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エグゼクティブサマリー
コネクテッドデバイスでAIを提供する場合、クラウドコンピューティングが標準となっている。エッジデ
バイスによって収集されたデータはクラウドにアップロードされ処理されるが、柔軟性とスケーラビリ
ティに優れている。しかし今、半導体技術と機械学習の進歩は、ユーザーデバイスがAI処理能力を担う
という新しい可能性を示唆している。デバイス側でのAI処理がクラウドでの処理を補完することによ
り、新たなビジネスチャンスをもたらし、AIを活用した様々な新しい製品やサービスを実現させる可能
性を秘めているのである。

クラウドコンピューティングは、これまで様々な市場とテクノロジー分野
においてAIの普及を支え、今後もAIの発展へ貢献し続ける。しかし、クラ
ウドへの依存は、同時にAIの活用を制限することに直結してしまう。AIを
活用できればインテリジェンスによる利益が得られるものの、クラウドで
の運用に制限があるため、AIのメリットを享受できないビジネス分野はま
だ数多くある。

エッジAIとは、AI処理をコネクテッドデバイスの近く、もしくはデバイスそ
のもので行うことである。今までAIを取り入れられなかった領域は、AI処
理をクラウドの制限から解放することにより、マシーンインテリジェンス
がもたらす多くのビジネスチャンスを手にすることができる。デバイス上
のAI処理は、クラウドへの依存を断ち切ることで、以下3つの制限が解決
される：

	� 遅延：クラウド処理への依存は、クラウドへの常時接続を意味する。
エッジAIは、低遅延および安全性が最重要事項のアプリケーションで
もAIの活用を実現させる。

	� プライバシー：エッジAIはデバイスで演算処理を行い、クラウドへの
データ転送を省くことで、プライバシーを重視するアプリケーションで
もAIの活用が可能である。

	� 消費電力 / 費用：クラウドへの常時接続や連続動作が消費電力やコ
スト低減のボトルネックとなる現状に対し、エッジAIは超ローコスト、
超低電力のデバイスを実現することができる。

エッジAIは大きな可能性を秘めているが、保守管理にかかるオーバーヘ
ッドについてクラウドと比較考慮する必要がある。本ホワイトペーパーで
は、いくつかの産業分野においてエッジAIがもたらす影響を分析し、低
電力インテリジェンスをエッジに展開することが、どのように価値を創造
し、ビジネスチャンスへと繋がるのかを概説していく
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1  製品、サービス、ビジネスモデルに一石を投じる 
エッジインテリジェンス 

今日のスマートデバイスやスマートサービスを支える分析および人工知
能（AI）アルゴリズムの基礎となる大量のデータは、クラウドコンピュー
ティングアーキテクチャで管理および処理するのが主要なアプローチと
なっている。そのため、クラウドコンピューティングの採用はますます進
み、2020年にはパブリッククラウドの収益が17%増加し、2,700億米ドル
近くにまで達した。1	

クラウドは大量のデータを処理・拡張する場合の経済性に優れている一
方で、応答性、消費電力、追加帯域幅の費用などの課題がある。リアルタ
イム処理を必要とするアプリケーションは、ネットワークの遅延によるリ
スクを考慮すると、既存のクラウドインフラストラクチャでは十分に機能
しない可能性がある。データのリアルタイム処理をユーザーの近くで行う
ことで、データの移動距離を短縮しネットワーク遅延を大幅に減少する
ことができ、更には、法的規制、プライバシー、セキュリティの問題にも対
処することができるのである。

それこそがエッジコンピューティングの発想で、クラウドよりユーザー
に近いロケーションでデータ管理およびデータ処理を行う。発想自体
は20年以上前のコンテンツデリバリーネットワーク（CDN）導入時に遡
る。CDNはエンドユーザーの近くにコンテンツをキャッシュするノードの
ネットワークで、コンテンツをより迅速に提供し、インターネット使用料
を低価格に抑えることができる。ネットフリックス社は、コンテンツ配信
網を最適化するために広範にわたるCDNを構築している。エッジの概念
は、データを単に保存・提供することから、有益な情報の処理やリアルタ
イムサービスの提供を可能とする機能を加え、発展を遂げたのである。2

図1は、様々なレベルのネットワークを使用した際に発生する、処理能力
と遅延のトレードオフを示している。またクラウドからデバイスまでのロ
ケーションの定義は、ユーザーとの距離を反映し、以下の用語で示され
る：

	� クラウド：データセンター級のサーバーを有するパブリックもしくはプ
ライベートネットワーク

	� ハイブリッドクラウド：インターネット経由でアクセスするパブリック
クラウドと、ローカルのプライベートクラウドサーバーとの組み合わせ

	� エッジサーバー：デバイスとクラウドから少なくとも1ホップ経由す
る、従来型のエッジコンピューティングサーバーまたはデバイス

	� エッジAI：ユーザーの近くに位置し、AI処理機能を備えたデバイス（
主にセンサー）

	� センサー オンリー デバイス：データ処理機能を持たず、収集したデ
ータを未処理のままクラウドまたはエッジサーバーに転送のみ行う
デバイス

図1：様々なレベルのネットワークを使用した際に発生する遅延と必要な処理機能

（出典：ケンブリッジコンサルタンツ）
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エッジAIを活用すれば、企業は従来のエッジコンピューティング活用時
よりも大きなメリットを享受することができる。弊社は、AI処理が低電力
デバイスにて活用されることがますます増え、費用1ドル未満のデバイス
でもAI機能を持つ未来を想定している。インテリジェントエッジデバイス
は、デバイスとクラウド間の常時データ転送に依存することなく、自社サ
ーバーまたはエンドデバイスでの演算を可能とすることで、クラウドだけ
では実現不可能だった膨大な数のユースケースが創造されるだろう。

1.1  エッジAIとは何か？

「エッジ」は非常に曖昧な言葉で、文脈によって定義も変わってしまう。
クラウドよりもユーザーに近い場所でデータの処理や保存を行うことを
意味することでは一貫しているものの、それ以上に様々な意味を表す場
合がある。図1に示されるように、エッジ処理は多くのデバイスからデー
タを受信するモノのインターネット（Internet	of	Things	/	IoT）における
ハブ機能を指すこともあれば、より広範囲な処理を行うゲートウェイデバ
イスにつながるエンドデバイス上の処理過程だけを指すこともある。

収集されるデータ量の増加に伴いデータ転送費用も増大しているため、
ユーザーにより近いロケーションでデータを保存・処理することは全体
的なコスト削減に重要である。さらに重要なのは、低遅延、プライバシ
ー、セキュリティが絶対条件となる特定のユースケース（自動運転システ
ム、産業用ロボット、スマートグリッドなど）では、エッジ処理は不可欠
である。更に、AIアルゴリズムなどのインテリジェンスをエッジデバイス
に実装すれば、ユーザ毎のパーソナライゼーションや用途別のカスタマイ
ズも可能となる。

エッジに組み込まれるAIのほとんどは、機械学習推論という特定の処理
に最適化されている。推論とは、トレーニングにより蓄積された学習か
ら、現実世界のデータ分析に展開し結論を推測することである。本ホワ
イトペーパーでエッジAIについて述べる際は、主にエッジで行われる推
論を指す。

トレーニングでは数多くのソースから様々なデータが必要であり、通常
推論とは桁違いの演算能力を要する。また、厳密にリアルタイムではな
くバッチ処理で行うこともできるため、トレーニングはクラウドコンピ
ューティングに適していると言える。エッジでのトレーニング自体が独
自の発展途上の研究テーマであり、例えばフェデレーテッドラーニング
（Federated	Learning）やワンショット学習（One-Shot	Learning）は
期待が大きい。しかしながら、本ホワイトペーパーでは、エッジ推論にフ
ォーカスする。

「低遅延、プライバシー、セキュリティが絶対条件となる特定のユースケース（自動運転システム、産業
用ロボット、スマートグリッドなど）では、エッジ処理が必要不可欠となる。」
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1.2  エッジAIがもたらすメリットとは 
何か？

エッジデバイスは常にユーザーの近くでデータを処理するが、特定の産
業のユースケースによっては状況が異なる。エッジAIの活用が期待される
産業について以下に説明する。

ヘルスケア

ヘルスケアアプリケーションでは、データから実用的な情報をリアルタイ
ムに導き出すことにエッジAIを活用する。一例として、エッジAIをウェアラ
ブルデバイス、飲み込み型デバイス、植込み型スマートデバイス、非接触
センサー（患者のバイタルサインを自動モニターするためのレーダー）な
どのセンサーが生成するデータをモニターすることで、医療ミスの減少に
つながる。3	この様なテクノロジーにより、看護業務の効率化や患者の異
変をより早く察知することが可能となる。	

また、ファイルサイズが大きい医用画像処理（国際標準規格DICOMな
ど）はデータ転送にかかる費用が高いため、エッジAIによるローカル処
理が期待されているが、NVIDIA社の医用画像処理ディープラーニングツ
ールチェーンであるCalaraに組み込まれたフェデレーションラーニング
サポートを利用して、既に可能性は実証されている。4

モビリティ

乗用車や大型車両、農業や建築、採鉱などに用いられる自動運転車両
は、複雑な環境の中を移動するために、大量のセンサーデータに依存し
ている。リアルタイムで大量のデータを処理するという難題は、多数のセ
ンサーが生成するデータを統合する段階、もしくはセンサー自体（カメ
ラ、レーダー、LiDARなど）にインテリジェンスを組み込むことにより解決
できる。更に、安全面が絶対条件となる自動運転では、演算および伝達
を合わせて数十ミリ秒以内に行わなければならない為、インテリジェン
スを車両に設置しなければ、対応は難しいとされる。

スマートグリッドと分散型発電

分散型エネルギー資源（Distributed	Energy	Resources	/	DER）とスマ
ートグリッドは、従来の集中型配電管理と単方向配電に変化をもたらす
ことが予想されている。分散型発電を管理するには、電力網の各ノード
をモニターし、発電と貯蔵のバランスをとることが重要である。既存の集
中型配電管理はデータ転送の遅延が発生するため、リアルタイムの発電
管理には不向きなのに対し、インテリジェンスを組み込んだローカルス
マートノードは、ローカルの発電ピークや配電網の切断を予測できるた
め、DERをよりスムーズかつ効率的に管理できる。
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2  クラウドだけでは、コネクテッドAIデバイスの可能性をフ 
ル活用できない

過去10年間、クラウドは世界中の大手企業の成長を後押しし続けてき
た。アマゾン、マイクロソフト、グーグルの各社は様々なアプリケーショ
ンに対し、費用対効果が高く、革新的かつスケーラブルなデータ保存お
よび処理サービスを可能とするクラウドを提供し、大きな価値を生み出
した。パブリッククラウドモデルは広く成功を収めており、スケーラブル
で必要に応じて性能を高めるコンピューティングパワーにより、多くの企
業がデータ分析によるビジネスインサイトを導き出せるようになったので
ある。

しかし現在、パブリッククラウドの大手企業でさえ、データをエッジの近
くで処理したいという要望に応えるため、サービスを拡張している。	

演算負荷の高いAI処理に適しているクラウドは、 
今後も成長を続ける

おそらく、AIは他のどのテクノロジーよりも、クラウドの演算性能とデー
タ保存が普及したことによる恩恵を受け洗練されてきた。無数のコネク
テッドデバイスが収集し未処理のままクラウドサーバーにストリーミング
する膨大なデータは、機械学習モデルにとって成長の糧である。演算負
荷の高いトレーニングや推論タスクは高性能クラスターでバッチ処理で
きるため、最新の並列処理をコスト効率よく活用することができる。

重要なことは、ソフトウェアエコシステムが急成長している新たな産業に
おいて、AI開発者はフレキシブルなクラウドサービスを取り込むことで、
市場断片化によるハードウェアの淘汰などの問題を危惧せず、安全にAI
プラットフォームに投資することができるようになったということだ。

エッジAIの出現を、クラウドの終焉ととらえてはいけない。クラウドコンピ
ューティングは今後も存続し、AI機能を提供する上で重要な役割を果た
し続けていく。エッジの発展は、新たなアプリケーションでAIを活用する
可能性を切り開くだけでなく、既存アプリケーションの改善にも役立つ。
しかしクラウドは演算負荷の高いAIアプリケーションのバックボーンとな
り、フレキシブルでスケーラブルな演算能力を提供し続けるとされる。

エッジのみで対応可能なAI機能

ただし、クラウドベースのサービスでは、通信遅延やネットワークの信頼
性などの技術的限界のため、実現不可能なAI機能がある。視認から数十
ミリ秒以内に認識しなければいけないユースケースでは、クラウドサーバ
ーからの反応を待つことはできない。クラウドへの依存は、接続が不安
定な際にアプリケーションの使い易さに影響を及ぼしかねない上、最低
限のサービス品質が維持できない場合は、安全性が絶対条件のアプリ
ケーションの有用性を損なってしまう。エッジで処理する場合はそのよう
な限界を回避できるため、今までAIが用いられていなかったアプリケー
ションでも、インテリジェンスによる新たな可能性を切り開くことができ
るのである。

クラウドで可能な場合でも、AI処理の一部または全てをエッジへ移行す
ることでメリットが得られることがある。ひとつは、ネットワークトラフィ
ックの減少で、コスト削減とユーザーのプライバシー向上にもつながる。
最もわくわくするエッジAIのユースケースは、ネットワークトラフィックを
極限まで減らすことで実現できる。ネットワークへの接続を極限まで減ら
し、処理に必要な最重要事項を転送する場合以外の接続を全て抑える
ことで、コイン型電池のみで数年間可動できる超低電力デバイスでもAI
が活用できるようになるのである。

AIの未来はエッジにあり 低電力とインテリジェンスが秘める可能性
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データ処理は、ますますエッジで行われる

Gartner社の調査によると、2018年に企業が収集した全データのうち、
クラウドやデータセンター以外で収集および処理されたのは僅か10%で
あったが、2025年には75%にまで増加すると予想されている。5　データ
を収集する企業がデータをよりコントロールできるようになることが、エ
ッジの発展を促進する。
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図２：クラウドやデータセンターにて処理されるデータ量に対するエッジで処理される
データ量の増加予測

（出典：IDCに基づき、EC経由6)

エッジで行われるAI処理の割合は増え続ける

インテリジェンスを組み込んだコネクテッドデバイスが様々な分野で増
え続ける中、エッジデバイス上でAI処理が完了する割合もますます増え
ていくと見られる。市場動向の調査・分析および予測を行うIDC社の推計
によると、エッジAIプロセッサの市場は、2018年から2023年までの5年間
に、20倍に成長すると予測されている。

低遅延・低電力の限界を突破するには、クラウドにおけるネットワークの
制限を回避し、エッジ処理を最大限活用する必要がある。クラウドへの
未処理データ大量転送による帯域幅やプライバシー問題の解決にも、エ
ッジAIソリューションを視野に入れる必要があるであろう。いかなる企業
も、エッジAIがより費用対効果の高いインテリジェンスを提供できるかど
うか検討すべきである。
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図３：パブリッククラウドに対するエッジでのAI処理の増加予測

（出典：IDC7、ガートナー社8）

「エッジAIプロセッサの市場は、2018年から
2023年までの5年間に、20倍に成長すると予測さ
れている。」
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2.1  クラウドアーキテクチャの応答性と信頼
性は、ネットワーク環境に依存する

AI処理をクラウドに依存するインテリジェントデバイスは、クラウドへの
接続環境にも依存してしまう。通信技術の革新は、コネクテッドデバイス
の帯域幅、遅延改善、サービス品質の大幅な向上をもたらし続けている
一方で、一部のアプリケーションではデバイスの接続環境が提供できる
AI機能のボトルネックとなってしまう。

通信遅延を考慮することは、動作速度を考慮するこ
と

クラウドへの依存が最も問題となるのは、低遅延が重要となるアプリケ
ーションである。例えば、仮想現実や拡張現実のアプリケーションは、映
像のフレームレートより早いフレームレートで動作し、カメラが動く瞬間
から画像が更新されるまでの時差を人間が認知できないレベルに抑える
必要がある。9　もし、ARデバイスが1フレームずつクラウドへ転送し処
理すると、最速でも往復35ミリ秒の時間がかかってしまう。10	通常のイ
ンターネット接続としては遅くはない35ミリ秒でも、ARにおいては顕著
なタイムラグを引き起こし、シミュレータ酔いを誘発する可能性もある。

通信遅延は、自動運転や医療用ロボットなど、低遅延かつ安全性が絶対
条件とされるアプリケーションでは特に考慮される必要がある。反応の
見逃しや応答の遅れが許容できない場合、平均的な状態ではなく、最悪
の事態のデータ転送遅延に基づいてシステムを設計しなければならず、
処理時間は更に余裕がなくなってしまう。

遅延が回避できても、ネットワークの信頼性が課題
となりえる

遅延が特段問題とならないアプリケーションでも、ネットワーク接続の
信頼性が依然として課題となる可能性がある。例えば、野生動物を探
知・撮影・分類できるAIアプリケーションが組み込まれたカメラであれ
ば、低速な通信環境でも作動できるものの、人里離れた場所ではネット
ワーク接続そのものが難しいかも知れない。

平時のネットワーク接続が安定していても、非常時におけるネットワーク
切断を考慮すると、AIアプリケーションの設計を複雑化してしまう。例え
ば、部屋ごとに火災を探知し、スプリンクラーによりピンポイントで消火
できる住宅用消火システムであれば、平時の住宅では信頼性の高いイン
ターネット環境が整っているが、WiFiルーターが燃えてしまい、クラウド
上の火災報知および位置特定アルゴリズムへ接続できなくなれば、スマ
ート消火システムは完全に無力化されてしまうのである。

ネットワーク接続への依存は、セキュリティホールに
なりかねない

ネットワークの信頼性は、テロリスト対応などサイバーセキュリティに対
応するアプリケーションにとって非常に重要である。自動運転システム
が搭載された乗り物（一般道を走る乗用車、流通センターで用いるフォ
ークリフト、貨物船など）が攻撃された際の脅威を想定すると、最低で
も自動停止など十分なセキュリティ機能をエッジに組み込むことが必要
である。

博物館や倉庫などでは、顔認証や歩容認証によって従業員と不審者を判
別する、侵入者探知システムが有用である。クラウドへのネットワーク通
信が遮断された場合にアラームを鳴らすことも可能ではあるが、オフライ
ンでも作動し続けるシステムの方が望ましい。また、先述した野生動物探
知機能を備えたカメラの応用例として、自然保護区全域に多数設置した
カメラに人間探知機能を備えたアプリケーションを加えれば、密猟者を
確保・起訴することができるかも知れない。しかし、探知システムがクラ
ウドに依存している場合、密猟者が意図的にネットワークを遮断するリス
クが増えてしまう。	

エッジAIは、ネットワーク接続への依存度を低下す
る

本セクションで提起された課題は、クラウドでのAI処理を引き続き活用
しても、ネットワークの遅延や信頼性を慎重に検討すれば解決可能であ
る。しかし、エッジデバイスのAI処理能力が向上し、低遅延や安全性が
必要なアプリケーションでもAIの活用が浸透していく中で、ますます深刻
となる通信遅延と信頼性に関わる課題を解決する最も効果的な方法は、
クラウド接続への依存を減らし一部もしくは全てのAI処理をエッジで行
うことである。

AIの未来はエッジにあり 低電力とインテリジェンスが秘める可能性
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2.2  エッジ処理はユーザのプライバシーとデ
ータセキュリティに有効

クラウドベースのAIソリューションは、エンドユーザーがアップロードす
る未処理データを扱うため、プライバシーやデータセキュリティにおいて
懸念が伴う。一方エッジベースのソリューションでは、データを収集する
デバイス上で処理を行うことにより、データ転送の必要性を削減または
排除できる。

もちろん例外もある。AI処理以外の目的でデータをクラウドにアップロ
ードするアプリケーションもあるからだ。例えば、万引きを検知するセキ
ュリティカメラシステムは、証拠を残したり後の捜査に協力するために、
生のビデオ映像を保存する必要がある。ひとつのアプリケーションが広
範なシステムの一部で、後日その他のデータと組み合わせ、貴重な知見
が得られる可能性もある。

しかし、単一のAI機能のためにデータを集めるアプリケーションの場合、
処理が済んだ時点でそのデータを破棄しても問題は無い。スマートフォン
で外国語のメニューを翻訳した後は内容を保存する必要は無いし、植物
を識別するアプリケーションでは検索後に植物の画像は不要となる。画
像をローカルで処理できれば、アップロードは不要なのである。

未処理データ転送の削減がプライバシー保護にどの程度貢献するかはア
プリケーションによって異なるが、未処理データに代わりアップロードさ
れる情報の形式により、概ね3つに分類される。

何もアップロードしないことが最善

第一に、いくつかのアプリケーションでは、デバイスからデータを一切ア
ップロードせずとも、エッジ処理のみでAI機能を提供できる。この場合、
サービスプロバイダーはデータ処理とセキュリティの費用を削減できるう
え、ユーザーが自身のデータをエンドツーエンドでコントロールできると
いう信頼につながる。

未処理データのアップロードより、処理後に情報の
みアップロードが望ましい

第二に、データがエッジで処理され結果のみがアップロードされ、クラウ
ドで更なる処理や分析が行われる場合、エンドユーザーは処理後の情報
についてのセキュリティも未処理データと同様に懸念する傾向にある。し
たがって、サービスプロバイダーは、未処理データと同様に処理後の情報
についても同様のセキュリティを保証する必要がある。音声アシスタント
のコマンド履歴が流出した場合、履歴が未処理の音声ファイルであって
も、処理後のテキスト情報と同様に深刻である。

しかし、エッジ処理の場合にはアプリケーションに関連する情報のみを
アップロードするので、エンドユーザーのリスクを軽減できる。特に写真
や動画は、アプリケーションには無関係な機密性の高い情報が多く含ま
れていることが多い。

数秒の動画から猫の気分を分析するキャット・ウイスパーというアプリを
例に挙げる。猫動画の大半は無害であるが、机の上にいる猫と共に銀行
口座の明細書が映りこんでしまった場合、処理後の情報の方が断然安全
である。もし動画から処理後のデータが不正アクセスされても、猫の気
分が表示されるだけで、他に心配することはないのである。

未処理データの一部のみのアップロードは、全デー
タのアップロードより望ましい

第三に、一部のアプリケーションでは、より詳細な分析のためにアップ
ロードすべき未処理データをエッジ処理で決めているが、アップロード
される未処理データは最小限でユーザーのセキュリティリスクも抑えら
れる。

先程の猫の気分を分析するアプリを例に取ると、高い処理能力を要する
気分分析はクラウドで行うが、動画を転送する前にまずはエッジ処理を
利用して動画内の猫の姿を検出し、猫の姿だけをトリミングすることで、
関連する内容のみがアップロードされることになる。

AIの未来はエッジにあり 低電力とインテリジェンスが秘める可能性
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機密データは最大の懸念

プライバシーとデータセキュリティへの懸念は、医療や金融などユーザー
データが機密事項とされる業界で非常に顕著である。携帯電話でトリア
ージ用のアプリケーションを利用する患者は、自身のデータが転送され
ずデバイス上でのみ分析されることを理解すれば、よりアプリケーション
を信頼することにつながり、機密性の高い画像や個人情報を提供する不
安も解消されるだろう。処理をデータに移行するという原則は、医学研
究では既に十分確立されている。フェデレーテッドラーニング（ビッグデ
ータを一箇所に集めず、分散した状態のまま機械の訓練をする方法）を
使用する機械学習は、機密性の高い未処理の患者データを公にせず、病
院間で結果のみを共有することを可能にするのである。11

すべてのデータにある程度のリスク

プライバシー問題は、機密データからのみ生じるとは限らない。映像を
常時分析するスマートカメラや、音声を常時分析する音声アシスタントに
よって得られる膨大で高品質なデータを例に挙げると、データ活用から
得られるメリットのため、プライバシーについてある程度妥協が必要で
ある。住民の要望を予測し、気分や意図に応じて反応してくれるスマー
トホームであれば、リビングルームの映像をストリーミングすることを受
け入れる人もいるだろう。プライバシー重視のユーザーも対象に含め、よ
り広いスマートホーム市場を開拓するには、一部もしくは全ての分析をデ
バイス上で行い、クラウドへ転送されるデータ量を最小限に抑えなけれ
ばならない。音声アシスタントでは既に行われていて、キーワード検索を
エッジで機能させることで、音声アシスタントへ向けた言葉のみクラウド
へ転送することにより、ユーザーのプライバシーを守ることができるので
ある。

2.3  トレードオフを考慮すると、エッジがま
すます有利に

通信遅延や信頼性、プライバシーへの懸念がないAIアプリケーションに
おいて、AI処理をクラウドに実装するのかエッジなのかは、費用次第とな
る。クラウドは、高い演算能力を要するタスクに対して今後も費用対効果
が見込まれるが、比較的簡単な処理においては、デバイス上で行う方が
費用が抑えられる。AIデバイスのTCO（総保有コスト）を考慮すれば、エ
ッジ処理は様々な用途において費用対効果がより高いソリューションに
なりつつある。

AIアクセラレーターチップとソフトウェアツールチェーンの進歩に伴い、
エッジにAI機能を実装する費用は急速に減少している。Qualcomm社や
Samsung社をはじめとする携帯電話向けSoC（System-on-chip）のベ
ンダーは、少なくとも3世代前の主力製品から専用のAIアクセラレータを
組み込んでいる。12　それだけでなく、Intel社やNVIDIA社などクラウド
を支えるサーバー向けチップベンダーも、自動車産業にエッジAIソリュー
ションを提供し始めた。ASIC向けソリューションに関しては、最近Arm
社、イマジネーションテクノロジーズ社、ケイデンス社が提供するカスタ
マイズ可能なIPブロックに、ニューラルネットワークプロセッサが取り入
れられた。コネクテッドデバイスでAIアプリケーションを提供するための
TCOは、概ね3つのカテゴリーからなる：

	� 演算コスト（デバイスに搭載されたAI処理能力にかかる初期費用を
デバイスの製品寿命で償却、加えて/もしくは、従量制クラウドを利用
する費用）

	� 通信コスト（ネットワー接続の確立と維持に必要な電力を含む、未処
理データをクラウドへ転送する費用）

	� 電力コスト（手動での充電やバッテリー交換、デバイスの冷却などの
費用のオーバーヘッドも含む、デバイスのAI機能に必要な電力を供給
する費用）

AIの未来はエッジにあり 低電力とインテリジェンスが秘める可能性
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図4は、使用率と演算負荷に応じた主なトレードオフ要素と、エッジとク
ラウドにかかる費用比較を簡略的に示している。曲線の形状はほとん
どの場合で該当するが、実際の数字はデバイスの種類やアプリケーショ
ンの対応領域によって変わる。

図４：クラウドとエッジの費用比較およびトレードオフ要素

（出典：ケンブリッジコンサルタンツ）

簡単なタスクでは、通信コストが占める割合が大き
くエッジ処理の方が安価

演算能力への要件が低い簡単なAIタスク（例：0.01	TOPS未満）の場合、
未処理データの転送費用がローカルでの処理にかかる費用を上回る為、
エッジ処理が最も費用対効果が高いと見込まれる。

ビデオストリーミングの業界では周知の事実で、ビデオコーデックにかか
る費用が、非圧縮ビデオのファイル転送費用を下回るのである。

中規模タスクでは、演算コストの割合が大きく使用
率が鍵となる

もう少し大きめのタスク（最大出力が0.1〜10	TOPS範囲）においては、
演算コストの割合が大きくなる。この場合、エッジとクラウドのどちらが
より費用対効果が高いソリューションになるかは、機器を購入するかレン
タルするかを決める場合と同様に、演算機能の使用頻度によって異なる。
センサーが常にデータを収集し、リアルタイムで処理するアプリケーショ
ンなど使用率が100%の場合は、エッジでの処理能力が大きな価値とな
る。一方、時折まとめてデータが送られてくる様な、処理の頻度が低いア
プリケーションの場合は、エッジより従量制クラウドで演算処理を行っ
た方が費用効率が良い。

例えば、IBMクラウドサービス上でNVIDIA	GPUを利用するには、１
時間あたり１TFLOPSあたり0.09ドルから0.35ドルかかる。13　NPU	
（Network	Processing	Unit）が搭載されたハイエンドモバイルチップ
を製品に採用するには、１TOPSあたり５ドルから５０ドルかかる。14	　1
年間継続稼働の場合には、1時間で１TOPSあたり0.01ドル未満の費用と
なるが、1年未満に1%未満の使用率であれば、1時間で1TOPSあたり1ド
ル以上の費用となる可能性もある。

もちろん、これは同一条件の比較ではない。GPUでの浮動小数点計算
は、量子化ビット数で考えるとNPUでわずか8ビットに相当する。従量制
クラウドサービスでAI機能を使用するには、演算能力を必要に応じて提
供するための維持管理費も必要となる。携帯電話向けASIC（特定用途向
け集積回路）はNPUではなく、チップ単価以外にも開発費が必要となる
が、比較する上で重要なのは処理の頻度によってコストパフォーマンスが
大きく変わるという事実である。

電力の費用効率が良いクラウドは、非常に複雑なタ
スクに向いている

非常に複雑なタスク（100TOPS以上の処理能力）の場合、演算コスト
ももちろん大きな割合であるが、演算能力を支える電力にかかる費用が
顕著に増加している。ピークで高い演算能力を要するタスクには、スケ
ーラブルのクラウドソリューションの方がほぼ確実に費用効率が良い。
例えば、自動車ほど大きなワイヤレスデバイスであっても、数百TOPSの
AI演算負荷を支える電力を供給することは、事実上不可能である。

「AIアクセラレーターチップとソフトウェアツー
ルチェーンの進歩に伴い、エッジにAI機能を実装
する費用は急速に減少している。」

AIの未来はエッジにあり 低電力とインテリジェンスが秘める可能性
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2.4  エッジAIがもたらす新たなビジネス 
チャンスと課題

エッジAIは、インテリジェント機能を提供する際の障害の一部を回避す
る役割を果たす一方で、製品開発とサービス管理の観点から、新たな課
題ももたらす。

エッジデバイスへのインテリジェンスの実装は、製品
設計者への課題を提示

AIソフトウェアの開発と保守は、ヘテロジニアス・アーキテクチャでリソー
スに制限のあるプラットフォームがターゲットとなる場合は更に複雑化す
る。クラウドAIには、トレーニングと同じハードウェアで推論を実行でき
るメリットがあり、斬新なニューラルネットワークを活用したアプリケー
ションの開発工数を最小限に抑えることができる。しかし、エッジではハ
ードウェアへの再実装とおそらく量子化を含む最適化を行う必要がある
ため、ニューラルネットワーク自体の開発に関するワークフローの上流工
程に制限を課す可能性もある。

ニューラルネットワークの開発とトレーニングを行う高レベルフレームワ
ーク（TensorFlowやPyTorchなど）から、特定のエッジデバイスへの実
装に最適化されたターンキーのツールチェーンが、エッジAIソフトウェア
の究極の目標となる。各エッジAIソリューションのベンダーは、ツールチ
ェーンを独自のプラットフォーム用に開発しており15、ソフトウェアエコシ
ステムを断片化してしまっている。

エッジデバイスに独自のAI機能を実装しなければならない場合、将来性
を担保することは難しい。クラウドの演算能力に頼る最小限の機能に抑
えたエッジデバイスは、迅速に市場に出すことができる上、長期的なロ
ードマップも描きやすい。一方で、エッジデバイスの将来の拡張性を担
保するには、処理能力にある程度の余裕を持たせた設計でなければな
らない。

サービスプロバイダーの課題は、インテリジェンスが
クラウドから移動すること

AIサービスの管理やオーケストレーションは、インテリジェンスがクラウ
ドからエッジへ移動すると複雑化する。クラウドベースのAIサービスはデ
ータの処理と保存を一か所に集約できるメリットがあり、エンドユーザー
はアプリケーションとそれらが実行されるハードウェアの管理、保守、更
新の負担から解放される。エッジで同様のことを行う場合、複数のエッ
ジデバイスにアプリケーションを安全に展開させ、監視、障害時には修
理や交換を行う複雑な仕組みが必要となる。

収集されたデータをエッジで処理し、処理後にデータを破棄するには、
サービスプロバイダーがデータからどの様な知見を得たいのかを事前に
理解していなければならない。既存のビッグデータ分析、つまり新しい
情報や分析方法が現れれば、何度も分析を改められるような方法と比べ
て、大きなパラダイムシフトとなる。

「クラウドの演算能力に頼る最小限の機能に抑えたエッジデバイスは、迅速に市場に出すことができる
上、長期的なロードマップも描きやすい。」

AIの未来はエッジにあり 低電力とインテリジェンスが秘める可能性
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3  低電力半導体により、エッジインテリジェンスを 
さらに多くのビジネスに応用できる

3.1  半導体技術の進歩により、限られた電力
でもより幅広いインテリジェンスの提供
が可能に

半導体技術の着実な発展により、インテリジェンスを低価格・低電力の
デバイスに組み込むことが可能となっている。電子設計自動化の分野に
おいては、高度な電力最適化テクニックで、半導体製造技術の進歩によ
って生み出された、新しい超低リークプロセスの利点を最大限に引き出
すことが可能となった。例えば、チップレットの出現により、チップ上のア
ナログ回路とデジタル回路を仕切ることで、費用効率の良いチップの集
積を可能にする。デジタル半導体の設計者はAIタスクに最適化されたニ
ューラルネットワークアーキテクチャ（Tiny	AIという言葉に紐づく）を設
計するが、機械学習の開発者は精度を保ちつつプロセッサの負担を軽減
させる方法を探っている。

半導体技術の進歩に伴い、小型で低電力なエッジデバイスでも複雑な処
理ができるようになってきている。数ドル程度の小型デバイスが、従来は
クラウドや高価な大型デバイスでしか処理できなかったAIアルゴリズムを
実行できるようになるのである。電源が極度に限られたデバイスでも実
装できるインテリジェンスの幅が広がり、新たな可能性が生まれる。デバ
イスベンダーが顧客への価値創造を促進する機会に繋がっていく。

「数ドル程度の小型デバイスが、従来はクラウドや高価な大型デバイスでしか処理できなかったAIアル
ゴリズムを実行できるようになるのである。」

ケーススタディ1：超低電力キーワード認識 

ケンブリッジコンサルタンツは、Arm社のCortex	Mシリーズマイクロ
コントローラ（MCU）を使用したキーワード認識システム（keyword	
detection	/	KWD）の電力消費を、通常利用時に99%減少させる方
法を実証した。

弊社製SapphyreTMカスタムコア及びアクセラレータフレーム
ワーク上で開発された音声アクティビティ認識（voice	activity	
detection	/	VAD）システムで音声入力を選別することにより、電力
消費を線ではなく点での設計とできた。

つまり、「Google	Speech	Commands」データセットでトレーニン
グされたアルゴリズムを含む、より電力消費の高いKWDが必要でな
い時には動作を停止可能となり、VADが2分間に一度のみ動作する
場合、KWDの電力消費は99%削減できる。

Sapphyre	上のVADは消費電力は非常に少なく20μW、つまり最新
型補聴器の消費電力の50分の１程度である。2分間に一度動作する
と想定した場合、コイン型電池1枚で1年間作動できることになる。
一方で、VADを使用しない同様のシステムの場合、数日で電池切れ
となる。

AIや電力消耗の大きなアプリケーションを、必要時には「常時稼
働」である設計が可能となる。医療、コンシューマ、自動車など様々
な市場に、よりインテリジェントな音声、画像、センサー技術を活用
したソリューションをもたらすこととなる。

AIの未来はエッジにあり 低電力とインテリジェンスが秘める可能性
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3.2  低電力AIは、新たな製品、サービス、ビジ
ネスモデルを実現させる 

IoTデバイスの増加や5Gネットワークの出現により必要な演算能力が高
まる中、低電力・低価格のインテリジェンスは企業が迅速に適応する力
となる。多くの国に当てはまるように、デジタルインフラストラクチャーが
整っていない場所でも16、企業のイノベーション精神を維持し、更には、
製品やサービスに低電力インテリジェンスを組み込むことで、今までとは
異なる様々な業界に恩恵をもたらすのである。

スマートインプラントなど健康状態を常時監視する医療機器は、患者
毎にパーソナライズされた治療を可能とする。神経脊髄刺激発生装置
など埋め込み型スマートデバイスにおいて電源は重要であり、インテリ
ジェンスを組み込む前に消費電力を考慮しなければいけない。高度な
AIアルゴリズムを備えた超低電力エッジデバイスは、埋め込み型デバイ
スの寿命を伸ばし、交換回数を減らすことが可能となる。

スポーツシューズなどのコンシューマー・ウェアラブルは、トレーニング
中にオフラインでのデータ収集と分析を可能にする為、低電力のエッジ
AIに適している。例えば、エッジAIはユーザーに走り方の指導をすると
同時に、個人のニーズに応えることもできる。この程度のパーソナライゼ
ーションはクラウドに常時接続しなくても可能となり、継続的なデータ
転送にかかる費用削減にも役立つ。17

ケーススタディ２：超低電力ニューラルネットワ
ーク

ケンブリッジコンサルタンツは、ニューラルネットワークを活用した
画像分類システムが、いかに低電力で高精度に画像認識できるかを
調査した。本ケーススタディでは、32x32ピクセルのカラーの画像デ
ータと10個の分類から成るCIFAR-10データセットを使用した。VGG
およびCIFAR-10チュートリアル、2つのニューラルネットワークアー
キテクチャをSapphyreプラットフォームに実装した。

最先端のAIアルゴリズム技術を使用することで、ニューラルネットワ
ークの精度とモデルの実行に必要な電力とをトレードオフの関係と
した。またSapphyre上で動作するニューラルネットワークの各レイ
ヤをXNOR-netアルゴリズムで二値化することにより、消費電力と精
度を反比例することができた。

その結果、消費電力を86μJまで抑えることにより、2,500万件の分
類処理をわずか１枚のコイン型電池で実行可能だと結論付けた。更
に、VGGレファレンスネットワークで7Jの消費電力を使用しながら同
じ計算を行うと、3００件の分類処理しかできなかった。電力が不十
分なエッジデバイスに超低電力インテリジェンスを組み込む可能性
が示されたのである。

ケーススタディ３：クラウドからマイコンへAIを
移植 

ケンブリッジコンサルタンツは現在、医療診断用ニューラルネットワ
ークを、クラウドで処理を行う携帯電話アプリケーションからマイ
コンサブシステムへの移植を試みている。

診断アプリケーションや患者サンプルを観察する顕微鏡を、ローカ
ルデバイスに組み込むことが可能となり、スマートフォンやネットワ
ーク接続を不要とすることが狙いだ。

新たにリリースされたArm社のCortex-M55	CPUと、低電力デバイ
ス向けニューラルネットワークIP	Ethos-U55	MicroNPU（Neural	
Processing	Unit）を活かした設計となる。

ネットワーク接続が不安定な環境でも使用でき、多くの人々の生活
を改善するような、インパクトが大きい実用的な課題解決に貢献で
きる可能性を秘めている。

AIの未来はエッジにあり 低電力とインテリジェンスが秘める可能性
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4  競争を勝ち抜く事業戦略に、エッジAIは必要 
不可欠

低遅延、セキュリティ、パーソナライゼーションを必要とする多くの新た
なアプリケーションに後押しされ、エッジAIの存在感が日々が増してき
ている。今まで通りのクラウドへの依存は、リアルタイム対応を必要と
する安全が最重要事項であるユースケースには適切ではない。インテリ
ジェントなエッジデバイスは、より高い利便性を実現する次世代の低電
力アプリケーションにおいて重要な役割を果たす。また、エッジAIは企
業がそれぞれのニーズに合わせて適切な方法でカスタマイズすることを
可能とする。

クラウドコンピューティングが今後も成長を続ける一方で、ローカル処
理により効率化が進み、通信コストが削減される新たなデジタル世界
においては、エッジAIがますます重要となる。エッジでのリアルタイム
学習が可能となると、さらに高度なエッジAIアプリケーションが現実の
ものとなるであろう。18	

エッジデバイスに簡単にインテリジェンスを組み込めるようになったこ
と、またデジタル信号処理技術の進歩は、企業が市場破壊するような新
たなビジネスモデルへの扉を開くきっかけとなる。メリットとデメリットを
理解することは、エッジAIによるビジネス革新の第一歩となるであろう。

エッジAIのビジネスへの活用に関するご意見・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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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

Li
t-

W
H

I-
05

2 v
0.

3 '
20

22
_T

he
 fu

tu
re

 o
f A

I is
 a

t t
he

 e
d

g
e_

W
hi

te
p

a
p

er
_J

PN
'

www.cambridgeconsultants.com

www.capgemini.com

UK  —  USA  —  SINGAPORE  —  JAPAN

http://www.capgemini.com
mailto:infojp@cambridgeconsultants.com

	エグゼクティブサマリー
	1	�製品、サービス、ビジネスモデルに一石を投じる
エッジインテリジェンス 
	1.1	�エッジAIとは何か？
	1.2	�エッジAIがもたらすメリットとは
何か？

	2	�クラウドだけでは、コネクテッドAIデバイスの可能性をフ
ル活用できない
	2.1	�クラウドアーキテクチャの応答性と信頼性は、ネットワーク環境に依存する
	2.2	�エッジ処理はユーザのプライバシーとデータセキュリティに有効
	2.3	�トレードオフを考慮すると、エッジがますます有利に
	2.4	�エッジAIがもたらす新たなビジネス
チャンスと課題

	3	�低電力半導体により、エッジインテリジェンスを
さらに多くのビジネスに応用できる
	3.1	�半導体技術の進歩により、限られた電力でもより幅広いインテリジェンスの提供が可能に
	3.2	�低電力AIは、新たな製品、サービス、ビジネスモデルを実現させる 

	4	�競争を勝ち抜く事業戦略に、エッジAIは必要
不可欠
	参考文献
	執筆者
	協力者




