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ロボットと
人工知能(AI)の進歩

社会に──物流分野でも
大きな変化をもたらす可能性が見えて
きた

①
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ロボットの進化

そろそろ輸送の現場での利用も視野に…
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AIにブレークスルー
ニューラルネットワーク系のAIが実用的に

いままでダメと思われていた課題が突破され
一気にいろいろなことが可能に
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2012年に大きな成果
実はそこまでに50年の歴史

1958年:ニューラルネット(パーセプトロン)の出現

1986年: ニューラルネットの多層化と誤差逆伝播法

2006年: ディープネットワークとディープラーニング

2012年: 画像認識で飛躍的認識精度向上
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そこからたった5年で

AIが｢誰でも簡単に使える時代｣に
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AIの民主化
「GoogleのミッションはAIの民主化」

Jia Li: Head of R&D AI/ML, Senior Director at Cloud, Google

Thank you Google!
そのAI民主化戦略が世界を大きく変えている
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オープンは正しい

AIが爆発時に進化させているのは
オープン･イノベーションのエコシステム
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オープン･イノベーション
で新技術がどんどん

フィードフォワードニューラルネット、リカレントニューラルネット、畳み込み
ニューラルネット、リインフォースメント・ラーニング（強化学習）、再帰

ニューラルネット、ディファレンシャル・ニューラルネット

できなかったことが日々可能になり応用分野も広がる
音声処理、自然言語処理、経験と知識の切り分け、

正解データなし試行錯誤で自己学習
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新技術で
画像認識以外にも利用可能に

再帰型ニューラルネット
多層ニューラルネットでの処理結果をまた入力に戻す

従来の二次元画像といった次元固定のデータでなく
｢順序｣を持つ系列データを取り扱えるようになる

自然言語処理の分野で高い成果
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教師あり学習から
自ら学ぶ強化学習へ

教師あり学習
問題と正解の対を大量に入力しその中から自動で自己調整させ
パターンを見つけさせるので教師(正解)あり学習と呼ばれる

強化学習（リインフォースメント・ラーニング）
問題と正解の対でなく、結果の善し悪しで機械に方向性を与え
大量の試行錯誤から経験による学習をさせる無教師学習技術
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さらに
クラウド×AI

まさに誰でも使える｢AIの民主化｣へ
②
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AIが普及する時代は…

逆に言うと
｢AIを使う｣のも簡単な時代
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最先端のAIを気軽に
クラウドで利用できる時代に

処理の重い学習過程もクラウドでこなす
GoogleなどがAIをオープンに利用できるようにしている

クラウドなら特別に開発したニューラルネット専用のプロセッサなどのパワーが使える
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｢民主化｣したAIを
活かせるのは

｢人工知能の専門家｣ではなく

問題を理解しているそれぞれの分野の専門家
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ただし自分の問題にAI

を適用するにも…
問題とAPIをつなぐ

少しの｢プログラミング｣が必要

そのためのプログラムは
問題を熟知している人が書くのがベスト

そ
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個々の問題をAIに｢食わせる｣のに
少しのプログラムが必要

あ
な
た
の
問
題

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
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各分野でAI利用の
プログラミングを

その分野での問題を
AIに｢食わせる｣るノウハウの確立

分野全体のレベルアップへ
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小売･物流とAI

大きく5つの可能性
③
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小売・物流分野での
AI利用の事例

まだ実例は少ないが
可能性に多くの事業者が気が付きはじめている

世界的な物流分野での人手不足も背景に
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物流オープンデータ
活用コンテスト

④
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コンテストの狙い
物流分野でのプログラミングスキルへ

目を向けるきっかけとして

さらには物流分野での
オープン・イノベーションの確立へ
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第1回コンテスト
まず、第1回の簡単なまとめ

応募期間: 2016年4月18日から2016年7月18日

④ 1
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募集部門

以下の3部門について、スマートフォンアプリ、Webサービス、
ガジェット、調査研究レポートを募集

ビジネス部門
■物流業務に役立つアプリケーション、倉庫管理業務に役立つアプリケーションな
どを募集します。

研究部門
■倉庫や物流のデータを利用した経済や交通等の調査研究レポート、そのような調
査研究に役立つアプリケーションを募集します。

一般・教育・ゲーム部門
■一般消費者に役立つアプリケーション、社会科教育やさらには業界での新人教育
などに役立つアプリケーション、倉庫や物流のデータを利用したゲームやエデュ
テイメントなどを募集します。
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公開するデータ

倉庫に関するデータ
■ 株式会社フレームワークスの倉庫管理システム「iWMS」のデータを中心に、トラスコ
中山株式会社の実在倉庫内での仕分け作業のデータを公開します。
産業技術総合研究所のPDR（自律航法型屋内測位）技術による作業員の位置情報、ウェ
アラブルデバイスから取得したバイタルデータ、環境のセンサデータなども公開します。

物流に関するデータ
■ 大和物流株式会社の実在物流トラックのデジタルタコメーターから取得された走行記録
を公開します。物流トラックの実際の走行位置の情報を含め、コンテスト期間中毎日更
新します。

■ 株式会社フレームワークスのリアルタイム貨物動態管理システム「iLTS」から抽出した、
物流における到着予定時刻と、実際の到着時刻のデータを公開します。

エリアに関するデータ
■ 株式会社マイクロベースの、男女別年齢人口、配偶関係・男女別15歳以上人口、世帯の
種類・世帯人員別一般世帯数などをはじめとした、18のメッシュ統計を公開します。
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最優秀賞
[ビジネス部門] 先輩！秘密の休憩場所を教えてください！

応募者 : 神奈川県中小企業
診断協会 オープンデータPJ

概要 運転日報データを利用
して、場所や時間に応じた
休憩場所を探索できるWeb
アプリ

提案性とオープンデータの
使い方の両面で高く評価
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今回のコンテスト
次世代ロジスティクス
オープンデータ活用コンテスト
――人工知能(AI)活用の時代に向けて――

④ 2
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物流分野でAI利用の
プログラミングを

物流分野での問題を
AIに｢食わせる｣るノウハウの確立

分野全体のレベルアップへ
28



コンテストについて

第2回となる物流オープンデータ活用コンテスト
■物流、倉庫、HEMS、人口統計のデータをオープンデータとして公開
■ AIをはじめとするICTを活用した、物流業界への新提案を広く募集

スケジュール
■応募期間 : 2017年4月28日から2017年9月27日
■結果発表・表彰式：2017年11月13日

主催 大和ハウスグループ 株式会社フレームワークス
共催 YRPユビキタス・ネットワーキング研究所
特別協力 大和ハウス工業株式会社
協力 INIAD cHUB（東洋大学情報連携学部 学術実業連携機構）
後援 大和物流株式会社、株式会社マイクロベース

株式会社Hacobu、ルクセンブルク貿易投資事務所
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「皆でやる」
「皆でできる」

皆＝多様な参加者による

多様なチャレンジ

それを可能にする基盤がオープンデータ
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オープンデータは
AIにとって重要

AIは｢データハングリー｣
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公開データ①物流に関するデータ

次の2社から提供された実在の物流トラックに搭載された
デジタルタコグラフから取得された走行記録を公開
■大和物流株式会社

■株式会社Hacobu

物流トラックの実際の走行
位置の情報を含め、コンテ
スト期間中は毎週更新
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公開データ②倉庫に関するデータ

フレームワークスの倉庫管理システム「iWMS」から取得
した、実在の倉庫出荷実績データを公開
■靴のオンラインショップの
データ

コンテスト期間中は毎日
更新
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公開データ③HEMSに関するデータ

大和ハウス工業株式会社が
保有する戸建住宅の電力・
ガス・水道使用量のデータ
を公開
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公開データ④人口統計に関するデータ

株式会社マイクロベースのメッシュ統計を公開
■男女別年齢人口（5歳階級）

■配偶関係（3区分）、男女別15歳以上人口

■世帯の種類（2区分）、世帯人員（7区分）
別一般世帯数

■など、計18種

例えば倉庫の出荷実績データと組
み合わせ、AIを活用したデータ分
析を行えば、様々な傾向が見えて
くる可能性
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審査について

以下の審査員による審査会を実施
■審査員長 : 坂村 健（東洋大学情報連携学部 INIAD学部長）

■秋葉 淳一（株式会社フレームワークス 代表取締役社長）

■小笠原 治（さくらインターネット株式会社 フェロー）

■浦川 竜哉（大和ハウス工業株式会社 取締役常務執行役員 建築事業担
当）

審査基準
■「次世代ロジスティクスへの提案性の観点から総合的に判断」
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今年度の審査結果
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多数のAIを活用した応募作品

このような背景を踏まえ、今回のコンテストでは「AI技術
の活用」を前面に、作品を募集

その結果、多数のAIを活用した提案が寄せられた
■AI技術の在宅予測への活用

■AI技術による動画解析技術を用いる提案

■AI技術を活用した音声アシスタントを用いる提案

■AI技術のマーケティングへの活用
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優秀賞
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Pigeon

応募者 : 西良太と乃村研究室の仲間達

「HEMSに関するオープンデータ」から、ディープラーニング
を用いて将来の電力、ガス、
水道使用量を予測し、それを
もとに在宅予測を行うアプリ
ケーション

ネット通販拡大による物流業
界の疲弊という問題をオープ
ンデータとAIで解決しようと
いうコンセプトが評価された
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審査員特別賞
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物流管制システムV2

応募者 : Team Logistics Controller

トラックドライバーの負荷軽減のためのサービスの提案
■物流倉庫に対し、リアルタイムなト
ラックの位置情報や、特定地点への
到着を通知する機能を提供

「物流に関するオープンデー
タ（大和物流）」を活用
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配送先開拓サービス

応募者 : Team Logistics Explorer

配送業者が新たな顧客開拓を行うためのサービスの提案
■ドライブレコーダー動画をもとに、
配送先候補となりうる看板をAIで検
出する

■見込み顧客に対して、ドライバーの
実績データを提示する

「物流に関するオープンデー
タ（大和物流）」を活用
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試着へGO!

応募者 : スリーフォレストODCプロジェクトチーム

トラックの空きスペー
スを活用した「試着で
きる移動型店舗」とい
うシューズショップの
提案
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Smart Truck Delivery Planner (STDP)

応募者 : Team Custommedia Sdn Bhd

物流業務を効率化するアプリケーション
STDPの提案
■配達前 : トラックの場所を確認したり、トラックの
状態、危険な場所の情報、トラックの履歴が確認で
きる

■配達中 : ドライバーに音声で危険な場所のアラート
を送ったり、リアルタイムな位置を送る

■配達後 : タスクを終了したドライバに、新たなタス
クをアサインする

「物流に関するオープンデータ（大和物
流）」を活用
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1.5 Smart Truck Delivery Planner (STDP) Application: Augmenting Frameworx 

Daily Logistic Operations 

 

The Smart Truck Delivery Planner is aimed  to “augment” and  value-add the dai ly log istic operations 

of Framew orx. By leveraging on Framew orx’s Open Data, other External data and  IOT M idd lew are 

technolog ies, the Smart Truck Del ivery Planner can be used in the Pre-Del ivery, During- Del ivery and  

Post-Del ivery logistic operation phases as i l lustrated  in Figure 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1 STDP Augmented and Value-added Activities 

The follow ing page provides examples of STDP usage in the three (3) phases: Pre-Del ivery, During-

Del ivery and  Post-Del ivery. These examples are also i l lustrated  in our video subm itted  together w ith 

this paper.  

 

Note: The video can also be found  on YouTube having the title: 

“smart truck del ivery p lanner by custom med ia” 
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1.6 Smart Truck Delivery Planner (STDP) Application: Architecture 

 

Figure 1.2 i l lustrates the STDP architecture.  

 

Figure 1.2 STDP Architecture  

Description of each component in the architecture is g iven in Table 1.1. 

 

 

  

 



”クラウド”のデータ
ビジュアライゼーション

応募者 : 田部 景思郎

多摩美術大学の卒業制作の
一環として制作

「物流に関するオープンデ
ータ（大和物流）」の走行
記録を雲で表現した作品
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