時に長期的に利益を享受できる
領域でなければなりません。

期待できる成果は大きく、近年のマッキンゼー社レポートでは、デジタル
トランスフォーメーションによって、生産性が14〜15％向上し、コストが
4〜6％削減されると推定されています1	2。しかし、成果を得るための道
筋は不明確なことが多く、デジタルトランスフォーメーションに挑戦する
人は広大な未来への可能性に目を向けていたり、既に過去に何度も失敗
した経験があるのかも知れません。数ある選択肢の中から、開発のため
のロードマップの最初の一歩をどのように踏み出すべきかを考えるのは
難しいことです。だからこそ、最も効果的な道筋を見つけ出した経験は非
常に重要なのです。

また、目標設定も重要になります。スマートインフラの未来は大局的なも
のであり、広範かつ大胆な思考が求められます。ですので、単一のソリュ
ーションだけで満足してはいけません。全情報を単一のデータレイクに
収めるなどの手段も重要ですが、デジタル化と自動化の力を最大限に活
用するにはシステム全体を考慮した考え方が不可欠となります。	開発と
は技術により成り立つものですが、それだけではなく、人や過程も重要で
す。どれかの要素がひとつでも欠けていると、効果が薄かったり、広く展
開することができません。イノベーションにより市場変革を起こそうとし
ている企業には様々な優位点がありますが、本当に成功している企業は
それぞれの優位点を伸ばし、かつ組み合わせてシナジー効果を生む方法
を見つけているのです。

短期・中期・長期での価値創造のチャンスを見極め、包括的なビジョン、
つまり共有するゴールの姿の中に組み込むことはエンゲージメントや企
画立案を成功させるための鍵となります。そうすると、価値創造を可能と
する技術は存在しているのか、無い場合には何をどのくらいの期間で開
発する必要があるのかが重要なポイントとなってきます。組織のモチベー
ションを高め、計画の背景と目的を明確にするために強力なビジョンを
策定することが重要です。ビジョンは、直ちに実際の成果につながるアク
ションへの足がかりとなります。つまり、自動化から自律化への道のりの
最初の一歩でかつ後で変更が難しいステップとなります。スマートインフ
ラは、ビジョンに基づいた自動化・自律化が将来的に効果的となり得る
有望な産業分野です。
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3.2  第二段階：成熟

アグリテック

アグリテック分野での自動化は急速に成熟しつつある分野ですが、更な
る発展の余地も十分にあります。インテリジェントオートメーションや、
人が介在しなくても機械が自動的にプロセスを制御する閉ループ制御は
広く普及しています。例えば、自動でスプレー量を調節可能なブームスプ
レーヤーや、栽培された植物と雑草を区別してスプレーする技術が代表
的な事例です。

農機具メーカーは、ひずみゲージやトルク測定器など、従来の信号源を
利用した機器の開発を得意としています。しかし、静止画や動画のような
従来とは異なる形式の信号については、まだ発展途上であり、より高度な
分析プロセスとデータを解釈した洞察がまだ不足しています。フルーツ収
穫ロボットがまだ試作段階であるのは、このためです。機械が「熟してい
る状態」を正確に把握できることが、インテリジェントな機器開発で次に
注目すべき段階です。

とはいえ、世界的にアグリテックは機械の自律化を最も牽引している分
野といっても過言ではありません。先駆的な米国の機械メーカーである
ジョン・ディア社は、10年以上前から自走式ハーベスタを販売していま
す。また、RTK(Real	Time	Kinematics)測位によるGPSシステムを利用し
た植栽機は、1〜2インチの精度で植栽することが可能で、土埃の発生や
降雨条件、太陽の角度などが問題になったときにだけオペレーターが介
入します。

早急に解決しなければならない課題は、自律走行の車両や機械のユース
ケースを拡大することで、新たな事業機会でもあります。データが鍵とな
りますが、農業には季節の移り変わりといが大きく関わり、データ収集に
非常に時間がかかります。そのため先進的な企業では、開発スピードの
加速と研究開発費の削減を両立できるシミュレーション環境を採用する
ことが増えています。シミュレーション環境では、数百万時間に及ぶ実世
界でのデータ収集が必要なく、合成データを使用して自律機械の性能を
評価・改良することができます。シミュレーション環境は、農業、建設、
鉱業などのオフハイウェイ環境にも適用されている他、最近では、自律
走行車の開発にかかる莫大な費用を削減するために自動車業界でも採
用されています。シミュレーションについては、12ページで詳しく紹介し
ています。

「先進的な企業では、開発スピードの加速と研究開発費の削減を両立するシミュレーション	
 環境を採用することが増えています。」
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3.3 第三段階： 先進

物流・小売

より高度なデジタル化および自動化が既に始まっています。多くのユース
ケースやビジネスモデル変革により競合他社を凌駕しながら大躍進して
いる企業の例など、イノベーションの軌跡はメディアで多く取り上げられ
ています。高度に自動化された施設でロボット群を導入するために、画期
的な通信システムを開発した企業もあります。例えば、アマゾン社では広
大な倉庫においてロボットシステムの導入により注文処理プロセスを強
化し、即日配送を実現しています。

小売業では、パンデミック前から急速に進化するサプライチェーンや顧
客の消費性向への対応を迫られていました。決済方法やサポートサービ
スの変化だけでなく、在庫管理や物流機能も変化し続けています。その
ため、実店舗とEコマースの両方で、小売業向けのAIやロボットの導入が
期待されています。

スーパーマーケット、家電製品、衣料品、医薬品など多岐にわたる全ての
小売業において競争力を維持するためには、イノベーションに取り組み
続けなければなりません。オンラインストアでも実店舗でも、効率性、
顧客満足度、そして従業員の定着率の向上には絶えず努力しています。
アマゾン社やウォルマート社などの大手小売企業は倉庫や店舗で在庫
のスキャンや資材の運搬、更には清掃など、あらゆる仕事でロボットを
活用しています。AGV（Automated	Guided	Vehicle：無人搬送車）や
AMR（Autonomous	Mobile	Robot：自律走行搬送ロボット）が使いやす
くかつ有効に機能するためには、既存の小売システムと互換性のある安
定的なオペレーティングシステムやデータ収集・分析ツールが必要です。

自律型のサービスや配送ロボットは顧客サービスの品質向上だけでな
く、小売店を閉店の危機から救う存在でもあると考えています。「ゲーム
チェンジャー」というよりは、「ゲームセーバー」と言えるでしょう。小売業
は自動化の面では進んでいますが、更なる発展に向けての課題も残って
います。例えば、マルチベンダでマルチサイト、オープンな倉庫向けオー
ケストレーションプラットフォーム上で複数の自律的システムを稼働する
ことは、今後強く求められるでしょう。無線通信、デジタルセキュリティ、
相互運用性などの技術がエネーブラーとなります。(詳細はセクション4参
照)	もう一つ、運送会社が出荷にかかる時間とコストを削減しなければ
ならないという課題があります。大規模な事業者ではショッピングカート
から顧客に届くまでの配送において、20から40のマニュアルでのタッチ
ポイントがありますが、データの集約やセンサーフュージョンによって自
動化することができます。

小売業の物流業務のうち75%以上にロボットが導入されると予測する業
界アナリストもいます。マッキンゼー社は、2025年までに自律走行車が配
送の85％を担うようになるという、かなり大胆な予測をしています。大げ
さな予測と思えますが、ほとんどの物流業務ではコストの大半はラスト
マイルの整備に費やされていることを考えると、トレンドは明らかです。
そのため、効率的な経路のリアルタイムでの選定や、自動化ドローン、車
両、ポッドなど、あらゆる種類の機械に注目が集まっています。例えば、フ
ェデックス社の自律走行ロボットRoxoは、ラストマイルデリバリーサービ
スとして運用するための法的規制を米国の5つの州でクリアしています。
現在はピザの配達から食料品の配達など、より多くの消費者を対象とし
たトライアルが行われています。
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データ集約
および解釈

開発を加速する
シミュレーション環境

デジタル
セキュリティ

センサー
フュージョン

通信技術

4  目標達成に適した技術
自動化から自律化への移行は、常に各社それぞれユニークな道筋となり
ます。企業の目標や性質、投資のレベルに応じて、企業毎に異なるスター
ト地点かつ異なるゴール地点となります。達成すべき全体的な目標に応
じて、進むべき道は様々です。様々な分野の専門知識を持ち、特定の技
術にとらわれない弊社は、複雑で進化し続ける技術の迷路をお客様と共
に抜け出した豊富な経験があります。

理想的な道筋とは、過去の経験から学び、効果的なアプローチや手法、
技術を取り入れていくことです。次のセクションでは、自動化の成功に最
も効果的な要素をいくつかご紹介します。

4.1 データ集約および解釈

これまでも何度か述べてきた通り、データ自体には価値がなく、そこから
得られる洞察にこそ価値があるのです。近年、センサーから得られたデ
ータを迅速に分析し、ローカルで必要なアクションを判断するための新
しい技術が登場しています。例えば、農場で自律的に稼働する農業機械
は洞察に基づいた判断をクラウドに頼ることはできません。データ処理
に伴う遅延や限定的な通信環境のため、効率的な運用が困難です。しか
し、インテリジェントな計算能力、つまりAIがデバイス自体に備わってい
れば、データを即座に処理し、ローカルで判断することができます。

エッジAIを利用するアプローチは、ケンブリッジコンサルタンツが開発
した画期的な作物散布構想	“Fafaza”が良い活用事例となっています。
農場で植物の種類を認識し、リアルタイムで個別に処置を行います。シス
テムは100ドル以下の汎用部品で構成されたAIプラットフォームで、低コ
ストのカメラによりテクスチャでターゲットを識別し、マシンビジョンの
確率プログラミングがターゲットを追跡、どこを狙い、いつ散布するか
を決定しています。識別・分類・散布の全てがリアルタイムで、トラクタ
ーのスピードに合わせながら行われます。このように、コストパフォーマ
ンスが高く、潜在能力も高いのがエッジAIの特徴です。

また、ケンブリッジコンサルタンツでは、不規則な形も含む果物の収穫・
仕分け作業を行う果物収穫ロボットを開発しています。果物収穫ロボッ
トは、生産ラインでの繰り返し作業とは異なり、人の周囲で作業したり、
不規則な形に対応したり、変化する環境に適応する能力が求められま
す。対象物を認識、収穫する順番を計画、掴み方を決定、また対象物を持
ち上げたり置いたりするなど、多くのタスクを実行する必要があります。
高性能の画像処理アルゴリズムと低コストのセンサーおよび汎用ハード
ウェアを組み合わせた、世界トップクラスのセンシングおよび制御能力を
持ったシステムとして提供されます。
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4.2  開発を加速するシミュレーション環境

自動化や自律化の進展には、AI、機械学習、ディープラーニングなどのイ
ンテリジェンスが必要です。そのためには、実世界のデータを大量に収
集しトレーニングする必要があります。しかし、データを生成する作業は
時間がかかり、非常に大きなコストがかかります。したがって、先進企業
は合成データとシミュレーションを利用して、開発にかかる費用や時間を
大幅に削減しようとしています。

農場でイチゴを収穫する繊細で正確なロボットの作業を考えてみます。
実際の環境だけでロボットを訓練するには、膨大な時間とコストがかか
ります。しかし、実際のデータでのトレーニングの一部を合成データで補
完することで、何千何万ものシミュレーションで試験を行うことができま
す。その結果、開発速度が上がり、競合他社よりも早くロボットを市場投
入することができます。自動車業界では自律走行の実現に向けて、Unity
やUnrealなどの成熟したゲームエンジンプラットフォームを利用し、アル
ゴリズムや状況理解に関わる技術の開発を更に加速させています。

高価なハードウェアや時間のかかる実地試験を必要とせずに、障害物検
知・位置精度・経路計画向けのアルゴリズムの試験を厳密に行うことが
できます。更に、シミュレーション環境では通常の動作条件だけでなく、
稀なケースに対する試験や対応も可能になります。重箱の隅をつつくよう
な条件は、特定の天候や障害物の組み合わせを必要とするため、現実世
界でデータを入手することは非常に困難となります。シミュレーション環
境では、埃っぽくて日差しが弱い冬のような状況を再現し、重大な故障
に繋がる事態に対処するためのセンサー群の全く新しい組み合わせを模
索することができます。

4.3 センサーフュージョン

センサーフュージョンとは、異なる複数のセンサーからのデータを融合
し、個々のソースから個別にデータ解釈するよりも深い洞察を得ることが
できる方法です。自律走行車両での活用例を挙げます。現在、信頼性の高
い認識ソリューションは非常に高価なので、自律走行を高級車だけでな
くミドルレンジ車にまで広げようとする場合、収益を確保できるビジネス
モデルを確立することは困難です。最大の障害のひとつが正確な深度推
定の実現です。

弊社の研究課題のひとつですが、システムをトレーニングするために大
量の実世界データを取得する必要であることが正確な深度推定技術の
開発をさらに難しくしており、イノベーションへの障壁になっています。ケ
ンブリッジコンサルタンツでは、「EnfuseNet3」というコンセプトを開発
し、課題解決を模索しています。低コストのセンサーやカメラからのデー
タを融合し、自律化システムが必要とする高解像度の深度データを生成
します。システムは、モジュール化された柔軟なAVシミュレーション環境
の中で作成されており、モデル開発をより迅速かつ低コストで行うことが
できます。したがって、複雑なセンサーフュージョンのキャリブレーショ
ン、実世界で生じる様々な干渉、ノイズなどの影響にも早い段階で対処す
ることができます。

4.4 通信技術

本稿でも述べてきたように、パンデミック後の世界では、より高速で安
価なコンピューター、より質の高いデータ、機械学習技術の大幅な進歩
によってAI技術の普及が加速すると考えています。AIやエッジコンピュー
ティングは成熟した技術となり、第3の重要な要素であるワイヤレス通信
技術の発達により幅広く効果的な実装が可能となりました。

無線ネットワーク、衛星通信ネットワーク、携帯電話ネットワークなどの
通信技術の発展により、ライフスタイルやビジネスのあり方が変わり続
けています。5G向けに新たな無線周波数帯が利用可能になったことで、
米国の市民ブロードバンド無線サービス（CBRS）のように、企業が独自
のプライベートネットワークを独自に運営するという新たな形が世界中
で広がっています。例えば、野心的な企業は、新たに解放された周波数
帯を活用した5Gのプライベートネットワークを構築し、、倉庫のような比
較的制御しやすい環境だけでなく、農場や観光地など屋外でも、様々な
新しいユースケースを可能としています。例えば賑やかな港では、これま
では稼働状況のデータを無線ネットワークで把握することがなかったた
め、クレーンのメンテナンスは決まったスケジュールか、故障したときに
だけ行われていました。現在は、リアルタイムに送信されるデータを利用
することでオペレーターは故障を予測し、計画的にメンテナンスのスケジ
ュールを組むことができますので、、機器や作業全体の効率が大幅に改
善されます。
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4.5 デジタルセキュリティ

自動化から自律化への道のりにおいて、デジタルセキュリティに関連する
技術はこれまで以上に影響してきます。通信環境が向上し自動化の割合
が高まると、悪意を持つ第三者から攻撃を受けるリスクが高まることは明
らかで、犯罪者だけでなく国家からも狙われる可能性があります。英国の
国家インフラ保護センター（CPNI）が重要な国家インフラの一部である
と指定されている農業も含めてあらゆる産業分野に脅威があります。

自動化や自律化に向けた開発の場合には、必ず初期段階からセキュリテ
ィを組み込むことを推奨します。特定の業界向けに開発されたソリューシ
ョンが別の業界で使用された結果、セキュリティが損なわれたという例
は数多くあります。システム設計の堅牢性に焦点を当てて、一つ一つ段階
を積み重ねていくことが重要です。正式に設計手順を規定することで、製
品やサービスに潜むリスクや脆弱性に確実に対処することができます。ま
ずは、セキュリティ要件の確立から全体的な戦略を策定し、セキュリティ

アーキテクチャやシステムデザインの定義、規制や法律へのコンプライ
アンスを確認するための試験を行う手順となります。更に、遠い将来の脅
威も考慮する必要があります。ケンブリッジコンサルタンツでは、量子コ
ンピューティングの課題に対処するソリューションの開発プロジェクトを
立ち上げています。来たるべき量子革命は、今日の古典的な演算処理と
比べて多大なメリットをもたらすと同時に、より大きなセキュリティリス
クをもたらすでしょう。プロジェクトでは既に問題を理解し、数十年単位
で使われるインフラのような資産を保護する、新しいセキュリティアーキ
テクチャを開発する作業がすでに始まっています。
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5 結論
効果的な自動化や自律化システムの設計に寄与する要素はいくつかあり
ます。収集されたデータを深い洞察に翻訳することは開発費用を削減し
たり期間短縮するだけでなく、新たな収益源を確立する可能性を秘めて
います。インテリジェントな自動化は製造やオペレーションの効率を向上
させるだけでなく、顧客の「解決したいジョブ」を最適化し、時間やリソー
スを節約することができます。世界初の自律化は、市場シェアを拡大しな
がら製品やサービスの競合に水をあける差別化を実現します。導入の成
功には、以下のような多くの技術オプションが必要となります：

データ集約および解釈	-	センサーから得られたデータを迅速に解釈し、
ローカルでの対応を可能とする新しい技術が登場しています。

開発を加速するシミュレーション環境	-	現在、合成データやシミュレーシ
ョンにより、開発費用・期間は大幅に削減することができます。

センサーフュージョン	-	異なる複数のセンサーから得られたデータを融
合することで、個々のセンサーから得られるデータを個別に解釈するより
も深い洞察を得られる画期的な方法です。

通信技術	-	ワイヤレスネットワーク、衛星通信ネットワーク、携帯電話ネ
ットワークなどの通信技術は、産業の変革に貢献する準備が整っていま
す。

デジタルセキュリティ	-	自動化戦略の成功に極めて重要な要素であり、
高まるリスクに対処するために必要不可欠です。

個別のニーズに合わせて最適なテクノロジーを組み合わせ、明確で公平、
そして客観的なアドバイスを提供できるパートナーと一緒にあなたの目標
を追求することが秘訣です。ケンブリッジコンサルタンツは、自動化・自
律化において多くのプロジェクトを成功に導いた実績を持っており、いつ
でもお客様をお待ちしています。
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ケンブリッジコンサルタンツ
が選ばれる理由 
自動化から自律化へ移行する際の課題について、深い専門知識を駆使し
ながらユニークで幅広い対応策でお客様を支援いたします。スキルと知
識は、実際の開発経験と結びつき多様な専門知識からなるチームを強化
しています。

そして何より、お客様との協力的なパートナーシップを築くことを大切に
しており、互いにメリットのある長期的な関係を築いててきたことを誇り
に思っています。開発リスクを低減、開発期間およびコストを削減しなが
ら、お客様の目標達成をサポートします。

詳細はこちら：  
www.cambridgeconsultants.com/automation-autonomy

ご質問・ご不明な点等ございましたら、お気軽にお知らせください。
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ケンブリッジコンサルタンツ
について
ケンブリッジコンサルタンツは、優秀な人材、効率的かつ効果的なビジ
ネスプロセス、ワールドクラスの設備、豊富な実績を誇っています。これ
らを組み合わせることで、革新的な製品やサービスの開発と豊富な知見
による技術コンサルティングが可能となります。世界中のお客様と協業
し、目まぐるしく変化するテクノロジーがビジネスへ与える影響に対応す
べく、お客様を支援しています。

現状に甘んずることなく、ビジネスの知見とエンジニアリングにおける豊
富な知識と経験を駆使し、お客様のために真の価値を創造することに誇
りを持っています。また大手グローバル企業から熱意溢れるスタートアッ
プ企業まで、多様なお客様へサービスを提供しています。

ケンブリッジ（英国）、ボストン、サンフランシスコ、シアトル（米国）、シ
ンガポール、東京に900名以上のスタッフを擁し、革新的なコンセプト創
造からローンチにいたるまで、必要なスキルは全て揃っています。多くの
プロジェクトではプロトタイプ（ハードウェア	/	ソフトウェア）や生産バ
ッチを提供し、同様に、技術戦略コンサルタントが、製品のポートフォリ
オと技術の最適化を支援し、プロジェクト後のロードマップ、新たな展
望、運用の改善など、長期的なサポートを提供します。

ケンブリッジコンサルタンツは、イノベーションにおいて世界を牽引する
キャップジェミニ・グループの一員です。www.capgemini.com

	

弊社サービスに関するご意見・ご質問は、以下までお気軽に 
お問合せください。 
infojp@cambridgeconsultants.com
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