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クルマからのデータ活用による
新サービスとプラットフォーム
北山浩透（日本アイ・ビー・エム（株））

クルマからのデータ活用の動き
センサ技術とネットワーク技術の進化により，ク

高度のような位置データから始まり，現在ではクル
マ内の部品や動作履歴に関連するさまざまなデータ
へ広がってきている．

ルマからさまざまなデータが取得できるようになっ

一方でインターネット上にある地図，気象，駐車

てきた．クルマ内においてはセンサが発信するデー

場の場所や空き情報，店舗やアミューズメント・パ

1）

上のソフト

ークに関するデータ，Facebook や Twitter などの

ウェアで処理することによりクルマのさまざまな

ソーシャル・ネットワークのデータも容易にアクセ

制御が行われている．クルマ 1 台あたり，数十種

スできるようになった．今後，企業が所有するデー

類のセンサと 50 ～ 100 個の ECU が搭載されてお

タ，たとえばディーラーやカー用品店の整備履歴に

り，ECU で稼働するソフトウェアの総ステップ数

関するデータやカー・シェアリング会社のクルマの

は，数千万行とも言われている．このようなデータ

空き状況に関するデータなども新たなデータソース

は，当初，クルマ内だけで利用されてきたが，通信

として利用できるようになるであろう．今までの単

技術の進化とコストの低下により，ネットワークを

なる位置データ中心のサービスから，クルマから得

経由してデータ・センタへ送信することができるよ

られるさまざまなデータやクルマ以外から得られる

うになってきた．これにより，クルマ内で閉じたデ

データを組み合わせて活用する方向に展開されつつ

ータの利用から，複数のクルマが発信するデータを

ある．本稿では，新たにアクセス可能になったさま

集約・処理し，複数のクルマへフィードバックする

ざまなデータを活用するサービスの紹介とサービ

ことも可能となってきた．個としての部分最適から

スを具現化するプラットフォーム構築の取り組み

タを ECU（Electronic Control Unit）

群としての全体最適

2）

への進化である．クルマか

3）

について解説する．

ら得られるデータは，表 -1 に示すように経度・緯度・
位置データ
温度データ
速度・加速度データ
⾓度・回転データ
圧⼒データ
残量データ
流量データ
⽇射量データ
ボディ関連データ
パワー・トレイン
関連データ
情報端末関連データ
表 -1

経度・緯度・⾼度
外気温，内気温，エンジン⽔温，エンジン吸気温，エンジン排気温，AT 油温
速度，加速度
ステアリング操舵量と⽅向（⾓度），⾞両の回転⾓速度，路⾯と⾞体との距離，ボディ上下動，
周囲⾞両や物体との距離，クランク⾓度
⼤気圧，タイヤ空気圧，タンク内圧，吸気圧，燃焼圧，サスペンション油圧，ブレーキ圧，エアバック圧⼒
燃料残量，バッテリ残量，エンジン・オイル残量，ブレーキ・オイル残量
空気流量
⽇射量，周囲の明暗
エアコン（On/Off，設定温度，時間），シート・ヒーティング (On/Off，時間），ドア（開閉，時間），
ドア・ロック（On/Off，時間 )，ワイパー（On/Off，スピード，時間），シート（位置，時間），
エア・バック（作動 On/Off，時間），ライト（On/Off，上向・普通向，時間），ウィンドウ（開閉，時間），
イモビライザ（始動・停⽌，時間）
バッテリー（充電開始・停⽌，時間），
エンジン・ギア・ブレーキ・トランスミッション・サスペンション・ABS（各機構固有の情報）など
ナビゲーション（⽬的地，経路），テレマティクス（設定値），
ラジオ・オーディオ・ビデオ・CD/DVD プレーヤ・テレビ（視聴コンテンツ，時間）など

クルマから得られる代表的なデータ
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データを活用した新たなサービス登場
クルマから得られるデータ（以降プローブカー・
データ

4）

と呼ぶ）より車・部品，ドライバ・同乗者，

オーナーだけではなく，公共機関やサービス業や保
険業などのさまざまな業界の会社がビジネス・エコ
システム

5）

を構築し，複数企業提携による新しい

サービスの提供が可能になると考えられる．

景観・気候・路面等の周辺環境の状態や特性を把握
することができる．ここに外部から収集したデータ
を統合・変換し，解析することによって付加価値の
ついた情報となり，今までのサービスをよりきめ細

新サービスを展開するためのプラット
フォームの必要性
前章に挙げたサービスを実現するために，サービ

かくし，さらに新たなサービスの創出が可能になる．
こういったサービスは図 -1 に示す ITS 〜災害対策

ス個別にシステムを実装していくと以下の課題があ

の 7 つの領域で登場してくることが予想される．

り非効率である．項番（例：①）は，図 -2 の課題

クルマや部品の状態を連続的に検知できるように

該当個所（赤字）を記す．

なれば，クルマ本体や部品のライフ・サイクル管理

① データ・オーナーは，クルマが発信するプロー

やトレーサビリティを実現でき，遠隔故障診断，部

ブカー・データごとに収集システムを用意しな

品劣化予測，故障の予兆検知などのサービスが可能

ければならない．

となる．トレーサビリティを活用しクルマの状態に

② データ・オーナーとサービス提供者で個別にデ

応じた新しいオークションの実施や中古車の価格設

ータ利用条件，データ受渡し方法などを決めな

定，リサイクル業者によるリビルド部品（使用済み

ければならない．

のクルマから取り外し再利用される部品）の選定や

③ 1 人のドライバが複数のサービスを利用する場

予測ができるようになる．ドライバの運転時間，運

合，サービス・アプリケーションごとに異なる

転する地域や道路種別，急加速・減速の履歴からド

データを利用し異なった優先度で分析を行い，

ライバの運転安全性を評価し，それに応じた保険料

結果的に矛盾したレコメンデーションを提示し

金の設定（PAYD：Pay As You Drive）もできるよう

てしまう可能性がある．

になる．現在はまだ，取得されたプローブカー・デ

④ サービス・アプリケーションごとに個別にデー

ータは一次オーナーの閉じた世界にとどまるケース

タの分析を行うことになり，分析要員やツール

が多く，上位の最適化システムや異業種間の連携な

の用意が必要となりコストが高くなる．

どに十分に利用されていない．しかし，今後は一次

⑤ サービスが充実したとしても，それぞれは「サ

データを活用したサービスの例
ITS

環境対策

• 渋滞予測
• 渋滞緩和
• 通行税・課金
• 信号制御
• 市場分析

高機能化

• 電力の受給予測
• 電力の受給最適化
• 電力の売電
• CO2排出権取引
• エコ・ポイント制
サービス

• PAYD
• 中古車販売
• オークション
• プリファレンス引継
• コンシェルジュ・サービス
• レコメンデーション

安全・安心
（品質）
• 遠隔故障診断
• 部品劣化予測
• 故障の予兆検知
• 安全運転ガイド
• 危険回避支援
• 盗難追跡

高齢化
社会対応
• 高齢者宅への配送
最適化
• 緊急事態通知サービス
• 高齢者運転サポート
• 運転見守りサービス

モビリティ
• カー・シェアリング
• パーキング予約と最適化
• 最適ルート・ガイド
• 充電予約と最適化
• 各種予約のアグリゲー
ション・サービス

災害対策
• 災害時の配送ルート・
ガイド
• 災害時の配送全体最適化
• 災害時の配送
• トレーサビリティ
• 災害時の電力受給

付加価値のついた情報
収集・統合・変換・解析
プローブカー・データ

クルマ・部品
の状態や特性

車・部品

図 -1
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プローブカー・データ

ドライバ・
同乗者の
状態や特性

ドライバ・同乗者

クルマからのデータを活用したサービスの例
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プローブカー・データ

景観・気候・
地形の
状態や特性

周辺環境

データ

クルマ

さまざまな
データ

クルマ以外

インターネットや異業種・会社

8. クルマからのデータ活用による新サービスとプラットフォーム
プラットフォームの対象範囲
データ・オーナーのシステム データやアプリケーション連携
プローブカー・データa

①

② ③

A社

プローブカー・データb

B社

プローブカー・データc

B社

④ ⑤

サービス提供者のシステム
（サービス・アプリケーション）
渋滞予測
電力の受給最適化
PAYD

プローブカー・データd

C社

プローブカー・データe

D社

プローブカー・データf

E社

カー・シェアリング
緊急事態通知
充電予約と最適化

図 -2

データ・オーナーとサービス提供者との関係

イロ」のように独立したものであり，運用・保

れるプローブカー・データは，独自仕様であること

守コストがかかり，またデータの依存関係が複

が多い．プローブカー・データの種類（キャラクタ，

雑になることで，新しいサービス立上げまでの

バイナリ，映像データ等）やフォーマット（データ

時間も長くなる．

項目やコードの意味）が異なるため，収集システム

これらの課題に対処するために，さまざまなデー

は個別に対応する必要がある．この問題を解決する

タソースをさまざまなサービスの目的に応じて効率

ために，標準フォーマットを策定する方法が一般的

よく使用できる共通のシステム（プラットフォーム）

であるが，電気自動車や燃料電池車等のクルマの急

が必要となる．図 -2 の課題①～⑤部分をプラット

激な進化に合わせて，送信できるプローブカー・デ

フォームの範囲とする．

ータが変化していくため，収集側でプローブカー・
データのフィルタリングや正規化・標準化を行う必

プラットフォームの主要な要件

要がある．車載機によって送信プロトコルも TCP/
IP, UDP/IP レベルの送信や HTTP，FTP を使った送

プラットフォームの主要な要件を図 -3 に示すよ

信などさまざまなものが想定され，複数のプロトコ

うに，プローブカー・データ収集側とデータ利用側

ルのサポートが必須である．その他，デバイスやク

の 2 つに分けて整理をする．

ルマに関連したテキスト情報等をプローブカー・デ
ータに付加する機能やリアルタイムにデータ解析し

■■プローブカー・データ収集側の要件

プローブカー・データ

クルマや搭載される車載機の型式によって送信さ

まで述べた機能は，プローブカー・データソースご

リアルタイム解析

BSS / OSS

イベント通知

分析

渋滞予測

プロトコル変換

匿名化

電力の受給最適化

フィルタリング

フィルタリング

PAYD

正規化・標準化

データ補完

カー・シェアリング

クレンジング

緊急事態通知

デバイスやクルマの
情報付加
ストリーム

プローブカー・データ収集側の要件

図 -3

イベント通知できるような機能も要求される．ここ

データウェア
ハウス

正規化

充電予約と最適化
サービス提供者のシステム
外部アプリケーション用
（サービス・アプリケーション）
データマート

データ利用側の要件

プラットフォームの主要な要件
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とに実行するもの・しないもの，順番が異なること

組みが要求される．データ処理のみならずデータ

が想定される．処理の実行単位を明確にし，ストリ

利用に関する BSS（Business Support System）や

ーム

6）

技術を使って収集時の実行フローと実行機能

OSS（Operational Support System）との連携も考

を容易に組合せ・変更できるようにしておくのがよい．

慮する必要がある．BSS は，サービス提供者管理や
契約管理などのビジネス面を支援するシステムであ

■■データ利用側の要件

り，OSS はデータ提供運用などのシステム面を支援

データ利用側も，標準フォーマットを関連する複

するシステムである．

数の企業間で合意・策定するまでにかなりの時間を

Smarter Mobility プラットフォームの実装

要する．また，サービスにより異なるデータを必要
とする場合が多く，新たなサービスが出現した場
合には標準フォーマットで対応できるとは限らな

前章で述べた課題を解決し，データの有効利用

い．このような問題を解決するために，サービス提

を可能にし，さまざまなサービスを実現するための

供者の要求に応じて必要なデータを必要とされる時

Smarter Mobility プラットフォームについて紹介する．

点で選択・提供する方法が有効である．また収集さ

実装したシステムは，図 -4 に示すように Vehicle

れたデータにはサービス提供者には不必要なデー

シミュレータ，Smarter Mobility プラットフォーム，

タ，設計や品質に絡む機密データ，計測エラーによ

サービス・アプリケーションの 3 つのシステムか

る異常値，あるいはプライバシーに関連するデータ

ら成り立っている．

が混在している場合が多い．サービス提供者に効率

Smarter Mobility プラットフォームは，ストリー

よく，安全にデータを提供していくためには，フィ

ム前処理による大量データの収集機能と ETL 処理

ルタリングや匿名化処理，クレンジング，正規化が

によるオン・デマンドでのアプリケーション用デー

必要となる．一方，データ取得と更新のタイミング

タ・マート作成機能を実装している．ストリームと

もさまざまなケースが想定される．1 日に 1 回，週

は，次々に発生する大量のデータをリアルタイムに

に 1 回などバッチ的な受信でよい場合やイベント

処理する技術である．データのリアルタイム処理に

が起きたタイミングで受信するリアルタイム性が高

データベースを使用する方法では，クエリなどを用

い場合も想定される．こういったものに対応するた

いて蓄積されたデータを一括処理するため，データ

め，オンデマンドに複数フォーマットへ変換する仕

検索などのクエリ実行時にタイム・ラグが生じて

Vehicle
シミュレータ
Vehicle
データ収集
システム

Smarter Mobilityプラットフォーム
ETL処理

ストリーム前処理
•
•
•
•
•
•

正規化，標準化
Vehicle ID フィルタリング
異常値検出と除去
デバイス情報付加
GPS補正
GEOマッチング

• 匿名化
• データマート生成
• Pay As You Drive
• Car Tracking
• Road Trafﬁc

サービス・アプリケーション

利用者ポータル
データ・カタログ

• Smarter Mobilityプラットフォームへ
データ利用登録（手続き）
データ・カタログ参照
データ利用契約
“
• データ生成完了通知”を受信
• 生成されたデータを参照

匿名化
フィルタリング
データ補完・付加

*

*

*

ストリーム前処理

*
データウェアハウス

****
図 -4
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実装したシステムの概念図
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クレンジング
正規化

ETL処理

*
*データマート
クラウド

データ・アクティビティ・モニタ

8. クルマからのデータ活用による新サービスとプラットフォーム

しまう．ストリームは，次々発生する時刻順のデー

Car Tracking，Road Traffic を実装した．

タをリアルタイムに処理するデータ処理技術であり，

以下 a）〜 c）に，ストリーム前処理，ETL 処理，

IBM のストリーム技術では実行機能と実行フローを容

サービス・アプリケーションをより具体的に紹介する．

易に定義し組み込むことができるようになっている．
ETL 処理は，サービス・アプリケーションの要求

a）ストリーム前処理

に応じてアプリケーション固有データ（マート）を

Vehicle シミュレータからのデータを使用した

自動作成する機能であり，マート作成の際のフィル

Smarter Mobilty プラットフォームのストリーム前

タリング，データ補完・付加，匿名化などのプライ

処理の動作状況を図 -5 に示す．

バシー保護機能も実装している．

準備された Vehicle シミュレータからは 2 種類

データ・アクティビティ・モニタは，メモリ上の

のインプットがある．1 つはクルマから直接送信

各実行機能で処理されているデータ操作のステータ

される生データで，エンジン，ブレーキ，バッテ

スをリアルタムに集計して参照できるようになって

リ，ステアリング等の情報をバイナリ形式にしたデ

いる．

ータである．もう 1 つは，データ・オーナー・シ

この Smarter Mobility プラットフォームの有効性

ステム上に存在するデータを CSV 形式にしたもの

を確認するために，Vehicle シミュレータも準備さ

で，生データに対してある程度の加工がされたデ

れている．これは，Smarter Mobility プラットフォ

ータとなっている．Vehicle シミュレータは，10 台

ームに対してデータを生み出し送信するシステムで

のクルマからバイナリ形式の 300,000 レコードと

あり，クルマをシミュレーションする役割を果たす．

20,000 台のクルマから CSV 形式の 6,400,000 レコ

ビッグ・データと呼べる規模のデータを生成するこ

ードを並行して送信する．図 -5 の Streams Activity

と自体，困難を極めるが，このシステムは同時走行

Monitor は，ストリーム前処理上の個々の実行機

させるクルマの台数を指定し，その台数分のデータ

能のステータスを表している．Smarter Mobility プ

を作り出し Smarter Mobility プラットフォームに送

ラットフォームには複数の実行フローが実装され

信する．

ており，個々のフローに 9 つの機能が実装されて

また，Smarter Mobility プラットフォームを利

いる．バイナリ・データから CSV 形式へのデータ

用するサービス・アプリケーションとして PAYD，

変換（Record Identification），不要な属性の除去

図 -5

ストリーム前処理の動作ステータス
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ELT 処理の画面表示例

（Attribute Mapping）
，標準フォーマットへの変換

トをサービス提供者が選択・契約できるようにし，

（Data Conversion）
，異常データの除去（Filtering），

締結した契約に基づいてデータマートを作成すると

紛失データの補完（Data Interpoletion）
，道路 ID

いう一連の作業が必要となる．Smarter Mobility プ

の付与（Geo Matching），デバイス情報やユーザ

ラットフォームでは，ポータルを経由しサービス提

情報の付与（Data Enrichment）を行う．個々の機

供者が Web インタフェースを通じてデータ・セッ

能の負荷は色で確認することができ，どの機能の

トの選択や契約ができるようにデザインされており，

負荷が高いかを容易に理解することができ，効率

システムが自動的にデータマートを生成することに

的にシステム・リソースを割り当てることができ

より効率的なデータの利用を実現している．この

る．Streams Load Monitor は，処理中のレコード

ETL 処理でサービス・アプリケーションのためのデ

数（スナップショット）を折れ線グラフで表してい

ータマートが準備される．

る．Data Processing Monitor は，個々の実行フロ
ーで処理されているレコード数（蓄積合計数）を表

c）サービス・アプリケーション

している．このストリーム前処理によって，膨大な

ここまでの手続きで，サービス・アプリケーショ

バイナリ・データと CSV レコードは使用可能なデ

ンはそれぞれのデータマートにアクセスする準備が

ータに変換され，データウェアハウスに格納される．

整ったことになる．データマートへアクセスするサ
ービス・アプリケーションを 3 種類紹介する．

b）ETL 処理
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1）PAYD アプリケーションは，損害保険会社を想定

ETL 処理の画面表示例を図 -6 に示す．データウ

したアプリケーションで，トリップ時間，運転

ェアハウスのデータは，機密情報やプライバシー保

する地域や道路種別，急加速・減速などの情報

護対象のデータを含んでいる．それに加えて，サー

を利用し保険料金の料率計算を行う．このデモ・

ビス・アプリケーションが必要とするデータとその

システムでは料率計算に必要なデータをドライ

更新頻度は，アプリケーションによって異なる．デ

バごとに集計して一覧表示している（図 -7 の左）．

ータウェアハウスから必要なデータを抽出し機密性

2）Road Traffic アプリケーションは，データマート

やプライバシー保護対象を取り除き，データマー

から，クルマの走行位置と時間に関するデータを

トに効率的に格納する方法が必要である．提供で

抽出し表示しており，20,000 台のクルマが走る

きるデータのカタログを作成し，更新頻度等の SLA

京都市の道路の混雑状況を，刻々と刻む時間に

（Service Level Agreement）と必要なデータ・セッ

合わせてどのように変化していくかを表示して
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8. クルマからのデータ活用による新サービスとプラットフォーム

図 -7

サービス・アプリケーションの表示例

いる．Smarter Mobility プラットフォームは指定

きた．これらの活動を通じて，課題も明らかになっ

された地域のクルマの走行状況を KML（Keyhole

てきた．技術領域が広範囲に渡り，プラットフォー

Markup Language）ファイルにしアプリケーシ

ムの設計・開発・運用に多くのスキル・セットが要

ョンに渡し，アプリケーションは Google Earth

求され，これに対応した人材育成が課題である．ま

の表示機能を利用してその状況を可視化してい

た，ストリーム，ETL 処理，分析などさまざまな異

る（図 -7 の中央）．

なるトランザクション・タイプの機能やシステム負

3）Route Track アプリケーションは，商用車の管理

荷変動が大きい機能を稼働させることになり，キャ

部門が社員である運転手の運転の様子を確認す

パシティ・プランニングへの対応も課題である．ビ

ることを想定し 1 台のクルマがエンジン・スタ

ジネス的には，投資回収が早期に進むようなキラー・

ートしてからストップするまでの運転軌跡を表

サービスの創出をしていく必要がある．こういった

示している．どこで速度違反したか，どこで急

課題に対応し，このモビリティの世界を日本がリー

ブレーキや急ハンドルを切ったかなどを運転軌

ドし，グローバルに展開できるようになることを目

跡に沿って色分けして表示できる（図 -7 の右）．

標に進めていきたい．

システム的には，PAYD は，週・月次単位にド
ライバごとにデータを作り，Road Traffic は，ある
地域を走行中のクルマのデータを集計し，より短
い間隔（数分）で更新したデータを作成し，Route
Track は，個人の時系列データを半日～ 1 日単位の
間隔で集計している．

今後の方向性
プラットフォームの構築を通じて，大きく 2 つ
のことに重点を置いて進めてきた．1 つは「標準化」，

参考文献
1） 加 藤 光 治： 図 解 カ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス［ 下 ］ 要 素 技 術 編
（2010），ISBN-13 978-4822221942.
2） 杉 本 和 敏： つ な が る ク ル マ V2X， 第 9 回 ITS シ ン ポ ジ ウ ム
2010，http://www.its-jp.org/wp-content/uploads/2010/08/
2-2sugimoto.pdf (2010).
3） 浅 井 信 宏， 山 口 崇：Connected World の 実 現 に 向 け て，
PROVISION No.74, http://www-06.ibm.com/ibm/jp/provision/
no74/pdf/74_article2.pdf (2012).
4） 藤本 聡：プローブデータについて，国総研レポート 2011，
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/2011report/2011
nilim16.pdf (2011).
5） マルコ・イアンシティ，ロイ・レビーン：キーストーン戦略
～イノベーションを持続させるビジネス・エコシステム，翔
泳社（2007），ISBN-13 978-4798112435.
6） 日 本 ア イ・ ビ ー・ エ ム（ 株 ）：InfoSphere Streams, http://
www-06.ibm.com/software/jp/data/infosphere/streams/
(2012)．

「自動化」
，
「柔軟性」
，
「再利用性」
，
「拡張性」に重

（2013 年 1 月 7 日受付）

点を置いた設計である．2 つ目は，システム構築を
段階的に進めていけるようなフェージングしたシス
テム構築である．従来の個別システムに比べて初期
投資が大きくなることを抑制するため，プラットフ
ォーム整備を段階的に進めていける方法を検討して
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