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先進技術を核に明日を変える
ITの可能性に挑戦するCTC

5 安全・安心な社会の実現に向けた取り組み

ソーシャルディスタンシングを踏まえた
安全・安心かつ効率的な施設運用を支援
伊藤忠テクノソリューションズ（以下、CTC）科学システム本部は人の流れやスペースの利用などに関するシミュレーシ
ョン技術と AI 映像分析ソリューションにより、ソーシャルディスタンシングを考慮しつつ安心安全に施設を運用したい
お客様をトータルに支援する取り組みを進めている。

ソーシャルディスタンシングの
シミュレーションサービスを開始

「ソーシャルディス
タンシングのシミュ
レーションサービ

新型コロナウイルス感染拡大防止

ス」
（以下、本サー

のため、交通機関／商業施設／公共

ビス）
であった。ソー

施設では人同士がソーシャルディス

シャルディスタンシ

タンスを保てるよう対策が取られて

ングに対応した場合

いる。このことにより発生する「待

に人の流れや混雑具

ち行列が長くなる」、「待機スペース

合がどうなるかをシ

が不足する」といった問題への対応

ミュレートし、従来

は容易ではなく、現場スタッフの頑

の施設利用の様子

張りでなんとか対応しているケース

と比較することで、影響の把握や原

行う。シミュレーション結果を図 1

が多いと考えられる。ソーシャル

因の特定、具体的な対処方法の検討

のように可視化することで、通常時

ディスタンシングを踏まえた安心安

とその効果の評価を行うことを目的

とソーシャルディスタンシングに対

全な施設運用をいかに実現するかが

としている。

応した場合の混雑具合を視覚的およ

喫緊の課題になっている。
こ の よ う な 背 景 か ら CTC が
2020 年 7 月に提供を開始したのが
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株式会社 K.J. フェロー
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シミュレーションは面積、人同士
の距離、待ち行列の長さ、待ち時間、
収容人数といった要素を指標にして

び定量的に比較し、対策を評価する
ことができる。

施設運用に関する豊富なシミュ
レーションのノウハウを活用
空港のような設備は需要の変化に
より利用者数が大きく増減すること
がある。LCC の参入による需要増
やコロナ禍による需要減は顕著な例
だ。しかしそうした変化に合わせて
設備を大幅に変更することは難し
い。需要の増減を想定しながらさま

図1
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シミュレーションの例：空港ターミナルのロビーイメージ

ざまなケースを考慮し、中長期を見
据えて設備投資する必要がある。
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CTC は さ ま ざ ま な シ ミ ュ レ ー

必要な対策とその効果を定量的に評価

AI映像分析で現場データ取得

ションを行うことにより、いかに設

映像分析技術を用いて自動的、
日常的にデータを収集

備を最大限有効活用できるよう設備

◆人の密集度の検知&カウント

投資や運営を行うか、というコンサ

◆不審者、不審物の検知

検知&改善サイクル
検知

現状のデータから改善案をシミュレーション評価
◆現状施設の許容人数評価
◆改善案評価、効率的な運用を支援

対策

◆ディスタンス・マスク有無

ルティングを長年行ってきた。特に

可視化

空港の運営に関するコンサルティン
グ事例が豊富だ。本サービスにはこ

ダッシュボードでデータを可視化

のシミュレーションとコンサルティ

見たいデータを早期に可視化し、現状
分析や今後の対策検討への活用を支援

＋α

ングに関する豊富なノウハウが活か

◆現場情報をリアルタイムに可視化

・ターミナル内の人数カウント

されている。

・駐車違反対策
他

◆レイヤー別のダッシュボード表示

With/Afterコロナにおいて現場状況を的確にキャッチし対策検討していく体制を支援

データセンシングから分析・
活用・改善までトータルに支援

図2

ソーシャルディスタンシングのシミュレーションサービス概要

本サービスは対策の検討と評価に

ン技術により待ち行列が発生しそう

加え、継続的に改善を行うための取

であることを予測できれば、
『スタッ

り組みをトータルにサポートするも

フを追加』するなどの対応が可能に

のとなっている（図 2）
。

なります。待ち行列は『手荷物が多

既存の監視カメラを活用し
高度な AI 映像分析を可能にする
“VISuite”

「改善を進めるためには人の流れ

い』など利用者の属性によっても変

既存の監視カメラを活用し高度な

がどう変化したかなど、現場の状況

動します。技術的にはそうした属性

映像監視を実現することも特長の 1

を検知・可視化することも重要です。

の考慮も可能であり、さまざまな要

つとなっている。それを可能にして

人の流れを検知する方法はいくつか

素を考慮したシミュレーションを考

いるのが英国 Ipsotek 社の AI 映像分

考えられますが、現実的な方法とし

えています。」（児玉氏）

析システム VISuite だ。AI 技術を

て AI による映像分析を活用を想定

ニーズに応じ最適な評価方法を
提案

しています。
」
（児玉氏）
この AI による映像分析の仕組み

活用して映像内のモノや人を検知す
るいわゆる「AI 監視カメラ」が珍し
くなくなったが、VISuite は分析用に

は後述するように、ソーシャルディ

評価方法は図 1 のように現場を

サーバーを利用する前提であること

スタンシング以外にも活用できる。

可視化したものから、1 人当たりの

と、後述するシナリオベースの分析

待ち時間の変化のように指標値を軸

により、一般的な AI 監視カメラよ

にしたグラフまで幅広く対応する。

り高度なビデオ分析が可能だ。

現場運用をリアルタイムに
最適化

「現場を模した可視化には直感的

たとえば座っている人物も人と認

「現場運用をリアルタイムにいか

でわかりやすいというメリットがあ

識できるほか、バイクに 2 人乗り

に最適化していくか」も重要なテー

ります。一方で中長期的な計画を検

している人物もそれぞれ検知する。

マだ。空港の運用では飛行機の発着

討する場面ではグラフの方が必要と

また一般的な AI 監視カメラでリア

時間に合わせ、いかに搭乗手続きな

されるといったように、目的によっ

ルタイムに検知できる人の数がおよ

どを迅速に処理するかが重要とな

てニーズが異なります。過去の取り

そ 50 人程度までであるのに対し、

る。CTC はそうした乗客への対応

組みを通じどのような指標で評価

はるかに大人数の雑踏を写したよう

を効率良く行うための「パッセン

すると良いかというノウハウも蓄積

な映像であっても全ての人をリアル

ジャー・フロー・マネジメント」に

していますので、ニーズに応じて最

タイムに検知できる（図 3）。しか

も詳しく、そのノウハウを活かした

適な評価方法を提案可能です。」（相

もそれぞれがどちらの方向に向かっ

シミュレーションや提案が可能だ。

原氏）

て歩いているかまで認識可能だ。こ

「現状の可視化とシミュレーショ
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の性能を活かし、たとえばスタジア
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ムの出入り口を写した映像を分析
し、何人が入場し何人が退場したか
という情報をリアルタイムに収集す
ることができる。
VISuite は他にも豊富な機能を備
えているため、CTC はそれらの機
能を高度な可視化・分析に活用して
いく方針だ。

シナリオベースの映像分析
ビデオカメラからの映像を分析し
て何が写っているかを検知し、メタ
データを生成して映像と組み合わせ

図3

群衆から人々の数や移動する方向をリアルタイムに検知

て 管 理 で き る よ う に す る 機 能 が、
VISuite の重要な要素となっている。
これにより複雑な条件で映像を検
索・参照、また分析することが可能
になる。

人 の 数 を グ ラ フ で 表 示 す る な ど、
ニーズに応じた可視化もしやすい。

ソーシャルディスタンス検知
VISuite には人の密度を示すヒー
トマップをリアルタイムでビデオ映

濃厚接触者の行動追跡を効率化

映像に写っているモノや人の判断

像に重ねるといったように、もとも

新型コロナウイルス感染者との濃

は、対象物のサイズや移動する速さ

とソーシャルディスタンシングに役

厚接触者が移動した経路を把握した

を定義しておく定義ベース、また機

立つ機能もある。また「マスクを着

いというニーズがある。このような

械学習により対象物を判断する AI

用している人を検知する」機能を追

作業にも VISuite の映像分析を活用

ベースという 2 つの手法を組み合

加するなど、最近は新型コロナウイ

できるとして、VISuite の代理店で

わせて行っている。加えて「シナリ

ルス対策に役立つソリューションを

ある株式会社 K.J. フェローの戸田

オベース」の分析が可能という点が

積極的に展開している（図 4）。

氏は次のように語る。

VISuite の最も大きな特長だ。

その 1 つがソーシャルディスタン

「感染者／濃厚接触者が写ってい

この機能により「あるエリアに人

スを検知する機能だ。
適切なソーシャ

る映像があり、その隣に居た人がど

が侵入し、かつ一定以上の時間が経

ルディスタンスを設定しておくこと

のように移動したかを知りたいとし

過した」といった条件を指定して人

により、映像に写る人同士の距離が

ます。日時や服の色などを指定する

や事象を検知することができる。

設定値より短くなったら注意が必要

ことにより、複数の映像に写ってい

この特長が効果を発揮する例とし

であることを自動的に検知し、わか

る人の中から条件が一致する人の候

て、バスレーンへの駐車違反の自動

りやすく可視化できる。
シナリオベー

補を瞬時にリストアップすることが

検知を挙げることができる。バスは

スの強みを活かし、接近している時

できます。そのリストから目的の人

バス停で停車するため「車両がバス

間が長い人だけを検知することも可

物を選択するとその人がどのカメラ

レーンで停車した」だけでアラーム

能だ。この検知をトリガーに注意を

にいつ写ったか、すなわちどのよう

を挙げると誤アラームが多発する。

呼びかけるメッセージを放送する仕

に移動したかということを自動で検

しかし「バスがバスレーンで一時停

組みを構築すれば、リアルタイムに

索し、移動した経路をマップにプ

車し得る時間」を定義しておくこと

注意喚起を行うことができる。

ロットできます。人手を要するのは

で、それ以上停車した車両がある場
合のみ駐車違反と判断できる。
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カスタマイズ可能なダッシュボー

提示された情報が正しいかどうかの

ドが用意されているため、接近した

確認だけであり、大幅な効率化が可
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フェイスマスク検出

ソーシャルディスタンシング

人の流れの方向と人数カウント

占有カウント

非接触型エントリー
図4

能です。
」

を進めている。

映像分析ソリューションを
人手不足対策に活用

接触追跡

VISuite を活用した新型コロナウイルス対策ソリューション

たとえば席同士の間隔や配置の違
い、出勤率や着席率の違い、休憩等
で離席する頻度や時間の違いなど、

す。」（児玉氏）

より多くの分野で安全・安心と
効率のバランスを取ることに
貢献

人手不足により人が監視カメラの

さまざまな指標の変化で人同士の接

映像を監視することはますます難し

触の度合いがどのように変わるをシ

本サービスを支えるカメラセンシ

くなっている。前述のソーシャル

ミュレートし、オフィス利用をどう

ングと AI による映像分析ソリュー

ディスタンスの注意喚起のような業

変更すべきか検討するといったこと

ションは、人手不足対策やオフィス

務も人に頼っているのでは限界があ

が考えられている。

での活用以外にも、さまざまな用途

る。紹介してきたように監視カメラ

また CTC には飛沫の飛散に関す

の映像を活用してさまざまな業務の

る分析のノウハウもあるため、人同

自動化、また手間の軽減が可能であ

士の接触の度合いに飛沫の要素も掛

「コロナ禍を受けソーシャルディ

るため、CTC は映像分析ソリュー

け合わせて感染リスクを評価するこ

スタンシングを切り口としたサービ

ションを人手不足対策等にも活用し

とも検討している。

スを提供していますが、これはあく

ていきたいと考えている。

オフィスでの活用も検討中

で役立つものであるとして、相原氏
は次のように述べている。

さらには今後のオフィスのあり方

までも入り口の 1 つでしかありま

を検討するためにシミュレーション

せん。我々のサービスは『安全・安

技術を活かすことも考えている。

心と効率という相反する部分のバラ

「オフィスで働いていると社員同

ンスをどう取るか』を考えるのに役

本サービスの発表後、オフィスに

士が立ち話の中からアイディアを

立つ技術／ノウハウに基づいていま

おけるソーシャルディスタンシング

得ることもあります。テレワークが

す。これまで空港向けのコンサル

を目的とするサービス利用について

増えることによりこうしたメリッ

ティングが多かったのですが、施設

複数の問合せがあったという。これ

トが失われている可能性もあるた

の種類を限定する必要もありませ

を受けオフィス向けのシミュレー

め、今後は人の動きとコミュニケー

ん。今後より多くの分野で安全・安

ションにも取り組んでおり、近い将

ションの関係を分析するなど、対応

心かつ効率的な施設運用に貢献して

来のサービス提供を視野に入れ準備

を考える必要があると思っていま

いきたいと考えています。」
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