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W3C Vehicle API を用いた複数のアプリケーションから
の車両情報取得技術とプロトコル
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概要：現在,ICT 環境の急速な発展により自動車を取り巻く環境は大きな変容を遂げている. 特に, 車両
情報端末 (以後, IVI 端末) は進歩が著しい分野であり, オープン・イノベーションによるコスト削減, 開
発ベンダーの負担軽減の観点から, 様々なプラットフォームの議論がされている. Vehicle API は, W3C

Automotive Working Group が策定している WEB 技術を用いて IVI 端末を開発するための API 群の総
称である. この API 群は, 2016 年からは WebSocket による新仕様の定義が進んでいる. Vehicle API に実
現が期待される要素の一つに, 複数端末・アプリケーションにおける車両情報取得”が挙げられる.Vehicle
API が採用する WebSocket サーバークライアントモデルでは, 複数のサービスとの通信を非同期的に行う
ことが可能である. しかし, 現行のドラフトでは競合と並行性の問題を示唆しており, それを解消するために
必要な技術やプロトコルに関しては想定していないと明記されている. 本研究では, 1 つの車両で Vehicle
API を用いた複数アプリケーションを運用するために, 2017 年 1 月版のドラフトに準拠する車載システ
ムの設計・実装をおこなった. また, 実装した車載システムに対して複数の端末やアプリケーションから
の情報取得の実験を行い, 現状の Vehicle API のフィージビリティと問題点を明らかにした. 本研究によ
り,WEB を用いた情報取得環境を構築する際に留意すべき点と課題が整理され, 今後の規格化・標準化に
ついての知見が得られた.

Vehicle information acquisition technology and protocol from multiple
applications using W3C Vehicle API
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た,Waze*2 や Navmii*3 のようなユーザーが能動的に情報

1. はじめに

を投稿するタイプのサービスの利用も始まっている.

近年, 車両情報端末 (以後 IVI 機器) はスマートフォンの

このように車内の情報端末が担うべき役割は増大して

躍進や携帯回線帯域の拡大によって, その求められる役割

いるが, 一方でこのようなサービスは車両にビルトインさ

は大きくなって来ている.

れた IVI 端末ではなくスマートフォンを利用することに

例えば従来のカーナビゲーションシステムは,NISSAN

Car-Wings*1

よって実現しているケースが目立つ. これは高速通信が可

のようなメーカービルトイン型のプローブシ

能で高機能なスマートフォンでのアプリケーションがユー

ステムが主流であった. しかしながらスマートフォンが一

ザー・ベンダーの両者から支持されていることを意味する.

般に急速に普及したことによって, スマートフォンの位置

独自プラットフォームによる開発コストの高さや自動車の

情報を利用したプローブ情報を活用する新しいナビゲー

開発スパンの長さは,IVI 機器の流動的なサービス提供の足

ションシステムを利用するユーザーが増えてきている. ま

かせになっている. また, 複数のアプリケーションの同時運
用がスマートフォンでは可能になる点も, 車内での利用に

1
2
3
*1

慶應義塾大学 総合政策学部
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科
慶應義塾大学 環境情報学部
http://drive.nissan-carwings.com/WEB/index.htm

スマートフォンが選ばれる大きな要因になっている.
*2
*3

https://www.waze.com/ja/
http://navmii.com/
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一方で, 近年は様々なベンダーやコンソーシアムから次

Car Play*11 ,Android Auto*12 など高機能化した OS を

世代型の IVI プラットフォームが議論されている [1]. 例

搭載する機種も登場している.

えばオープン・イノベーションによる開発の促進を狙っ
た AutomotiveLinux*4 や, スマートフォンとの連携を前提

サードパーティー製のナビゲーション型 IVI

とした CarPlay*5 や AndroidAuto*6 はその最たる例であ

ユーザーが機器を選択し, 車両の汎用インターフェー

る. 中でも W3C Automotive WG*7 が策定している W3C

スに取り付けて利用される IVI 機器である. カーナビ

Vehicle API は,WEB という共通化されたプラットフォー

ゲーションシステムとしては前述のテレマティクス型

ムを活かした汎用的な開発環境を強みとしている [2].

と大きな差異は無く，場合によってはより高性能, 多

本研究では, VehicleAPI を活用した車載端末 (Vehicle

機能なものも存在する. その一方, 車両情報へのアクセ

API GW) を実装することによって, 複数のアプリケーショ

スは限定的であり, 車両の情報を活用したサービスや

ンや端末からの恒常的な車両情報のアクセスを想定する

アプリケーションなどの実現は難しい.

アーキテクチャ (Vehicle API ネットワーク) の提案を行
う. また, 汎用端末を用いた Vehicle API 車載器の構築から

PND 型 IVI

Vehicle API のフィジビリティと問題点が明らかにし,WEB

Portable Navigation Device(PND)IVI は, ナビゲー

を用いた情報取得環境を構築する際に留意すべき点と課題

ション型 IVI と同様にユーザが機器を選択して取り付

を整理する.

ける IVI 機器であるが, より小型で可搬型の端末であ
る. その多くは車両とは接続されないスタンドアロン

2. 自動車の情報取得の現状

での運用が想定されており, 端末自体の GPS とセンサ

2.1 IVI 端末の現状

で動作する. 一部例外はあるものの, 多くは通信機能な

従来, 自動車の情報端末が持つ役割はカーナビゲーショ

ども持たず, 簡易かつ安価なナビゲーションという位

ンシステムとオーディオに限定されていた. しかしながら

置付けだが発展途上国や道路状況が複雑では無い地域

ニーズの多様化や ICT 環境の発展によって, カーナビゲー

などでは高いニーズを持つ．

ション端末は多くの情報からユーザーをサポートする高次
元な情報端末としての役割を有するようになる. 近年では

スマートフォン型 IVI

高度化されたカーナビゲーションシステムは IVI(車両情報

近年急速に普及している, スマートフォンのアプリケー

端末) と総称されることが多くなっている. 現状の IVI 端末

ションとしてカーナビゲーションや車両内インフォテ

の現状を以下に挙げる.

イメントを担う IVI であり, 本研究では IVI 機器の一
形態として扱う. カーナビゲーション機能は, PND 型

自動車メーカによるテレマティクス型 IVI

IVI 端末同様, スマートフォンの GPS などを通して実

自動車メーカにより専用に設計された, カーナビゲー

現される. 通信については、スマートフォンの広域通

ションシステムなどを中心コンポーネントとした IVI

信網などを使って実現するためインターネットを活用

機器である. 専用設計であるため, 車両情報へのきめ

した鮮度の高い情報利用や多機能を売りにするものが

細かいアクセスが可能である一方で, インターネット

多い反面, 一部の例外をのぞいて車両情報へのアクセ

へのアクセスなどは, 自動車メーカの定めた独自のプ

スは出来ない.

ローブ情報の提供・取得に限られている場合などの制

これら IVI 端末の特徴を表 2.1 に示す.

約がある場合も存在する.USB,Bluetooth,Wi-Fi を利
用した MirrorLink*8 や MiraCast*9 などの接続プロト

表 1
種別

車両情報へのアクセス

各 IVI 機器の特徴
交通情報

インターネット接続

サードパーティーアプリ

コルを活用して, スマートフォンアプリケーションと

テレマティクス型

○

○

△

×

の連携を行える機種も多い. プリセットのアプリケー

ナビ型

△

○

△

×

ションのみが利用可能で,IVI 機器上ではサードパー

PND 型

×

△

×

×

スマートフォン

×

○

○

○

ティーのアプリケーションを直接運用することは出
来ないものも多いが, 最近では Ford Sync*10 や Apple
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10

https://www.automotivelinux.org/
Apple CarPlayhttps://www.apple.com/jp/ios/carplay/
Google Android Autohttps://www.android.com/intl/ja_
jp/auto/
https://www.w3.org/auto/wg/wiki/Main_Page
http://www.mirrorlink.com/
Wi-Fi Alliance が策定している.https://www.wi-fi.org/ja
https://www.ford.com/technology/sync/

2.2 IVI 端末における車両情報取得技術の課題
IVI 端末の持つ多くの役割をスマートフォンが担い始め
ているのに対して, 車両情報を用いた分野ではスマートフォ
ンの利活用は限定的である. 自動車内ネットワーク (CAN)
*11
*12

https://www.apple.com/jp/ios/carplay/
https://www.android.com/intl/ja_jp/auto/
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が端末からの恒常的なアクセスを前提としておらず, 車両

また, 近年は上記二つを組み合わせたテレマティクス型

からの情報取得を行う手法が確立されていない点が要因

自動車保険も注目を浴びている. これはドライバーの運転記

として挙げられる. 前述の安全運転支援サービスやテレマ

録をクラウドで管理しユーザー独自の自動車保険料の決定

ティクス自動車保険サービスでは, 専用の端末を汎用診断

に役立てるシステムである運転行動連動型 *17 自動車保険

ポート (OBD2) から車両情報の取得を行うが, 高度にセグ

とも呼ばれる [5]. 例えば米 Progressive 社 *18 は走行距離、

メント分割が施された CGW 型ネットワークのアクセスポ

速度、時間帯等を記録し、利用者の運転行動から保険料を

リシーに反するベンダー側に想定されていない使用方法で

算定するサービスを提供している. 日本でもソニー損保の

ある. サードパーティーアプリケーションのアクセスを想

「やさしい運転キャッシュバック型」*19 や, あいおいニッセ

定していない点や複数のサービスを同時利用出来ない点で,

イ同和損害保険の業務車両向け保険「ささえる NAVI」*20

アーキテクチャやプラットフォームから改善すべき課題が

など, 多くの保険会社がユーザーに車載器を設置させる自

あるといえる.

動車保険サービスを開始している. 関連して,SmartDrive*21
ではリアルタイムな車両情報から安全運転を指導する専用

3. 車両情報の活用手法

車載器をサービスインしている. これは営業車両の車両状

3.1 車両情報の活用手法

態を遠隔監視するシステムへの応用にも言及されている.

自動車の持つ情報は様々なサービスに用いられている.
大きく二つに分けて,『個人のデータをそのまま活用する事

3.2 車両内ネットワーク

例』と『収集したデータをプローブデータとして新しい情
報を提供する事例』の二つに分けることが出来る.
個人のデータを活用する事例の最も先駆け的存在である
のが, 米国の GM(ゼネラルモータース) の「OnStar」*13 と
呼ばれるテレマティクスサービスである. これは携帯電話
との接続を前提とした自動緊急通報をサービスの軸として
おり, 現在では車両が盗難された際に遠隔から安全に減速・
停車させることができるオプションも用意されている. ま
た,BMW の「BMW ConnectedDrive」*14 では, 緊急通報や
車両の遠隔故障診断に加えて, スマートフォンによる車両
機能の操作なども行うことが出来る.
図 1

一方で, 収集したデータをプローブデータとして新しい

CGW 型車内ネットワークの構成図

情報を提供する事例の最たる例が, 交通情報の収集・提供
上図 1 では CGW 型車内ネットワークの簡易な構成図

である. 現在スマートフォンのカーナビゲーションシステ
の多くは, 位置情報に紐付けられた車両情報から路側

を示す. 自動車は非常に多くのセンサーを活用した高度な

のセンサーに頼ること無く交通状況を把握する仕組みを採

ネットワークを有している. CAN を含めて、様々なネット

ム

*15

用している. などでは, また, 車載されたセンサーの情報か

ワーク規格が車内には混在しており, 役割やプロトコルに

らクラウド上に３次元マップデータベースを生成し, 自動

よってセグメントに分けられている. 各セグメント間の情

運転車両の制御や経路決定に役立てようとする取り組みは

報伝達には CGW(Central Gateway) によるプロトコル変

通称「Vehicle IoT」と呼ばれる [3]. コンチネンタル・オー

換によって行われている.[6] このような車内ネットワーク

はこ

システムを CGW 型車内ネットワークと呼ぶ. 役割・プロ

の前段階として, 車載したセンサーをインターネット上の

トコルごとに分けて LAN を構築することで, 高次元のアク

クラウドシステムと連携してリアルタイムに地図に関連す

セス制御を行うことが出来る.[7]

るデータを受信し, 安全で効率的な運転に活かす技術に取

3.2.1 車両情報へのアクセス手法

トモーティブ社の標榜する「Dynamic

eHorizon」*16

組み込み型の IVI 機器は自動車メーカーによって想定さ

り組んでいる.[4]

れた受け口から情報取得を行っている. 一方で, 車両情報を
*13
*14

*15
*16

urlhttps://www.onstar.com/
http://www.bmw.co.jp/ja/topics/brand-andtechnology/connected-drive/connecteddrive-storeportal.html
googleMapshttps://www.google.co.jp/maps
や
HEREhttps://here.com/en など
http://www.continental-automotive.com/www/
automotive_de_en/themes/commercial_vehicles/ch_
interior_en/ehorizon_en/03_dynamic_ehorizon_en.html

活用する多くのサードパーティー製のサービスは OBD2(汎
*17
*18
*19
*20
*21

通称 PHYD(Pay How You Drive) 型. http://www.mlit.go.
jp/common/001061957.pdf
https://www.progressive.com/
http://www.sonysonpo.co.jp/auto/cashback/
http://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/
news/news_dtl.aspx?news_id=2017041900367&cate_id=02
https://www.smartdrive.co.jp/
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用診断ポート) から情報を取得している. 本来 OBD2 は車

4.2 Vehicle API の特徴

両の停止時に各部診断を行うためのインターフェースであ

Vehicle API は WEB 技術によって IVI 機器を開発する

るが, そのほかに車両情報を取得が行えるインターフェース

ための標準規格の策定を目指しており, 主な特徴は以下の

は通常用意されていないため, 多くのサービスが OBD2 か

2 点である.

らの車両情報取得を行っている.OBD2 からのアクセスでは

IVI 開発のシンプル化

ゲートウェイによるプロトコル変換を介さずクリティカル

Vehicle API を用いることで親しみやすい WEB ベー

な CAN にそのままアクセスが出来てしまうため,CGW 型

スの IVI アプリケーションを実装できる. 従来の IVI

ネットワークのセキュリティポリシーを害する. また, サー

機器は車載ネットワーク *28 から情報を受け取る必要

ビスサプライヤーの予期しない動作を引き起こす書き込み

があったため, 実装のミスによって危険な書き込みを

も危惧される. 車両情報を活用するサービスが盛り上がり

行ってしまう可能性を孕んでいた.Vehicle API を用い

を見せている中, サードパーティーの拡張端末からの車両

たネットワークでは,WVIS 内で要素ごとに書込・読

情報の取得を想定した安全なゲートウェイの構築が求めら

込権限を任意に設定し認証機構を構築することを想定

れていると言える.

している. これは意図しない危険な書き込みをフィル
ターすることや悪意のある盗聴や改ざんを防ぐことも

4. W3C Vehicle API

可能になる. 最適なアクセス制御の設定を行うことに

4.1 概要

より従来の IVI 機器開発よりもセキュリティレベルを

Vehicle API は W3C Automotive Working

Group*22

が

引き上げることが出来る.

策定している,WEB 技術を用いて IVI 端末を開発するた
めの API 群の総称である.2016 年より WebSocket による

環境の柔軟性

サービス形式の新仕様の Vehicle API の定義が進んでい

Vehicle API は WEB アプリケーションに用いられる

る.Vehicle API は, 大きく分けると３つの仕様と標準で構

ことを想定しているため,WEB が動作する環境では端

成されている [8].

末を選ばず動作する. これは IVI 機器に拘らず, スマー

一つ目は, 車両システムから,WebSocket*23 を通じてアプ

トフォンや PC など他の端末での動作が可能になる

リケーション側に車両情報を送信する WVIS*24 を定義し

ことを意味している.WEB で駆動する VehicleAPI は

ている Vehicle Information Service Specification である.

HTML の豊富な API で機能拡張が簡単に行えるため,

実際にどのようなプロトコルで車両情報を車両から受け取

他の API と組み合わせた多彩なアプリケーション開

るかに関しては策定の範囲外であり実装に依存する.

発を期待できる柔軟な環境であると言える.

二つ目に挙げられるのが, 上記の WVIS とアプリケー
ション間でやり取りされる車両情報を取り決めた Vehicle

Data*25 である. 具体的な項目については後述する.

また,2016 年 9 月に策定を開始した新しい VehicleAPI で
は WebSocket による通信がベース技術になっている. これ

三つ目は,WEB アプリケーション側でのプロトコルを

は iOS や Android などスマートフォンのネイティブ環境

ラップした JavaScript ライブラリを定義した Vehicle In-

との通信を視野に入れての対応であり, サービス提供者の

formation Access

API*26

である. これは 2016 年９月まで

用途に合わせて様々な環境を選択することを想定している.

定義されていた JavaScript API 方式の Vehicle API*27 を
継承したものである.2017 年２月現在議論されている Vehi-

4.3 Vehicle API の役割

cleAPI では, より汎用性を持たせるために WebSocket サー
バークライアントモデルでの実装が目指されている.

Vehicle API に準拠した IVI 端末では WEB ベースでの
インターフェースが提供される.WEB には VehicleAPI 以
外にも様々な API やが用意されており, これらの API 群

*22
*23

*24
*25

*26

*27

https://www.w3.org/auto/wg/
The
WebSocket
API
W3C
Working
Draft
29
September
2011https://www.w3.org/TR/2011/
WD-websockets-20110929/
WebScoket Vehicle Information Server.
Vehicle Data W3C Editor’s Draft 13 January 2017
https://w3c.github.io/automotive/vehicle_data/
vehicle_spec.html
Vehicle Information Access API W3C Editor’s Draft 13 January 2017 https://w3c.github.io/automotive/vehicle_
data/vehicle_spec.html
Vehicle
Information
Access
API
W3C
Working
Draft
19
January
2016
https://www.w3.org/TR/
vehicle-information-api/

や他の WEB サービス組み合わせたサービスにも期待がで
きる.

4.4 サードパーティーサービスのゲートウェイとしての
役割
近年,OBD2 ポートから車両情報を取得する専用端末を設
置させるサードパーティーサービスが登場している. しか
しながら厳密なアクセス制御が為された CGW 型車両ネッ
*28

Car Area Network. 自動車内の情報通信
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トワークでは,CAN に直接書き込みが行える診断端子から
の恒常的な情報取得は避けるべきだ. 急増している車両情
報を扱うサービスのニーズの急増に, 車両のネットワーク
アーキテクチャが対応できていない現れであると言える.
一方,VehileAPI が構築された車内ネットワークでは外部接
続・IVI 用のセグメントに API サーバーが設置されるため,
アクセスポリシーに反すること無く車両の拡張性を高める
ことが出来る.

4.5 複数端末・サービスでの運用
従来,OBD2 ポートから車両情報を取得し扱うサービスは
「１サービス１端末」が基本であった. しかしながら Web-

Socket サーバークライアントモデルを採用する VehicleAPI
では複数のサービス・端末との通信を非同期的に行うこと
が技術的に可能である. 現在のワーキングドラフトでは複
数セッションの通信に関して定義されていないが, 今後扱
図 2 ISO TC22 で検討されている Extended Vehicle の概念

うことが出来るようにする可能性が示唆されている. 複数
端末・サービスでの運用を行うためのネットワークアーキ
テクチャやプロトコルに関しては本研究で提案する.

5.2 扱うデータ
Vehicle API において, 車両のデータは図 3 のようにツ
リー状の JSON 形式で扱われる. この具体的なデータ定義

4.6 Extend Vehicle への可能性
全ての車両情報をクラウド上で扱うようにしてメーカー
側でアクセス権限を制御する概念が Extended Vehicle であ
る [9]. 従来型の情報取得のインターフェース,Vehicle API
で目指すインターフェース,ISO TC22 で検討されている

は VSS*29 と呼ばれ,GENIVI で定義されている物を採用し
ている. エンジンやステアリングの情報以外にも, ユーザー
が定義するメタデータや, 車載カメラやセンサーの情報な
どを扱うことも想定している.

Extended Vehicle でのインターフェースの概念図を図 2 に
示す.Vehicle API の現在目指すネットワークアーキテク
チャは図中の Secure Interface にあたるが, 情報の送受信を

HTTP ベースの WebSocket に載せて行う Vehicle API の
プラットフォームはこの概念にもマッチする. 将来的には

Extended Vehicle の概念に則った実装も可能になる.

5. Vehicle API を用いた複数のアプリケー
ションや端末からの車両情報取得技術とプ
ロトコル
5.1 提案

図 3

第 4.5 項にて述べたように, 複数のアプリケーションや

Vehicle API の扱うデータ構造 W3C ワーキングドラフトよ
り引用

端末 (以降複数サービスとする) でのアクセスのニーズが高
まっている一方で, 現在の Vehicle API では複数サービスか
らのアクセスを可能にするための技術が定義されていない.

5.3 ネットワーク構成

また, 第 4.4 項で示したように,Vehicle API はサードパー

5.3.1 Vehicle API のネットワーク構成

ティー製サービスによる情報取得手段になりうる. 本研究

Vehicle API のネットワーク図 4 を示す. 車両情報にアク

では,Vehicle API を用いてサードパーティー製サービス及

セスする手法は Vehicle Information Access API を用いた

び複数サービスが車両の情報取得を行うために必要な技

方法以外にも, 定められた JSON ファイル *30 を WebSocket

術やネットワーク構成を明らかにする. 本研究では,Vehicle

で送受信する方法でも車両情報取得を行う事ができる. ま

API を用いてサードパーティー製サービス及び複数サービ

*29

スが車両の情報取得を行うために必要な技術やネットワー

*30

ク構成を明らかにする.

Vehicle Signal Specificationhttps://github.com/GENIVI/
vehicle_signal_specification
Vehicle Information Service Specification で具体的な形式やプ
ロトコルが定められている
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た, 情報取得のメソッドはワンショット形式の”GET”, 値

5.3.3 比較

を設定する”SET”, 継続して情報を受信する”Subscribe”,

従来の車内ネットワーク構成の１例を図 6 に示す. 図 5.3.3

継続受信を中止する”UnSubscribe”の他に, 認証を行う”au-

にてテレマティクス型ナビゲーション,OBD2 で情報を取

thorizeRequest”, 情報をツリー形式で受け取る”getVSS”が

得するサードパーティー製サービス,Vehicle API Network,

定義されている.

本研究で採用した評価用 Network をいくつかの要素で比較
する.
相違点として, 情報取得のために車内セグメントに OBD2
を用いて接続されていたサービス用端末を車外セグメント
の VISS 下のノードとして設置する点, インターネットと
通信を行う TCU(Tele-Communication Unit) を VISS 下の
１ノードとして設置する点が挙げられる. この変更により,
情報取得やインターネットとの通信が全て VISS を通して
行われるようになるため,Vehicle API の認証機構により悪
意のある読み書きを予防することが出来る.

図 4

Vehicle API のネットワーク図 W3C ワーキングドラフトを
参考に作成

5.3.2 車内ネットワーク
本研究では車内のネットワークを役割やプロトコルご
とのセグメントに分ける CGW 型ネットワークを採用し
た,IVI 機器及びサードパーティー製サービスを運用が可能
な Vehicle API Network を提案する. 簡易なネットワーク
構成 (Vehicle API Network) を図 5 に示す.

図 6

現行の Vehicle API は, 車両情報を取得しアプリケーショ

従来の車内ネットワーク構成

ンに提供するサーバーを VISS(Vehicle Information Service

Specification) と呼称している. ドラフト内では VISS を車内
ネットワーク内のどこに設置するかについては明確に定義
されていないが,Vehicle API Network では ITS ユニットな
どが接続されることの多い車外セグメントに設置する. また,
インターネットと通信を行う TCU(Tele-Communication

Unit) は VISS 下の１エージェントとして接続を行う.

表 2
種別

各 IVI 機器の特徴

車両情報へのアクセス

複数サービス

インターネット接続

サードパーティーアプリ

テレマティクス型ナビ

○

×

△

×

OBD2 型情報取得サービス

△

×

○

○

Vehicle API Network

○

○

○

○

本研究の評価用ネットワーク

△

○

○

○

5.4 WebSocket を活用した技術
WebSocket を利用した自動車からの情報取得に関して
は,ITS 世界会議東京 2013 にて自律運転電気自動車のデ
モ [10] にて用いられている. これは自律運転車両を管制セ
ンターから遠隔監視・制御するものであった.
また, 複数のサービスからの情報取得を可能にする関連
研究としては, 情報集約型車両情報管理ミドルウェアを介
するものがある.[11] これはデータの取扱手法に関しては第

4.6 項で述べた Extended Vehicle に近いものであるが, こ
図 5

本研究で提案する Vehicle API Network の構成

の研究がプローブ情報の取得にフォーカスした一方で, 本
研究では IVI 機器のための情報取得をメインに置いている
点で相違がある.
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表 4 評価システムのソフトウェア構成

6. 評価システムの設計

種別

使用環境

2017 年 1 月時点での Vehicle API のドラフトに準拠し

Vehicle API

た Vehicle API Network の評価用ネットワークを実装し、

Vehicle API

2017 年 1 月版 *31

複数の端末から情報取得を行うことによって、実際に複数

実装メソッド

“get”,“subscribe”,“unsubscribe”

サービスからの情報取得を行う際の問題を明らかにする.

VISS API サーバー

6.1 ネットワーク構成
図 7 に評価用のネットワークの構成図を示す. Vehicle

OS

Mac OS Sierra 10.12.4

言語

Node.js(v6.9.4)

WebSocket ライブラリ

Socket.io (v1.7.2)

API NetWork との相違点としては, 車両との情報取得を行

Web サーバー ライブラリ

Express (v4.14.0)

う点実装を車外用 GW からではなく OBD2 インターフェー

OBD2 メッセージング ライブラリ

node-obd2 (v0.1.2)

スから行っている点が挙げられる.

クライアント

OS

iOS 10.2.1

ブラウザ

Safari 10.0

スマートフォンで動作させる Web アプリケーション側で
は JavaScript にプリセットで提供されている標準モジュー
ルのみを利用した.

6.3.1 シーケンス図

図 7

評価用のネットワーク構成

6.2 ハードウェア構成
以下の表 6.2 に本評価システムのハードウェア構成を
示す.
表 3 評価システムのハードウェア構成

種別

使用環境

車両

2016 年式 マツダ ロードスター

OBD2 ドングル

ELM327 USB

VISS PC

MacBook (Retina, Early 2015)

Wi-Fi AP

Aterm MR04LN

クライアントスマートフォン

iPhone 7,iPhone 6S

図 8

評価用のネットワーク構成

図 8 に, 二つのスマートフォンから subscribe コマンド
を実行した際のシーケンス変化を示す. OBD2 へのリクエ
スト送信に関しては一つのコマンドを送信したあと返答を
待つ時間を最適に設定する必要がある. これは前に送信し

6.3 ソフトウェア構成

たリクエストの到着を待つ前に次のリクエストを送信しな

以下表 6.3 に本評価システムのソフトウェア構成を示す.

VISS は Node.js を用いて実装した.WebSocket サーバーに
は “Socket.io”*32 を, 静的ページ提供及びルーティングには

いためである. そのため, リクエストの種類が増えるほどに
情報の取得に掛かる時間が増大する. 本評価システムでは

50ms に設定した.

“express”*33 をそれぞれ用いたサーバーを構築した.OBD2
とのメッセージングには Node.js 用オープンソースライブ
ラリ,“node-obd2”*34
*32
*33
*34

7. 評価

を用いた.

https://github.com/socketio/socket.io
https://github.com/expressjs/express
https://github.com/sipimokus/node-obd2

第 6 章で構築した評価システムで, 複数端末から同時に
車両情報へのアクセスの評価実験が行う. また, その際の課
題を述べる.
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7.1 評価実験の概要

[4]

評価システムを実車両で稼働させ,10 分間走行試験を行
う. その際に同乗者が表示の確認を行い定性評価とする.

[5]

7.2 結果と考察
評価実験の結果, 実験中問題なく表示出来ていることを
確認した. しかしながら, 第 6.3.1 項で示したように, デー

[6]

タ書込みの間隔時間によって読み込む車両情報が増えるほ
ど表示する時間が増える現象が発生した. このための対策
[7]

として以下の方法が考えられる.
一つ目に挙げられる手法が,OBD2 問い合わせから読み
込んだ情報を VISS でキャッシュし, ディレイ時間中に他
の端末から取得リクエストがあった際にキャッシュデータ

[8]

を送信する方法である. これにより余分な OBD2 リクエス
トを減らすことが出来る. しかしながら要素数の増加には
対応できないため, ある程度の遅延を許容する必要がある.

[9]

二つ目に挙げられる方法が, 車両ネットワークの外部 GW
から車両情報を取得する方法である. これにより CAN 通信
ですでに流れる情報を読み込むことが出来るようになるた

[10]

め, 遅延を最小限にすることが出来るが, 車両の CAN 情報
を理解した上でシステムを実装する必要がある.OBD2 問

[11]

い合わせとは異なり,CAN 情報は車両により差異が存在す
る. この手法を実現するためには自動車メーカーによるサ
ポートが不可欠になる.

佐藤 雅明, インターネットと自動車の可能性, コネク
ティッドカーと自動運転”, インターネット白書 2017,
p108 − 113
国土交通省自動車局安全政策課. テレマティクス等を
活用した安全運転促進保険等 による道路交通の安全 .
第 9 回 自動車関連情報の利活用に関する 将来ビジョン
検討会（テーマ）. http://www.mlit.go.jp/common/
001061957.pdf, (参照 2017-5-1).
木谷 光博, 片岡 幹雄, 寺岡 秀敏. 自動運転向け車内ネッ
トワークシステムにおけるデータ伝送方式の開発. 情
報処理学会論文誌コンシューマ・デバイス＆システム
（CDS）. 2016, 6(2), p.43-51.
早川 浩史. 自動車部品メーカとしてのセーフティ
＆セキュリティの活動紹介”. IoT 時代に求められるセー
フティ設計・セキュリティ設計. 2015-12-7, 独立行政法
人情報処理推進機構 （IPA） 技術本部 ソフトウェア高
信頼化センター.
Vehicle Information Service Specification.W3C Editor’s Draft 13 January 2017. https://w3c.github.
io/automotive/vehicle_data/, (参照 2017-1-15)
ISO/NP 20078-1. Road vehicles – Extended vehicle
(ExVe) ’web services’ – Part 1: ExVe content .
ISO.org. https://www.iso.org/standard/66978.html,
(参照 2017-5-1).
秋田 英範, 新原 竜馬, 香川 正和. 車両のセンタ制御アプ
リケーション開発 : ITS 世界会議東京 2013 スマート
チャージングデモ通信部構成. 電子情報通信学会技術研
究報告. RCS, 無線通信システム. 2014
遠山 祥広, 佐藤 雅明, 植原 啓介, 村井 純. 情報集約型車
両情報管理ミドルウェアの設計と実装 . マルチメディ
ア, 分散, 協調とモバイル (DICOMO2006) シンポジ
ウム. 2006. http://web.sfc.wide.ad.jp/~kin-san/
2G1.pdf, (参照 2017-5-1)

8. まとめ
本研究では 2017 年 1 月版のドラフトに準拠する車載器
を設計・実装し,Vehicle API を用いた複数アプリケーショ
ンを一つの車両で運用するために必要な技術やプロトコル
を提案する. その後, 複数の端末やアプリケーションからの
情報取得の実験を行い, 現状の Vehicle API のフィジビリ
ティと問題点を明らかにした. 本研究の成果により,WEB
を用いた情報取得環境を構築する際に留意すべき点と課題
が整理され, 今後の規格化・標準化についての知見が得ら
れた. 今後, 自動運転車両の監視システム [10] など事業者の
業務をサポートするものも含め, 幅広いアプリケーション
開発が促進される基盤の構築と整備が求められる.
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