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自動車関連業界向け IoTソリューション



エンドツーエンドでカバーするインテル® IoT プラットフォーム

IoTデバイスの爆発的な増加が予測される中、新たなビジネスの誕
生が期待されています。インテルは、IoTのビジネス化に対応するた
め、独自の「インテル® IoT プラットフォーム」を用意して、お客様のイ
ノベーションを支援しています。「インテル® IoT プラットフォーム」と
は、クライアントPCやモバイル機器などのデバイスから、IoTデバイ
スをネットワークに接続するゲートウェイ、データを蓄積するデータ
センターやクラウド基盤、間をつなぐネットワーク、ビッグデータを扱
うソリューションまでの広範囲を、エンドツーエンドで提供するプラッ
トフォームのリファレンス・モデルです。

中核となるのが「インテル® IoT ゲートウェイ」で、ゲートウェイ自身
がインテリジェンス機能を持って簡易的な分析をすることができます。
また、インテル セキュリティーのセキュリティー・ソリューションによっ
てデバイスからネットワーク、クラウド基盤まで一貫して安全性を確
保しながらデータを活用できます。

市場への参入を容易にする 
統合プラットフォーム

IoTに関する取り組みの中でインテルが特に注力している分野が自
動車関連業界です。自動車にインターネット機能を付加したコネクテッ
ド・カーは、テレマティクスの分野に革命をもたらしました。乗車して
いる人の情報、走行している車両の状態、車内の環境、車外の状況、
位置情報などのデータを各種センサーで取得し、ネットワークを介し
てデータを集約、分析することで、よりパーソナライズされた快適なド
ライブ体験の提供が可能になります。例えば、ドライバーを自動で認
識して、カーナビを目的地まで設定したり、車内の空調、音響、照明、
シートなどの環境を設定したり、シフト・スケジュールやサスペンション
など、車両の機能や特性をドライバーの好みに応じて設定するといっ
たことが可能です。車両に関するデータをサービス・プロバイダーが
活用すれば、渋滞緩和や交通管理、保険サービス、さらには動画や音
楽配信、店舗の情報配信などにも活用でき、新たな市場の誕生が期
待されます。

しかし、サービス・プロバイダーが独自にデータを収集し、自社のサー
ビスと連携させてエンドユーザーまで届けるのは、技術的にもコスト
的にも容易ではありません。そこでインテルでは自動車の内外に設
置したセンサーから出力される各種データや、自動車メーカーのパー
トナー企業から提供される技術データ、天気予報や環境情報などサー
ドパーティーの事業者から提供されるデータソースなどを集約し、安
全性を確保しながら、自動車向けのビッグデータとして提供する「コ
ネクテッド・カー・プラットフォーム」をコンセプト化しました（図1）。
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モノのインターネットと呼ばれる IoT（Internet of 

Things）やビッグデータ、リアルタイム・コンピューティン
グなどをキーワードにした、画期的な ITソリューション
がさまざまな業界で誕生しています。自動車業界にお
いても、車両やドライバーから得たデータをビジネスに
活用する「コネクテッド・カー」への注目が高まり、新
たなイノベーションを生み出すことが期待されていま
す。特に、自家用車や商業車を対象としたサービス・プ
ロバイダーにとっては、新たなビジネスを展開する大
きなチャンスです。インテルでは、新ビジネスへの参入
を容易にするコネクテッド・カー専用のプラットフォー
ムを提供することにより、サービス・プロバイダーのビ
ジネスを支援していきます。
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コネクテッド・カー・プラットフォームのコンセプト



コネクテッド・カー・プラットフォームでは、すべてのデータを「Vehicle 
Data Lake」で集約し、フロントサービスの「Vehicle Big Data 
Market Place」を通じて、B2CサービスやB2Bサービスの事業を手
がけるサービス・プロバイダーに提供されます。その結果、サービス・
プロバイダーは自社でデータを収集、分析するコストや手間を省いて、
柔軟かつスピーディーにコネクテッド・カーの市場に参入できます。
コネクテッド・カー・プラットフォームは、インテルがリファレンス・モ
デルとして提供するもので、ドイツの大手ソリューション・ベンダーで
あるSAP社が提供するインメモリー方式のクラウド・プラットフォー
ム「SAP HANA* Cloud Platform」など、協業パートナーが独自のプ
ラットフォームを組み込めるようにしていく予定です。

コネクテッド・カーにおけるゲートウェイ 
OBDIIの3G対応でデータの取得範囲が拡大

コネクテッド・カー・プラットフォームの中でも、ポイントとなるもの
が自動車データの入り口となるゲートウェイです。コネクテッド・カー
では、現在のところ「OBDII」と呼ばれる規格が、自動車の各種情報
を収集するゲートウェイの役割を果たしています。OBDとは「On-
Board Diagnostics」の略で、自動車の自己診断機能を指します。日
本では、2008年10月以降に発売された国産新型車にOBDIIコネ
クターの搭載が義務付けられており、メーカーや車種に関係なく、す
べての自動車の走行距離、走行時間、燃費、車速、エンジンの回転数
などさまざまなデータの取得が可能です。

OBDIIは本来、自動車の自己診断を行ったり、排気ガスの排出量を
測るための規格ですが、OBDIIコネクターから自動車の走行情報を
取り出し、データを加工して新たなサービスとして提供するビジネス
モデルが注目を集めています。日本でもスマートドライブ社が、総務
省の2015年度「I-Challenge!（ICTイノベーション創出チャレンジ
プログラム）」の第1号案件に採択され、補助金を受けて「自動車の
OBDIIとスマートフォンの連携を用いたテレマティクス・データ活用
技術」事業を展開しています。損害保険会社のアクサ損害保険は、ス
マートドライブ社への出資と経営支援を実施しており、運転情報を
OBDII経由でリアルタイムに取得して、テレマティクス保険、車両管理、
自動車ディーラーのCRMツールなどのサービス展開を可能にするテ
レマティクス情報プラットフォームの構築を目指しています。保険会社
が利用者の運転中の行動を詳細に把握できれば、危険度を評価して
保険料金を割引したり、車の故障状況を把握してアフターフォローを
充実させることが可能になります。

自動車から各種データを取り出すODBIIコネクター通信機能に
Bluetooth*を採用しているケースがほとんどです。今後、3G、4Gの
回線機能を内蔵したOBDIIコネクターがインテルなどから発売され
ることが見込まれており、3Gや4Gのモバイル・ネットワークを活用
すれば、遠距離からでも自動車の走行情報が取得でき、多くの自動車
のデータを用いて各種サービスを提供することが可能になります。

Vehicle Big Data Market Placeの活用で
サービス・プロバイダーの 
ビジネスチャンスを拡大

コネクテッド・カー・プラットフォームにおいて、
すでにユースケースが現れています。インテルの
中核パートナーであるSAP社では、クラウド・プ
ラットフォームのSAP HANA* Cloud Platform
を用いて、ドライバーの給油作業をシンプルに
するパイロットシステムを構築し、コネクテッド・
カー・サービスを検証しました。これは、米国ト
ヨタIT開発センター（トヨタITC）とPOSソリュー
ション会社のVeriFoneの協力を得て実施して
いる共同イノベーション・プロジェクトで、SAP 

HANA* Cloud Platformと、トヨタ ITCのテレマティクス・システム、
VeriFoneのPOSを組み合わせて給油作業をシンプルにするという
ものです。

具体的にはまず、自動車の位置、ルート、ガソリン残量、ドライバーの
関心事に関する情報をSAP HANA* Cloud Platform上に集計し
ます。VeriFoneはPOSシステム、トヨタ ITCはテレマティクス・シス
テムを提供し、これらをSAP HANA* Cloud Platform上で統合し
て、トヨタ ITCのダッシュボード上に情報を表示します。ドライバーは、
ガソリンの残量が少なくなるとダッシュボード上でその警告を受け取
り、次にトヨタ ITCのテレマティクス・システムが、位置情報やガソリン
残量を判断して最寄りのガソリンスタンドを推奨します。その際、ドラ
イバーが事前入力しておいた個人的な嗜好も考慮され、優先度の高
いガソリンスタンドを表示します。自動車が目的のガソリンスタンドに
到着し、給油ポンプの前で止まると、ダッシュボードやモバイルデバイ
スのアプリをワンクリックするだけで、トランザクションの認証プロセ
スを進めることができます。決済もすべてVeriFone上で完結し、クレ
ジットカード情報を事前に設定しておけば支払いのために車外に出
る必要もありません。ガソリンスタンド側は、ドライバーのプロフィー
ル情報に基づいて割引サービスを実施したり、ポイント特典などの
クーポンを提供することも可能です。このほか、過去の給油履歴を表
示させて、経費精算などのデータを会社の経費精算システムにエク
スポートすることもできます。

こうしたサービスは、給油だけにとどまりません。パーキングサービ
スと連携して、空きのある駐車場にナビゲートしたり、飲食店と連携
してドライバーに最寄りのレストラン情報を知らせたりと、さまざまな
サービスが考えられます。SAPでは将来的に、これらのサービスをマー
ケットプレイス化することを構想しており、車両点検サービス、経費精
算サービス、飲食店情報、クーポン、パーキング情報、映像や音楽配
信などのサービスを一元化しておいて、自動車メーカーが必要な時
に必要なサービスを、自社のプラットフォームに迅速に組み込めるよ
うする予定です。

このように、サービス・プロバイダーは、共通化された「Vehicle Big 
Data Market Place」上に自社のサービスを置くことで、自動車メー
カーに対する個別対応が不要となり、ビジネスチャンスを拡大するこ
とができます。B2Cのサービスにおいては、SNSや各種キャンペーン、
パーキングサービス、ガソリンスタンド、レンタカー、カーディーラー、
自動車保険などが考えられるでしょう。B2Bにおいても、効率的な
配車計画の管理、燃費管理、カーリース、自動車保険、自動車広告、
CRMサービスなどの活用が考えられます。特に近年、物流面での効
率的な配送や、効率的なタクシーの配車といった観点からの注目度
が高く、これらのリアルタイム・サービスは、バス事業者、タクシー事
業者、物流事業者などを通じてユーザーに還元されていきます。
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デバイスからネットワーク、データセンターまで 
一貫してセキュリティーを確保

自動車に関連する情報をすべて集約し、サービス提供を容易にする
統合プラットフォームは、コネクテッド・カーの発展に貢献する一方で、
ネットワークにつながった自動車が攻撃の対象となる危険性を含ん
でいます。そこでインテルではコネクテッド・カーのセキュリティーに
も十分に配慮しています。

一般的なセキュリティー・ソリューションは、エンドポイントだけ、ネッ
トワークだけ、データセンターだけというように、ポイント単位でセ
キュリティーを確保するものがほとんどです。それに対してインテルは、
インテル セキュリティーのソリューションによってデバイスレベルから
データセンター、ネットワークまで、コネクテッド・カーで求められる
すべてのレイヤーをシームレスに保護します（図2）。 また、デバイスレ
ベルでセキュリティーが確保できる点もインテルの特長で、ファーム
ウェアのブートプログラムを保護する秘密鍵をプロセッサー内部のフ
ラッシュメモリーに持つことで万全のセキュリティー環境を構築して
います。

組織としてもインテルは、自動車業界のサイバー攻撃対策を支援す
る委員会「Automotive Security Review Board」（ASRB）を設立。
サイバー攻撃に精通しているセキュリティー専門家を世界中から集め、
セキュリティー・テストや検証を行いながら、コネクテッド・カーのサ
イバー・セキュリティー・リスクを低減するとともに、技術の進展に取
り組んでいます。

テクノロジーの研究と投資を通じて 
未来の自動車向けイノベーションに貢献

未来の自動車の形はテクノロジーによってこれからも進化を遂げて
いくでしょう。将来的には、人間が自動車に乗るだけで運転者を認識
し、操作や運転をしなくても自動的に目的地を推測して、連れていっ
てくれるかもしれません。ドライブ中には、趣味にあった音楽が流れ、
車内で交わされる会話に基づいて、オススメのスポットを自動音声で
ガイダンスするような世界も目の前に近づいています。インテリジェン
ト化も進み、走行している自動車同士が位置や速度のデータを交換
し、予測モデルに基づいてすべての自動車が最も安全に走れるルー
トを計算し、渋滞を避けながら運転をサポートしてくれる未来もすぐ
そこです。インテルでは、未来に向けて、今後もさまざまな研究を通じ
て新しいコネクテッド・カーを提案していきます。

インテル® IoT プラットフォームの詳細については、http://www.intel.
co.jp/content/www/jp/ja/internet-of-things/overview.htmlを参
照してください。
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