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課題
・次世代型の車載機器を実現する上で他社製プロセッサーでは性能が不足していた
・過酷な車内環境でも安心して使えるハードウェア・プラットフォームを必要としていた

ソリューション
・インテル® Atom™ プロセッサー

導入効果
・優れたプロセッサー性能により、高精細でスムーズな画面表示を実現している
・インテル® アーキテクチャーならではの発展性を次世代製品の開発に活かせる

安心・安全で楽しいドライブを
支援するユピテルの車載機器

近年では、自動車にさまざまなセンサー、
通信機能、豊富な情報を表示可能なインス
トゥルメント・パネルを備えるなど、IT や
IoT（Internet of Things）を強く意識した
取り組みが見受けられるようになりました。
しかし、こうした先進の取り組みによって恩
恵を受けられるのは、ごく最近に発売され
た一部の車種に限定されます。そこで、株
式会社ユピテル（以下、ユピテル）は、こ
のような車種の制約を取り払うために、多
くの自動車に取り付け可能なポータブル・
カーナビゲーションを 2007年より発売して
います。ユピテルは、長年にわたって培っ
てきたマイクロ波および無線通信の基幹技
術を強みとしながら、自動車や自動二輪車
向けのドライブレコーダー、ポータブル・カー
ナビゲーション、レーダー探知機、エンジ
ンスターター、カー・セキュリティーのほか、
ゴルフナビやランニングウォッチなどのス
ポーツ機器、無線機器などの開発・生産・
販売を一貫した体制で行っています。

同社のポータブル・カーナビゲーション製
品は、メーカー別シェアランキングで No.1
を獲得するまでに成長を遂げており、現在
ではカーナビゲーション機能のみを備えた
モデルにとどまらず、ドライブレコーダー機
能も兼ね備えたモデルや、同社のオリジナ
ル・ナビゲート・キャラクター「霧島レイ」
を採用した遊び心あふれるモデルなども取
り揃えています。そして、2015 年秋には、

タブレットとしてもカーナビゲーションとし
ても活用できる最新モデル「Yupiroid（ユ
ピロイド）」の発売を開始しました。

車内での利用を前提に開発された
タブレット「Yupiroid（ユピロイド）」

 ユピテルは、Yupiroid のような次世代型の
車載機器を実現する上で、従来モデルで採
用してきた他社の組込み向けプロセッサー
を大きく上回る処理性能を必要としていま
した。そこで注目したのが、多くの高性能
タブレットで豊富な実績を持つインテル® プ
ロセッサーでした。また、インテル® プロセッ
サーを搭載した車載機器を開発するにあ
たり、サンダーソフトジャパン株式会社
（以下、サンダーソフトジャパン）と協業
しています。サンダーソフトジャパンは、
インテル® アーキテクチャーに基づくモバイ
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タブレットとカーナビゲーション機能を兼ね備えた
「Yupiroid」

ル機器の開発を得意とし、本社の Thunder 
Software Technology は、Intel® Internet 
of Things Solutions Alliance のメンバーと
して、インテルを中核とする IoT関連のエコ
システムでも大きな役割を果たしています。

Yupiroid は、サンダーソフトジャパンが提
案したインテル® アーキテクチャーに基づく
汎用的なタブレット設計に対し、ユピテル
が長年培ってきた車載機器のノウハウを高
度に融合させることで生まれた製品です。
例えば、大きな振動や衝撃にも耐えられる
優れた堅牢性を確保しているほか、強い太
陽光の下でも画面を視認できる 450 cd/㎡
の高輝度ディスプレイを備えています。ま
た、炎天下の中にさらされても故障・劣化
しない高耐熱仕様（60℃での連続動作を
想定）のパーツを採用しています。特に
過酷な高温下での動作は、インテル® プロ
セッサー自身が備えた温度管理機能も大き
く貢献しています。

さらには、ハードウェアとソフトウェアを高
度に連携させることで、自動車ならではの
特殊な電力供給環境にも対応させていま
す。Yupiroid は、車内のシガー・チャー
ジャーなどから電力が供給されますが、エ
ンジンの停止や始動のたびに機器本体の電
源が ON/OFFします。このため、外出先で
の停車時には、エンジンの再始動後に直前
の画面表示をそのまま継続させるレジュー
ム機能を備えています。また、長時間にわ
たって停車する場合には、機器本体の内蔵
バッテリーが完全に放電された状態となり
ます。多くのタブレットは、バッテリーが一
定以上のレベルにまで充電されなければシ
ステムを起動できませんが、Yupiroid は、
エンジンの再始動によって電力が供給され
ればすぐに起動可能です。これにより、車
載専用のカーナビゲーション・システムと同
等の使い勝手を実現しています。

優れたプロセッサー性能によって
高精細で滑らかな画面表示を実現

Yupiroid は、その心臓部としてインテル® 
Atom™ プロセッサーを搭載しています。
インテル® Atom™ プロセッサーは、次世代
型のポータブル・カーナビゲーションに求
められる優れた処理性能を確保しながら
も、冷却機構としてファンレス設計をサ
ポートし、薄型軽量の筐体デザインを可能
にしています。これにより、車外に持ち出
した際にも、通常のタブレットと変わらな
い優れた携帯性を実現しています。また、
オペレーティング・システム（OS）には
Android* OS を搭載し、Android* OS が提
供する標準アプリに加え、ユピテルが独自
に開発した専用ランチャーとカーナビゲー
ション・アプリを備えています。専用ラン
チャーに使用頻度の高いアプリ（最大 8個）
を登録しておけば、タッチ操作によって素
早くこれらのアプリを起動できます。また
運転中には、音声認識機能を利用してタッ
チ操作に頼ることなくアプリを呼び出した
り、Bluetooth* で接続された携帯電話やス
マートフォンの発信・着信もハンズフリーで
安全かつ快適に行えます。

カーナビゲーション・アプリは、Yupiroid
本体に内蔵された GPS ユニットを利用して
位置情報を検出します。GPS 機能は、高精
度な測位が可能な準天頂衛星「みちびき」
にも対応しています。アプリには、2015 年
春版の最新地図に加え、新規開通道路や
全国 1,896市区町村の市街地図、さらには
オービスや取締ポイントなど、安全運転を
サポートするユピテルのオリジナルコンテン
ツ（41,000 件以上）も収録されています。
Yupiroid は、1,280×800 ドットの 7 イン
チ高精細ディスプレイを搭載することで、
きめ細かな地図と豊富な文字情報の表示を
可能にしています。これに伴い、カーナビ
ゲーション・アプリの処理量は従来製品と
比べて大きく増加しますが、インテル® 

Atom™ プロセッサーで処理能力の底上げを
図ったことにより、きわめて滑らかな表示
で快適なナビゲーションを支援します。

インテル® アーキテクチャーの
発展性を強みとした製品開発を推進 

ユピテルは、インテル® Atom™ プロセッサー
ならではの優れた処理性能や機能にとど
まらず、世界最大の半導体メーカーである
インテル自身の安心感や信頼感も高く評価
しています。そこで、Yupiroid のシステム
起動時には Intel® ロゴを表示し、ユピテルの
ブランド力もさらに高めていくことを狙って
います。また、Yupiroid に搭載された
インテル® Atom™ プロセッサーは、将来登
場する次世代のアプリケーションにも余裕を
持って対応できる処理性能を備えています。
実際、同社が独自に行ったベンチマーク・
テストの結果によれば、既存の車載機器で
使用してきた他社製プロセッサーと比べて圧
倒的に高速であることが確認されています。

さらに、インテル® アーキテクチャーを採
用した強みとして、ソフトウェア資産の継
承性や発展性が挙げられます。今回、
Yupiroid 向けに作り上げられたソフトウェ
ア資産は、インテル® アーキテクチャーに基
づく将来の製品にも活かすことができます。
同社は、Yupiroidの開発を通じて、インテル® 
プロセッサーを搭載したポータブル・カー
ナビゲーションの設計ノウハウを手に入れま
した。今後は、インテルによる技術面での
強力なバックアップを背景としながら、ポー
タブル・カーナビゲーションの利便性やエ
ンターテインメント性をさらに高めていく計
画です。
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