ガートナー「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・
サイクル：2020 年」に登場するエッジ AI 関連インフラ用語の解説
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はじめに
先日、ガートナーから「日本における未来志向型インフラ・

テクノロジのハイプ・サイクル：2020 年」が発表された。当該

となり得ることから、近年はエッジコンピューティングが注目
を集めている。[3] では、エッジコンピューティング市場規模
は 2027 年までに 434 億米ドルに達し、その期間の年平均成長
率は 37.4 % であると予測している。

ハイプサイクルにおいてエッジ AI は「黎明期」に分類されて

ネットワークを経由してクラウド上の計算資源を利用するク

いるが、エッジ AI の普及は単独で成しえるものではなく、他

ラウドコンピューティングと比較すると、以下のようなメリッ

のインフラ技術の発展と協調も必要であると考えられる。そこ

トが存在する。

で本稿では、エッジ AI と関連すると思われるインフラテクノ
ロジ用語をピックアップし、用語の概要とエッジ AI との関わ
りについて解説する。
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ハイプサイクルとエッジ AI 関連用語

「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・
サイクル：2020 年」を図 1 に示す。

• 通信遅延が小さいため、超低遅延の用途に利用可能
• エッジ側で処理が行われるため、通信コストが削減可能
• ネットワークを経由させたくない情報を扱う処理が可能
2.1.2

エッジ AI との関連

エッジコンピューティングのうち、エッジ側で行う計算処理
が AI による推論である場合を、特にエッジ AI 呼ぶ。AI で

以下では、図中にプロットされている用語のうち、
「エッジコ

の推論、とりわけ深層学習の推論をエッジデバイス側で行う場

ンピューティング」
、
「AIOps プラットフォーム」
、
「5G」,「OT

合には、計算量やメモリなどの使用可能なリソースが限定さ

と IT の融合」の 4 つを取り上げ、エッジ AI との関連という

れていることが問題となる。そのため、Google の Edge TPU

観点から解説する。

(Tensor Processing Unit) [4]、NVIDIA の Jetson [5] など、

2.1

各社がエッジ側での深層学習処理を高速化するためのハード

2.1.1

エッジコンピューティング
概要

エッジコンピューティングとは、ネットワークの終端（エッ

ウェア開発を進めている。また推論アルゴリズムの面でも、深
層学習や従来の機械学習手法を軽量化しエッジ側での推論に最

ジ）で計算を実行できるようにするアーキテクチャを指す。末

適化する試みは数多く行われている [6][7][8]。

端のデバイス上や、終端付近に設置したサーバ上で計算処理を

2.2

行うような構造が該当する。

2.2.1

AIOps プラットフォーム
概要

モノのインターネット (Internet of Things, IoT) の概念の

AIOps は、人工知能 (AI) と運用 (Ops) を組み合わせた用

普及により、様々なデバイスがネットワークに繋がれるように

語であり、IT システムの運用において AI を活用することを意

なっているが、その数は今後さらなる増加が見込まれている。

味する。近年、システムの規模や扱われるデータの量が大きく

例えば [2] のレポートでは、IP ネットワークに接続されるデ

なるとともに、システムを効率よく運用することは困難となっ

バイス数は、2018 年の 184 億から 2023 年には 293 億まで増

てきており、その対策として運用に AI を活用する AIOps が

加すると予想されている。

注目を集めている。ガートナーの調査では、AIOps や監視ツー

現状 IoT デバイスの活用においては、デバイスで収集した
データをクラウド環境に送信して活用するクラウドコンピュー

ルを使用する大企業の割合は、2018 年の 5% から 2023 年に
は 30% まで上昇すると予測している [9]。

ティングのアーキテクチャの採用が一般的である。しかし、デ

AIOps を実現するための基盤が AIOps プラットフォーム

バイス数の増加により、クラウド環境との通信に起因する通信

であり、データに基づいて可視化、パフォーマンス分析、異常

量、通信遅延、またセキュリティや機器管理コストなどが問題

検知などの様々な運用に関する機能を AI により提供する。
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図 1 日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル：2020 年 [1]

2.2.2

エッジ AI との関連

例えば、エッジコンピューティングの規格の 1 つである MEC

エッジ AI との融合という観点では、データ通信量の節約や

(Multi-access Edge Computing) を 5G ネットワークに導入

処理遅延の削減のために、エッジ AI による処理を組み合わ

するための検討は数多く行われており [12] [13]、5G とエッジ

せるということが考えられる。例えば IDC の調査では、IoT

側処理の共存は重要な課題と認識されている。

エッジインフラの利用用途は「AI によるデータ分析」が今後

2.4

増加し、その最も重要な理由は「データ処理が速い」ことだと

2.4.1

されており [10]、AIOps においてもエッジ AI の特性が行か

OT と IT の融合
概要

OT は運用・制御技術 (Operational Technology)、IT は情

せる場面が存在すると推測される。

報技術 (Information Technology) を指し、OT と IT の融合

2.3

は、これらの技術を統合することを指す。Industory-4.0 [14]

2.3.1

5G
概要

5G は「第 5 世代移動通信システム」という無線通信の規格

が提唱されるなど、世界の潮流として製造業等の産業と情報技
術との融合は必須の課題である。

を指す。従来規格と比較し、
「高速・大容量」
、
「低遅延」
、
「多数

OT と IT の融合の重要な要素の一つとしては、産業分野向

端末接続」という特徴があり、4K/8K 高精細映像や AR/VR

け IoT である IIoT (Industrial Internet of Things) などが存

を活用した高臨場感のある映像の伝送、自動運転サポートや遠

在すると考えられ、近年大幅に進展している。文献 [15] では、

隔医療などを実現し、様々なサービス、産業を革新すると期待

産業用途での IoT デバイス数の年平均成長率を 34.1% と予測

されている [11]。

しており、他分野と比較し最も高い値としている。図 2 に年平

2.3.2

均成長率のグラフを示す。

エッジ AI との関連

5G は高速や低遅延などの特性は備えているものの、ネット

2.4.2

エッジ AI との関連

ワークを介する以上は通信の遅延が発生し、またパケットの損

産業用途においても AI の活用は伸びてきており、例えば AI

失など信頼性の問題は残る。そのため、5G が普及した場合で

導入が急速に進む中国では、製造業での AI 市場規模が 2025

も、超低遅延や高信頼性といったエッジコンピューティングや

年までに 20 億ドルを超えると予想されている [16]。図 3 に中

エッジ AI が持つ特性が必要となる場面は残ると考えられる。

国での製造業の AI 市場規模予測のグラフを示す。
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図 2 分野・産業別の世界の IoT デバイス数及び成長率予測 [15]
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図 3 分野・産業別の世界の IoT デバイス数及び成長率予測 [16]
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れる。
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まとめ
本稿では、「日本における未来志向型インフラ・テクノロジ

のハイプ・サイクル：2020 年」に登場するエッジ AI 関連イン
フラテクノロジ用語について解説した。エッジ AI とインフラ
テクノロジの関連についての理解を深める一助となれば幸いで
ある。
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